
忘れてはいけない岩盤斜面災害

目論見：
岩盤斜面を建設や維持管理の対象とする際，過去の崩壊

や落石等の事例から得られた知見を参考とすべきである．
このため，【忘れてはいけない岩盤斜面災害】として，大規模な

崩壊やその後の技術基準・対策に大きな影響を与えた事例を
まとめ，写真，新聞記事，公判記録なども加える．

共通の記載事項: 
１．件名，発生場所，発生日時
２．災害概要
３．調査（事後調査）概要
４．地形，地質状況，災害の発生機構
５．その他，特筆すべき事項
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忘れてはいけない岩盤斜面災害

（発生機構に関する事例）

日本工営株式会社 小俣新重郎



大規模岩盤崩壊分布図



岩盤崩壊の発生形態
岩盤崩壊の形態 模 式 図

崩 落

岩盤からなる急斜面または急崖より、節
理等の不連続面を境として、岩塊が剥離
する現象で、崩落岩塊が自由落下、跳躍、
バウンド回転によって空中を降下する運
動形態をいう。

転倒（トップリング破壊）

移動岩塊に働く重力、近接ブロックの押
す力または亀裂間の水圧に伴う転倒モー
メントによって、移動岩塊の下端部を支
点として前方へ回転する運動形態をいう。

Aは最初に崩壊した岩塊

Bは転倒後、2つに分離した岩塊

Cは転倒中の岩塊

Dは転倒中でCにもたれた岩塊

Eは転倒前の岩塊

岩すべり

ひとつあるいは数箇所の面に沿い、せん
断変位する運動形態をいい、円弧すべり
面に沿う回転すべりや平面すべり面に沿
う平面すべりとなる。また、くさび破壊
は岩すべりの一形態で、交差するいくつ
かの不連続面に沿って、これより上部の
くさび状岩塊がすべる運動形態をいい、
岩盤斜面に特有なものである。

円弧すべり 平面すべり くさび破壊

崩落

転倒

すべり



崩落

転倒

すべり
（平面すべり）

（クサビすべり）



番号 発生年 名称 発生機構 備考

① 昭和36年(1961年) 大西山 岩盤崩壊 【崩落】 総雨量424mm，死者42

② 昭和47年(1972年) 中央道 岩殿山 地すべり 通行止め4か月，深礎対策

③ 昭和52年(1977年) 上越線 岩本 落石【崩落後，
線路に到達】

列車脱線転覆，
負傷105

④ 昭和56年(1981年) 国道231号 雄冬岬
トンネル留萌側坑口

崩壊性地すべり トンネル坑口破壊，
現道復旧

⑤ 昭和62年(1987年) 国道39号 層雲峡
天城岩

岩盤崩壊 【崩落】 河川閉塞，死者3，負傷6，
迂回トンネル

⑥ 平成元年 (1989年) 国道305号 越前海岸 岩石崩壊 【転倒】 落石覆工破壊，死者15，
迂回トンネル

⑦ 平成7年 (1995年) 国道49号 本尊岩 岩盤崩壊【崩落後，
道路に到達】

崩壊頻発，路面に岩片飛散，
迂回トンネル

⑧ 平成8年 (1996年) 国道229号 豊浜トン
ネル古平側坑口

岩盤崩落 【崩落】 トンネル坑口破壊，死者20，
負傷1，迂回トンネル

⑨ 平成9年 (1997年) 国道229号 第2白糸
トンネル瀬棚側坑口

岩盤崩落【すべり】 明り巻部破壊，
2次崩壊予知

⑩ 平成11年(1999年) 天鳥橋西 【転倒】 モニタリング，崩壊予知

⑪ 平成13年(2001年) 国道333号 北見北陽 岩盤崩壊【すべり】 死者2，迂回トンネル

⑫ 平成16年(2004年) 国道336号 えりも 岩盤崩壊【すべり】 覆道破損，死者1，迂回トンネル

岩盤崩壊の発生機構に関する事例



① 大西山 【転倒・崩落】 昭和36(1961)年6月29日発生

高さ451m,幅280m,約280万m3

6月中旬から28日まで総雨量424mm



② 中央道 岩殿山 【すべり】 昭和47(1972)年2月27日発生

対策工断面図

通行止め4か月

幅80m，長さ120m，深さ15m．
最大13.8mm/hの移動速度．

排土工（３万m3）
深礎工（φ2m，3m．長さ

8～18m，25本)
鋼管杭工（φ0.35～0.40m，

30本）

（日本道路公団：中央道岩殿地すべり対策工事誌，1972.）



③ 上越線 岩本 【崩落】 昭和52(1977)年3月8日発生

前4両が脱線転覆，
負傷105名

→落石対策の手引き（1978）

(日本国有鉄道施設局：ある落石の教訓，1987.)



④ 国道239号 雄冬岬トンネル【すべり】 昭和56(1981)年12月9日発生

高さ120m,幅100m,厚さ20m，崩壊土量24万m3

凝灰角礫岩
（無亀裂）

火山円礫・角礫岩
（弱い層理面亀裂）

火山角礫岩
（無亀裂）

玄武岩溶岩
（節理発達）

崩土の末端は海面130m（高さとほぼ同様）まで到達

(札幌開発建設部：雄冬岬トンネル崩壊性地すべり
調査報告書，1982.)



70～150cm

崩落岩塊の範囲

崩壊範囲

オーバーハング

高さ150m，幅22m，平均厚さ3m，堆積約5,850m3の柱状の岩盤が滑落．
下部の崖錐堆積物（幅40～50m，平均厚2m，削剝土量5,400m3）を削剝．
崩壊土量計11,200m3

崖下から100m離れた対岸の国道39号上に落下堆積．

熔結凝灰岩
（柱状節理）

（非熔結部）
砂礫層

粘板岩標高670m

標高860m

⑤ 国道39号 層雲峡天城岩 【崩落】 昭和62(1987)年6月9日発生
(層雲峡天城岩滑落調査委員会：層雲峡天城岩滑落調査報告書，1988.)



昭和62年5月25日撮影
昭和62年6月9日撮影

（熔結部
柱状節理）

溶結凝灰岩

（非溶結部）

砂礫層

粘板岩

崩壊前 崩壊後



標高860m

標高670m

標高720m

【崩壊前】
（S62.5.25）

【崩壊後】
（S62.6.9）

崩壊前後の
壁面スケッチ図

風化面

(S60.6に一部剥落)



長柱状岩体の熱変形に伴う節理の開口

厳冬期 初夏【6月上旬】

T1 T2 T1 T2

(根岸正充・中島 巌：層雲峡熔結凝灰岩の柱状節理におけるき裂進展とすべり破壊，応用地質34-2,1993.)



福井県越前町の国道３０５号で発生した岩盤崩壊。幅30m，高さ25m，
体積は1,100m3で、落石覆工を破壊し、通行中のマイクロバスを直撃
し死者15名の惨事となった。

→「道路防災点検」に「岩盤崩壊」の点検項目追加．

⑥ 国道305号 越前海岸 【転倒】 1989（平成元)年7月16日発生
(一般国道305号岩石崩落災害調査委員会：一般国道305号岩石崩落災害調査報告書,1990.)



1985.9

1987.3

1989.7.15

1985.9

崩壊前の亀裂の状況



越前海岸地質断面図

凝灰角礫岩等からなる急崖部下端が海食され形成されたオーバーハング
部の縦亀裂進展により剥離後，転倒崩壊したものと考えられる。



越前海岸岩盤崩壊のシミュレーション



破壊面での羽毛構造

破壊面の風化（酸化）状況



⑦ 国道49号 本尊岩【崩落】 平成7(1995）年4月2日発生



北海道積丹半島の古平町の国道２２９号豊浜トンネル坑口で高さ
約60m，幅約40m，体積約11,000m3の岩盤崩壊が発生し、通行中の
バス・乗用車が被災し、20名死亡．

→「道路防災総点検」の実施，「道路防災カルテ点検」の導入．

（1）⑧ 国道229号 豊浜トンネル【崩落】平成8(1996)年2月10日発生
（豊浜トンネル崩落事故調査委員会：豊浜トンネル崩落事故調査報告書，1996.）



亀裂の進展と崩落

崩落岩体の復元崩落面での風化（酸化）部の分布



崩壊3か月前 崩壊直後

北海道後志管内島牧村の国道２２９号第２白糸トンネルでの岩盤崩壊。トンネ
ル入り口の洞門部が岩盤崩壊により押しつぶされた。高さ100m×幅30m×
厚さ10m, 約20,000m3。この4年前の平成5(1993)年7月12日の北海道南西
沖地震【震度5】の際には，近傍斜面の上部で約2,500m3の崩落が生じた。

⑨ 国道229号 第2白糸トンネル 【崩落】平成9(1997)年8月25日発生
(第2白糸トンネル崩落事故調査委員会：第2白糸トンネル崩落事故調査報告書，1998)



B
C

A

第2白糸トンネル 平成９(1997)年８月２8日発生の2次崩壊【すべり】

(高さ80m×幅16m×厚さ3m
体積3,800m3)

(神尾重雄・吉松弘行・綱木亮介・脇坂安彦：国道229号第2白糸トンネルにおける岩盤崩壊，土木技術資料39-11，1997)



⑩ 天鳥橋西 【転倒】 平成11(1999)年3月1５日発生

1) 高角度の亀裂が

発達した受盤構造
の岩盤斜面

2) 上方の亀裂から

剥離開口したブ
ロックが下端を支
点として転倒

(財)道路保全技術センター：岩盤崩壊モニタリング要領(案)，2003.）



⑪ 国道３３3号 北見北陽【すべり】 平成13(2001)年10月4日発生

高さ70m,幅40m,奥行き100m,最大深さ20m,24,000m3

中生代ジュラ紀に噴出した
海山（玄武岩質の枕状溶岩や
岩脈，ハイアロクラスタイト
および火山性砕屑岩類などの
緑色岩類）とその周りの石灰岩
などの岩石からなる白亜紀の
付加体．
約40°の流れ盤．

(土木学会：岩盤崩壊の考え方―現状と将来展望―，2004.)



高さ100m，斜面長さ120m，幅90m，厚さ17m，
崩壊土量42,000ｍ3。大崩壊の4～半日前に400～100m3の2回の小崩壊発生．
地質:泥質のホルンフェルス.45～60°の高角度の流れ盤と受け盤構造

⑫ 国道336号えりも【すべり】 平成16(2004)年1月13日発生

(一般国道336号えりも町斜面崩壊調査委員会：一般国道336号えりも町斜面崩壊調査報告書，2004.)



【忘れてはいけない岩盤斜面災害】 記載例







急峻な岩盤斜面での崩壊発生のプロセス

①斜面に平行な引張域の発生 ②ゆるみ節理の発生

0.1～0.2H

地質構造・重力・
水圧・凍結融解・
地震動・根切り

(Y.Yu, D.Coates: Canadian Experience in 
Simulating Pit Slopes by the Finite Element
Method: Rokslides and Avalanches, 2, 1979.)

③分離面の進展と風化
←重力・水圧・ 凍結融解
・地震動・根切り
・風化： 酸化域の増加

④未風化部での引張り破壊，
せん断破壊の発生
←羽毛構造

⑤崩壊の発生
←支持条件による崩壊

形態の違い

⑥崩壊後の到達範囲
→被害の発生
→Risk Management

(E.Hoek, J.Bray: Rock 
Slope Engineering, 1977.)



J-1

J-2

J-3

①Cg3層上部からの落石

Road

Fault

Level (m)

100

80

60

40

20

0 50m Sea level

②Cg3層オーバーハング部の崩落

③Tss2,Tf2層オーバーハング部の崩落
（1989年の崩落）

・海食によるノッチ，崖錐堆積物中の空洞

④ 引張り破壊，せん断破壊の発生

【多様な発生形態（落石，崩壊）の推定】

(S.Miki, S.Komata, M.Shinji, T.Nishimura, T.Koyama: A Case Study on the Hazard Assessment of Rock 
Slope by the Scenario Analysis, ARMS8, pp.2874-2883, 2014.)



⑤ 支持条件による崩壊形態の違い

⑥ 移動到達距離と被害の発生

安定 転倒すべり沈下/崩落

(土木学会：岩盤斜面崩壊のハザード抽出評価と影響評価，2014.)

(一般国道305号岩石崩落災害調査委員会：一般国道305号岩石崩落災害調査報告書,1990.)
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