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地すべりによる飯山線高場山ト ンネルの崩壊

星埜 和

昭和44年の歳末は総選挙と重なっていつもの年より一層あわただしい空気

が全国的にひろがっていた。

国鉄飯山線の高場山トンネルが地すべりによる変状によって危険となり，

現地で聞かれる対策会議に出席するため，上野発新潟行き急行の客となった

のは12月25日クリスマスの夕方5時すぎであった。国鉄本社久保村土木課長

が同行した。

この日の午後は8ヵ月あまりかかって通産省のガス導管防護対策会議が最

終報告書をとりまとめ公表する予定になっていたので，最後の会議を司会し

たあと新聞記者発表をすませ，その足で上野駅に向かうという忙しさであっ

た。ほかの委員たちはすでにその日の朝現地に向い現場視察をすませ十日町

の会議場で待機しているはずで、あった。

関東の空はよく晴れていたが，列車が清水トンネノレを越えて新潟県側に入

ると，積雪はすでにかなり深く白一色の冬景色を展開しており，車窓近くス

キーヤーもみえ，これから向う地すベり現場の雪にうもれた風景が限に浮ぶ

ようであった。

8時すぎに越後川口駅で下車，少憩ののち，飯山線に乗りかえ十日町に向
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う。一駅をすぎてまもなく列車は徐行をはじめ，少しずつ速度を落としなが

らついに停車してしま った。前方雪あかりを通して馬蹄形をした単線トンネ

ルの入口がみえ，信号手がなんやら合図をしている。問題の高場山トンネル

の入口であった。

まもなくトンネル内の安全が確認されたので・あろうか，列車は動き出して

トンネル内に入る。最徐行て、ある。

トンネノレ内で

り，見通しはよくなし、。入口カ、らトンネルのほぼ中央あたりまで、 100mlまど

の区間は古い畳築ながら異状らしいものは認められなし、。
やがて前方に電灯で明るく照明された区聞が近づき，林立する堅固な銅製

アーチ形のセントルが眼に入ってきた。厳重に補強されたところでは lmお

きぐらいの間隔でび、っしり並び，横材を熔接してさらに補強している個所も

ある。

セントルの聞からのぞいているコンクリ ート ブロック積みと思われる畳築

には縦横に無数のクラックが発生しており，欠落したあともみられ，頭上の

天井部分には木製の矢板がさしこまれてブロックや岩石の落下をわずかにく

いとめている。

もっとも激しい個所では厳重な鋼製セントルが座屈してはらみ出している

のがはっきり認められる。観測によると，変状がとくにいちじるしくなった

のは12月の初めからであり，最近では最大 1日5mm程度ずつ横方向へ移動

をつづけており， トンネル側壁と列車との側方間隔はあと70mmを残すだけ

となったので，14日後には列車が側壁と接触する計算とのことであった。

変状の激しい区間の約35mほどを過ぎると，あとは少な くともみかけ上は

あまり呉状の認められない区聞があって，列車は 167mの高場山トンネルを

出て，新設の高い コンクリ ート擁壁を左手にみながら，ふたたひ、雪あかりの

なかに入り，徐々に速度を回復して，やがて終着の十日II汀駅についた。

駅から会議場にあてられる宿舎に入り，夕食もそこそこに，先着の委員諸

氏と合流，対策を協議し深夜に及んだ。

翌26日朝は雪路を自動車で現場に向い，まず信濃川左岸に至って，対岸の

現地を遠望して，地形と地すべりの概況をつかんだ上で，現地に到着， トン

ネルの前後と内部を詳細に視察したのち，午後の列車で帰京した。
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地すべ りのため トンネル上部の山腹には大きなクラ ックが発生し増大して

いるとのことで‘あったが，深い積雪のため近よって確認することはできなか

ったが，杉の大木が倒れたり，崩落した土砂が白い雪面に散乱している様子

が遠くからもはっきり認められた。

高場山トンネルの沿革

このトンネノレは国鉄飯山線の越後岩沢と 内ヶ巻間にあり，昭和2年 6月に

完成十日町線として営業開始した単線 トンネルで，延長 187mで、あったが，

起点側にあたる十日町よりの坑門口にクラックを生じ変状がはなはだしく危

険となったため，昭和44年夏の工事でこの坑門を撤去し，20mほど奥に新ら

しい坑門を設けたので，その後は延長が 167mに短縮された。

この線路の建設に当っては，付近一帯において地質不良のためトンネノレの

崩壊や切取り箇所の地すべりなどが相ついで工事は難行し，一部予定路線を

変更するなどして，ょうやく完成したといわれている。

トンネノレの構造は馬蹄形断面の単線トンネノレで，アーチ部分はコンクリ ー

トブロッ ク造り，側壁部分は現場打ちコンクリ ート造りで，一部のインパー

ト部分がコンクリ ート造りとなっている。

地形と地質の概況

地図を按ずると，高場山トンネルはほぼ東西方向に位置し，北側へ向って

急傾斜した斜面のつきで‘た山鼻部を中腹で－貫通しており，その斜面の足元は

大きく湾曲した信濃川の水流によって深くえぐられた形になっている。

鉄道の北側にほぼ平行して信濃川との聞にはさまれて，一段下ったと ころ

に川口から飯山方面に達する県道が通じている。

急傾斜した斜面といい，足元までぐっ とせまった水流といい，典型的な地

すべり危険地形であることがわかる。

この付近一帯の地質は信濃川下流に広く発達する第三紀層からなり，岩質

は緑色砂岩の互層で， 断層や摺曲はあまり認められないが，ケツ岩のある部

分には層面と急角度をなす節理がある。層向はほぼ N30°W に向っており南

に傾斜している。地層の一部にはかなり風化の進行により軟弱化した部分が

ある（広田孝一氏による）。
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このよ うに不利な地形と地質の両条件が重なっているほかに冬期は有数の

豪雪地帯であるため，この付近一帯は古くからしばしば地すべりや土砂崩療

の発生する危険区域であり，鉄道が開通してからも毎年のように災害をくり

かえしてきた。

トンネルの変状

高場山トンネルは竣功後まもないころから側壁のはらみだしなどの異状が

みられたが，起点方にあたる十日町よりの坑門付近はとくに変状が大きく，

当初からクラックが発生していたものと推定され，昭和12年3月に坑門の上

部付近で発生した土砂崩壊によりクラックは一層拡大するに至った。この坑

門から14mほどの区聞はトンネルが地上に露出しており，偏圧によって覆工

にも大きなクラックが発生し，危険となったため，この部分を開削してトン

ネルの延長を短かくしたことはすでfこ述べたとおりである。この区間の開削

にともなって線路の山側に高いコンクリ ート擁壁が設けられ，あわせてなだ

れおおいも施工されたが，このコンクリート擁壁にもクラックが発生して

し、Tこ。

この付近の変状がとくに大きかったのは地すベり商の西端がここを横断し

ているためで、あったことは調査の結果からも明白であった。

昭和12年3月の崩壊は開さく施工部分の地盤のゆるみ，上部山腹の湧水，

雪どけ水の浸透などによるものと思われ，その後昭和24年 1月にトンネノレ上

部の地表で濯淑用水路からの漏水によると思われる崩壊，同年10月に西口坑

門付近線路の下方県道沿いの土留壁崩壊，翌昭和25年6月信濃川の増水によ

る入口付近の大崩壊などが相次ぎ，この付近一帯が安定を失ないつつある徴

候がみられた。このあと信濃川の洪水による洗掘防止対策として，新潟県と

国鉄が費用を分担して護岸工を施工した。

トンネルの変状に対する対策として昭和25年以降20年間に l.2億円を越え

る工事費が投入されている。

変状の進行

トンネルの変状は数年まえから徐々に進行しつつあることが認められ，と

くに毎年の融雪期にあたる 4～5月の聞に大きくなると思われたので，昭和
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41年度から西口坑門に設けられた地すべり計によりこの期聞を中心にかなり

詳しい調査が行なわれた。その結果によ ると，昭和41年，42年の両年度は4

月中に20ないし 2.::;mm程度の移動が起り，そのあと夏から冬へかけての期

間中動きはほとんど停止している ことが認められたが，昭和-13年度の融雪期

にはlOmm近い動きが生じ，かなり警戒すべき変化を示したが，夏から冬にか

けてふたたひや動きは収まった。

昭和44年度に入って融雪期の 4, 5月に移動はさらにし、ちじるしく弘大

し一挙に30nm近くまで達し，その後 6, 7月に入っても停止することな

く，月に 5mmをこえる速度で進行しつつけ，8月に入ってさらに進行の度が

急速に増大し最大 1日5酬をこえるに至った。

西口坑門頭部に発生したクラックは昭和44年 4月に水平で9011m，上下で品

mmのくいちがし、を生じ，8月には水平で 160mm，上下で・7Q,11mlこ拡大するに至

った。 また トンネル中央部付近のちょうど地すべり商の東端がトンネルを横

断する箇所と思われる区間では覆工のクラ ックが拡大し，モルタルの剥げお

ちなど相次いで起こ り，軌道修正も困難となったため，8月11日に列車の運

転を一時休止するのやむなきに至った。

変状のいちじるしい進行が認められたトンネル西半部の変位を詳しく調査

するため， 9月1:5日からトン不ノレ内部に延長 136mの基準線を設置して，水

平変位と垂直変位を精密に測定した。その結果を総合すると，西日の新坑門

口のほぼ20m手前から坑奥の60m付近まで、の聞にわた り，北方へ水平方向に

ほぼ一様な変位を生じており，累計変位量は10月半ばに :JOmm, 11月半ばに

l00.11m, 12月9日に15mm，調査当日て・ZOOmmをこえていた。垂直方向の変｛立は

やや趣きを異にし新坑門付近から坑奥へ向って増大し，:JOm付近で最大とな

り，そのさらに奥ではかなり急に減少している。調査当 日の累計垂直変位の

最大量は約 150mmて、あった。

地表の変状とすべり面

トンネル内部の変状が進行するのにともなって， トンネル上部の急傾斜し

た地表面にも各所に変状が見られ地すべりの徴候が現われるようになったの

で， 国鉄では昭和40年ごろから，地すべり計を設置して異状の検出に努め，

危険の監視を怠たらなかったが，地すべ り土塊の境界と思われる半円孤形の
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線上に肉眼で認め うる程度のクラッグが発生した り，これに付随すると思わ

れる土砂の崩壊が見れるよ うになったのは，11月半ばから12月初めごろへか

けてで‘あった。 半円孤形をなすすべり面境界線の頂部付近にはいくつかのク

ラックが発生しはじめ，日ごとにみるみる拡大して行った。半円孤をなす境

界線の直径はほぼ 150m と推定される。

地質調査をかねて行なわれたボーリング孔の内部での測定によって， トン

ネル下部数mのところで水平方向に変位が発生していると思われる異常が観

測され，これらの点を結んでみると，すべり面はボウル状の円孤面を形成し

ており，地すべ り土塊は北から少し西よ りの方向へ向って動いている ものと

推定された。

高場山トンネルの西半部はこの動いている土塊の中を貫通していることは

明らかであり，土塊とともに一体となって移動しているため，すべり面と交

差する東西の 2地点で大きな変状がみられるが，その中間部は比較的無きず

なことが説明できると思われる。

対策の概要

上に述べてきたような情況から判断して，高場山トンネルの変状はそれが

貫通している土塊の一部が地すべり を起こ したことに原因する と断定され

た。

したがってトンネノレを救う途は，地すべりの進行を停止させるほかにない

ことは明らかである。

地すベり対策と して過去の経験に照して有効と認められるものは，地下水

の排除と地すべり土塊の頂部を削り，できれば脚部に盛り土することの二つ

がある。

地下水の排除はすべり面の含水分を低下させて土のせん断抵抗を回復させ

る効果を期待する ものであり， 土塊の切り と盛 り土は土塊の力学的な安定度

を大き くする効果をねらうものである。

国鉄ではすでに地すべりの徴候が現われてから西口坑門付近とトンネル中

央部付近の変状がし、ちじるしい箇所で山腹側に放射状のボーリングを行なっ

て排水を図っており，さらに竪坑をほって排水する計画も立てておった。し

かし，これらの排水施設はすべり面の端面に近すぎ十分な排水効果を発揮で
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きないうらみがあった。

そこで地すベり面の中央付近も っと も深く水が集まると思われる線に向っ

てトンネル内から新たに排水孔のためのボーリングを行なうことが計画され

た。トンネル内からの水平に近いボーリングは列車を通しながら行なうのは

簡単でないが，列車は近く運転停止にならざるをえないと予想され，事実選

挙の投票日が終るとすく＂ 12月28日には停止されたので，排水用ボーリングに

もっとも大きな期待がかけられた。

土塊のノミラ ンスをとるための切り盛り土工は深い雪のなかで‘もあり，と く

に脚部に盛 り土をすることは地形や県道との関係もあって不可能に近く ，捨

て土をするのに適当な土地が近くに見出せない，などきわめて実施困難と思

われたが，一応その可能性を検討すること となった。

現地対策会議が行なわれた時点で

いるが，すぐにでも崩壊が生ずるとは考えられないと判断され，できるだけ

の手は尽すべきことが決定された。その結果少しでも地すべりの進行を遅く

する ことができれば，あるいは雪どけ期まで持ちこたえることができ，本絡

的な対策の実施も可能になるのではなし、かとのわずかな望みをつな い で い

た。

地すべりの崩落とトンネルの崩壊

その後国鉄では年末年始の休暇も返上して現地における防止対策の実施に

全力をあげたものと思われる。

年が明けて昭和45年 1月22日午前 1時24分から26分にかけて，地すべり土

塊は大崩落を生じ， トンネルもこの土塊とともに崩壊し去って，現地の地形

は瞬時にまったく一変してしまった。われわれが現地をみてからほぼ 1ヵ月

目で－あった。

被害の状況は， トンネル80m，のり面工990m2，雪おおい20m，土留め壁

?Om，軌道延長 110mなどの破壊，移動土砂約13万dとい う数字が物語って

いる。

このニュ ースを筆者はNHKからの連絡で、初めて知った。

その後 1月26日に東京で聞かれた第2回目の対策会議において報告された

崩壊の経過は次のようなもので、あった。
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昨年12月25日の対策会議後の変位進行状況をみると，その勢いは一向に衰

えないでほぼ一定の速度を保ちながら続いていたが， 1月14日ごろから積雪

深さの増加もあって急速に増大し始め， トンネル内の立入りが危険となると

ともに，各種の観測も中止をしなければならないような状、況に立至った。わ

ずかに残った地すべり計によると，ひずみの増大は時間とともに拡大しつづ

け， 1月21日には 1日30Qmmに及び，崩壊直前には 1時間6Qmm以上に達

した。

崩壊が近づくにつれて， 斎藤（姐）博士の提案する崩壊時間の予測l方法を

適用したところ，その一致は良好で、あったといわれる。

崩嬢の現場に居合せた人達は，崩援の起こる 2時間前ごろから，1分おき

ぐらいにピーンとかガランという音，ボルトが切れる ような音をきき， 1時

間まえごろには，さらに時々ドスン ドスンといった大きな落下音が加わっ

た。 30分前になってピーンとかドンという音が間断なくつづき，数秒前には

トンネル内でガラガラ， ドンドン，パ リパリという大きな音が突然起こり，

トンネノレの坑門が動き出し， 雪おおいが大音響を発して倒れた。 このとき山

頂をみていた職員は「動いたぞ」と大声でどなったという。

崩撲はわずか2分間で収まり，あとはもとの静かさに戻ったということで

ある。

地すべりの発生から崩壊にいたるまでの経過や地すべりの規模，範囲など

はほぼ予測されたとおりで‘あったが，その聞に生じた多 くの現象についてこ

れほど詳しくかっ量的に観測調査された例はまれであろう。とくに地すベり

土境を貫通していたトンネル内で‘変位やすべり面が通っている部分での変状

破壊が観測できたことは，まことに貴重な資料と して今後の地すべり対策に

役立つものと思われる。

対策を立てるための参考として大切なことは，すベり面の深さや形をボー

リングなどによってはっきりさせる必要のあることであり，ぜ、ひ実施するよ

う望んでいる。すベり面の足が県道面より上であったか下で、あったかは，そ

の後調べられたかもしれないが，私にはまだわかっていなし、。

地すべりの最終段階で土塊が崩壊する時期をあらかじめ正確に予知するこ

とは保安上きわめて重要にもかかわらず，むずかしい問題であるが，この点

についても貴重なデータが得られたことを喜びたし、。
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復旧の対策

地すべりを停止させようとする努力は功を奏しなかったので，今後の復旧

対策が問題となる。

さしあたり，応急の処置と して，冬期積雪期の交通を確保する必要があっ

た。鉄道の復旧は急にはできないので，いきおい道路に頼る ことになるが，

現地では一応地すベり地を迂回して，信濃川の河原を渡る歩行者用の仮道を

設けて，県道の徒歩連絡がつくようにした。信濃川対岸にある国道 117号線

は地形その他の関係で例年冬期には雪が深く積り，除雪がむずかしく交通が

途絶するため当てにならないので，さらにその北側を通る県道の交通確保に

努めることが決定された。

国鉄飯山線は沿線各地の住民にとってただーっといってよいほど大切な交

通路で、あったから， これの復旧が長びく場合は，地すべり地の県道を本J俗的

に復旧する対策が1日も早く立てられなければならない。

復旧の対策として考えられることは，この県道の復旧と国鉄線の復旧と信

濃川の河原へ崩落した土砂のあと始末と，地すべり土塊の処理および新しく

生じた地はだの安定対策などが主なものであろう。

信濃川への崩落土砂はさいわい河身が大きく屈曲して広い河原になってい

る部分にあたるので，水流を直接さまたげるおそれは少なし、。放置すれば雪

どけ水で押しながされてしまうと思われるが，下流への影響がなければ問題

はないであろう。

ただ崩落した土砂の足元がすくわれる形になるため，土塊そのものがふた

たひ．安定を失なってすべり出す危険があり，一応の対策を必要としよう。

地すべ りのため新たに露出した地はだは，きりたった急斜面をなしている

ので，そのまま放置して危険がなし、かどうか大きな問題であり，次第に風化

などによって地はだ面が剥げおちたり ，欠けおちたりする危険がある と予想

されるので，早かれおそかれ法面防護対策なり砂防工事なりをする必要が生

ずるものと思われる。

つぎに国鉄線の復旧対策について述べよう。国鉄では第 1回の現地会議に

おいて，すでに地すべりが崩壊に達した場合のことも予想して復旧対策を議

題とした。その際は崩壊の状態がまだ予想の域を出なかったので，最終案に
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まで固まらなかったが，およそ次の3案が考えられた。

第 1案は トンネルの残存部分をそのまま利用して地すべり崩壊のあとに元

の線路のとおり復｜日しようとするものである。この案はもっとも経済的でか

つ速やかに復旧できる ように思われた。 しかしながらその当時はまだ崩壊の

程度や崩壊後の地形がどう変るかも予想するにすぎなかったし，すべり面の

位置もはっきり しないので，地すべり区域を渡るのに盛り土 （実際にはすべり

落ちた土が トンネノレ口をふさぐほどであったので，すべり出した土塊を切り取って線

路を布くことになる）をそのまま利用できるかどうか不明であったし，おそら

く今後の斜面崩壊ゃなだれに対する対策などの関係から，一部橋梁を架ける

必要があろうと推定された。これらの方法は必らずしもそうむずかしいもの

ではないが，むしろこの案の問題点は地すべりのため露出した山側の急斜面

の保護で，自然の急斜面を切りとって緩くするとしても， 安全のため傾斜を

ゆるめるほど多量の土を切り取ることになり，土工の費用がかさんでくる。

そのうえ，豪雪地帯であるためなだれ止め工を施工する必要もある。

これらの難点を解決する 1つの代案として，斜面は地すべりのときゆるん

だまま残ったような部分を主として，削り耳元る部分を最小限度にとどめ，代

って多少の崩落ゃなだれをくいとめる防護工を砂防工事などを参考にして，

山裾のところに計画することを提案した。この案はいずれ下の県道を何らか

の形で復旧する必要があると思われるので，斜面の保護工，なだれ止め工，

崩落土砂の再崩落防止工などを計画しなければならないであろうから，国鉄

と新潟県とで協議してこれらの工事を共通施設として実施すれば，かなり し

っかり したものを比較的安く仕上げる ことができるのではないか。せめて一

応の調査ぐらいしてみてはと思ったのだが，国鉄の賛成が得られなかったの

は残念であった。おそらく現地で地すべりのすさまじさを限のあたりにした

人たちには乱暴な案と考えられたで、あろう し また過去にこの辺で何回かお

きた地すべりや崩落に手を焼き苦い経験をしてきた人達にもできるだけ地す

ベり地帯を避けて トンネルに代えたし、考えが先に立ったものと思う。そのう

え系統のちがった組織聞で、話しあいをつけて，共通の工事をするのはたいへ

ん面倒かっ時聞をくう作業であることも否めない事実で、あったで・あろう。

地すべ りを眼のあたりに見た人にとってその恐ろしさは身に泌みたで、あろ

うが，見方によっては不安定な土塊はすべり落ちてしまい，比較的健全な部
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分が残ったともいえないことはなし、。残った部分がしっかりしているかどう

かは，調査すればかなりはっきりできることであるし，調査の結果この案を

採用できたとしたならば，赤字に悩む国鉄としても大いに助かったのではな

いかと今でも思っている。 “あつものにこりてなますをふく”ことなく ，あ

らゆる可能性を一応は検討するとし、 う姿勢を望みたし、。

第2の案は残ったトンネノレと，地すべりの区聞を避けて，北側の信濃川の

方へ迂回する橋梁を架けるというものである。この案は地形的にもかなり高

い橋脚を必要とし，工事費も高くつくなど，利点が少なく難点が多いと考え

られ，初めからあまり問題とならなかった。

終りに第3の案は山側にトンネルを掘って地すべ り区聞を完全に避けて通

る案で，それにも 3つのルート案が立てられたが，いろいろ検討の結果，残

存トンネルの出口に近いと ころから入って地すべり の影響が及ばないと思わ

れる深さを迂回して延長 430mのトンネルを掘り，現在線にとりつける案が

もっとも有力で，工期約7ヵ月，工事費は約2億54万円程度と見積られ，そ

の後詳しく検討の結果この案に決定し，年末の完成をめざしてすでに工事に

とりかかっ7こものと思う。

昔とくらべてトンネルの施工技術が向上し，安全にかつ速くそして比較的

安く工事ができるよう になったことは大きな進歩であると思 う。

結び

わが国はいたるところに急峻な山岳地帯が広がっており，地形 ・地質 ・気

象などの諸条件も複雑な様相を示し，つねに地すべりの危険にさらされてい

る。国土の開発が進み，交通路の整備が行きわたるにつれて，地すべりによ

ってこれらの人工施設が被害を受けるチャンスは急速に増大してきている。

上に述べたよ うな災害の貴重な経験を通して，国土保全の総合的な対策が

すみやかに立てられるよう望んでし、る。

大気圏に起こる諸現象を観測記録し研究するため気象台や気象学があるよ

うに，われわれの日常生活とさらに密接に結びついている地球の陸地部表面

に起こる諸現象を総合的に観測し体系化する地象台や地象学があってもおか

しくないと思 う。

今日の地象は地すべりのような自然現象だけでなく ，土地造成とかダム建
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設のように，もろもろの人聞によって行なわれる営みと複雑にからみあって

いるのが普通である。したがって地象学の内容はきわめて広汎なものにな

り，これを体系化することは，なみ大抵の努力では達せられないかも知れな

い。それだけにやらなければな らず，またやりがし、のある仕事であると信ず

る。

また地象学の基礎知識を実際に応用して国土保全の総合的対策の樹立と実

施に役立てるため，応用部門として地象工学とでもいうべき分野を確立しな

ければならないであろう。

（東京大学教授，工博）
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