
  

プレゼンテーション② 

魔の山道といわれた 

東本願寺街道 と  国道 230 号の歩み 

出展 北海道開発局札幌開発建設部ウエブサイト 

(学びの広場)を加工して転載しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、東本願寺街道の歴史をたどってみましょう。 



東本願寺街道は、伊達ヲサル別に発し喜茂別から峠を越えて札幌平岸に結ばれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
３、本願寺街道 
道には、さまざまな物語があります。 
私達がふだん何気なく通っている道にも 
たくさんの喜怒哀楽や歴史が刻まれています。 
支笏、洞爺国立公園を横断する観光道路として 
四季を通じ大勢の人々が 
車で行き交う国道 230 号。 
今、この道がこんなにも美しく快適なのは 
先人達が切り開いた道があったから。 
そして今日までの間、命をかけて道を拓き、守り、 
慈しんできたすべての人々のおかげなのです 
ただ通り過ぎるだけでなく、ちょっと足を止め 
「北のみち物語」をひもといてみませんか 
 

 
 
 
 

 

 



４、太平洋岸と札幌府を結べ 

蝦夷地開拓のための道づくり 

幕末から明治にかけ、北方領土経由でロシアの南下が

迫っていた日本。 

政府としては防衛上、急いで北海道開拓を進める必要が

ありました。 

そのためには大量の担い手を、全道に移民させなけれ

ぱなりません。 

しかし当時の蝦夷地は、海岸沿いの自然路や山道以外

に道らしき道はなく、入植はきわめて困難でした。 

開拓判官 島義勇も「世界一と言っても過言ではない

悪路で、人馬ともに足の踏み入れようがない」と手紙で嘆

いているほどです。 

何をさしおいても、まず取り組むべきは道路 開削。しかし

新政府は、幕末から維新にかけての戦争で資金を使い果

たしており、財政的なゆとりはありません。 

そこでやむなく、民間の人たちの力を借りて道路を整備

する構想を考えたのです。 

 



 

５、 19 才の若きヒーロー 現如 上人京都を発つ 
 

政府が頼みにできるのは、当時の宗教界の大 勢力

である 東と・西本願寺でした。しかし、すでに西本願

寺は京都・加茂川の架橋工事を手がけており、残るは

東本願寺しかありませんでした。そこで東本願寺は政

府からの要請を受け、形式上はあくまでも願い出る形

をとった上で、「新道切開、移民奨励、教化普及」の

三項目を掲げて蝦夷地の道路開削を引き受けまし

た。 

 そしてまず調査隊を派遣するとともに、開拓判官・松

浦武四郎を訪ね、アドバイスを受けたのです。 

一方、道路開削のためには、膨大な資金を短期間

で調達する必要がありました。 

そこで京都から蝦夷地へ向かう道中で、門徒から

寄付を募ることにしたのです。 

この大役をまかせられたのが、東本願寺新門跡・現

如 上人でした。            －         

明治３年(1870 年)２月 10 日、現如 上人は信徒の涙

に見送られ、百余名の一行を引き連れてはるか蝦夷へと旅発ちました。 



６、 「トトさんカカさん 往かしゃんせ  うまい肴もたんとある 
おいしい酒もたんとある    エゾ エゾ エゾ エゾ ええじゃないか♪」  

現如 上人の 一行は、行く先々

で熱心に門徒達に蝦夷地移住を呼

びかけ、寄付金を募ります。 

現如 上人の声は子供の頃から「ｷ

ﾝの声」といわれるほどの美声で、多

くの人々の心をとらえ、評判を呼びま

した。 

 彼らが歌う「人をして蝦夷地に行く

を楽しむる歌」という「北海道への移

住をよびかける歌」には、開拓は肉

体労働のため肉や魚をたくさん食べ

ることになる、酒も豊富にあるなど、

当時の人々にとって魅力的な内容がふんだんに盛り込まれており。宣伝効果が非常に大きかったよう

です。 

こうした地道な呼びかけとともに．全国の柬本願寺の末寺を総動員して農民の移住を奨励した結

果、多くの人々を蝦夷地に移住させることができました。.移住者に北陸出身者が多いのは、北陸地

方が東本願寺の門徒の最も多い地方であったからだと言われています。 

 

冒頭の酔歌を 唄い 踊りながら 旅をゆく 僧侶達の様子を想像してみてください。 



７, 「生き仏」の姿を拝もうとする人々で沸く函館港 

  明治３年(1870 年)7 月７日

の夕暮れ、現如 上人の一行は

船で箱舘に到着しました。 

はるばる京都から５ヵ月をか

けての長旅でした。普段ならさ

ざ波が静かに打ち寄せるだけ

の函館港も、この日ばかりはま

るで様子が違います。 

「蝦夷地で生き仏様を拝め

るなんて、思うてもみんことじゃ

った」「まだ二十歳にもならない

若さだそうな」「南無阿弥陀

仏・・・」「南無阿弥陀仏・・・」現

如 上人は、磯を埋めた人々の

大歓声に出迎えられました。  

一行が蝦夷の地を踏み、道

路開削をいよいよ始めるにあた

って記念すべき一歩でした。 

 

 



８、 数珠を持つ手にクワをにぎり 苦難の道づくりが始まった。 

函館に到着した翌日 現如 上人は東久世 開拓長官のもとを訪れ、道路開削についての打ち合わ
せをしています。 
 東本願寺が開削した道路は、軍川から砂原、大野から鶉、山鼻から八垂別、ヲサル別から中山峠
を越えて札幌への４本で、中でも大工事だったのが ヲサル別から札幌までの全長 103 ㎞におよぶ
道。 

これが後の国道 230 号のもととなる『本願寺街道』です。僧達が道路を開削する様子は、当時の
錦絵「現如 上人開拓絵図」に描かれていますが、未開の地を鍬や斧で切り開いていくのは想像以上
に困難なことだったようです。時には毒虫や狼に襲われることもありました。 

 
 



９､ 明治４年 10 月、「本願寺街道」完成    

距離１０３㎞、橋１１３ヵ所  のべ人員５５,３００人 

 

 明治３年７月に着工した道路開削は、翌明治４

年(1871 年)10 月完成。 

総工費 1 万 8057 両(現在の約２億円） をか

け、わずか１年３ヵ月の短期間で工事は終了した。

この工事には、旧伊達藩の人たちや道東に移住し

た人たち、胆振地方のアイヌの人々など、実に多く

の人が携わっています。 

『北海道東本願寺由来』によると「竹や笹の束を

横たえる」程度の開削であったとされていますが、

それにしてもあまりにすばやい工事であったことか

ら、「本願寺街道」はまったくの人跡未踏の地を切り

開いたのではなく、ある程度の下地となる道がすで

に存在していたのではないかとも言われています。 

それを裏づけるかのように『喜 茂 別町史』では、

ようやく人の足跡がわかる程度の草深い踏み分け

道があり、これを活用して改修を加えた所が多かっ

た」と記されています。 

 



１０、 明治６年「札幌本道」の完成により 利用者が減った「本願寺街道」 
せっかく完成した「本願寺街道」でしたが、明治６年(1873 年)に千歳回りの「札幌本道」（現国道

36 号）ができると、利用者はすっかり減ってしまいます。 

刈り分け道はたちまち雨水に削られ、笹や草におおわれていきました。 

 『本願寺街道』が、馬車も通れる道として再びよみがえったのは、それから 10 年以上たった明治 19

年で(1886 年)のことです。 

北海道庁は、まず石山から定山渓までの改修工事に着手。明治 27 年(18９４年）には洞爺湖畔

までの全線が、幅 5.4 ㍍の馬車道となり、中山峠には駅逓所も設けられました。 

『本願寺街道』は便利に生まれ変わって、人々の往来や物資輸送に大きな役割を果たしました。 

 

駅逓所とは 

旅人の宿泊、

馬の貸出、郵

便や貨物の縊

送をする所。 

 

 

 

  

 

 



１１、 鉄道開通で人通りが途絶えた時代 
中山峠を通るのは、エラい人か罪人だけ 

やがて鉄道網が発達してくると、昭和２年(1９２７年)頃から「本願寺

街道」を通る人はまた減っていきました。 

中山峠を越える人といえば、北海道庁の高官や道路調査に訪れた

役人、または表街道を歩けない罪人や脱獄囚などで、一般の人はほと

んど利用しなくなりました。 

 完成から半世紀余りのうちに、時代の移り変わりとともにさまざまな変

化を遂げた「本願寺街道」。 

中山峠という難所を含むこの道

は、東本願寺が私的に行なった工

事であるため、開拓使の公文書の

中にその実態を示す記録は残念な

がらあまり多くありません。 

しかし、北海道の道路史上、特

筆すべき道路であったと言うことは

まちがいないと言えるでしょう。 

 

 

 

 



ちょつと寄り道 

１２、 本願寺街道を最初に  歩いた商人の話 

本願寺街道ができるは

るか昔、その道道を最初に

歩いたのは誰だったのでし

ょうか。  

元禄１６年(1７０２年)

頃、羊蹄山麓でエゾマツ

の伐採事業を営む、飛騨

屋 武川久兵衛という木材

商がいました。 

久兵衛は、松前藩に願

い出てこの伐採事業を開

始したとされていますが、

伐採は明和６年(1７69

年)まで続けられ、良材を求め

て豊平川を遡って行く過程で中山峠越えをしたと言われています。 

 エゾマツは、年輪が密で筋が通り、当時はヒノキの代用品として重宝されていました。 

江戸や大阪では『蝦夷ヒノキ』とよばれ、献上台や障子など細工用材に使われたそうです。 

 久兵衛にとって中山峠から見たエゾマツの群生は、宝の山。興奮のあまり思わず腰をぬかしてしまっ

たかもしれませんね。 



１３、 クマの穴に泊まった 探検家の話 
 

北海道の名づけ親でもある

探検家・松浦武四郎は、弘化２

年(1845 年)、初めて蝦夷地に

足を踏み入れて以来、６回にわ

たって探検を行い、多くの記録

を残しています。 

安政６年(1858 年)には、ア

イヌ人の道案内６人とともに犬

を連れて中山峠越えに挑戦。 

本願寺街道づくりの下見とも

言える探検で、雪の山渓を踏

みわけながら野宿の旅を続けま

した。時にはクマの足跡におび

えながら、そのカラ穴に泊まって風

雪をしのぐこともあったようです。 
そんな様子とともに踏査結果が記されている『西蝦夷日誌』では、「虻田・有珠から川に沿って道を

ひらけばどんなに便利だろうか」と感想が綴られており。武四郎はこの道を北海道開拓にとって非常に

重要と考えていたことがうかがえます。 

 



ちょつと寄り道 

１４、 定山渓温泉を築いた  お坊さんの話 
 札幌の奥座敷としておな

じみの定山渓温泉。この温

泉を発見したのは松浦武

四郎だと言われています

が、温泉郷として開発した

のは、みいずみ 定山坊 こ

と修験僧 定山だとされて

います。 

定山は「鹿が傷を癒す

秘湯があるらしい」との噂を

聞きつけ、現在の朝里付

近から山中へ道なき道を歩

き続けて慶応２年(18６６年)に温泉を発見、私設の湯治場をつくりました。 

３年後、睛拓使が設置されると。定山は温泉の開発を願い出ました。その熱意に動かされて明治３

年には本願寺街道の開削が始まり、官営の温泉場が設けられ、定山は温泉を管理する「湯守」に任

命されました。その年の秋、訪れた東久世開拓長官は、病に苦しむ人々を救うために温泉を営む定山

の姿に心を打たれ、彼の名にちなんで定山渓温泉と名づけたということです。 
 
 



 
かつて 
北海道開拓に大動脈として貢献した 
かけがえのない道『本願寺街道』。 
伊達市 長和 町には当時の道の始まりを示す 
『本願寺街道 起点』の碑が。 
また札幌市豊平区平岸には 
道の終わりを示す 
『本願寺街道 終点』の碑が 
ひっそりとたたずんでいます 
それらは今、 
藻岩山の東本願寺北海御廟で安らかに眠る 
現如上人の遺骨とともに 
180 万都市となった札幌と北海道の繁栄を 
どんな思いで見守っているのでしょうか。 
たくさんの人の汗と歴史が作った国道 230 号。 
この道を私達はいつまでも大切にしながら、 
ふるさとを愛し続けたいと思っています。 
 

 
 
 



１６、 本願寺街道・国道 230 号の歩み 
この暦年表は、読み上げを省略しますが、概要など知りたい方は印刷してお読みください 

 

１７、 東本願寺街道の概要 
・実質 作業期間 明治 3 年 7 月から 4 年 10 月 

・開削 工事区間 オサルペツ～ソウペツ～ニッポキナイ～ヌッキペツ～シリベツ～ 

アシュフ～ムイナイ～ケレベツ～定山渓～簾舞～平岸村。                       

道路規模 ─ 伐木幅 3 間(約 5.5 ㍍)  道路幅 9 尺(約 2.7 ㍍)。 

橋の架設 103 箇所、谷間の板敷き 17 箇所。  

・作業人員 ─  延べ約 5 万 5300 人。東本願寺の僧侶ほか伊達藩の士族移住者 50 名、 

根室和田村への移民から大工職人をはじめとする約 50 名」 

ほかに 胆振地方のアイヌたち 人数不明だが多数が参加  

・作業監督 ─ 宇野道隆、 尾崎信盛(現如の随行者）。                                             

測量担当 ─ 大浜和助（三河国人） 

・所要経費 ─  1 万 8057 両 62 もん 5 ぶ、現在額で約 2 億円程度か… 

 

 

 

 

こちらの前半は 
右展示とほぼ同一 
 



既存の動画をご紹介いたします。 

↓は 本願寺道路 2 の動画 で検索 

上は 現如上人と本願寺道路 で検索 

下は 本願寺道路 2 の動画 で検索  

 

 

 

 

 

 

 



 

素晴らしい渓谷美に溶け込む 

 

 

はじめに 230 号の素晴らしいドライブ景観の動画をご覧ください 

札幌シーニックバイウェイ藻岩山麓・定山渓ルート  

森を抜ける公園のような道 で検索して動画をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、２３０号の旧道の状態は 魔の山道へ行く  

で検索すると ４本のＷｅｂ動画をみれます。 



 

 

男冥利に酔わされて 

 

定山渓道路をゆく- 寒地土木研究所から一部引用 

左下の画像は、ほっかいどうかいはつグラフ 38 号からのものです。 

このグラフの １１ページに 宗門が切り開いた本願寺街道 が載っています。 

 
つぎに 
寒地土木研究所ウェブサイトから ノンフィクション作家 田村喜子さん
の寄稿文を紹介します。 

篠原教授が｢シビックデザイン北の先駆者｣と称えた大谷光信さん
は．札幌～定山渓間 21.2 km の改修につづいて．そのまま定山渓市
内から中山峠の茶屋までの 17.3 km の新道計画を担当した。 
 大谷さんの道路づくりの基本姿勢は．開発局初代建設部長であった
高橋 敏五郎氏によって培われた．｢道路は公園と同じで．通ることに
よって心が和むようにつくられ維持されなければならない． 
 乱暴なドライバーが破壊しても．根気よく直し．美しさを保つように… 

…以下省略… 

全文は 定山渓道路を行く で検索してご覧ください。 

 



ここからが、技術とデザインになります。 

２０、 魔の山道 

１２８ヵ所の急カーブ「魔の山道」と恐れられた中山峠までの道のり  

昭和になってしばらくは馬車鉄道と自動

車の流合時代が続きました．せっかくジャリ

を敷いても路面の傷みがひどく、しばしば通

行止めになります。 

昭和１６年(１９４1 年)には太平洋戦争

が始まり、街道は荒れ果てたまま終戦を待

たなければなりませんでした．  

戦後になり、自動車が増えてくると本願

寺街道も拡幅され、昭和 2４年(1949 年)

には札幌～洞爺間のバス運行が始まりまし

た。しかし、札幌側の薄別から山腹をぬけ

て中山峠に出るまでの約８㎞は急カーブが

128 ヵ所もあり、見通しも悪いことから転落

事故が後を絶たず、魔の山道と恐れられて

いました。 

昭和 28 年(1９５３年）には、札幌～虻田間が二級国道 230 号となり支笏・洞爺国立公園への観

光道路として重視されるようになったこともあり、改修工事への期待がしだいに高まっていったのです。 



２１、 一大改修工事はじまる 

  全長１０８.５㎞におよぶ国道 230 号の全面改修工

事には、札幌・小樽・室蘭の各開発建設部が力を合わ

せて取り組むことになりました。 

札幌開建は札幌から中山峠までの「定山渓国道」

を、小樽開建は中山峠から三の原までの「中山国道」

を、室蘭開建は三の原から虻田までの「洞爺国道」をそ

れぞれ担当するかたちで工事は進められました。 

 この改修工事の中で、最も難関だったのが定山渓国

道です。 

開発局はそれまでにも稲穂峠や静狩峠など難所を手

がけていましたが。 

定山渓国道ほど激しいカーブや山谷が続く山岳道路

は今だかってありませんでした。 

札幌から定山渓までの区間は、昭和 39 年に完了し

たものの、定山渓から中山峠までの区間は地形が特に

複雑で地質も悪かったため、着工は昭和 38 年からの

遅いスタートとなりました。 

  

掲載のルート図は、編者がカラーに加工しました。 



２２、 道なき道 

道なき道を踏み分けて 新ルートを決めるまで 

  定山渓から中山峠までの改修

工事は、まずルート選定のための

調査から始まりました。どの場所

に、どうやって道をつければ最も

安全で便利かを調べるためで

す。技術者達は季節ごとに山の

中を歩きまわり、丹念に調べ続け

ました。 

春先には、冬眠から起き出す

クマに用心して首にラッパをぷら

さげ、ハンターを同伴したり、ス

キーで調査することもありました。

夏には、うっそうとおい茂る根曲

がり竹の密生地を、ヤブ蚊・ブヨ

に身体中を刺されながら何時間

もはって歩くように調査を続けたこ

ともありました。そうして一年がかりで３つのルートが候補に上げられ、様々な面から検討を重ねた結

果、現在の国道 230 号である薄別ルートに決まったのです． 



２３、 若き技術者 

定山渓国道をささえた 平均 26 歳の若き技術者達 

標高差約 530 メー

トルの山岳道路である

定山渓国道。その困難

な道づくりは、難 工事

であるがゆえに、道路

技術者にとって一度は

たい当たりしてみたい魅

力に満ちていました。 

 平坦な所に道をつけ

るのとは違い、ルートや

勾配。山や谷、地盤な

どを細かく計算し。考え

合わせた上で慎重に

工事を進めていかなけ

ればなりません。それを

可能にしたのは、若い道路技術者達の情熱とざん新なアイデア、チームワーク。そしてコンピュータや

航空測量技術などのめざましい進歩でした。 定山渓から中山峠まで、約 17 ㎞の新ルート。定山渓

国道を代表する橋や回廊、トンネルなどの数々に、彼らの素晴らしい技術者魂を見ることができます． 



２４、 全線開通 

12 年の歳月をへて いよいよ定山渓国道が完成。  国道２３０号は全綿開通へ 

 

工事はまず、中山峠から喜 茂 

別側までの区間で始められまし

た。 

７年の歳月と５億５千万円の工

事費をかけ、昭和 38 年（１９６３

年）、のべ 13.７㎞の新しいルート

が完成。引き続き舗装工事が昭

和 44 年(1９６９年)まで行われま

した。 

 一方、峠から定山渓にかけての

区間は難 工事であったために着

工が遅れ、昭和３８年からスター

ト。７年の歳月と 58 億４千万円の

工事費をかけ、昭和４４年１０月

３日、１２の橋、１つの回廊、２つ

のトンネルを持つ、のべ 17.4 ㎞の

新しいルートがついに完成したのです 



２５、 開通式 

新しい時代への幕開け。 祝福一色に染まる開通式 

  美しく燃え立つ紅葉の中、国道 230 号

の開通式が無意根大橋のたもとで行わ

れました。 

国道 230 号は、札幌と道南地方を結

ぶ幹線道路として、北海道観光や産業、

経済、人々の暮らしの発展を願って建設

された道路です。 

 道路改良事業所の大谷光信所長は

「決して冒険はしていないが、これまでの

本道の道づくりの研究成果をすべて投入

した。 初めての試みもあるが、その一つ

ひとつが先輩の積み重ね」と胸を張りまし

た。 定山渓国道の開通は人々の注目を

集め、当日だけで３万６千台もの車が押

し寄せました。 

札幌から喜 茂 別までの 66 ㎞が数珠

つなぎになり、深夜まで渋滞が続きまし

た。 



２６、 環境にやさしく 

めざしたのは 環境にやさしい道づくり 

  大谷光信所長が「定山渓国

道」を手がけるにあたり、最も

大切にしたのは、上司である

北海道開発局初代札幌開発

建設部長・高橋 敏五郎 氏に

指導を受けた道路哲学でし

た。 

それは『道路は公園と同じ

で、通ることによって心がなご

むようにつくられ、維持されな

ければならない』というもので

す。 

 「道は公園と同じ」という発

想を原点に、また実際、国立

公園の中を通る道なので特に

環境保全には配慮し、木を切ることを最小限におさえ、従来の山岳道路にはなかった新しいアイデア

をたくさん取り入れて自然景観と調和する道づくりをめざしました。 開通当時の各新聞もこの新道に

ついて「これからの道路というものはかくあるべきという方向を示したもの」と報じています。 



２７、 除雪しやすく 

北国の知恵をいかした  除雪しやすい道づくり 
   冬の中山峠を車が通れるよう

になったのは、昭和 40 年(1９
６5 年)からのこと。 

それまでは雪が降ると通行
止めになり、約半年間はまったく
通れませんでした。 

除雪ができるようになってか
らも、薄別から中山峠までは
「魔の山道」と恐れられていた
難所だったので、さらに徹底的
な雪対策が求められました。 

定山渓国道では、路面の雪
を谷に落とせる設計、雪崩から
道を守るための覆道、雪崩を
下にくぐらせるよう脚を高くした
橋など、さまざまな工夫がこらさ
れています。 
また、将来ロードヒーティングが

できるようにとあらかじめ橋の厚みを余分に設計してあったり、雪をとかす塩化カルシウムをまいてもさ
びないよに欄干をアルミにしてあったり、一見わからない部分でも創意工夫がなされています。 



２８、 渓明覆道 

人と環境にやさしい道づくりの発想と すぐれた技術が生み出したユニークなデザイン 

走りながら渓谷美を楽しめる『渓明覆道』 

 きれいな渓谷と明るさをイメージさせる「渓明覆道」。 

雪崩や落石から道路を守りながらも、渓谷側の視界をさえぎらないよう

に工夫された道路で車窓からは、リズミカルに並んだ柱ごしに、新緑

や紅葉のパノラマを楽しめるようになっています。 

 

機能の追求から生まれたユニークなかたち『薄別トンネル』  

口を開けたワニのような「薄別トンネル」。 

 

このかたちになった理由は、雪対策。「両側に

雪が落ちるように工夫して、みんなで議論し、何

度も何度も石膏で模型を作りながらたどり着いた

形だということです。 

どことなくユーモラスな印象で、車窓から眺め

るのが楽しみになるようなデザインです。 
 

 



２９、 無意根大橋 

人と環境にやさしい道づくりの発想と すぐれた技術が生み出したユニークなデザイン 

わが国初の「五径間

連続曲線橋ゲタ」橋

梁 技術を結集させた

「無意根大橋」 カー

プが多い無意根大橋

付近は、建設技術の

粋を集めた工事がくり

広げられました。 

当時、橋はまっすぐ

かけるのが常識でした

が、コンピュータによる

曲線設計が可能とな

り、あざやかなカープ

を描く斬新な橋ができ

たのです。橋ゲタも、カーブさせたものをつなぎ合わせており国内初のユニークな構造となりました。 

 設計技法では、従来から鉄道で用いられてきた、クロソイド緩和曲線が採用されました。 

ハンドルを一定の速さで切った場合、車が描く曲線を応用したもので、対向車が必ず 75 メートル

先で発見できるよう設計してあります。 



３０、 仙境覆道 

人と環境にやさしい道づくりの発想と すぐれた技術が生み出したユニークなデザイン 

雪崩から道を守るシェルター 「仙境覆道」 

 「仙境覆道」は雪崩から道路を守るスノーシェルターの一種

で、トンネルではありません。山側からせり出した天井が頭上

を覆いながらも、美しい渓谷の展望をさえぎらないよう、谷側に

柱を立てない「片持型式」という構造になっています。 

また、天井部分はなめらかな曲線で構成されており、全体

としてわずかに反りを持つ美しい曲面になっています。 

 

国内初の「ルーバー」 

交通安全を考えた『定山渓トンネル』 

「定山渓トンネル」出入口の側面は、ガラスブロックを通して

自然光がすけるルーバー構造になっています。 

 これはドライバーが急にトンネルに入った時、真っ暗に感じ

ると危険なため、目をならすよう設計された緩和照明のデザ

イン。 

交通安全対策として道内で初めて導入されて以来、多く

のトンネルに取りつけるようになりました。 



３１、 路面研究 

13 種類もの試験舗装で、安全な舗装の研究 

マイカー時代の道路として国道

230 号に求められたのは、走りやす

さと安全性でした。 

北海道開発局では、車が安全

に走れる路面づくりに取り組みまし

た。簾舞に「道路改良事業所」を

設けてスリップしにくい舗装の方法

や、減りづらいアスファルトの種類

などについて研究を重ねました。 

 昭和 35 年～36 年に、13 種類

の試験の結果、表面をザラザラに

して抵抗力を増やし、スリっプしにく

い舗装にしました。 

 現在は、さらに改良を加えたより

安全な舗装になっています。 

 

 

 



 

以上で おわり です。  ありがとうございました。 

 

出典：北海道開発局札幌開発建設部ウェブサイト(学びの広場) 

の全ページを集約して転載しました。 
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