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平成30年9月6日の北海道胆振東部地震では北海道初となる震度７が観測され、厚真町を含む
周辺で膨大な数の斜面崩壊が発生した。筆者らは現地の斜面崩壊状況や課題を把握するため、
まず厚真川支川東和川流域において崩壊状況の調査、堆積土砂の勾配を測定した。さらにWEB上
で公開された資料や被災後のレーザー測量結果を基に精査した崩壊地分布から崩壊地面積率及
び発生土砂量の推定を行い、今後の課題について整理した。
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１． はじめに
平成 30 年 9 月 6 日午前 3 時 7 分、北海道胆振地方東
部、鵡川町を震源とする震度 7 の地震が発生 1)した。こ
の地震による死者は 41 名、重軽傷者は 749 名に達し、
家屋の全壊は 409 棟、半壊・一部破損の家屋は 9,725 棟
に達した 2)。地震により北海道全域が停電に見舞われた
結果、交通網の混乱のほか、農水産業、製造業、各種サ
ービス業が被害を受け、長期にわたり不自由な生活を余
儀なくされた住民も少なくない。本震災で特徴的だった
のは、厚真町、安平町を中心に膨大な数の表層崩壊 3)4)
が発生（図-1）したことが挙げられる。ここでは学識経
験者と合同で斜面崩壊地の現地調査を行った結果に加え、
北海道開発局提供の航空レーザー測量結果をもとに、崩
壊地や堆積土砂の特徴を整理した結果を報告する。

ものであることが明らかである。被災後間もなく、喜多
6)
ら、国土交通省 7)、国土地理院 8)、により斜面崩壊に関
する情報が公開されたほか、朝日航洋㈱、アジア航測㈱、
国際航業㈱、㈱パスコにより空撮結果や人工衛星画像が
公開された。筆者らはこのうち、国土地理院で公開した
震災後の空撮から目視で崩壊地と堆積地を判読し、GIS
データとして公開した喜多 6)らのデータを採用し、図-1
に崩壊地の分布状況を示した。これによれば、震央は厚
真町から離れていたにも関わらず、崩壊地は主に厚真町
に集中し、安平町にまで崩壊地の範囲が広がっているこ
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２． 震災で発生した崩壊地について
日高幌内川
図-2 上段は震災前日の 9 月 5 日に SENTINEL2 衛星が撮
影した画像のうち BAND 4,3,2 を RGB に対応させたコン
ポジット画像である。SENTINEL2 は欧州宇宙機関（ESA）
により 2015 年に打ち上げられた気象・地球観測衛星で
あり、画像の解像度は 10m、回帰日数は 10 日である。
現在、SENTINEL 衛星の画像は ESA の Copernicus Open
Access Hub や米国 地質調査所（ USGS） が運営する
EarthExplore サイトで公開されている。画像処理は米国
パデュー大学で公開されている無料のソフト MultiSpec5)
で行った。図-２上段の震災前日の 9 月 5 日は東和川流
域に崩壊地が見られないことが分かる。図-２下段は被
災当日の 9/6 に国土地理院が撮影した同じ東和川流域区
域の航空写真であり、発生した崩壊地は地震に起因した

流域

あつま
厚真町
東和川
流域

震央（本震）
むかわ町

国土地理院の電子地形図（タイル）に崩壊地等を追記して掲載

図-１ 震央および崩壊地分布
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国土地理院の電子地形図（タイル）
に崩壊地等を追記して掲載

東和川流域面積
A：5.1km2
崩壊地面積（216箇所） S：1.8km2
崩壊地面積率 S/A=0.353≒0.35

被災前

赤：判読された崩壊地
茶：判読された堆積地
この地図は、https://github.com/koukita/2018_09_06_atumatyou で公開されている地図データを改変したものである

図－３ 東和川流域及び周辺の崩壊地分布
ここでは崩壊地ポリゴン
中に含まれる全ての勾配
の平均値を求め、頻度分
布図としている。従って
崩壊地内の沢地形など緩
勾配部分も含まれている
ことに留意する必要があ
る。
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図－２ 被災前後の東和川流域比較
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とが見て取れる。地震により発生した崩壊地範囲は東西
に約 25 ㎞、南北に約 32 ㎞に及び、崩壊地の箇所数は
6,000 を超えた。

図－４ 東和川流域における崩壊地の斜面勾配分布

筆者らはまず、国土地理院で公開している５ｍ解像度
の地形データを用い、崩壊地発生前の元地形における傾
３． 判読された崩壊地の特徴
斜分布を QGIS で求めた。その結果を基に崩壊地ポリゴ
ここでは、判読された崩壊地や堆積土砂の特徴につい
ン内に含まれる傾斜の平均値を求め、図-４に頻度図を
て、北海道開発局から提供を受けた航空レーザー測量結
示した。最頻値は 30 度であったが、それ以下の緩い斜
果や国土地理院で公開している地形データ（5 m 解像度、 面でも崩壊が発生していたことが分かる。火山灰が堆積
10 m 解像度）をもとに、簡単な分析を試みた。
した地域における、地震に起因した斜面崩壊事例 9)10)で
（１）東和川の崩壊地面積率
は、斜面勾配が 30 度以下の比較的緩い斜面で崩壊が発
図‐1 に崩壊地が特に集中している領域が読み取れる
生しており、今回の事例も同様の結果であったといえる。
が、東和川流域はそうした領域を含む流域面積 5.1 ㎞ 2
（３）厚真川流域の他の支川における崩壊地面積率
の小流域である。筆者らは、崩壊地・堆積地データと北
地震により発生した崩壊地の大半は知決辺川合流点か
海道開発局で震災直後（9/13-14）に実施された航空レ
ら上流にかけて分布しているため、ここでは知決辺川合
ーザー測量結果から作成した 50 ㎝解像度の地形データ
流点から上流を厚真川上流と仮に定め、各々の支川流域
を照合し、東和川流域の崩壊地、堆積地について若干の
で発生した斜面崩壊地面積率を試算してみた。まず、国
修正を行い図-３に示した。崩壊地データを東和川の流
土地理院で公開している 10 m 解像度の地形データを用
域界で分離し、QGIS で崩壊地面積を集計したのち、崩
い、ArcGIS の水文解析機能を用いて小流域を発生・抽
壊地面積率を求めた結果を図—３左上に示す。これによ
出し、図-５に示した。次に各々の小流域に含まれる崩
れば、崩壊地面積率が 35 %に達していたことがわかる。 壊地を分離し、崩壊地面積を求め、流域面積で除すこと
国総研及び土木研究所の報告 9)では、2004 年の新潟県中
で崩壊地面積率を算出し、表-１に整理した。これによ
越地震の崩壊地面積率が 4.7 %、1999 年の台湾集集地震
れば、東和川の崩壊地面積率が唯一 30 %を超えている
では 7 %とされており、今回の震災で発生した崩壊地は
ほか、20 %台が 4 流域、10 %台が 3 流域あったことがわ
非常に高密度で発生したといえる。
かる。また、今回の震災で発生した崩壊地面積を GIS で
（２）斜面崩壊が発生した斜面勾配条件
求積した結果、全体で 43.4 ㎞ 2 あったと推定された。こ
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表－１ 厚真川上流域における崩壊地面積率
流域名

国土地理院の電子地形図（タイ
ル）に崩壊地等を追記して掲載

頗美宇川
ショロマ川
メルクンナイ沢
知決辺川
近悦府川
鬼岸辺川
東和川
日高幌内川
シュルク沢川
オバウス沢
厚真川上流域起点

流域面積
(km2)
10.15
20.07
40.44
25.91
10.17
14.99
13.7
13.04
5.1
5.16
261.7

近悦府川
知決辺川
頗美宇川
ショロマ川
メルクンナイ川
鬼岸辺川
日高幌内川
シュルク川
東和川
オバウス沢
厚真川上流

崩壊地面積
(km2)
2.65
2.09
6.51
1.17
1.12
3.42
3.1
1.12
1.8
1.1
33.08

全体

崩壊地面積率
（％）
26.1
10.4
16.1
4.5
11.0
22.8
22.6
8.6
35.3
21.3
12.6

43.4

震源（9/6）

図－５ 厚真川上流域の支川流域抽出結果

右支川

こで、抽出した小流域は標高値から GIS で自動発生させ
た流域界であり、実際の流域界とは若干異なっている可
能性があるほか、崩壊地面積についても今後精査の中で
修正がなされる可能性がある。
（４）東和川谷底平野部に堆積した土砂厚について
ここでは、北海道開発局が被災直後の 9/13-14 にかけ
て行った航空レーザー測量結果を利用し、谷底に堆積し
た土砂厚、堆積勾配を推定した。被災前の地形データは
国土地理院が公開している 5 m 解像度の地形データ、被
災後の地形データは北海道開発局から提供を受けた 50
㎝解像度の航空レーザー測量結果を用いた。堆積土厚の
計測は QGIS の Profile Tool プラグインを利用し、図-6
に示すライン上で、被災前・被災後地盤の高さを読み取
り、結果を図-7、図-8 に示した。図-7 によれば、東和
川右支川の谷底平野の堆積土砂は約 6 m～9 m 程度であ
り、堆積土砂勾配は 2.1 度と推定される。一般に渓流の
勾配が 10 度以上の場合、土石流発生の危険性があると
されるが、東和川右支川の谷底平野内の堆積土砂の平均
勾配は 2.1 度程度であり、今後、土石流の発生の可能性
は低いと考えられる。図-8 に同様に東和川左支川の堆
積土砂の状況を示す。堆積土砂の厚さは 3 m～10 m 程度、
堆積土砂の平均勾配も 0.8 度～2.8 度と緩やかであり、
右支川同様、土石流の発生の可能性は低いと考えられる。
しかしながら、もろく粒径が小さい火山灰由来の崩壊土
砂が厚く谷底に堆積していることから、今後、降雨や融
雪に伴い発生した流水により容易に土砂が再移動する可
能性があるため、下流河道区間への土砂流出による濁水
や河床上昇などへの影響を十分想定しておく必要がある。

４．現地調査

左支川

図—６ 東和川 右・左支川の堆積土厚計測ライン
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図-7 東和川右支川の被災前後の谷底地形比較
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図-8 東和川左支川の被災前後の谷底地形比較

12 月に現地調査を実施した。調査の目的は長期的な視
筆者らは、崩壊地面積率が 35 %に達した東和川およ
び河道閉塞が発生した日高幌内川において、9 月、10 月、 点でモニタリングを行うべき不安定土砂の有無を確認す
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ることである。
（１）東和川（調査日：9/13、12/4）
筆者らは 9/13、12/4 に東和川の調査を行った結果、
以下の点で長期的な視点でモニタリングを行う必要性が
あると確認された。
①東和川の崩壊地断面では約 9,000 年前の樽前山噴火に
由来した火山灰（Ta-d）がみられ、約 80 ㎝の厚さ（写
真-1）が確認できた。表土断面が露出しており、凍結融
解作用などにより浸食され、土砂供給源となる可能性が
ある。
②稜線部分に表層部のひび割れ（写真-2）が少なからず
見られ、今後の気象条件によっては、ひび割れ部から浸
透した雨水等の影響で、土塊が移動を再開する可能性が
ある。
③斜面途中に落ち残りとみられる土塊が確認されており、
今後の気象条件等で再移動する可能性がある。
④谷底平野に堆積した土砂は、直ちに土石流の危険性は
ないものの、凹部の湛水面（写真-3）が散見されるため、
今後の気象条件によってはみずみちの形成にともない、
堆積土砂が浸食、流出する可能性がある。
以上を鑑み、筆者らは関係機関の同意取り付けの上、
東和川稜線部にインターバルカメラを２基設置した。
⑤航空レーザー測量結果の陰影図から、表層崩壊以外に
も地滑り的な特徴を見せる斜面崩壊地が机上で確認され
ている。例えば図-9 は東和川左支川の上流部北側斜面
で見られた崩壊地である。航空写真では確認が難しいが、
陰影図を見ると馬蹄形の複数の滑落崖が確認できる。詳
細は現地に赴き専門家の判断を仰ぐ必要があるが、こう
した斜面崩壊において基盤岩が露出していれば、日高幌
内川の地すべりと同様、スレーキング風化を起こす可能
性がある。
⑥12/4 の現地調査時、時間雨量で 2 mm 程度の降雨に見
舞われた際、東和川の崩壊地斜面上で表面流が発生した
状況（写真-4）を確認した。表土が失われていなければ
雨水は土壌に浸透するが、崩壊により難透水性の基盤が
露出していたため、少雨でも表面流が発生した可能性が
ある。この現象は崩壊地が多発した流域において降雨時
の流出率が増加する可能性を示唆するものであり、崩壊
地が集中した東和川においては、水文過程の変化を注視
しておく必要が高いと考えられる。
（２）日高幌内川（9/13、10/12、12/4）
日高幌内川中流部では右岸側の尾根部（幅約 400 m）
が地震により滑動して河道閉塞 12)が形成された。ここで
は航空レーザー測量結果と 10 m メッシュ標高の差分で、
最も比高差の少ないと想定される堆積厚を推定したとこ
ろ、約 52 m（図-10）となり、公開情報 13)と概ね一致し
た。筆者らは現地調査において、大きく動いた土塊の上
方で、基盤岩が露出している状況を観察した。軽舞層と
呼ばれる泥岩砂岩互層の巨大な塊が露出しており、表面
がスレーキング風化（写真-5）を呈していた。泥岩がス
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Ta-d
約 9,000 年前
に噴火した樽
前山からの火
山灰、約 80 ㎝

写真-1 東和川における表層崩壊上端の火山灰露頭

写真-2 東和川稜線付近のひび割れ状況

流向

写真-3 谷底平野部の堆積土砂と湛水

レーキング風化により細粒化し、河川に流入することで
濁水の長期化につながることが考えられるため、筆者ら
は東和川と同様に、インターバルカメラ（写真-6）を 2
基設置した。参考まで、現在、北海道開発局が河道閉塞
箇所の開削を進めていることから、本論文末尾に示した
湛水面は縮小し、安全性が確保される見込みである。

表面流源頭部

表層土砂の
再移動

写真-4 崩壊地斜面で発生した表面流(右写真は 10 秒後)

図-9 東和川左支川における地すべり地形とみられる崩
壊地

流向

赤実線は堆積土厚計
測ライン
写真-5 基盤岩のスレーキング風化状況
52ｍ
図-10 日高幌内川の河道閉塞箇所の堆積土厚の推定

５．おわりに

写真-6 インターバルカメラ外観

４．本震災で発生した土砂量
現地調査において、崩壊深は 1 m～3 m 程度であった
ことが把握されている。崩壊地個々の崩壊深の調査は困
難であるため、QGIS の profile tool プラグインで崩壊
地周辺部の段差を確認した結果、段差が 1 m～2 m 程度
である場合が比較的多く確認された。平均的な崩壊深が
どの程度あるかは現段階では確定できないため、ここで
は 1 m と仮定した上で、総崩壊地面積 43.4 ㎞ 2 を乗じ、
本イベントで発生した崩壊土砂量を求めた結果、4,340
万 m3 と推定された。この数値は北海道開発局が公表し
た速報値 12)3,000 万 m3 からは約 5 割程度大きい値ではあ
るが、今後、流域全体での土砂移動実態を明らかにする
上で、発生土砂量の精査を進めていく必要がある。
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今般の震災により、6,000箇所を超える表層崩壊が発
生し、火山灰由来の土砂とともに立木も渓床に厚く堆積
した。このほか稜線付近の不安定土砂、風化する基盤岩
などがみられ、今後の気象条件によっては厚真川流域か
らの細粒土砂の流出は長期にわたることが想定される。
既に国や自治体など行政が緊急対策に着手しているため、
土砂災害の危険性は大幅に軽減するものと思われるが、
流域からの細粒土砂の動態とその環境への影響について
は今後も注視していく必要がある。
最後に、この度の「平成30年北海道胆振東部地震」に
より、お亡くなりになられた方々のご冥福を心からお祈
りするとともに、被害に遭われた全ての方々に心からお
見舞いを申しあげる。
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参考：河道閉塞で形成された湛水面の時系列変化
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