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１．はじめに
2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震では、
厚真町で震度7，安平町とむかわ町で震度6強を観測し
た。震度7を記録した地震は北海道において観測史上
初であり、2016年4月の熊本地震以来2年5ヶ月ぶりで
ある。表－1に震度7を記録した5つの地震の概要を示
す。地震による災害には津波、家屋の倒壊・火災、液
状化、斜面災害など様々なものがあるが、今回の地震
では自然斜面の崩壊やすべり（以下、斜面崩壊と呼
ぶ）による斜面災害が顕著であった。
厚真町、安平町、むかわ町の山間部では多数の斜面
崩壊が発生した。写真－1に厚真町の山間部の状況、
図－110）に厚真町周辺の衛星画像（9月11日撮影）を、
それぞれ示す。厚真町では斜面崩壊により36名の貴重
な人命が奪われ、今回の地震による死者42名の9割近
くを占めた。

写真－1

厚真町の斜面崩壊（北海道開発局提供）

害を与えた。
今回の地震で発生した斜面崩壊のほとんどは、斜面
の傾斜に沿って厚く分布していたテフラ（噴火の際に

斜面崩壊による社会インフラ等の被害も甚大であっ

火口から放出され、空中を飛行して地表に堆積した火

た。厚真ダムでは斜面からの崩壊土砂がダム堤体や余

山砕屑物の総称（地学事典，1996），火山灰・降下軽

水吐等に流れ込み、厚真町の水道施設も斜面崩壊によ

石など）や土壌等の未固結堆積物のすべり（以下、土

り甚大な被害を受けた。厚真町を流れる日高幌内川流

層すべりと呼ぶ）である。このほか、日高幌内川で河

域では巨大な岩盤すべりが発生し、河道を閉塞した。

道閉塞を起こした地すべりに代表される岩盤を含めた

このほか、斜面崩壊は各所で道路、送電線などのライ

すべり（以下、岩盤すべりと呼ぶ）も、多数発生して

フラインを寸断し、農地・農業用施設等にも大きな被

いる。

表－1

震度7を記録した5つの地震の概要（国立天文台（編）：理科年表（2018）1）等を元に作成）
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図－1 平成30年北海道胆振東部地震 厚真町・安平町付近
（平成30年9月11日9:42撮影,SPOT衛星画像、1.5m解像度、PASCO提供）

以下に地形･地質の概要や地震発生時の気象、および

出している。両者とも、今回、日高幌内川の巨大岩盤

斜面崩壊の特徴について述べる。

すべりが発生した尾根の西側および東側に地すべり地
形を抽出していることが注目される。

２．被災地域の地形・地質、および気象
２．２

地質

被災地域の地形・地質について、5万分の1地質図幅

図－2に、土木地質図 15） （震央および地層名を加

説明書（北海道開発庁「早来」（1960）11）および北

筆）を示す。本地域の地質は、下位より振老（ふれお

海道立地質資源調査所「穂別」（1987）

12）

）に基づ

き述べる。

い）層・軽舞（かるまい）層・萌別（もえべつ）層と
呼ばれる新第三紀中新世（中期〜後期：1,630万年〜
520万年前の時代）の堆積岩類、およびこれらを覆う

２．１

第四紀の段丘堆積物、沖積層、テフラ等からなる。振

地形

本地域の地形は全体的に低平であり、山地の大部分

老層の下部は砂岩･泥岩の互層を主体とし、ほとんど

は標高170m～400mの山地・丘陵となっている。厚真

礫岩を挟有しないが、上部にいくと互層中に礫岩が分

川等の河川沿いの山麓には、数段の段丘平坦面が認め

布し、かつ、泥岩に較べて砂岩の量がかなり多くな

られ、河川沿いの平地へと続いている。

り、礫岩・砂岩の互層を主体とする岩相を呈する。軽

地すべり地形の分布を山岸編（1993）

13）

および防

舞層は振老層の上位に整合一連の関係で累重してお

災科学技術研究所（2010）14）で見ると、前者は厚真

り、硬質頁岩を主とし、下部硬質頁岩、砂岩泥岩互層

川支川の日高幌内川流域に十数カ所、オニケシベ川流

および上部硬質頁岩に3分される。軽舞層の上部硬質

域に数カ所の地すべり地形を判読している。後者は、

頁岩層は、上位に向かって挟在する砂岩・シルト岩の

厚真川支川のメナの沢川、ショロマ川および日高幌内

量比が増し、萌別層へ漸移する。萌別層は、シルト

川流域、および厚真川支川頻美宇川の支渓であるヤチ

岩・砂岩・硬質頁岩の互層および礫岩から構成され

セ川流域等に、それぞれ十数カ所の地すべり地形を抽

る。
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図-3

Ta-d2の等層厚線図（中川ほか（2018）より作成）17）

写真－2

テフラおよび古土壌

振老層・軽舞層・萌別層とも、北北西―南南東方向

庭、樽前等の支笏火山群由来のテフラが厚く分布して

の褶曲軸が卓越しており、背斜軸に沿ってドーム状の

いる。主なテフラは、下位から支笏降下軽石（Spfa-

構造が認められ、同方向に断層が確認されている（図

1、約4万年前）、恵庭a軽石堆積物（En-a、約1万7千

－2）。また、各地層は海成層であり、工学的には軟

年前）、樽前軽石堆積物（下位よりTa-d，Ta-c，

岩に属する。

Ta-b，Ta-a、それぞれ約9,000年前、約2,500年前、西
暦1667年、西暦1739年）である。分布域の参考として

２．３

テフラ（火山灰・降下軽石など）

図－2の土木地質図では十分に表現されていないが、
上記の地層の上にはクッタラ、支笏（カルデラ）、恵
寒地土木研究所月報

特集号

Ta-dの下部相であるTa-d2の等層厚線図を図－317）に
示す。これらテフラの間には時間間隙に応じて、古土
壌（“黒ボク土”）が挟在している（写真－2）。
17

厚真町の中心部から厚真川流域にかけて、厚さ1m
前後のTa-dが分布している。このほか、安平町付近で
はEn-aやSpfa-lが観察される。テフラ各層の詳細・分
布については、中川ほか（2018）17）を参照されたい。
２．４

気象

胆振東部周辺市町村のAMeDAS観測所の降水状況
をみると、地震前日の9月5日の降雨量は、厚真町、安
平町、穂別町、むかわ町とも10数ミリ程度であり、大
雨とは言えない。地震直前2週間の先行雨量は、4町と
も50～70ミリ程度である。これらの地域では、降水が
斜面崩壊に直接的に作用したとは考えにくい。

図－4

支笏湖畔では、9月5日に台風21号に伴う大雨（連続
雨量263mm，時間最大雨量51mm/h）により、土層
すべりが発生した。さらに翌9月6日には、そこから

土層すべりと岩盤すべりの概念図

土層すべりは、30°以下の緩い傾斜面でも発生し大半は
Ta-dの基底部をすべり面としている。岩盤すべりの多くは
地層の層理面をすべり面とした可能性がある。

1.6km程離れた場所で地震動による土層すべり（千歳
市幌美内）、および7.6km離れた場所で岩盤崩壊（恵
庭市盤尻）が発生した。これらの斜面崩壊は、地震動

は発生していなかったと考えられる。ただし、田近ほ

だけでなく台風21号による大雨の影響も受けていた可

か（2016） 19）は、厚真町厚真川沿いで降下火砕堆積

能性がある。

物からなる約4,600〜2,500年前に発生した地すべり移
動体について報告しており、今回ほど大規模ではない
が、一定の規模の地すべりが過去にも発生していたこ

３．斜面崩壊の概要と特徴

とが明らかとなっている。また、柳井（1989） 20）
３．１

は、斜面に残存するテフラの分布と遷急線との関係か

斜面崩壊の類型

斜面崩壊は、崩壊物質と崩壊形態により、大きく分
類される

18）

。今回、発生した斜面崩壊の崩壊物質の

ら胆振東部地域における斜面崩壊について論じてい
る。

ほとんどは未固結の土層（テフラや土壌等）であり、

今後、テフラ等の厚さや分布、斜面傾斜や形状（尾

残りの大部分は固結した岩盤（新第三紀の頁岩類）で

根か谷かなど）と土層すべりの関係について検証を進

ある。崩壊形態は共にすべりが主体であり、斜面崩壊

める必要がある。

の類型は土層すべりと岩盤すべりに大別される。両者

今回の地震により、緩い斜面を含め、斜面傾斜に沿

の概念図を図－4に示す。観察される岩盤すべりの多

って厚く分布するテフラ等が強い地震動で全面的にす

くは、地層の傾斜（層理）が斜面の傾斜より緩く、か

べることが明らかとなった。今後、同様な地域がない

つ流れ盤となっており、このような地質構造の地域で

かどうか確認し、そのような地域における防災･減災

岩盤すべりが多発したと考えられる。

について検討を進めていく必要がある。

３．２

土層すべり

３．３
9）

岩盤すべり

土層すべりの箇所は6,000箇所を超えると言われ 、

日高幌内川で河道閉塞を引き起こした巨大岩盤すべ

斜面傾斜が30°を超える急斜面だけでなく、10数度以

りは、地層の傾斜が谷側へ5～10度程度（写真－3）と

下の比較的緩い傾斜の斜面でも発生している。

緩く、流れ盤構造となっていると考えられる。

厚真町の土層すべりのほとんどは約9,000年前に降下

地形の節で述べたように、日高幌内川流域で発生し

したTa-dの基底部をすべり面として崩壊している。ま

た巨大岩盤すべりの周辺では大規模な地すべり地形が

た、安平町では、より年代の古いテフラ層（Spfa-l等）

判読されており、この地域では過去にも大規模な地す

の基底とする土層すべりが確認されている。地震発生

べりが発生したと考えられる。

以前には、多くの斜面でTa-dが残っていたことか
ら、過去9,000年間、今回のような大規模な斜面崩壊
18
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写真－3

３．４

日高幌内川の巨大地すべり（軽舞層頁岩）
ほぼ水平に近い層理が観察される。

図－5

航空レーザ地形図（陰影起伏図）で判読した
東和川流域の岩盤すべり

航空レーザ地形図による岩盤すべりの判読と
現地調査

国土交通省北海道開発局が9月12日～15日にかけて
実施した航空レーザ測量結果を基に作成した地形図
（DEM）を用いて、災害発生地域の土層すべりと岩
盤すべりの判読、および現地調査を実施した。厚真町
東和川流域左支川における判読例を図－5に、同箇所
の現地の状況を写真－4に、同地域の空中写真を写真
－5にそれぞれ示す。現地調査では、図－5のStop4で
基盤岩の泥岩が滑落崖に露出しており、その下部から
すべりが発生しているのが確認された。同地域では
Ta-dテフラを基底とする土層すべりが多数報告され
ているが、岩盤すべりも発生していることが判明し
た。岩盤すべりの発生箇所は、植生の影響で、遠望や
空撮では一見すると斜面崩壊が発生していないように

写真－4

東和川流域の岩盤すべり

見えるため、注意が必要である。
航空レーザ測量から作成された地形図および陰影起
伏図の判読により、岩盤すべりを100箇所以上抽出し
た（途中）結果を図－6に示す。これらの箇所のなか
には、上述のように空中写真では十分判読されない可
能性もあり、落ちきらずに斜面途中に残っているもの
がある。今後の融雪期や多雨期に向けて、挙動などに
注視していく必要がある。
３．５

斜面崩壊の分布

図－1および図－6から、土層すべりおよび岩盤すべ
りの分布について、次のような特徴が認められる。
①

震央付近の土層すべりの数が少ない。震央付近の
地震動が小さかった可能性や、テフラが山の斜面

写真－5 東和川流域の岩盤すべり
（北海道開発局提供の写真に加筆）

に厚く分布していなかった可能性などが考えられ
る。
寒地土木研究所月報
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㟈ኸ

図－6 岩盤すべりの分布（精査中）と地質構造の関係（基図として土木地質図5）を使用）
（黒点線枠：判読範囲、赤範囲：岩盤すべり位置、赤線：向斜軸、青線：背斜軸）

②

土層すべりの数の多寡が、地質構造と関係してい
るように見える（背斜部で多く向斜部で少ない

③

考えられる。
今回の地震では未固結堆積物であるテフラ等を基底

等）。

とする崩壊や日高幌内地すべりが特に耳目を集めてい

岩盤すべりの数は、震央付近で多く、向斜・背斜

るが、日高幌内地すべり以外の岩盤すべりについても

に関わらず地層の傾斜が緩い流れ盤斜面において

今後の挙動等に注視していく必要がある。

発生しているように見える。
これらの着目点は今後の精査により検証していく
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