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北海道における想定地震の決定方法と 
地震被害想定の実施 

地独）北海道立総合研究機構 建築研究本部   ○戸松 誠 

                               竹内 慎一 
                                        

 防災計画を策定するためには、災害発生後の被害の程度を推計する地震被害想定が重要であ

る。北海道では、道総研の研究成果等に基づき、道内に影響を及ぼす可能性のある地震として

３１地震１９３断層モデルを設定した。さらにこれらの断層モデルから被害量や被害分布など

から防災対策の重要度を定量的に評価することで、２４地震５４断層モデルについて詳細な被

害想定を実施し、結果を平成３０年２月に道が公表したところである。 
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1.  はじめに 

 
 地震調査研究推進本部における地震に関する長期評価

結果や、中央防災会議における被害想定が公表されるに

伴い、地方自治体においてもこれらの結果を参考として

被害想定が実施されてきている。その被害想定方法は、

断層モデルを複数設定し被害量に応じて想定地震を決定

することが行われている。北海道は、その行政区域面積

が広大なため、検討すべき地震が数多くあり、さらにこ

れらの地震の断層パラメータが複数設定されるため、多

数の被害想結果が算定されることとなる。全ての断層モ

デルに対して被害想定を行い防災対策を実施することは

現実的ではなく、防災対策を検討すべき地震を絞り込み

地震被害想定を実施することが望ましい。 
このようなことから北海道は、北海道防災会議地震火

山対策部会地震専門委員会に学識経験者からなる「想定

地震見直しに係るワーキンググループ」（平成１９年５

月設置）を設置し、北海道で検討が必要な想定地震を決

定した。次いで「地震防災対策における減災目標策定に

関するワーキンググループ」(平成２５年５月設置)を設

置し、道内を５地域に分け地震被害想定を実施し、結果

を平成２６年３月から順に公表し、平成３０年２月に全

道の地震被害想定調査結果として公表したところである。 
（地独）北海道立総合研究機構は、「災害に強い都市

構造形成のための自然災害リスク評価手法の開発に関す

る研究」（重点研究：平成２０～２２年度）及び「北海

道の新たな想定震源に基づく地震被害想定と地震防災戦

略に関する研究」（平成２４年～２８年度）を実施し、

これらワーキンググループにおける想定地震の決定及び

地震被害想定の実施に主導的な役割を担うこととなった。 
 本報告では、このようにして実施された想定地震の決

定及び地震被害想定の方法について述べる。 

2.  想定地震の見直しと被害想定対象地震の決定 

  
(1) 想定地震の見直し 
 今回の見直し前の想定震源域は、図－１に示すもので

あった。これらの地震は震源を点で扱うなど現代の知見

からすると課題が多かった。このようなことから、想定

震源域は既往の研究成果、特に海溝型地震と内陸活断層

に関する最新の研究成果等を検討し、北海道に影響を及

ぼす可能性のある地震として図－２に示す震源域を想定

することとした1)。 
 

 
  

留萌沖地震 

石狩地震 
後志沖地震 

北海道東部地震 

釧路北部地震 

日高中部地震 

図－1 見直し前の想定地震 

図－２ 見直し後の想定震源域 
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図―３ 優先度の決定フロー 

 地震防災に関する要素の抽出 

抽出された要素を階層構造に分解 ai 

各レベルの要素間の一対比較 

各レベルの要素間の重みの計
 

整合度指数 C.I.の計算 

C.I≦0.15 

防災対策の重要度の計算 
u(a ) 

No 
Yes 

被害想定項目の決定 

想定地震の危険度の計算 
f (e ) 

地震の発生確率の計算 Pj 

地震の発生確率を考慮した想定地震の優先度の決定 Spj 

次に想定震源域が決まったことから、被害想定を実施

する地震を決定するために、具体的な断層モデルを想定

震源域に設定し、木造住家全壊棟数と死傷者数の概算計

算を行った。これらの断層モデルは断層の名称や上端部

の深さ及び断層の長さの検討結果により、内陸型地震

（18震源断層）、札幌市直下の伏在断層(3震源断層)、海

溝型地震(8震源断層)、網走沖の地震(2震源断層があり、

それぞれの震源断層も傾斜角や破壊開始点、アスペリテ

ィの位置を複数検討することにより、それぞれ1～10パ
ターンで合計193パターンを設定した。この結果、被害

量及び被害分布が断層モデルによって大きく異なり、被

害想定を実施し、検討すべき防災対策シナリオが多数と

なることが明らかとなった。 
 
(2)   被害想定地震の決定 
防災対策を実施する上で数値上の根拠となる被害想定

は極めて重要であるが、先の断層モデル全てに対して地

震被害想定を実施し対策を検討することは現実的ではな

いことから、北海道として減災目標を設定する上で重要

な地震を絞り込むことが必要となった。 
このようなことから、以下の方針で各断層モデルの概

算被害の結果に対して絞り込みを行い、被害

想定を実施する地震を選定した2)。選定の考

え方は①国の想定地震の採用、②クラスター

分析を用いた断層モデルの絞り込みと階層分

析法(ＡＨＰ)を用いた防災対策のための優先

度の高い地震の抽出、③各振興局で住家被害

が最大となる断層モデルである。 
ここでは、今回の想定地震選定の特徴であ

る「クラスター分析を用いた断層モデルの絞

り込みと階層分析法(ＡＨＰ)を用いた防災対

策のための優先度の高い地震の抽出」につい

て述べる。 
193 の断層モデルには被害量や被害分布に

類似性があるものが含まれる。このためこの

類似性を定量的に評価し断層モデルのグルー

プ化を行うことで断層モデルを絞り込んだ。

この時に用いたの手法がクラスター分析によ

る手法である。クラスター分析とは、対象物をサンプ

ルの類似度（距離）によって、いくつかのクラスター

に分けるデータ分析／分類手法、あるいはそのアルゴ

リズムの総称である。解析手順は以下のとおりである。 
①個々の想定地震間の近似程度をはかるためにユー

クリッド距離を定義し、クラスターとして併合す

る際の距離の大きさ（住家全壊棟数カバー率）を

決める。 
②個々の想定地震間の距離を全て計算し、距離が最

小となる対象を統合してクラスターとする。 
③新しく形成されたクラスターと想定地震間の距離

をすべて計算し、想定地震間の距離のうち最小値

をとるものどうしを統合する。これらすべてのクラス

ターが統合されるまで繰り返す。 
④クラスターの統合過程を示すデンドログラムを描き

いくつかのグループに分ける。 
このようにして作成されたデンドログラムから適当な距

離で切断することによって想定地震をグループ化した。

これにより193の断層モデルを43グループに分類するこ

とができた。 
 次に、この43パターンの想定地震に対し行政部局の意

思を指標化し、その優先度評価を行い、想定地震を決定

した。自治体の防災対策を考える場合、対策の対象は主

管する部局により異なり、各部局が防災対策を実施する

場合に必要とされる想定被害の主要項目は各部局によっ

て異なることに斟酌する必要がある。このようなことか

ら振興局の防災担当者に対し防災対策の重要度を評価す

るためにAHPを用いた調査を実施し、各防災担当者がど

のような地域に被害が発生することを問題視しているの

か定量的に評価をし、先にグループ化した43グループの

対策優先度を評価した。評価のフローを図３に示す。 

 このようにして、図－４に示す北海道に影響を及ぼす

可能性の高い24地震54断層モデルが選定された。 

図－４ 被害想定の対象地震 
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3. 地域性を考慮した被害想定の検討 

 

 地域に起こりうる被害を精度良く予測することが重要

となることから、地域の特徴を取り込んだ被害想定手法

を検討した。検討した項目としては、「地震動予測」、

「分布特性」、「被害特性」の３項目である。 

 

(1)  地震動予測の地域性 

 北海道の被害想定では、道総研地質研究所と協力して

「地盤の増幅度（ARV）」の精度向上を図った。地盤の

増幅度ARVは、工学的基盤面の速度に対する地表最大速

度の増幅度を表し、地表から地下30mまでの推定平均S波

速度(AVS30)を用いて計算した。 

 ベースとなる地形分類に基づいた250mメッシュ毎の

AVS30に、予測する地域の地盤特性を反映させるため、

各自治体からボーリング資料を収集し、AVS30を計算し

た。次にボーリング資料によるAVS30を元に、重みつき

逆距離補完法(IDW法)を用いて250mメッシュ毎のAVS30の

平滑化処理を行い、増幅度ARVを補正した。 

 補正前後の増幅度ARVの比（＝[ボーリング資料で平滑

化処理したARV]／[ベースとなる地形分類によるARV]）

を見ると、地形分類によるAVS30よりボーリングデータ

AVS30のほうが大きい個所がほとんどであり、増幅度ARV

は同じか、低減する傾向（0.9以下）に補正された。 

 

(2)分布特性 

被害対象の地域性として、道内 179 市町村全ての建

物・人的データ、上下水道、道路・橋梁などの社会基盤

データを収集し、詳細なデータベースを構築した。 

 上水道管路を例にデータベースの構築方法を示すと、

上水道管路の被害箇所数の予測式には管種・管径別長さ

のデータが必要となる。他県では自治体単位の管種・管

径の割合を地域の管路長さに適用して計算する例が多い

が、北海道の被害想定では地域別の実データ（管種・管

径別長さの資料）を収集しデータベースとして構築した。 

 このデータベースは北海道内全市町村のデータを可能

な限り同一の精度となるよう道総研が直接構築したもの

であり、地震被害想定だけでなく多岐の分野に渉り活用

が可能な極めて貴重なものとなった。 

 

(3)被害特性 

被害対象の強さや弱さを地域性として評価するために、

北海道の積雪寒冷条件を考慮可能な被害評価手法を用い

た。積雪を考慮した住宅の倒壊数を推計する手法を提案

するとともに、暖房利用時の出火確率や積雪による上下

水道復旧の遅延などを評価できる既往の手法を採用した。 

 木造住宅の倒壊数を推計する手法では、まず岡田・高

井の損傷度評価手法の考え方を採用し、図―５に示す耐

震診断結果(評点)を指標とした損傷度関数を構築した。

これは住宅の評点と想定震度がわかると、被害の程度が

確定的に決まる手法である。 

 次に損傷度関数に、北海道の木造住宅の耐震診断結果

(評点)の地域分布を適用することで、建築年代別の震度

と被害率との関係を構築した。積雪荷重を考慮した耐震

診断結果と考慮しない場合の診断結果とを適用すること

で、冬（積雪期、図－６-a）と冬以外（無積雪期、図－

６-b）の木造住宅の被害評価手法を提案した。 
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図－５ 木造住宅の損傷度関数 
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図－６ 建築年代別の震度と全半壊率との関係 

 

 

4.  北海道の地震被害想定の実施 

 

 このように断層モデル及び被害想定手法を決定したこ

とから、これらを用い北海道における地震被害想定を実

施した。 

 

 (1)  季節・時間帯の条件設定 

時間帯によって建物内の滞留者数が異なること、季節

や時間帯によって火気器具の使用状況が異なること、積

雪の有無などから季節・時間帯毎に想定される被害が変

わることから表－１に示す３種類の特徴的な季節・時間

帯を設定した。冬の早朝が、住家の滞在者数が最も多く、

人的被害が最大となるパターンである。 

 

（2）被害想定項目 

 被害想定項目を表－２に示す。地震動や揺れに連動し

た液状化危険度・急傾斜地崩壊危険度を、リスクとして

建物被害、火災被害、人的被害・避難者数を想定した。

生活への影響項目としては、自治体が主に管理している
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上下水道や道路・橋梁の被害を想定した。 

 

表―１ 被害想定の季節・時間帯の条件設定 

設定条件 想定される被害の特徴 

冬の早朝 
・積雪荷重によって建物被害が増加 
・多くの人々が自宅で就寝中に被災．住家倒壊で圧死者が発生 
（人的被害が最大となるパターン） 

夏の昼間 
・住家の滞留者が最も少ない。 
・多くの人々が屋外にいる。 

冬の夕方 
・積雪荷重によって建物被害が増加 
・火気器具の利用が多い時間帯．出火数、焼失棟数が最も多い 
（建物被害が最大となるパターン） 

 

表―２ 地震動による被害想定項目 

被害想定項目 項目の概要 
① 地震動 地表における震度 
② 液状化危険度 液状化発生確率 
③ 急傾斜地崩壊危険度 急傾斜地における崩壊危険度 
④ 建物被害 揺れ、液状化、急傾斜地崩壊による全半壊棟数 
⑤ 火災被害 全出火件数、炎上出火件数、焼失棟数 

⑥人的被害 
人的被害 揺れ、急傾斜地崩壊、火災被害による死者数、負傷者数 
避難者数 避難者数 

⑦ライフライ

ン被害 
上水道 管路被害箇所数、断水人口、最大復旧日数 
下水道 管路被害箇所数、機能支障人口、最大復旧日数 

⑧交通施設被

害 
道路 道路被害箇所数 
橋梁 橋梁被害箇所数 

 
（3）被害想定結果 

表―３に想定結果の内、沼田－砂川付近の断層帯の被

害想定結果を示す。54 断層モデルの想定結果は、北海

道のホームページにおいて「全道の地震被害想定調査結

果」として公表されているので参照願いたい。 

（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/jishin_sotei.htm）。 

 

 

5.  おわりに 

 
今回提案した被害想定手法や想定結果は、北海道のホ

ームページにおいて「全道の地震被害想定調査結果」と

して、平成30年2月1日に公表されてる。この結果を元に、

北海道や市町村など関係機関による減災目標の設定とそ

の達成に向けた防災・減災対策が進められることとなる。 
今回の地震被害想定は、行政機関・道総研・大学など

がそれぞれが連携した上で実施することができた貴重な

機会であった。今後も道総研として、道や市町村の地震

防災・減災対策を支援する調査研究を継続し、自然災害

に強い北海道の実現に寄与して参りたい。 
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 表－３ 地震被害想定の概要（沼田－砂川付近の断層帯（モデル30_4）の地震、冬の早朝） 
被害想定項目 全 道 空 知 石 狩 後 志 胆 振 日 高 渡 島 檜 山 上 川 留 萌 宗 谷 オホーツク 十 勝 釧 路 根 室

地震動 震度７(最大） 震度７ 震度６弱 震度５強 震度５強 震度５弱 － － 震度６強 震度６弱 震度５弱 震度５弱 震度６弱 － －

液状化危険度 下図（液状化発生確率分布）による

急傾斜地崩壊危険度 下図（急傾斜地崩壊危険度分布）による

建物被害
全壊棟数 8,499棟 8,371棟 4棟 1棟未満 1棟未満 1棟未満 － － 120棟 1棟 0棟 0棟 1棟未満 － －

半壊棟数 8,774棟 7,112棟 160棟 1棟 2棟 1棟未満 － － 1,486棟 12棟 0棟 0棟 1棟未満 － －

火災被害 焼失棟数 35棟 29棟 1棟未満 0棟 1棟未満 0棟 － － 6棟 1棟未満 0棟 0棟 0棟 － －

[建物総棟数] [1,683,209棟] [162,359棟] [564,217棟] [118,931棟] [161,835棟] [54,888棟] － － [224,059棟] [31,599棟] [37,118棟] [152,607棟] [175,596棟] － －

人的被害

死者数 370人 366人 1人未満 1人未満 1人未満 1人未満 － － 3人 1人未満 0棟 0棟 1人未満 － －

重軽傷者数 1,098人 768人 40人 1人未満 1人未満 1人未満 － － 286人 2人 0棟 0棟 1人未満 － －

避難者数 69,843人 37,930人 3,610人 3人 3人 1人未満 － － 28,033人 263人 0棟 0棟 2人 － －

[総人口] [4,680,870人] [311,713人] [2,360,832人] [224,190人] [413,968人] [73,316人] － － [521,087人] [50,170人] [68,153人] [305,998人] [351,443人] － －

ライフラ
イン被害

上水道被害箇所
数の割合

8.9km当り1箇所
[総延長41,482km]

1.4km当り1箇所
[総延長5,690km]

164.1km当り1箇所
[総延長8,802km]

※0箇所
[総延長2,386km]

※1箇所未満
[総延長3,726km]

※0箇所
[総延長1,331km]

－ － 10.5km当り1箇所
[総延長5,139km]

190.6km当り1箇所
[総延長1,102km]

※0箇所
[総延長2,103km]

※0箇所
[総延長4,120km]

※0箇所
[総延長7,083km]

－ －

断水人口（1日後） 198,448人 85,043人 12,776人 0人 1人未満 0人 － － 99,540人 1,089人 0人 0人 0人 － －

最大復旧日数 147日 147日 1日 0日 1日 0日 － － 10日 3日 0日 0日 0日 － －

下水道被害延長
の割合

1.36%
[総延長21,818km]

5.45%
[総延長2,210km]

0.84%
[総延長7,377km]

0.21%
[総延長1,203km]

0.60%
[総延長2,900km]

0.14%
[総延長474km]

－ － 3.21%
[総延長2,554km]

1.17%
[総延長295km]

0.00%
[総延長459km]

0.02%
[総延長2,084km]

0.34%
[総延長2,263km]

－ －

機能支障人口 53,809人 15,068人 17,649人 408人 2,057人 80人 － － 16,833人 548人 0人 49人 1,117人 － －

最大復旧日数 21日 21日 2日 1日 2日 1日 － － 7日 5日 0日 1日 2日 － －

交通施設
被害

主要道路被害箇所数
の割合

33km当り1箇所
[総延長11,042km]

11.2km当り1箇所
[総延長1,374km]

17.8km当り1箇所
[総延長1,340km]

208.5km当り1箇所
[総延長794km]

43.2km当り1箇所
[総延長1,181km]

438km当り1箇所
[総延長497km]

－ － 24km当り1箇所
[総延長1,586km]

25.4km当り1箇所
[総延長380km]

※1箇所未満
[総延長714km]

870.3km当り1箇所
[総延長1,500km]

79.3km当り1箇所
[総延長1,675km]

－ －

15m以上の橋梁の不
通・通行支障箇所数
の割合

0.38%
[総数10,944箇所]

2.29%
[総数1,555箇所]

0.00%
[総数1,218箇所]

0.00%
[総数673箇所]

0.00%
[総数809箇所]

0.00%
[総数494箇所]

－ － 0.32%
[総数1,938箇所]

0.02%
[総数547箇所]

0.00%
[総数570箇所]

0.00%
[総数1,374箇所]

0.00%
[総数1,766箇所]

－ －

急傾斜崩壊危険度

Ａ（崩壊の可能性が高い）
Ｂ（崩壊の可能性がある）
Ｃ（崩壊の可能性が低い）

震度分布 液状化発生確率分布 急傾斜地崩壊危険度分布

注：この結果は、中央防災会議などの被害想定手法（過去の地震被害を基に設定した被害発生確率等による）により算定した概数であり、具体的な被害発生箇所を特定するものではありません。
※ 1 断層モデルは、断層の長さ、深さ、マグニチュード、傾き、破壊パターン等で設定しています。
※ 2 概略計算の結果からほとんど被害の想定されない地域は、計算対象外（表中は“－”）としています。
※ 2 端数処理の関係で表中の数値と合計は合わない場合があります。
※ 3 建物・人口の総数、上下水道・道路の総延長、橋梁総数は、市町村などからの提供データに基づく合計値です。

震　度

震度７
震度６強
震度６弱
震度５強
震度５弱
震度４以下

沼田－砂川付近の
断層帯の震源域

液状化発生確率

20% -
10 - 20%

1 - 10%
0.1 - 1%
0.1%未満


