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北海道胆振東部地震において発生した土砂量及び
倒木量の推定
（国研）土木研究所寒地土木研究所 水環境保全チーム ○村上 泰啓
水環境保全チーム
水垣 滋
研究連携推進監
藤浪 武史
平成30年9月6日の北海道胆振東部地震では厚真町を中心に6000箇所を超える斜面崩壊が発生
し、膨大な土砂と倒木が発生した。筆者らは震災前後の航空レーザー測量成果を用いて、崩壊
地内の崩壊深分布を求めることで、厚真川流域で発生した土砂量を部分的に推定したほか、森
林関連の公開データを用い、発生した倒木量の部分的推定も試みた結果を報告する。
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１． はじめに

崩壊 No.03
平成 30 年 9 月 6 日午前 3 時 7 分、北海道胆振地方東
1)
部、鵡川町を震源とする震度 7 の地震が発生 した。こ
図—2 の範囲
崩壊 No.02
の地震により厚真町、安平町を中心に膨大な数の表層崩
崩壊 No.01
壊 2)が発生し、現在も国、道、市町村が現地の防災及び
図—7
復興に向けた対応を進めている。筆者らはこれまで、地
の範囲
震により発生した崩壊地個数、面積の精査 3)を進めてき
た。しかしながら、震災で斜面崩壊が多発した流域の上
崩壊 No.04
流部では現在も土砂や流木が堆積している状況にあり、
豪雨による濁水の発生なども観測されつつある。今後、
流域で発生した土砂量、倒木量の精査を行う前段として、
特定の崩壊地に着目し、2 時期の航空レーザー測量結果
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の比較から、崩壊深分布の特徴を明らかにした。また、
道有林、民有林の森林蓄積簿情報から、倒木量の推定を
北海道開発局 2018 年震災後 LP
試みた結果を報告する。

２． 表層崩壊と地すべり性崩壊について
図-1 に震災直後に北海道開発局が実施した航空レー
ザー測量範囲を矩形破線で示したほか、2006年、2012年
に北海道が実施した航空レーザー測量範囲を示した。こ
の震災前後の 2 時期の地形を比較した例を図-2 に示す。
図中、青色を呈する部分は標高が減った部分、赤色は標
高が増えた部分として示している。これを見ると、表層
崩壊斜面の土砂の大半は斜面上には残留しておらず、渓
流下方に移動、堆積しているように判読される。また、
一部の崩壊地では、崩壊斜面上方に滑落崖がある、いわ
ゆる地すべり性崩壊を呈しており、崩壊土砂や樹木の大
半が斜面に残留しているように見える。ここではまず、
表層崩壊と地すべり性崩壊の代表的な事例を抽出し、
各々の崩壊形態でどのような特徴を有しているかを整理
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図-1 厚真川流域における崩壊地及び航空レーザー測
量範囲、道有林・民有林
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図-2 震災前後の地形比較結果例
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図-3 崩壊 No.01 における崩壊前後の地形と、崩壊深分布
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図-4 崩壊 No.02（囲み部分）における崩壊前後の地形と、崩壊深分布
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図-5 崩壊 No.03（〇印部分）における崩壊前後の地形と、崩壊深分布

した。
(1)崩壊 No.01 の崩壊特性
崩壊 No.01（図-1、図-3）は厚真川流域の中流域に位
置する、崩壊面積 1.4ha 程の表層崩壊箇所である。図-3
右上の航空写真では、斜面の土砂・樹木の大半は斜面下
方に移動し、道路、農地に崩壊土砂が堆積した様子が見
て取れる。図-3 左上は 2006 年の航空レーザー測量結果
を陰影図に加工したものである。被災直後の地形と比較
しても、概ね震災前の地形が保存されていたと思われる。
図-3 左下は震災直後に実施された航空レーザー測量結
果を陰影図に加工したものである。被災前の地形と比較
し、概ね元の斜面と同様の勾配で崩壊した様に見受けら
れる。崩壊前の地形には沢状の地形は認められないが、
ごくわずかな凹地形であったことが読み取れる。次に、
被災前後の地形比較を行うため QGIS のラスター演算機
能を用いて 2006 年と 2018 年の地形差分の計算を行った
結果を等高線も追記し、図-3 右下に示す。これを見る
と、崩壊深は斜面上方で 3m 程度、斜面下部では 2m～5m
程度であったことが読み取れる。また、崩壊地内のピク
セル（2m ﾒｯｼｭ）毎の崩壊深分布をヒストグラムに整理し
たものを、図-3 右下に合わせて表示している。これに
よれば、本崩壊地ではマイナス 3m の崩壊深を示すピク
セルが最頻であり、これらのピクセル個々の値を平均す
ると平均崩壊深はマイナス 2.1m であった。また、本崩
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壊地の崩壊土砂量は、崩壊面積 12,701m2 に平均崩壊深
2.1m を乗じ、約 26,700m3 であったことが分かった。
(2)崩壊 No.02 の崩壊特性
崩壊 No.2（図-1、図-4）は厚真川中流域に位置し、崩
壊面積は 3 か所併せて 4.6ha 程の表層崩壊箇所である。
ここも図-3 同様に、崩壊土砂の大半が平野部に流下、
堆積している状況が見て取れる。図-4 左上の被災前の
地形において、斜面中央から下方に向けて沢状の地形と
遷急線（赤破線）が形成されており、斜面崩壊はこの沢
地形の上方から発生したことが読み取れる。同様に被災
前後の地形比較（図-4 右下）を行った結果、崩壊地 a で
は、崩壊深の最頻値は-1m、崩壊地 b と c では、崩壊深
の最頻値は-3m であった。平均崩壊深は、崩壊地 a でマ
イナス 1.2m、崩壊地 b、c でマイナス 1.8m であり、崩壊
土砂量は a が約 15,400m3、b、c がそれぞれ約 24,000m3、
35,700m3 であることが分かった。
(3)崩壊 No.3 の崩壊特性
崩壊 No.3（図-1、図-5）は地すべり性崩壊と思われる
崩壊地である。地すべり性崩壊であると判断した理由と
しては、被災前の斜面上方に既に滑落崖と見なされる地
形の変化（図-5 左上）が確認できる事、被災後の地形
（図-5 左下）に崩壊前の地形（道路）が残存しており、
土塊が斜面下方に10m 程度移動していることが認められ
る事、土塊上の植生の大半が残存している事、などであ
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図-6 崩壊 No.04（実線囲み部分）における崩壊前後の地形と、崩壊深分布

る。また、崩壊地内の崩壊深分布を図-5 右下ヒストグ
ラムに示す。これによれば、地形の変動幅がマイナス
13m からプラス 11m までと崩壊深の変動の幅が表層崩壊
よりも大きいことが分かる。
(4)崩壊 No.4 の崩壊特性
崩壊 No.4（図-1、図-6）も地すべり性崩壊と思われる
崩壊地である。理由としては、図—6 左下の被災後の地
形に示されるように、斜面上方に滑落崖と思われる地形
の変化が確認できること、被災後の地すべり土塊上（図
-6 左下）に崩壊前の地形（道路）が残存しており、破
断した道路の間隔を測定した結果、土塊は斜面下方に約
25m 程度移動したことが読み取れる事、図-6 右上の航空
写真より、植生の大半が土塊上に残存している事などで
ある。被災前後の地形の差分をとった結果を図-6 右下
に示す。これによれば、斜面上方で滑落崖とみられる標
高の低下、斜面下方では標高の上昇がみられており、円
弧すべりが発生していたものと考えられる。また、崩壊
地内の崩壊深分布を図-6 右下ヒストグラムに示す。こ
れによれば、地形の変動幅がマイナス 23m からプラス
21m までと崩壊深の変動の幅が表層崩壊の事例よりも 1
桁大きいことが分かる。
地すべり性崩壊の崩壊土砂量については、すべり面の
深さを現地調査する外、土木研究所で開発されたすべり
面の推定手法 4)を用いて推定できる可能性があるため、
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今後検討していきたい。

３． 倒木量の推定
今回、北海道水産林務部、厚真町より道有林、民有林
の直近（2018 年度）の森林蓄積簿（csv）の情報を入手
することができた。蓄積量とは、小林班の面積（ha）当
たりの樹木の幹の体積であり、この情報を用いることで、
小林班内で発生した崩壊地において発生した倒木量を概
略推定することが可能になる。道有林、民有林の小林班
の形状は GIS データ化され、WEB 上で公開 5）6）されてい
る。ただし、この GIS データには蓄積量が含まれないた
め、入手した蓄積簿 csv の小林班 ID を共通のキーとし
て、QGIS のテーブル結合機能を用いて小林班の GIS デー
タと蓄積量とを関連付けた。さらに、蓄積量と関連付け
た小林班の GIS データを、筆者らがこれまで精査した崩
壊地データを GIS 上で関連付けることにより、小林班内
で発生した崩壊面積に蓄積量を乗ずることで、崩壊で発
生した倒木量の推定が可能となる。
図-7に厚真川支川鬼岸部川中流右岸における斜面部分
を拡大し、航空写真と航空レーザー測量により得られた
陰影図上に道有林の小林班界と崩壊地（赤破線）を示し
た。図中青字は崩壊地のID、黒字は小林班のIDである。
崩壊地が林班界を越境しているため、ここではQGISの空
間演算機能の切り抜き機能で小林班界のGISデータを崩
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図-7 崩壊後の倒木量の推定（表層崩壊）
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表-1 表層崩壊で発生した倒木量の推定（道有林）
小林班
蓄積量（m3/ha）
林班内崩壊地面積
ID
a
(m2) b

林班から流出した蓄積量
(m3) c=a*b/10000

99130004036

158

37097.3

586.1

99130004035

86

24080.5

207.1

99130002600

151

6154.2
計

92.9
886.2

図-8 崩壊後の倒木量の推定（民有林の表層崩壊）
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表-2 表層崩壊で発生した倒木量の推定（民有林）
小林班
蓄積量（m3/ha)
林班内崩壊地面積
ID
a
(m2) b
04110000730013
356
22720.4
04110000730017
334
5413.7
計

壊地のGISデータで分割した。このことにより、小林班
界中に含まれる崩壊地を抽出できる。図-7の赤破線で示
された崩壊地で発生した倒木量（蓄積量）を、上記のプ
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林班から流出した蓄積量
(m3) c=a*b/10000
808.8
180.8
989.7

ロセスで実施した結果を表-1に示す。ここでは6か所の
崩壊により、約890m3の倒木量が平野部に供給されたと
推定できた。
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図-8に厚真川支川東和川上流部における斜面部分を拡
大し、航空写真と航空レーザー測量により得られた陰影
図上に道有林の小林班界と崩壊地（赤破線）を示した。
図中青字は崩壊地のID、黒字は小林班のIDである。同様
に表層崩壊で失われた倒木量を表-2に示した。これによ
れば、本崩壊地で流出した樹木の倒木量は約990m3であ
ったと推定された。同様なプロセスを流域全体に適用す
ることで、本震災で流出した樹木の倒木量を推定可能で
あると考ええられる。ここで示した表層崩壊の場合は、
平野部に供給された倒木量の推定は可能といえるが、図
-6の様な地すべり性崩壊の場合は土塊上に樹木の大半が
残存しており、流域全体の倒木量の評価をする場合は、
地すべり性崩壊の土塊の動態も含めて評価していく必要
性があると考えられる。

４．おわりに
今回、北海道庁(及び株式会社PASCO、株式会社タナカ
コンサルタント)のご協力で被災前の航空レーザー測量
結果を提供頂いたことで、崩壊地内の崩壊深分布といっ
た詳細な崩壊深分布と土砂量の推定が可能となった。ま
た、公開情報である森林のGIS情報を活用することで、
被災した森林蓄積量の推定も可能であることが把握され
た。今後、厚真川流域内の発生土砂量の推定に関しては、
個別の崩壊深の分布を明らかにする必要があるため、被
災前後の航空レーザー測量成果の精査を進める必要があ
る。また、豪雨に伴う濁水の発生も高濃度濁度計による
連続観測から把握されており、今後も関係機関と連携し
ながら厚真川流域からの濁質流出の量的・経時的変化を
観測していきたい。
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最後に、先般の震災で被災された皆様に心よりお見舞
い申し上げるとともに、被災地の一日も早い復興を心よ
りお祈り申し上げます。
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