
1.はじめに

平成３０年北海道胆振東部地震に伴い，基盤岩上

に堆積していた火山灰層を主とした「表層崩壊」

が多数発生し，甚大な被害が発生した（小山内ら

2019）。一方，基盤岩の崩壊・変状（以下「岩盤崩

壊」）も広範囲に発生したことが知られている（伊

東ら 2020 など）。日高幌内川で発生した河道閉塞

箇所は岩盤崩壊の中でも最大の規模である。図-1

は日高幌内川の河道閉塞箇所の 1 ㎞程度上流で発

生した岩盤崩壊で比較的近傍で発生している。表

層崩壊，岩盤崩壊とも全体の分布をみると高頻度

に発生した範囲が認められることから，本研究で

は表層崩壊及び岩盤崩壊の分布の特徴を整理し，

高頻度に発生した範囲の特徴について検討する。

図-1 日高幌内川上流の岩盤崩壊（尾根の分離） 

2.高い崩壊面積率の分布的特徴

表層崩壊及び岩盤崩壊の分布的特徴を把握する

ため，地域メッシュ（第 3 次）毎にそれぞれの崩

壊面積率を算出した。第 3 次メッシュは約 1 ㎞四

方となる。表層崩壊及び岩盤崩壊については，地

震直後のオルソフォト(2018.9.10-11 北海道開発

局撮影)を用い，表層崩壊・岩盤崩壊・堆積に区分

した形で判読を行い，表層崩壊・岩盤崩壊それぞ

れ崩壊面積を求めた。なお，平坦地を除くために

勾配 5°未満の範囲を第 3 次メッシュから除外し

ている。表層崩壊の結果を図-2 に，岩盤崩壊の結

果を図-3 に示した。それをみると，表層崩壊につ

いては東和川沿い，知決辺川上流，近悦府川上流，

頗美宇川上流，厚幌ダム下流右岸，厚真ダム下流

左岸付近に崩壊面積率 30％を超える地域が見られ

る。一方，岩盤崩壊は日高幌内川上流域，震源の右

上，震源と厚真町役場の中間，頗美宇川及び東和

川の一部に崩壊面積率の高い範囲が見られる。サ

ンプル数の違いがあるものの，高頻度に発生する

範囲は必ずしも一致しない。

図-2 表層崩壊面積率の分布 

図-3 岩盤崩壊面積率の分布 

3.地震最大加速度との関係

防災科学研究所の地震選択＆ダウンロードから

K-NET 及び KiK-net の強震データを取得し，崩壊

面積率との関係について評価を試みた。近傍で観

測された 3 成分（E-W 成分，N-S 成分，U-D 成分）

の最大加速度から単純空間補間し，第 3 次メッシ

ュにその位置の値を付与した。その比較結果を図-

4 に示す。 

 E-W 成分と N-S 成分については，上段下段とも

似通った最大加速度のレンジに崩壊面積率が高い
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範囲が分布しており，平均値も比較的同水準に見

える。U-D 成分については，広いレンジに分散して

いるものの平均値は水平成分より小さい値となっ

ており，この傾向も上段下段とも似通っている。 

そのため，表層崩壊と岩盤崩壊とで高頻度に発生

する範囲がズレていることに対し，地震動の違い

での説明は現時点では難しい。 

図-4 最大加速度と崩壊面積率の関係 
（上段表層崩壊面積率，下段岩盤崩壊面積率） 

4.表層崩壊の高頻度発生範囲の特徴

図-5 に表層崩壊地の分布を立体的に示した。判

読した崩壊地は地形的に谷状の斜面に多いことが

わかる。ここで斜面の着色は開度率の区分を示し，

任意の 5m メッシュに半径 50m という条件で処理

した開度率 80％以下のメッシュを「白」で表示し

ている。 

図-5 崩壊地と開度率 80%以下の分布(立体鳥瞰） 

図-6 開度率と崩壊面積率の関係 

 崩壊面積率と開度率 80％以下のメッシュ割合と

の関係をみると崩壊面積率が高くなるほど，開度

率 80％以下のメッシュ割合が増えている傾向であ

ることがわかる（図-6）。つまり，谷地形が密集し

ている範囲ほど表層崩壊面積率が高いという特徴

があるといえる。 

5.岩盤崩壊の高頻度発生範囲の特徴

岩盤崩壊は規模の大小，変状の程度（亀裂，岩盤

性変状，岩盤地すべりなど）など，多様性に富んで

いる状況である。共通点としては，基盤岩が振老

層，軽舞層，萌別層と，いずれも新第三紀の堆積岩

で礫岩砂岩と泥岩との互層が卓越している点であ

る。層理面が必ずあることに着目し，図-7 に岩盤

崩壊と地質傾斜との関係を示した。高頻度に発生

する地域を 5 地区囲った。そのいずれも地質傾斜

が 25°以下が卓越している傾向にある。つまり，

地質傾斜が水平に近い範囲で高頻度に岩盤崩壊が

発生しているといえる。

図-7 岩盤崩壊と地質傾斜との関係 

6.地震に伴う崩壊の発生について

胆振東部地震で発生した崩壊は火山灰層の表層

崩壊と新第三紀層の岩盤崩壊である。高頻度に表

層崩壊が発生する地域は谷状斜面が密集しており，

谷状地形が発生条件の１つと推察される。岩盤崩

壊は水平加速度が高いことと水平に近い地質構造

とが関係し，高頻度に発生する結果になった可能

性があると考えられる。ただし各箇所の詳細な調

査を実施することが今後の課題である。 
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