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地震地すべり・連載 1

特筆すべき地震時の
地すべり発生事例
近年の大規模地震に
おける斜面での現象

研究ノート ● ● ●

　2004年の新潟県中越地震発生に至るまで、我が国
では、1995年の兵庫県南部地震を経験し、地震時の「谷
埋め盛り土での地すべり」発生の危険性や「表層崩壊
等」の多発は広く認識されていましたが、「地震地す
べり」の危険性は一部の研究を除きほとんど認識され
ていませんでした。当時の認識をレビューしますと、
河道閉塞の湛水・決壊被害により大水害をもたらした
善光寺地震等、歴史的スケールでの発生事例の認識は
なされていましたが、過去の災害履歴が少なく、また、
著名な地すべり地での地震による影響がほとんど記録
されていないことなどから、自然斜面においては「初
生的な地すべり地に限られる現象」ではないか等の推
察がなされていました。
　一方、新潟県中越地震では、「表層崩壊」はもとよ
り「地すべり」も多発しました。前出の河道閉塞を引
き起こした芋川流域東竹沢地すべり 写真-1では滑動し
た領域の背後に明らかに一回り大きな地すべり地形が
見られ、過去の地すべりの一部が再活動したものと考
えられます。このように、地すべり地形を呈する斜面
で地震地すべりが発生するということは当時の一般的
な理解を超えたものでした。
　河道閉塞の多発という現象に関しても、我が国では、
十津川（1889年）災害や有田川（1953年）災害のよう
に豪雨に伴い多くの河道閉塞が形成・決壊し、壊滅的
な被害を生じた事例の経験を経ていましたが、いずれ
も遠い過去の事例であり、また、決壊前の土木的対応
事例としても1971年姫川小土山地すべりや1982年西

はじめに
　2004年に発生した新潟県中越地震により、芋川流
域を中心とした多くの斜面で地すべりや斜面崩壊が発
生しました。特に東竹沢地すべりや寺野地すべりに代
表される大規模な地震時の地すべり等の多発は、多く
の箇所で河道閉塞を伴い、また、地震時の地すべり
（以下「地震地すべり★１（社団法人日本地すべり学会
より）」とします）の発生が非常に稀であるという当
時の多くの研究者、技術者の認識を覆すものとなりま
した（阿部ら★２）。
　近年の地震地すべりの事例を振り返ってみますと、
2008年には、岩手・宮城内陸地震が発生し、新潟県
中越地震と同様、地震地すべりや河道閉塞が多発しま
した。この災害では、新潟県中越地震では経験しなか
った規模の巨大な地すべりが荒
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で発生しました。
2011年東北地方太平洋沖地震では地震地すべりの発
生は散発的でしたが、長距離移動する崩壊性地すべり
の発生が報告されています。
　本稿では、地震地すべり連載の第1回目として、近
年の我が国の地震地すべり発生事例より、特筆すべき
現象に着目し紹介します。

1. 新潟県中越地震
▪特筆すべき現象

1地震地すべりの多発

2多発する河道閉塞に伴う湛水被害の発生

3多発する河道閉塞に伴う決壊リスクの発生

新潟県中越地震で発生した東竹沢地すべり（2004年11月23日／
STC職員撮影）滑動した滑落崖の上方に地すべり地形が確認できる

写真-1
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雨などで、河道閉塞災害を立て続けに経験し、芋川で
の対策・対応の経験が活かされることとなりました。
写真-3に東竹沢地すべりの対策完了後の状況を示しま
す。頭部排土による地すべりの安定化、砂防堰堤によ
る河道閉塞土塊の固定、決壊につながる豪雨時の侵食
を防ぐ流路の整備が実施されました。

2. 岩手・宮城内陸地震
▪特筆すべき現象

4巨大地すべりの発生（1、2および3も発生）

　2008年に発生した岩手・宮城内陸地震では、前出
のとおり既往の地すべり地を主とした地震地すべりが
多発し、河道閉塞も多発しました。これらの現象は新
潟県中越地震と重複するため、説明は割愛します。こ
こでは、地震で動いた地すべりとして国内最大級とい
われる荒砥沢地すべりについて述べたいと思います。
　荒砥沢地すべりは、岩手・宮城内陸地震により活動
した長さ約1300m、幅約900m、最大すべり面深度が
約127m、移動土塊量が約6,700万㎥となる巨大地すべ
りです写真-4、5。これだけ巨大な地すべりであるにも
かかわらず、そのすべり面傾斜角が0～2°（大野ら★3）、
1～4°（井口ら★４）と非常に低角であることに特徴があ
ります。すべり面は軟質な軽石凝灰岩層から成る湖成
堆積層です。大野らはこれら堆積層が活動したメカニ
ズムとして、例えば「せん断変位に伴う堆積構造の損
傷・劣化」と「動的な間隙水圧の上昇によるすべり面
のせん断強度の低下」を推定しています。これら滑動

吉野村和田地すべり（「天然ダムと災害」、pp41～42）
等少数の散発的事例を除き経験がなく、現代の防災・
土工水準下ではほぼ初めてといえる経験でした。
　ここで、河道閉塞への対応例を歴史的に見てみます
と、奇しくもいずれも江戸期会津藩の工事例でありま
すが、福島県阿賀川山崎新湖（1611年会津地震）や栃
木県鬼怒川五
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十里での河道閉塞箇所（1683年日光大地
震）で洪水吐き工事が実施された記録があり、阿賀川
山崎新湖では形成から約30年後に漸く排水に成功と
の記録があります。一方、五十里での河道閉塞箇所で
は、工事に失敗し、約40年後に決壊、下流に大水害
をもたらしました。いずれにせよ、閉塞土塊の開削は
難工事となったものと想像されます。五十里での災害
事例は、河道閉塞の安定後も年月を経て決壊する恐れ
のあること、十津川や有田川など洪水中の決壊多発事
例ではない単一の決壊事例においても大きな被害を及
ぼす恐れがあることを示してます。
　中越地震では、芋川流域河道閉塞箇所の対応を行う
ため、まずは、寸断された芋川流域内へのアクセスの
確保から始める必要がありました。また、重機の搬入
後も、性急な水路の開削は地すべりの再滑動を引き起
こす恐れがあり、頭部排土等の対応を併用しつつ慎重
な開削を実施する必要がありました。東竹沢地すべ
りでは、関係者の総力を挙げた迅速な対応により河道
閉塞の決壊は回避されましたが、上流の木篭集落で
の湛水は免れませんでした 写真-2。我が国では、その
後、2008年岩手・宮城内陸地震、2011年紀伊半島豪

木篭集落湛水後の土砂堆積状況（2005年11月12日／STC職員撮影）写真-2 東竹沢地すべりでの河道閉塞対策（2006年11月8日／STC職員撮影）写真-3
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研究ノート ● ● ●

大な地震にもかかわらず、地震地すべりの発生域は広
域的に分散し、発生数も前述の直下型地震事例に比べ
少ないものでした。日本地すべり学会の研究報告書★６

によれば、「2008年岩手・宮城内陸地震での集中発生
に比べ、東北地方太平洋沖地震で斜面変動発生が散在
的であったのは、地震動の強さの差が原因と考えられ
た」との考察がなされています。とはいえ、福島県南
部～栃木県北部にかけての火山噴出物堆積丘陵では地
震地すべりが比較的集中的に発生しました。すべり面
は細粒の火山灰層から成り、風化によって粘土化して
いる傾向が見られています。
　福島県白河市葉ノ木地区では、上記地質構造を持つ
丘陵地で崩壊性の地すべりが発生しました 写真-6。地
すべりは谷底平野を横断して対岸の丘陵にぶつかり側
方に拡散しながら停止しましたが、その際、流下方向
の前面では、ブラスト（突風）が発生しました。稲垣★７

によると、「ブラストは、土砂の先端から約50m先ま
で及んで、地すべり発生の対岸斜面を駆け上がってい
る」ことや、「斜面方向とは逆向きに傾斜した樹木が
認められた」ことが報告されています。これは、地す
べりがかなりの「高速」で移動したことを示していま
す。しかしながら、地すべり発生域の頭部と堆積域の
比高は50m程度しかなく、王ら★８の資料によれば頭
部と堆積末端の見通し角は9.6°と報告されています。
Scheidegger★９による著名な研究に、土塊量と到達距
離の相関を発生域頭部と堆積末端の「比高H/距離L」
により整理した例があり、土塊量108㎥以下の場合、
この比の値が0.2を下回る事例は稀となります。今回

機構の詳細は今後の研究に期待するものとして、滑動
の素因となった重要かつ特筆すべき要因として、井口
らは、以下のような指摘をしています。
◦ 荒砥沢地すべり周辺に、より巨大な地すべり地形

が多数存在すること
◦ これら巨大地すべり発生域は栗駒山南東麓にあっ

た古い埋没カルデラの分布範囲と重なっており、
巨大地すべりの発生要因はカルデラ内に堆積した
湖成層が素因として関わっていること

　以上より、湖成層由来のすべり面材料の特性ととも
に、均質な材料が二次元平面的、広域的に分布する地
質構造が、このような巨大地すべりの発生要因となっ
たと考えられます。
　また、大八木ら★５は東北地方には幅１kmを超える
巨大地すべりが多数分布しており、古い埋没カルデラ
の分布域と重なっていることを指摘しています。現時
点では、埋没カルデラ分布域の巨大地すべりの発生が
地震に起因するものかどうか、また、それら巨大地震
のすべり面が荒砥沢地すべりのように低角となり得る
のか等不明な点はありますが、特に東北地方において
は、栗駒山系以外の地域においても埋没カルデラ分布
域での巨大地震地すべりの発生の可能性が想定される
と言えます。

3. 東北地方太平洋沖地震
▪特筆すべき現象

5長距離移動する崩壊性地すべりの発生

　2011年東北地方太平洋沖地震では、M9.0という巨

荒砥沢地すべり頭部の状況（2008年7月7日／STC職員撮影）写真-4
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を抽出する手法です★11。もう一つは、地盤モデルに
地震動を入力し地震時の斜面の挙動や安定度を評価す
る解析的手法です。広域的に危険斜面を抽出する統計
的手法では、今回事例として挙げた３地域においても
一般的な資料から得られる地形要因・地質要因と地震
地すべり発生場の相関が認められてきています。また、
既往の地すべり地では地下情報が豊富に得られており
ますので、解析的手法を適用し、個別斜面を対象とし
たより詳細な評価が実施されてきています。
　次回は、地震地すべりの予測・評価手法について述
べていく予定です。

の事例では、tan（9.6°）≒0.17となり、高速かつ長距
離流動した事例と言うことができます。高速かつ長距
離流動化したメカニズムとして、王らの資料によれば、
土層が強震動により破壊し、高い水圧が発生したため
と考察しています。これは前述の荒砥沢地すべりでの
大野らの、底角すべり面での滑動メカニズムの推定と
同様のものです。これら事例の滑動メカニズムの詳細
は今後の研究に期待されます。ここで、特に葉ノ木平
地すべりが流動化した原因として、杉本ら★10は、す
べり面となる粘土化した風化土層が凹地状の埋積谷を
覆っており流れ盤に沿う連続的な弱面が形成されてい
たこと、すべり面を挟む硬質な土層と軟質なすべり面
土層の境界部に地震動による応力が集中したこと等を
指摘しています。
　このように、葉ノ木平地すべりの発生は、前述の荒
砥沢地すべりと同様、火山噴出物由来の軟質な堆積物
がすべり面となっていることが要因となっていました
が、葉ノ木平地すべりでの高速流動化や荒砥沢地すべ
りでの大規模化といった特筆すべき事例では、すべり
面となる堆積層の3次元的な堆積構造（凹地状の流れ
盤を呈していたり、広い範囲にわたり平面的であった
りすること）が要因となっていると考えられます。

おわりに
　近年の地震地すべりの多発を契機として、地震地す
べりの発生域の予測技術に大きな進歩が見られてきて
います。一つは統計的手法であり、発生事例と相関の
ある地形要因・地質要因を解析し、広域的に危険斜面
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荒砥沢地すべりの概観（アジア航測撮影）写真-5 葉ノ木平地すべりの概観（平成23年土砂災害の実態より）写真-6
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