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1. 北陸地域で発生した近年の地震
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4. 地震による崩壊・地すべり危険個所抽出の最近の研究



日本列島周辺の地下の構造

地球の表層には、厚さ数ｋｍ～50ｋｍ程度の「地殻」と呼ばれる岩盤がマントルの上にある。
この地殻は、「プレート」と呼ばれており、日本列島周辺では4枚に分かれて、それぞれ矢印
の方向へ動いている。

「日本海溝」・「南海トラフ」は、
プレート同士がぶつかり合う
所で、東側のプレートが西側
のプレートの下に沈み込ん
でいる。

全国地質調査業協会連合会ホームページに加筆。

6,000m以上の深さのもの
を海溝と呼び、それより浅
いものはトラフと呼ばれる。
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北陸地域の活断層の分布

活断層の調査・評価が行われているもの
は地表に現れているもの(北陸地方で
18断層）。分かっていない活断層はまだ
ある。

日本全国活断層分布図

活断層は全国で約2000。
このうち、地震調査委員会により105の断層
が調査され、結果が公表されている。 2



2001年1月～2005年12月
（5年間）のマグニチュード1.5
以上の震央分布

（独）防災科学技術研究所
VRMLによる三次元震源分布表示に加筆。

2004年中越地震震源域(M6.8)

Ｈｉ－ｎｅｔ高感度地震観測網のデータ

1964年「新潟地震」から40年の沈黙を破り「新潟県中越地震」が発生
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2007年1月～2011年12月
（5年間）のマグニチュード1.5
以上の震央分布

（独）防災科学技術研究所
VRMLによる三次元震源分布表示に加筆。

2007年中越沖地震震源域(M6.8)

2007年能登半島地震震源域(M6.9)

2008年岩手宮城内陸地震(M7.2)

2011年長野県北部地震（M6.7)

Ｈｉ－ｎｅｔ高感度地震観測網のデータ

「新潟県中越地震」以降10年間に立て続けに大規模な地震発生
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新潟県中越地震による地盤災害

液状化
浮き上がったマンホール

強震動による家屋倒壊

地すべりによる河道閉塞

地すべりによる家屋倒壊

高速道路盛土の崩壊

新潟県中越地方でM6.8の地震が発生。
震央は川口町の中山間地で最大震度7
・低地部：強震動による液状化被害・盛土崩壊・家屋倒壊など
・中山間地：極めて多数の土砂災害
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新潟県中越地震の発生地域の地質と崩壊・地すべり分布

地震は新第三紀の
堆積岩類（軟岩）
の地域に発生！
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中越地震で発生した崩壊・地すべりの分布

余震分布の時間変化
（独）防災科学技術研究所,2004)

崩壊・地すべりは、震度6弱以上の範囲に集
中。おおむね下図の余震分布域に一致。

日本応用地質学会北陸支部（2011）

崩壊・地すべり総数 約3800個所
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崩壊・地すべり集中地域の既存地すべり地形・斜面変動分布図

中越地震による斜面変動箇所は、
(独)防災科学技術研究所（2008）：
2004年新潟県中越地震による斜面
変動分布図,1：15,000にもとづき「表
層の変形/変動」・「浅層の変形/変
動」・「深層の変形/変動」に区分し
て記入。

既存地すべり地形は、（独）防災科
学技術研究所地すべり分布図デー
タベースGISデータによる。

2004新潟県中越地震地すべり記録集：日本応用地質学会北陸支部（2011）より

特に芋川流域に集中

この地域は、もともと地すべり地が
多く、崩壊や地すべりが起きやすい
地域であったと言われている。
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信濃川右岸側（小千谷市）の流れ盤のすべり

B

C D

D

Ａ

皆川優太君救出現場
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新潟県中越地震 山古志村の崩壊・地すべり
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新潟県中越地震 山古志村の崩壊・地すべり
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中越地震による土砂崩れはどれほど多かったか

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

4 5弱 5強 6弱 6強

崩
壊
発

生
個
所
数
/k
m
2

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00

4 5弱 5強 6弱 6強

崩
壊

発
生

個
所

数
/k
m
2

0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10

5弱及び5強 6以上

崩
壊

発
生

個
所

数
/k
m
2

① 2004年新潟県中越地震

② 2007年能登半島地震

③ 2007年新潟県中越沖地震

④ 2011年東日本太平洋沖地震

①～③は、伊藤ほか
（2009）砂防学会誌による
④は、内閣府HPによる

本図は、震度階級
の崩壊発生個所
（崩壊と地すべりの
総数）の発生密度を
グラフにしたもので
あり、新潟県中越地
震が圧倒的に密度
が高い。
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中山間地では土砂崩れによる孤立集落が多数発生した

旧山古志村など61地区の孤立集落が発生した。
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山古志村の孤立集落

国土交通省ＨＰより 14



山古志村の孤立集落はどのような状態であったか

・主要道路が被害を受け、物資の供給の途絶や医療受診が困難、さらには多
発する余震の中で、いつがけ崩れや地すべりが発生してもおかしくない状
況であった。 （出典：長岡市「災害の検証被災体験・災害対応体験を生かして」）

「孤立集落の避難となった要因」
要因①：孤立の長期化（ライフラインの途絶・物資供給の途絶・医療受診の困難性）

要因②：被害の甚大さ（住居の被害・避難所の被害・地すべり等、集落全体への被害）

要因③：余震等による被害拡大の危険性（余震による被害・地すべりによる被害）

「孤立集落の避難となった要因」
要因①：孤立の長期化（ライフラインの途絶・物資供給の途絶・医療受診の困難性）

要因②：被害の甚大さ（住居の被害・避難所の被害・地すべり等、集落全体への被害）

要因③：余震等による被害拡大の危険性（余震による被害・地すべりによる被害）

・集落が孤立するだけでなく、地滑り等で集落自体が危険になったり、
ライフラインの途絶や物資不足で生活が困難になったりした。

・もともと中山間地の土砂災害が起こりやすい地域であったため、全域で
道路が寸断され、避難経路がなかった。

（出典：７．１３新潟豪雨災害・中越大震災検証委員会「７．１３新潟豪雨災害・中越大震災検証委員会検証レポート」）

・長島村長は全村に避難勧告を行ったが、住宅の被害も大きい上に余震が頻発
して村民のほとんどが屋外での生活を余儀なくされていることから、村内に留ま
ることは（発災翌日の）24日の夜が限界と考えられた。

（出典：新潟県「中越大震災（前編）」）

内閣府資料より 15



中山間地の地震災害から浮き彫りにされた教訓

教訓1：通常の情報手段が不通であった！
・固定電話の中継網の断線による不通となった。
・携帯電話基地局の通信ケーブル断線による停波となった。
・停電後の携帯電話基地局の予備バッテリー枯渇等により停波となった。

教訓2：救助要請を孤立集落で可能な方法で行った！
・住民が数時間かけてバイクと徒歩で消防本部まで駆けつけ、救助を要請した。
・地面に文字を書き、ヘリコプターに救助を要請。

教訓3：物資が不足した！
・中山間地などの集落で、飲料水や米飯以外の食料や携帯電話のバッテリーが不足した。
・孤立地区については、途中まで車、道路崩地点からは徒歩により配送した。

教訓4：孤立集落発生に係る土砂災害が多発した！
・新潟県中越地震では約3800箇所の崩壊や地すべりが発生した。
・岩手・宮城内陸地震では、約3500箇所。

教訓5：河道閉塞（天然ダム）が発生し決壊に備えた対応が必要であった！
・新潟県中越地震では約55箇所の河道閉塞が発生した。
・河道閉塞（天然ダム）決壊に備えた下流域の安全確保が必要であった。

内閣府資料より 16



「内閣府」調べによる全国の孤立可能性集落

内閣府資料より 17



教訓から取り組みへ

孤立集落における情報伝達の対策

■ 地震発生を前提とした通信設備の確保と運用1
平成16年以降に被災した経験のある市町村の孤立の可能性がある集落では、平成17年時
点に比べて平成21年時点で「衛星携帯電話」の配備が進められている。

■ 地震発生を前提とした通信設備の確保と運用1
平成16年以降に被災した経験のある市町村の孤立の可能性がある集落では、平成17年時
点に比べて平成21年時点で「衛星携帯電話」の配備が進められている。

内閣府資料より 18



教訓から取り組みへ

孤立集落における情報伝達の対策
■ 地震発生を前提とした通信設備の確保と運用2
地上に文字を書く等の手段による情報伝達が検討・準備されている所もある。
■ 地震発生を前提とした通信設備の確保と運用2
地上に文字を書く等の手段による情報伝達が検討・準備されている所もある。

内閣府資料より 19



教訓から取り組みへ

孤立集落における平常時の備え
■ 孤立集落における自主防災組織の組織化
平成16年以降に被災した経験のある市町村の孤立可能性のある集落では、平成
17年度時点において、「自主防災組織」を有する集落が少なかったが、平成21年
にかけて大きく増加している。

■ 孤立集落における自主防災組織の組織化
平成16年以降に被災した経験のある市町村の孤立可能性のある集落では、平成
17年度時点において、「自主防災組織」を有する集落が少なかったが、平成21年
にかけて大きく増加している。

内閣府資料より 20



教訓から取り組みへ

孤立集落における平常時の備え
■ 物資の備蓄
平成16年以降に被災した経験のある市町村の孤立可能性のある集落では、「投光
器」「テント」「医薬品」「防水シート」「毛布」の備蓄が進む傾向にある。

■ 物資の備蓄
平成16年以降に被災した経験のある市町村の孤立可能性のある集落では、「投光
器」「テント」「医薬品」「防水シート」「毛布」の備蓄が進む傾向にある。

内閣府資料より 21



教訓から取り組みへ

孤立集落における平常時の備え
■ 孤立集落のニーズ把握・物資供給の手段■ 孤立集落のニーズ把握・物資供給の手段

内閣府資料より 22



教訓から取り組みへ

ヘリコプターの利用
■ ヘリポートの確保■ ヘリポートの確保

内閣府資料より 23



教訓から取り組みへ

土砂災害への対応

芋川流域東竹沢の河道閉塞応急対応状況

内閣府資料より 24



教訓から取り組みへ

土砂災害への対応
■ 土砂災害の専門家との連携■ 土砂災害の専門家との連携

内閣府資料より 25



平成17年融雪による県道の土砂崩れ箇所

平成17年降雨による県道の土砂崩れ箇所

地震により緩んだ箇所に、
「土砂崩れ」を発生した。

地震時に変状が見られな
くとも安全性が確認される
まで、数年間の土砂災害
に対する警戒が必要であ
ることを示す。

新潟県では、この対策とし
て土砂崩れ対策委員会を
設置し、毎年、土砂災害の
分析を行い、パトロール体
制や道路管理基準値に反
映させた。

中越地震以降 警戒してきた道路斜面
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崩壊・地すべり集中地域の既存地すべり地質・斜面変動分布図

地質図は、通産省地質
調査所：5万分の1地質
図幅「長岡」（1991）,「小
千谷」（1986）をもとに簡
略化して作成。

2004新潟県中越地震地すべり記録集：日本応用地質学会北陸支部（2011）より 27



地震による崩壊・地すべり危険個所の抽出手法の研究

地震により発生する危険性がある「崩壊」と「地すべり」の個所を抽出するための手
法が研究され、平成26年２月に公表されている。

類型化に基づく地震による斜面変動発生危険個所評価手法の開発：（公社）日本地すべり学会より

新第三系山地として、2004年新潟県中越地震、2008年岩手・宮城内陸地震を対象に分析された。崩壊・地すべりの発生要因と
して地質アイテム・地形アイテム（凹凸度・地上開度・平均勾配）・地下水要因データ（谷次数）を用いて、崩壊・地すべり発生に
関わる指標に重み付けを行い、ＡＨＰ（階層構造分析法）により危険度評価。ＡＰＨ得点の高い個所に崩壊・地すべりが集中。
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海溝型地震で発生する崩壊・地すべり発生個所の研究

過去に発生した海溝型地震による崩壊・地すべり（1007年宝永地震・1854年安政南海地震・1923年大正関東地震・2011年東北
地方太平洋沖地震）を対象に、「震源断層領域」と「崩壊・地すべり発生位置」との距離を整理。４つの地震を統合した結果、発
生した崩壊・地すべりのうち、震源領域から水平距離で30ｋｍ以内で50％以上、130ｋｍ以内で90％以上発生していることが分
かった。

東北地方太平洋沖地震災害調査委員会報告書（2013）：（公社）砂防学会より 29



海溝型地震で発生する崩壊・地すべり発生危険地域の推定

東北地方太平洋沖地震災害調査委員会報告書（2013）：（公社）砂防学会より 30



ま と め

孤立集落対策への取り組み状況から読み取れるように、地震による土砂災
害を経験した地域の方々は、防災に対する意識が高く、平常時からの備えに
対して前向きであることが分かります。

地道に伝えて行くことが大切だと思っています！

① 地震で発生した「土砂災害」のこと、「教訓」、「行政の対応」を災害を経験した地域
だけではなく、地震災害を経験していない他地域の方々にも伝え、自分たちの地
域に置き換えて考えていただくような活動を展開して行きます。

② 地域の方々に起こりうる「自然災害の種類と発生する仕組み」、公表されている「専
門的な研究資料」を地域の方々にわかりやすく伝え、自らの地域に内在する自然災
害への理解をしていただく活動を展開して行きます。

皆さんの地域でもお声がけください！！

地震による土砂災害を経験していない地域ではどうでしょうか？

地域防災力を高める支援の一つとしての技術士会の活動

31



終わります。
ご清聴ありがとうございました。


