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平成１６年、新潟県は７. １３水害および中越地震により
甚大な被害を受けました。さらに、今冬の記録的な豪雪が被
害を拡大させました。とりわけ、中越地震は、阪神・淡路大
震災のような、人口が密集した大都市の災害とは異なり、人
口が分散した地域における災害であり、わが国の基盤産業の
すそ野を支えている中山間地農業や中小の商工業が大きな被
害を受けました。

災害発生直後から、新潟大学の各分野においては、それぞ
れの専門性を活かした自主的な活動により、被災地域におけ
る緊急医療、心のケア、地質・地盤調査、農地被害や商工業
被害の調査とその復旧計画の立案支援、歴史資料救済などに
取り組むとともに、教職員と学生によるボランテア活動を行
いました。これらの体験をもとに、新潟大学と中越地震新潟
大学調査団は２回にわたり、「新潟県連続災害の検証と復興
への視点」と題するシンポジュウムを開催しました。平成１７年１月２９日開催の第１回シ
ンポジュウムにおいては、「７. １３豪雨災害と中越地震の総合的検証」のテーマのもと、そ
れまでの調査活動について報告が行われました。続く平成１７年３月５日開催の第２回シン
ポジュウムにおいては、「復興への総合的視点」のテーマのもと、林春男教授（京都大学防
災研究所）による基調講演「総合的な復興とは何か：先例に学ぶ」とパネルディスカッショ
ン「震災復興への課題と方向」が行われました。この報告書は、これら２回のシンポジュウ
ムのうち，第１回において発表された調査報告などを基に編纂したものです。

従来から、新潟大学の多くの教員は、主に個人的立場から、地域産業活動を支援するとと
もに、自治体をはじめとする行政との連携を深めてきており、震災復興ビジョン策定懇話会
にも８人の教員が参画し、積極的に協力しました。さらに、積雪地域災害研究センターは
長年にわたる防災研究の経験を有しています。これらの実績を踏まえ、大学として、中長期
的な視点から組織的に復興支援活動を行うための拠点形成の可能性について検討を重ねた結
果、「新潟大学復興科学センター」の構想がまとまり、第２回シンポジュウムにおいて学長
が同センターの設立を発表しました。総合大学の特質を活かして、同センターには、産業政策、
農業、地場産業、情報通信、心のケア、ボランティア、災害法学、防災、生活セイフティネ
ット、緊急事態管理の１０分野を置き、自治体、他大学、学会などと密接に連携して主にソ
フト面での復興支援活動を行うものです。
　平成１６年４月１日の法人化を機に、新潟大学は、教育と研究を通じて地域や世界の着実
な発展に貢献する意思を明確に表明しました。この意思を具体化するためにも、災害復興支
援を社会貢献の一環と位置づけ、大学を挙げて取り組んでまいる所存です。
　この報告書が、今後の復興活動や災害対策の参考資料として、多方面で活用されることを
期待しております。
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口絵写真 -１．東竹沢の地すべりによる河道閉塞（10月 28日、アジア航測 (株 )撮影）
口絵写真 -２．寺野地区の河道閉塞（10 月 28 日、アジア航測 ( 株 ) 撮影）
口絵写真 -３．小千谷市塩谷の地すべり（アジア航測 ( 株 ) 撮影）
口絵写真 -４．小千谷市塩谷の地すべり頭部
口絵写真 -５．魚沼市広神地区一ッ峰沢の地すべり（アジア航測 ( 株 ) 撮影）
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新潟県中越地震による土砂災害
（川邉ほか，本報告書 130-139 頁参照）



図 1 地滑りによって発生した土砂崩れダム ( 平成 16 年 12 月 3 日撮影 )
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ハイビジョンカメラを用いた災害現場空撮方式
牧野秀夫
新潟大学工学部

　従来，災害復旧の目的で種々の画像撮影が行なわれてきました．今回のハイビジョンカメラによる空撮方法も，
10 年前の阪神淡路大震災の教訓から生まれた新しい技術です．さらに単純に空撮結果を画像として表示するだ
けではなく，モザイク静止画を組み合わせた大型地図の作成や順番に紙地図の上に画像を貼り付ける方法を併
用することにより，現場の状況を的確に住民の方に伝えることができるようになりました．
　こうしたハイビジョン動画による土砂崩れ現場の確認は，二次災害防止に特に重要です．短時間で災害現場の
様子を捉え，関係諸機関にその情報をいち早く伝えることにより総合的な復旧・防災に役立てることができます．
本方式は，こうした復興支援技術として意義のあるものです．

今回の空撮については，以下の機関より多大なご協力をいただきました．
　　空撮データの提供・処理：株式会社ＮＴＴデータコミュニティプロデュース，
　　　　　　　　　　　　ダイヤモンドエアサービス株式会社，株式会社ＮＴＴデータ　
　　協力： 独立行政法人宇宙航空研究開発機構，　独立行政法人情報通信研究機構，
　　　　アジア防災センター
　　ハイビジョン画像データ変換：　NHK 新潟放送局

図 2 紙地図上に貼りつけたハイビジョン画像
     空撮画像の位置を GPS 等のセンサで把握し , 紙地図上に順次表示した結果 .
     中心部は , ダムの水を小学校の体育館にパイプを通し放水している地域 .
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中越地震見附市街地被害地図（坂東ほか，本報告書 106-115 頁参照）



震災被害は旧河川跡で大きかった（109 頁）

1948 年 12 月 9日米軍撮影の空中写真

2004 年 10 月 28 日国土地理院撮影の空中写真
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　この図は，地震直後の 10 月 24 日と 28 日に国
土地理院が撮影した被災地の空中写真

（http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/NIIGATAJISIN/
photo_chuetsu/H16chuetsu.htm）から，小千谷
～分水までの信濃川沿いで噴砂が発生したと思わ
れる農地をプロットしたものです（図中の●）。
判定に際しては，計 58 枚の空中写真（撮影高度
1700m ～ 2000m）を約 1.5 倍にまで拡大し，１
枚１枚の写真について，噴砂（写真上では黄土色
あるいは灰色のものが連なって見えます）と思わ
れるものを抽出しています。
　但し，これらはあくまでも写真上で判断したも
のであり，これらの全てを現地調査で確認したわ
けではありません。

液状化した農地の分布
（稲葉ほか，本報告書 126-129 頁

参照）

与板橋

越の大橋

長生橋

蔵王橋

大手大橋

長岡大橋



中越地震の被災地を襲った豪雪
（河島ほか，本報告書 164-170 頁参照）

懸命の雪下ろし作業 消パイ未復旧道路のサニーホースによる消雪

雪崩によって倒壊した作業小屋 雪によって軒先が破壊した被災家屋

河道閉塞した河川が農地に氾濫 融雪土砂崩れで一層荒廃した斜面
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2004・7・13 新潟水害から治水のあり方を考える

大熊　孝
新潟大学自然科学系・工学部・教授　

1・新潟水害の特徴

　平成 16年 7月 13日、新潟県下の五十嵐川（流
域面積約 310km２）と刈谷田川（同約 240km２）
の流域を中心として集中豪雨があり、両河川とも
大洪水が発生、各所で越流や破堤があり、三条市
と中之島町を中心に、死者 15人、全壊家屋 30棟、・
半壊家屋 129棟、床上浸水家屋 7200棟、・床下浸
水家屋 6332棟、非住家（公共施設等）被害 6900
棟、氾濫面積約 53km２の大きな水害が発生した１）

（図 1参照）。降雨状況は、24時間で 400㎜を超え、
時間雨量でも笠堀ダム地点では 13日 7時～ 8時
に 71㎜、8時～ 9時に 73㎜と猛烈な雨が続いた

（図 2参照）。この降雨規模は、確率評価した場合、
200年から 300年に 1度の確率になるとのことで
ある２）。
　この水害の特徴は、両川とも各所で堤防を越え
て越流していたが、守るべき最重要地域で破堤し、
それも一気に衝撃の強い流水によって、家屋に壊
滅的な被害を与えるとともに（写真 1参照）、避難
する時間的余裕がなく、高齢者を中心として 12人
の水死者を出したことである（表 1参照）。死者
12人のうち 9人が 70歳以上であり、急激な氾濫
に逃げる時間的余裕がなかったことが水死の主原
因である。ただ、三条の水死者の中には、破堤氾
濫時刻から数時間たって死亡している事例もあり、
普段からの独居高齢者の把握や非常時の避難介助
を再検討する必要があろう。 
　一方、ここで注目しておきたい点は、越流だけ
で破堤しなかったところは、床上・床下浸水もあ
るが、大きな被害にはなっていないことである。
また、下流の信濃川派川の中之口川（図 1参照）
では計画高水水位を超える洪水になり、中之口川
沿いの白根市では避難勧告（13日 17：30頃）が
出され、約 900人の住民が避難するまでになった
ことである。仮に上流での破堤氾濫がなかったな
らば、破堤地点の対岸や中之口川のどこかで破堤
していたのではないかと想像され、この破堤氾濫
が対岸や下流にとっては幸いであったということ
である。
　この点を考慮するならば、今回の被災は本来流

図 1 五十嵐川・刈谷田川流域の等雨量線図 (24 時間
最大）（出典：新潟県提供）

図 2 五十嵐川上流・笠堀ダム地点における時間雨量
（出典：新潟県提供）

写真 1 中之島破堤地点の家屋の破壊状況（7 ･ 25 ･
大熊撮影）
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域全体で受け持つべき被害を集中して犠牲的に受
け持ってくれたと見ることもできるのであり、生
活再建支援制度を手厚いものにして良いのではな
いかと考えている。全壊家屋は当然復旧に困難を
極めているが、半壊家屋にしても解体新築を余儀
なくされた家も少なくない。なお解体費用は、3.3m
２当り３万円から 5万円かかり、普通の家で 100
万円を越す状態にある。県・市による被災者生活
再建補助金制度では制限なしで全壊 100万円、半
壊 50万円の支給があったが、国の被災者生活再建
支援制度（支給上限 300万円）では基本的に年金
受給者の分まで含め世帯収入が 500万円以下の場
合に支給対象になっており、ほとんどの被災者が
支給対象外であり、家屋の解体費もまかなえない
状況にあった。

２・　破堤の状況

　今回の破堤箇所は図３のごとくであるが、この
うち五十嵐川の諏訪地点と刈谷田川の中之島地点
の破堤が甚大な被害を与えたので、その破堤状況
を述べておく。
　まず、五十嵐川の諏訪の破堤（13 日 13：07 頃、
破堤延長約 117m、写真 2 参照）であるが、ここ
は図４のように大きく蛇行した内側（左岸・水裏）
であり、破堤した時刻には、外側はすでに土嚢の
上までも越流していた（蛇行部では遠心力で外側
の水位が高くなるが、この右岸堤は左岸堤より約
25cm 高くなっていた）。ただ、この破堤地点の上
下の堤防天端には越流した痕跡はなかった。破堤
の状況を数人の目撃者から聞き込み、その証言に
若干食い違いも見られたが、おおむね次のように
判断できた。
　「破堤の様子は、堤防から滝のように水が溢れて
いたところ、１度水しぶきを上げ、堤体ごとズレ
ルように一気に 50mぐらいが破壊した。その後、
上流に向い削られるように次第に破堤延長が伸び
た。」
　この破堤地点がやや低くなっており、そこから
越流が始まっていたとのことであるが、その越流
開始は 12：40頃からであり、おおむね 30 分の
経過で急激に破堤したことになる。なお、何ゆえ
この破堤地点だけ堤防が低くなっていたかは明ら

かではない。また、写真 3 のように破堤箇所から
100ｍほど離れて石礫が塊となって堆積していた。
この堤防の基礎地盤は砂礫層が厚く、これがその
供給源であることは石礫の表面が酸化鉄の皮膜で
覆われていることから明らである。さらに、この
破堤地点から約 100～ 150m下流堤内側にボイリ
ングの跡が数箇所見られた。破堤地点で 50ｍに及
んでボイリングないしパイピング現象があったと
は想像しにくいが、長年の洪水の度のボイリング
現象などで堤防の沈下の遠因になっていたことも

写真 2 諏訪地点の破堤状況 (7 ･ 14 右岸堤防上から
大熊撮影）

図 3　五十嵐川・刈谷田川の破堤地点（新潟県提供）

　　　　　　　　　　　　　　　表 1・破堤地点での被害概要

五十嵐川・ 諏訪地点破堤での被害 水死者 9 人 全壊家屋 1 棟 半壊家屋 55 棟
刈谷田川・中之島地点破堤での被害 水死者 3 人 全壊家屋 15 棟 半壊家屋 37 棟
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考えられる。
　以上を総合すれば、堤防の下に砂礫層があり、
高い水圧がかかり、基礎地盤が緩んで、急激に破
堤したと考えられる。堤防が低い状態では顕在化
しなかった砂礫層という弱点が顕在化したとも言
える。堤防を高くした場合は基礎地盤を検証し、
砂礫層がある場合はそれを不透水化する対策が必
要ということである。基礎地盤の不透水化は、20
年前ぐらいまでは大変難しかったが、今では連続
地中壁工法など安く優れた工法が開発されており、
十分可能な段階にあるといえよう。
　次に、中之島の破堤であるが、図５に見るよう
に蛇曲した流路が戻り始めるところの左岸堤で越
流破堤した（13日 12：52頃、破堤延長約 50ｍ、
写真４、５参照）。当然、その上流の蛇曲部右岸側
では越流しており、そこが破堤してもおかしくな
い状況であった。
　ここでの越流開始は 12：20頃であり、やはり
30分程度の越流で急激に破堤している。破堤箇所
の堤内側には、1602年建立といわれる妙栄寺が

図４　諏訪破堤地点（×印のところ、左岸堤が破堤
箇所）

写真 3 諏訪地点破堤跡に見られる石礫（破堤箇所が
遠望できる。大熊撮影）

図 5 中之島破堤地点（×印のところが破堤箇所）

あったが、これが壊滅しており、さらに破堤地点
から約 170ｍ先の家屋まで破壊されており、強い
流水力で一気に破堤した状況が読み取れる。破堤
跡の堤内地側には越流によって洗掘された池があ
り、その洗掘跡に堤内側の護岸が飛ばされている。
堤防下の基礎地盤はやや固結した泥層で特に問題
があるとは考えられない。水漏れなどの証言もあ
るが、このような状況から越流が主体の破堤では
ないかと考えている。しかし、何故このように急
激に破堤したのか、その原因は明らかではない。
ただ、堤防高が５～６ｍと高く、法勾配が急で薄
い堤体に大きな水圧がかかっていたことは留意し
ておく必要があろう。
　この両破堤からの教訓は、堤防が高くなればな
るほど、破堤したときは強い破壊力で被害が甚大
となるということであり、破堤を起こさせてはな
らないということである。なお、この両地点はＡ
ランクの水防重要箇所であり、水防計画上では危
険視されていたところであることを付言しておく。
　なお、福井県の足羽川・春日地点の破堤（７月
18日 13：35頃）は、堤内地盤から 3m程度の高
さの堤防が越流してから、堤防法肩が侵食されな
がら徐々に 90分以上の時間がかかって破堤してい
る。また、10月 20日の台風 23号による円山川で
の破堤は越流から 2時間以上たって破堤している。
いずれも、新潟におけるような急激な破壊ではな
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く、それが死者や家屋破壊、氾濫土砂量などにお
いて様相の違いを示している。
　今回の洪水は、計画降雨規模を大きく越えるも
ので、堤防天端を各所で越流しており、防ぎきれ
るものでなかったことは明らかである。しかし、
水死者を出し、復旧の困難な壊滅的被害を集中さ
せたことは、今までの治水のあり方について強い
反省が求められる。
　計画を超える超過洪水の発生がありうるという
観点に立つならば、もっと被害を分散・軽減し、
被害の集中を避ける治水計画もありえたのではな
いかと考える。換言すれば、日本の河川工学がい
まだ未熟であるということである。このことを肝
に銘じて今後の対策を練ることが、亡くなられた
人々に対するせめてもの償いでないかと考えてい
る。

３・ダム群の水害軽減効果

　次に見ておきたいのは、ダムが水害を防いだか

写真 4　刈谷田川・中之島村地点破堤直前 (7 ･ 13・石橋栄治撮影･提供）

写真 5　刈谷田川・中之島村地点破堤直後 (7 ･ 13・石橋栄治撮影・提供）

どうかである。五十嵐川には笠堀ダムと大谷ダム、
刈谷田には刈谷田川ダムがある。その諸元などは
表２に示しておく。
　ダムへの流入量と放流量の関係は図 6 の如くで
ある。ダム地点と破堤地点の距離は五十嵐川の場
合約 26km、刈谷田川の場合約 30kmであり、洪
水到達にそれぞれ 2時間半、3時間はかかると思
われるので、13：00前後の破堤時間を考慮すれば、
ダムは十分洪水調節しており、下流の被害を軽減
したといえる。
　しかし、多くの被災者から「ダムがあるのにど
うして水害になったのか？」、特に五十嵐川では「2
つもダムがあり、もう洪水は起こらないものと安
心していたのに・・。」と疑問が多く寄せられた。
こうした疑問はダムの機能を過大評価していた裏
返しであり、ダムの威容やダム建設時の説明など
に過大評価を招く要因があったものと考える。
　ダムの洪水調節機能を、洪水調節容量の計画降
雨全流出量（流出率 0.85で計算）に対する貯留
率で見ると、表 2のように五十嵐川で 24%、刈谷
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表 2 ･五十嵐川・刈谷田川のダム群諸元表２・五十嵐川・刈谷田川のダム群諸元 
 

 流域面積 流路延長 流域面積ダム支配率 計画雨量 
五十嵐川 310 km2 39 km 41% 340 mm/2 日（100年確率） 
刈谷田川 240 km2 50 km 10% 360 mm/日 （100年確率） 
 

 集水面積 洪水調節容量 相当雨量 洪水貯留率 完成年 
笠堀ダム 70.0 km2 870 万 m3 124 mm  S 39 
大谷ダム 56.2 km2 1375 万 m3 245 mm  H 5 

五十嵐川ダム群    24%  
刈谷田川ダム 24.0 km2 325 万 m3 135 mm 4.40% S 55 
 
 

図 6 笠堀ダム・大谷ダム・刈
谷田川ダムの流入・放流関係
図（出典：新潟県提供）

田川で 4.4%である。今回の豪雨は計画雨量より
かなり大きいので、今回の洪水貯留率はそれぞれ
20％、４％以下になるであろう。特に刈谷田川の
場合、図 3に見られるように見附市の平野部に出
る前でかなりの破堤氾濫があった。これらの破堤
氾濫の時刻を特定することはできなかったが（お
おむね 11：00頃から 12：30頃）、それなりの洪

水調節効果があり、その時間帯によっては刈谷田
川ダムの調節効果は帳消しになっていたかもしれ
ない。要は、計画を大規模に超える洪水の場合、
ダムによって水害が少しは軽減されたかもしれな
いが、防ぎきれなかったということであり、その
限界は明確に認識しておくべきである。特に、大
谷ダムの場合、洪水調節に関しては自然調節方式
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の穴あきダムであるが、満杯にならず、約 300万
ｍ３の余裕を残していた。また、計画上の流入ピー
ク流量は 790ｍ３ /sであるが、今回の最大流入量
は 580ｍ３ /sであった。降雨は計画をかなり上回っ
ていたが、ピーク流量や総流出量は 100年確率流
出計算値より小さいことになる。また、五十嵐川
の基本高水でも100年確率で3600ｍ３ /sであるが、
今回のピーク流量はダムの調節無し・氾濫無しで
約 2600ｍ３ /sと解析されており、降雨規模と流出
規模で齟齬があるといわねばならない。今後、流
出計算の精度を高める必要があると考える。
　なお、これらのダムの 100年間の計画堆砂量に
対する堆砂率を見ると、7・13洪水後で笠堀ダム
92％（完成後 40年）、大谷ダム 34％（同 11年）、
刈谷田ダム 107％（同 24年）であり、いずれ土砂
で満杯になることを考えると、長期的にはダムに
依存する治水から脱却することが求められている

（表 3 参照）。

４・今後の治水のあり方

　以上の調査結果や観点から、今後の治水のあり
方を考えてみよう。
　まず、今回の洪水は計画降雨規模を大きく越え
るもので堤防を各所で超えて溢れており、水害裁
判的な責任が問われるものではないと考える。し
かし、水死者を出し、復旧の困難な壊滅的被害を
集中させたことは、今までの治水のあり方に強い
反省が求められる。特に、近年のように計画規模
をはるかに超える豪雨が頻発している状況下では、
計画を超える超過洪水に対して、被害の集中を避
け、分散・軽減させる方策を立てる責任があると
考える。
　その方策の第 1は、越流だけなら被害は小さい
のであるから、超過洪水の堤防越流は致し方ない
としても破堤を起こさせないことにあると考える。
堤防は確かに土でできていて越流すれば破堤を覚
悟すべきであるが、今回の洪水でも明らかなよう

に越流した箇所は多いのであるが、そのほとんど
は破堤しておらず、それなりに強いということも
できるのである。仮に破堤をとめられないとして
も、今回のように急激な破壊でなく、避難する時
間がかせげ、かつ氾濫量を抑えられる、「ぐずぐず」
崩れる堤防にすることが必要である。今回の諏訪
および中之島の破堤箇所は漏水実績や護岸脆弱で
水防計画上危険度の高い Aランクに評価されてお
り、弱点があったから破堤したともいえるのであ
る。漏水は堤防が高ければ高いほど水圧が増加し
弱点が顕在化してくる。まずはこうした弱点を潰
しておくことが喫緊の課題でないかと考える。堤
防強化の技術は、20年前なら難しかったが、近年
は遮水壁工法やドレーン工法など優れたものが登
場しており、堤防強化が十分可能な段階にきてい
ると考える。要は、阪神大震災において高架橋が
急激に倒壊したことに対して、その後全国の橋梁・
高架橋に対して補強対策が行われ、致命的な倒壊
に至らないような対策が採られているが、これを
堤防にも当てはめようということである。なお会

�������������������� 
 

 集水面積 堆砂容量 
（万m3 /年） 

計画年堆砂量 
（7・13 水害後） 

堆砂実績 
（万m3 /年） 

経過
年数 

実績年堆
砂量 

笠堀ダム 70.0km2 210 万 m3 2.1 193 万m3

（92％） 40 年 4.825 

大谷ダム 56.2km2 405 万 m3 4.05 137 万m3

（34％） 11 年 12.455 

刈谷田川ダム 24.0km2 30 万 m3 0.3 32 万 m3 
(107％） 24 年 1.333 

  合計 362 万m3 合計 18.613 万m3    
 
 
 
 
 

表 3 ･五十嵐川・刈谷田川のダム群堆砂状況

図 7 1997 年河川法改正で導入された樹林帯３）
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計検査院の指摘によれば、この橋梁等の補強対策
は大震災後 10年たってまだ３割程度しか進捗して
いないとのことであるが、こうした補強に予算を
優先的に割くべきでないかと考える。
　方策の第２は、少し長期的になるが、平成 9年
の河川法改正で第 3条に明記された樹林帯（図７
参照）を堤防沿いに設けることである３）。この樹
林帯は伝統的な水害防備林そのものであるが、今
回でも破堤地点に水害防備林帯があったならば、
流速が弱められ大規模な破堤に至らず、土砂も樹
林帯の中で濾過・沈殿され、被害が相当緩和され
たものと考えられる。その用地の確保は、今後 40
～ 50年で急激な人口減少があることを踏まえれ
ば、減反対象の水田などを川沿いに集めることで
可能でないかと考える。この対策は現状の縦割り
行政では困難と思われるが、超過洪水の頻発に対
してはもはや省庁横断的な対策を採る以外に方法
はないと考える。
　なお、家屋の連坦するところでは水害防備林帯
用地の確保が至難であると思われるので、絶対破
堤させない堤防強化を優先させ、人家が連坦しな
いところに水害防備林を配置し、超過洪水時にゆっ
くり越流させ、発生した被害は全面的に補償して
いく方策を採るべきであると考える。
　方策の第３は、逆説的であるが、今後堤防の嵩
上げは行わないことである。これ以上高い堤防に
して越流氾濫がなくなると下流の洪水位を高めて
しまうという悪循環に陥るからである。計画を超
えるような超過洪水はめったに起こるものではな
いが、起こった場合は、今回のように高堤防の破
堤による激甚な被害を局部的に集中させるのでは
なく、破堤させずに、越流氾濫の被害を全流域で
分散・分担しようというのである。すでに日本の
ほとんどの河川で、河川改修が完了しているわけ
ではないが、堤防は十分な高さがあると考える。

「治水の王道」はその堤防を破堤させない強化にあ
ると考える。

５・水防活動について

　上記の対策はいずれにしろ短日時に達成できる
ものではなく、同様な被害が新潟水害後も各地で
発生している。こうした被害を軽減するためには、
やはり水防活動が重要である。
　新潟では昭和 53年６月にも越後平野全域にわ
たる水害があったが、その際は見事な水防活動が
展開していた。しかし今回は、消防団が活躍した

のは事実であるが、十分に手が回らずに、上記の
両破堤地点ではほとんど水防活動が行われていな
かったし、水防倉庫の鍵がかかっていて資材の取
り出しが遅れたり、資材が手付かずで残っていた
り、と水防能力の低下は覆い隠しがたい状況にあ
る。また、床上浸水後に残される泥に対しても、
昭和 53年水害時には多くに家で水の引き際に箒で
水を掻き混ぜ泥を排除していたのだが、今回はこ
のような活動をする家が皆無ということではない
が、こうした活動があまり見られず、被害を激化
させていた。その代わりといっては語弊があるが、
昭和 53年当時は見られなかったボランティア活動
によってその泥を除去してもらったということで
ある。こうしたことに対応するため、家が壊され
ない場合には「在宅避難」も再検討すべきでない
かと考えている。
　こうした水防における現状から、今後、数十年
あるいは百年という単位で見た場合、災害後 2，3
日経過すればボランティアという形でさまざまな
支援活動が得られると考えられるが、洪水の発生
している最中に十分な消防団員等を確保すること
は困難になり、水防活動は実質的に行えなくなる
と考えた方がいいであろう。水防活動が行えない
ことを前提にするならば、越流しても破堤しない
堤防や水害防備林の設置は、やはり喫緊の課題で
あると考える。
　ともかく、災害というのは、文明の世界から原
始の世界に瞬間的に放り出されることであり、避
難勧告や命令には限界があり、最後は個人の生き
る能力に頼らざるを得ないことを肝に銘ずるべき
である。そのために下記の「水防五訓」や「個人
水防心得五訓」を参考にして欲しいと考える。ただ、

水防五訓            (1991・5・19 大熊作成 )
1. 水防は、地域の守り、地元の仕事。
1. 水防は、日ごろの準備と河川巡視から。
1. 水防は、危険がつきもの、必ずつけよう命綱。
1. 水防は、我慢が肝心、一時の辛抱、大きな成果。
1. 水防は、減水時の破壊多発、油断大敵。

個人水防心得五訓      (1992・5・29 大熊作成 )
1. 調べておこう、自宅のまわりの氾濫実績。
1. 大雨きたら、まず灯りと水と食料の準備。
1. ハイテクの自動車浸水に弱し、
　車での避難、要注意。
1. 濁水の下の凹凸みえず、片手にころばぬ先の杖。
1. 氾濫の引き際に、泥・ゴミ掃除忘れずに、
　後始末大変。
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高齢者と幼児はそうした能力がないので特別な介
助が必要であることは言を待たない。
　最後に、今回避難勧告などの伝達がうまく行か
なかったことがしばしば報道されたが、広報車が
廻っても、雨音に消されたり、聞こえていたとし
ても洪水に対して安心しきっている住民の耳には
届かなかったということに触れておきたい。確実
に勧告などを伝達するためには、携帯電話などの
ハイテクを見直すことも考えられるが、昔のよう
にローテクの “半鐘”が最適でないかと考えている。
そして、半鐘はその音が届く範囲ごとに設置する
必要があると思うが、その範囲を一つの防災地域
単位として防災訓練などを行うコミュニティ単位

にすればよいのではないかと考えている。
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1）新潟日報事業社編「特別報道写真集　7・13水害－
長岡・三条・見附・栃尾・中之島－」2004年 8月 31
日

2）新潟県「7・13新潟豪雨洪水災害調査委員会報告書」
2004年 3月

3）建設省河川局監修「新しい河川制度の構築平成 9年
　河川法改正」　日本河川協会、平成 9年、p.9
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7.13 新潟豪雨災害における農業被災状況

三沢眞一 *・稲葉一成 **・数又紀幸 **
* 新潟大学農学部・** 大学院自然科学研究科

1.　はじめに

　7 月 13 日に新潟県中部を襲った記録的な集中豪
雨により、五十嵐川、刈谷田川、猿橋川などが破
堤し、三条市、見附市、長岡市、中之島町を中心
に死者 15 人、家屋の全半壊 158 棟、一部損壊 94
棟、床上浸水 7,289 棟、床下浸水 6,341 棟の大き
な被害をもたらした。さらに道路の決壊 2,672 ヵ
所、河川の被害 940 ヵ所、崖崩れ 2,215 ヵ所など、
公共施設や山間部にも傷跡を残した。
　また農地や農作物なども冠水または湛水、土砂
堆積による被害、更には斜面崩壊による被害が発
生した他、ため池や道・水路などの農業用施設も
被災し、農林業関係も数多く被災した。ここでは、
これら農林業関係の被災状況について報告し、さ
らに農作物、農業用施設の被害状況内訳について
報告する。
　今回の水害では河川堤防が11箇所破堤した。破
堤した周辺地域はもちろんのこと、下田村や栃尾
市なども農地や農業用施設の被害は大きいもので
あった。

2.　農林業関係被害

　今回の災害では、水害による住宅地の被害が注
目されているが、農林関係被害も大きいものであっ
た。表 1 に示したように林業関係の被害が最も大
きな被害額であったが、とりわけその中でも林地
被害（斜面崩壊）が最も多かった。ついで、土地

改良施設である、ため池や道・水路、用排水機場、
頭首工等の農業用施設（基盤整備関係）の被害が
大きく、水稲を中心とした農作物の被害や土砂な
どの流入による農地被害（写真１，２）が続いてい
る。更に、農家などが所有していた農業用機械の
被害などがあり、農林業被害額の合計は約 362 億
円と見込まれた。

3.　農作物の被害状況内訳

　内訳としては、表 2 に示したように特に被害額
が大きかったのは水稲と野菜であった。また被害
面積が大きかったのは水稲と大豆であった。農作
物の被害額の合計は約 48 億円と見込まれた。
　被害の原因としては、冠水または湛水および土
砂堆積の影響である。コシヒカリは冠水日数が 3
日以上になると、出穂遅延、不稔籾、枯死、枝穂
の発生がみられ、早稲などは水害時に穂ばらみ期
であったことから、コシヒカリより短い冠水日数
で被害が大きくなり、大幅な減収が見込まれた。
長岡地域の八丁沖では冠水日数が 9 日間と非常に
長いところがあり、稲は立っているものの収穫皆
無と見られる水田も多く見られた。大豆は冠水が
12 時間以上では、枯死株の発生が増え、生存株の
茎葉・花芽の損傷や枯死程度も大きくなると言わ
れており，壊滅的状態になった所が多くみられた。
堤防の決壊地に近い水田は土砂流入が大きく，水
稲や作物に壊滅的な打撃を与えた。また中山間の
棚田地帯では、溢流による畦畔の決壊が多く見ら
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表 1　農林業被害
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れた。また，果樹も収穫期を前にして大きい打撃
を受けた。

4.　農業用施設（基盤整備関係）の被害状況内訳

　農業用施設（基盤整備関係）の被害状況内訳を
表 3 に示した。ため池の被災状況としては写真３
のように山腹崩壊によって土砂が流入し、埋没し
たものが多く、またため池からの溢流により堤防
が洗掘されたり、破堤したのもあった。頭首工で
は洪水によりゲートが歪んでしまったり、取水口
にごみと一緒に多量の土砂が詰まり取水できなく
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������������ ����������表 2　農作物被害状況内訳
なる被害が見られた。用排水機場では施設内が浸
水し電気系統が水に浸ってしまう被害が見られた。
被害額が特に大きかったのは水路であった。写真
４のように洪水によって水路が流されてしまった
り、多量の土砂に埋没した例が多かった。また中
山間部では山腹崩壊による土砂埋没の被害が多
かった。ついで被害額が大きかったのは道路であっ
た。農道は豪雨による崩落が多く、山腹水路から
溢流した水が、農道を決壊させたものが多かった。
今回の災害ではため池や水路などが本来の機能を
失うような決定的なダメージが多かった。

5.　復旧に当たって

　今回の豪雨災害では、農林業関係はかなりの被
害を受けた。農業用施設（基盤整備関係）の被害
の中では水路、道路の被害が特に多かった。応急
対策としては用排水路へ流入した土砂の排除、仮
設用水路の設置、農道崩壊箇所の復旧などが行わ
れた。
　水田については多量の土砂堆積による今後の農
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表 3　農業用施設 ( 基盤整備関係 ) の被害状況内訳

写真１　土砂や砂利が堆積した水田（中ノ島町） 写真２　多量の土砂が堆積した水田（長岡地域、
八丁沖）
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写真３　山腹崩壊によって埋没したため池（見附
市）（写真提供：三条農地事務所）

写真４　洪水により流された水路（下田村）（写
真提供：三条農地事務所）

作物への影響が懸念されている。また堆積土砂の
処理方法が問題となっている。水田の堆積土砂は
排除かその現地で処理するかが解決策であったが、
土捨て場が無い場合が多く、見附市など堆積土層
厚の大きい所では、天地返しで堆積土を下にし、
表土を上に持ってくる工法が採られることになっ
た。

　中越地方では復旧し始めた矢先の 10 月 23 日大
地震に見舞われ、復旧したばかりのため池の堤防
に亀裂が入るなどの被害が生じたり、山腹水路な
どが更に大きく破壊を受けるなど被害が拡大した
所も多く、復旧にさらに時間がかかることになっ
てしまった。
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7・13 豪雨によるイネ被害の実態と衛星画像による
早期被害予測の可能性

福山利範・阿部信行・塚口直史
新潟大学農学部

1. はじめに

　2004 年 7 月 13 日の前線停滞による豪雨は，１
日総雨量が 400mm を越える記録的なもので，刈
谷田川，五十嵐川，猿橋川，中之島川などが氾濫し，
破堤 11 カ所，決壊 148 ヶ所，越水・溢水・漏水
123 ヶ所の被害がもたらされ，これら流域の水田
が最長 10 日間ほども冠水した．県内有数の穀倉
地帯では，コシヒカリがまさに出穂する生育段階
にあった．従来から，イネは 3 日以内の冠水であ
れば左程の被害は出ないと言われてきたが，被災
時の生育ステージが穂孕み期で最も被害を受けや
すい時期であったことに加えて，微細な泥粒子を
含む泥水冠水が 3 日以上も続いたことが被害を大
きくした．　新潟県農林水産部が公表した 8 月 20
日確定の農林水産業の被害総額は 366 億 5 千万
円で，そのうち農作物被害は 13662ha，48 億 8
千万円にも及んだ．農作物被害では，イネが 32 億
円で作物被害の 2/3 を占め，被害面積も 10824ha
で全体の 8 割に及んだ．転換作物であるダイズも
水にはきわめて弱く，冠水した圃場ではほぼ全滅
し，被害額は 4 億 7 千万円に達している．被災農
家には損害補償が払われるが，これの算定基礎と
なる被害調査（坪刈り試験）も対象区が広大であ
るため，膨大な調査時間と労力・コストを必要と
した．
　本調査では，長岡市桂町のイネ圃場に焦点を絞
り，被害の実態と衛星画像利用による早期被害予

測について検討したのでここに報告する．

2. 長岡市桂町の圃場調査

1) 収量調査
　長岡市桂町の水田圃場は大区画整備された美田
であるが，排水が不十分で数年に一度は水害を受
けている地区である．今回は，猿橋川と刈谷田川
の破堤により大量の泥水が浸入した．全体として
すり鉢状を呈しており，冠水無しの圃場から長い
ところでは 10 日も水が停滞した圃場もある．豪
雨 6 日後の 7 月 19 日に現地を視察したが，大部
分の圃場がまだ一面海の状態であった（写真１）．
　サンプルは中央農道に沿って約 200~300m 間隔
で，合計８地点から 10 株 2 反復で 9 月 10 日に採
取した（写真３参照）．これら 8 地点の冠水日数は
0 日から 8 日間であった．サンプルは自然乾燥後，
本来の分げつ（主穂）と冠水後に発生した高位節
からの分げつ（枝穂）に分けた．主穂の分げつに
ついては，最長稈長，穂首抽出長（穂首節から止
葉の葉節まで）および伸長節間長を測定後，穂数，
穂長，１穂籾数，１株籾数を調査した．籾摺り後，
1.8mm の篩を用いて未熟粒を除き，整粒数と重さ，
1000 粒重を測定した．枝穂についても稈長，伸長
節間長以外は同様の調査を行った．
　調査圃場の全域から水が引いた 7 月 24 日のス
ポット 5 号（仏）による衛星画像を入手し，画像
解析用に供した．
　表１には，8 地点における稈長，穂首抽出長お

表１ 主穂（主分げつ）の稈長、穂首抽出長および節間長比（上位からⅠ～Ⅴ）
圃場番号 冠水日数 稈長 穂首抽出長 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

1 5 74.2cm 4.9cm 42.0% 26.4  15.3  9.9  6.8  
2 8 69.3 6.0  44.6  25.8  12.0  15.0  3.6  
3 8 64.9 6.2  48.9  23.7  9.2  16.9  1.3  
4 7 67.2 6.1  48.7  26.5  14.8  9.3  0.4  
5 5 68.9 4.7  45.4  19.2  12.8  21.6  1.8  
6 5 97.4 11.3  40.4  24.1  17.7  10.5  8.7  
7 3 84.4 9.6  42.2  24.3  17.3  12.6  2.7  
8 0 78.7 6.0  44.6  22.0  21.1  12.6  0.0  

 

表 1　 主穂 ( 主分げつ ) の稈長、穂首抽出長および節間長比 ( 上位から I~V)



13

よび節間長比を示した．8 圃場の冠水日数は 1 番
圃場（以下，No.1 と書く）が 5 日，No.2 と 3 が
8 日と最も長く，No.4 が 7 日，No.5 と 6 が 5 日，
No.7 が 3 日，そして No.8 はほとんど冠水しなかっ
た．栽培品種は「こしいぶき」の No.5 以外は，い
ずれも「コシヒカリ」である．ただし，No.6 は過
剰生育による倒伏を避けるために，中干しの時点
で１条おきに刈り込んであったので他の圃場とは
栽培条件が異なっている．
　稈長は 65cm から 97cm の圃場間差異が認めら
れた．冠水日数との関係は図１に示したが，冠水
日数が長いと短稈となっていることがよく判る．
No.5 は「こしいぶき」であり，この品種は遺伝的
に「コシヒカリ」よりも短稈である．また，No.6
も上述のように栽培様式が異なっているので，除
外して考えてよい．節間長比をみると，冠水日数
0 日の No.8 をほぼ正常と考えると，冠水日数の長
い圃場では下位の節間が伸びていた．これは，穂
孕み期のコシヒカリが冠水し，本来伸びるべき上
位節間の伸長が抑制され，相対的に下位の節間長
比が高くなったものと思われる．
　つぎに，表２に主穂の形質を示した．穂数は約

半分に減少していた．穂長は図２にも明らかなよ
うに冠水によって著しく短くなっていた．また，
一次枝梗の退化など異常形態を示す穂が多かっ
た．したがって，１穂籾数，１株籾数も著しく低
下している．水が退いた後，受精・登熟した穎果
でもきわめて生長が異常で，1.8mm 篩による整粒
歩合は冠水 5 日以上で 32.2%~60.9% と低かった．
No.1 は冠水日数が 5 日であるが，整粒歩合が最も
低かった．この圃場は，猿橋川の破堤箇所から最
も近い位置にあり，流入した水が他に比べてより
濁っていたことによると思われる．
　表３には，枝穂の調査結果を示した．主穂分げ
つの上位 3 ～ 4 節から退水後発生した枝穂分げつ
は，主穂の稔実が悪く光合成産物の受け入れが低
下したため，過剰の炭水化物が蓄積され，本来は
休眠している腋芽が生長したことによると推定さ
れる．このような枝穂は冠水5日以上で17%~56%
出現した．しかしながら，退水後短期間で形成さ
れ受精・登熟したため，穂の大きさもきわめて小
さかった．１穂籾数は計測していないが，１株籾
数は 132~460 と主穂（660~2600）に比べ極端
に劣っている．また，整粒歩合も 11%~36% と低
く，被害を受けた主穂の損失を補償するものでは
なかった．
　表４には，主穂と枝穂の合計を示した．１株穂
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図１　８圃場における冠水日数と稈長との関係：品種
コシヒカリ，ただし５は「こしいぶき」，６はコシヒ
カリで栽培方法が異なる．
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圃場 冠水日数 穂数 穂長 籾数/穂 籾数/株 整粒数 整粒重 整粒歩合 千粒重 
1 5 11.5 17.1cm 96.8  888.6  286.7  5.8g 32.2% 20.0mg 
2 8 11.3 15.4 71.7  705.8  400.3  8.0  54.1  20.2  
3 8 15.4 15.4 66.8  698.5  289.3  5.4  42.0  18.4  
4 7 11.2 17.2 106.0  659.3  311.0  6.2  47.2  20.0  
5 5 22.4 17.8 105.6  1689.7  1029.1  20.8  60.9  20.2  
6 5 33.3 18.4 103.1  2611.4  1826.4  38.3  68.9  21.1  
7 3 23.4 17.1 89.8  1547.6  1353.7  29.2  87.8  21.5  
8 0 22.9 18.8 117.1  1845.0  1407.0  30.3  76.7  21.6  
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図２　穂長と冠水日数の関係

表 2 　主穂の諸形質



14

数は枝穂で補充されているが，籾数では 2 倍以上
の差があり，整粒歩合も 26%~88% と大きな差異
が認められ，これらの結果から１株の精玄米収量
は 6.1g~38.3g となり，冠水日数の長い圃場では
1/5 以下の収量となった（図３）．

2) 泥冠水後の葉
　今回の水害は大量の土砂が圃場に流入し，しか
も停滞した水の濁度の高いことが特徴であろう．
記録的な豪雨により上流の山地での斜面土砂崩壊
が顕著であったこと，ダムなどの貯水池あるいは
河川底面に大量の土砂が蓄積されていたことなど
が原因としてあげられよう．泥水が退いた後のイ
ネ葉身は，例え泥が表面に付着していたとしても，

表 3 　枝穂の諸形質

その後の降雨で洗い流されるように思える．しか
しながら，かなり日にちを経過しても葉の汚れは
減ずることがなかった．そこで，金沢大学理学部
の田崎和江教授のご協力を得て，泥水を被った葉
の表面微細構造を走査電子顕微鏡で観察した．結
果を，写真２に示す．ここにあるように，葉の表
面は土の微粒子でほぼ一面に覆われていた．葉の
表面には多くの突起物があり，これらが泥の執拗
な付着を保ったと思われる．光合成・呼吸に必須
の器官である気孔も泥に覆われているか，開閉機
能を消失していると思われる形状を呈していた．
したがって，水が退いた後でも正常の光合成が行
われず，収量の回復が不可能になったと思われる．

3) 衛星写真の画像解析と収量調査との統合
　桂町の調査圃場の全面から水が退いた 7 月 24
日にフランスの人工衛星「スポット 5 号」撮影
による写真を入手できた（写真３）．分解能は
10mx10m という高精度である．写真で植物のあ
るところは赤く表示される．正常な稲は赤く表示
されるが，桂町の冠水地区では，青く表示されて
いる．これは冠水の影響を受けた稲が植生本来の
反射値を示していないことを意味している．　
　写真３に収量（1 株当たりの平均収量）を調査
した箇所を示した．この衛星写真の画像処理から

�
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圃場 冠水日数 穂数 籾数/株 整粒数 整粒重 整粒歩合 千粒重 
1 5 8.4 457.3  82.1  1.6g 10.7% 19.1mg 
2 8 11.5 414.6  135.0  2.7  34.5  20.4  
3 8 9.5 243.2  39.5  0.7  23.2  18.6  
4 7 14.1 426.1  158.0  3.3  36.1  21.1  
5 5 4.7 131.7  47.7  0.9  35.1  18.6  
6 5 0 - - - - - 
7 3 0 - - - - - 
8 0 0 - - - - - 
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表 3 枝穂の諸形質

表４ 主穂および枝穂を合わせた収量関連形質
圃場 全穂数 枝穂率 籾数 整粒歩合 千粒重 精玄米収量/株 
1 19.9  42.1% 1300.9  26.0% 19.9mg 7.0g 
2 22.8  50.4  1082.4  45.8  20.2  10.3  
3 24.9  38.0  941.7  36.5  18.4  6.1  
4 25.2  55.8  1085.4  42.7  20.4  9.5  
5 27.1  17.2  1812.5  59.2  20.1  21.6  
6 33.3  0.0  2611.4  68.9  21.1  38.3  
7 23.4  0.0  1547.6  87.8  21.5  29.2  
8 22.9  0.0  1845.0  76.7  21.6  30.3  

 

表 4 　主穂および枝穂を合わせた収量関連形質
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各調査圃場の反射値を求め，収量との関連を調べ
た．なお，既述のように圃場 No.6 は栽培方法がか
なり異なっていたので，この解析からは除外した．
図４に示したように，反射値と１株収量は相関係
数（ｒ）＝ 0.981 ときわめて高かった．収量をＹ
とした回帰式を求めたところ，Y=1.065X-75.459
となり，この回帰式の説明量は96％（Ｒ２＝0.963）
であった．すなわち，7 月 24 日撮影画像の反射
値で 9 月収穫時の収量を高い精度で予測できるこ
とになる．こうした衛星画像の反射値と収量との
関係式を用いるならば，広域の被害程度を災害後
早期に推定することが可能である．今回の水害を
補償するために，関係機関は２万筆にも及ぶ圃場
で収量調査（坪刈り）を行っている．これは，膨
大な時間と労力・コストを必要とするものである．
したがって，今回の調査で得られた収量予測式の
利用は今後の災害時にきわめて有効と思われる．
　今後の課題としては，予測精度を高めるために，
被災後どのような時期の画像を用いるか，イネの
異なる品種あるいは異なる作物ではどうなるか，
さらには被害予測だけでなく，作物の生育状況の
把握と栽培管理への提言などを検討すべきと思わ
れる．

3. むすびにかえて

　今回の調査では，水害で壊滅的な被害を受けた
桂町地区の農家から，快く調査資料の提供をいた
だいた．とくに，長岡市農業委員であり地元桂町
圃場で大規模に農業を展開されている加藤尚登氏
には大変お世話になった．これらの方々に厚くお
礼申し上げる．この地域は，豪雨被害が覚めやら
ぬ10月23日の中越地震でも甚大な被害を受けた．
今後の早期復興を心からお祈り申し上げる．
　長岡地域振興局には様々な資料および情報の提
供をいただいた．記して，感謝申し上げる．
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図４　衛星画像の輝度値と収量の関係および収量予測
式

写真１　長岡市桂町の調査圃場：７月１９日撮影

写真２　泥が付着した葉の裏面：SEM 観察（金沢大学
理学部・田崎和江）

写真３　長岡市桂町圃場（通称：八丁潟）の衛星画像
と調査地点
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はじめに

　2004 年新潟県中越地震が発生した中越地域は，
「活褶曲」という用語が誕生した地域で，日本でも
有数の変動地域です．この変動帯は北側では日本
海東縁変動帯へ連続し，その南西側では新潟̶神
戸構造帯へと連続しており，そこではマグニチュー
ド７前後の巨大地震も数多く発生しています．な
ぜこのゾーンが活発な変動地域となっており，大
地震が頻発するのかを，全地球的な規模の変動の
なかで理解しておく事は今後の長期的対策を考え
る上で重要です．地球の反対側での大西洋の拡大

が，必然的に中越地震を引き起こした事を本論文
では示します．中越地震の背景にはこうした地球
全体の変動システムが存在しており，今後もこの
ゾーンの中ではいつどこで大地震が発生しても不
思議ではないし，特にこの 30 年間くらいは活動
が活発な時期に当たっている可能性を示します．
　一方，中越地域には，この一連の変動帯の中でも，
地震による山間地での被害が大きくなる地質的要
因が存在しています．本報告では日本海沿いの中
山間地に特有の地質学的背景を紹介する事によっ
て，今回の中越地震の被害の一つの特徴，すなわち，
中山間地で被害が大きくなった背景も紹介します．

図１．日本海東縁変動帯と新潟̶神戸構
造帯などで発生した 1800 年以降の大地
震の震源位置

新潟県中越地震の地質学的背景

宮下純夫 *・豊島剛志 **・小林健太 **
* 新潟大学理学部・** 新潟大学自然科学研究科
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１．中越地震のグローバルな背景

　日本海東縁にユーラシアー北米プレートの境界
が存在している事は，1983 年に小林 2），中村 3）

によってほぼ同時に提唱されました．この考えは，
日本海の東縁付近に２つの巨大プレートの境界部
が存在しており，日本海側が日本列島側へ沈み込
み始めており，日本海東縁に新らしい海溝が形成
されつつあるという考えです．このプレート境界
が発生したのは地質学的にはごく最近で，それ以
前はそのプレート境界はサハリンから北海道中央
部を走っていたものが，日本海東縁へジャンプし
たことになります．その年に日本海中部地震が発
生した事もあって，この新しい仮説は多くの研究
者によって支持されており，このプレート境界は
日本海東縁変動帯と呼ばれています（平，2002）．
図１に示すように，1800 年以降の大地震の震源
分布をみると，この境界に沿って大地震が頻発し
ている事，特にその南部の秋田沖から新潟県に向
かって頻度が著しく高くなっている事が読み取れ

ます．最近の例では，新潟地震（1964 年），サハ
リン南西沖（1971 年）日本海中部地震（1983 年），
北海道南西沖地震（1993 年），サハリン北部地震

（1995 年）とマグニチュード７クラスの巨大地震
が発生しているゾーンに相当しています．
　日本海東縁のプレート境界では，ユーラシアー
北米プレートという巨大プレートが収束（衝突）
しているのですが，この２つのプレート境界はサ
ハリン北部から北極海へと延びており，そこでは
これら２つのプレート境界は大西洋中央海嶺と
なっています．プレート境界が一方で発散してお
り，それが一方では収束境界へと変化する理由は
北極から眺めてみると良く分かります（図２）．日
本海東縁のプレート境界は地球の反対側ではユー
ラシアと北米を引き裂いている境界，大西洋中央
海嶺へと連続しているのです．収束境界から発散
境界へと変化する場所は，ロシア極東の北端付近
にあり，そこから南側では２つのプレートが衝突
している境界となっています．回転極から離れる
にしたがって収束速度が大きくなるので，図１で

図２．北極からみた地球上のプレート境界．ユーラシアー北米プレート境界は北極海から大西洋
中央海嶺となっており，裂ける境界となっているが，ロシア極東から日本海東縁にかけては衝突
境界へと変化している．
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示されているように，南側ほど大地震の発生頻度
が高くなることは理にかなっているのです．なお，
日本海東縁変動帯と接しているユーラシアプレー
トと北米プレートは，各々アムールプレートとオ
ホーツクプレート呼ばれる独自のプレートとする
考えが最近では有力ですが，大局的な運動はどち
らにしても同様です（瀬野，2002）5）．
　さて，このプレート境界が日本列島に上陸する
場所やその南方への延長については，フォッサマ
グナ（糸魚川̶静岡構造線）へとつながっている
ととみなされてきましたが，最近の研究ではこの
プレート境界は「新潟̶神戸構造帯（地震帯）と
命名されている構造帯へつながるという説が有力
になってきています（多田ほか，2003）8）．また，
この構造帯に沿って M7 以上の巨大地震が多数発
生していることも明らかになってきました（過去
2 千年間で 15 回）．国土地理院は GPS を用いて日
本全土の変位量をモニターする体制を確立してい
ますが，その結果，新潟̶神戸構造帯の西側の地
域は東へ，東側の地域は西へと移動している事が
明らかになったのです．その速度は年間 1-2 cm に
も及んでいます（図３）．
　以上の事から，今回の中越地震の背景には地球
規模のプレート運動があり，地球の反対側での大
西洋の拡大と同じ運動が必然的にもたらしたもの

であることが分かります．中越地震を理解する上
でも，グローバルな変動の中で捉える事が重要な
ことをこの事は示しています．

２．中越地震の地質的な背景

　日本列島が現在の形に近い姿になったのは，今
から２千万年前前後に，ユーラシア大陸の北東縁
辺部に裂開が発生し，その北側のブロック（今の
東北日本̶北海道）は反時計回りに，南側のブロッ
ク（今の西南日本）は時計回りに回転して，日本
海が形成された一大事変によっていることは，今
では地質学者の間では広く受け入れられています．
この日本海形成後もその名残ともいえる変動が日
本列島の日本海沿岸では引き続いて生じ，多数の
リフト性の堆積盆が次々と形成されていきました

（鈴木，19896），20057））．これらの堆積盆は数千
メートルにも及ぶ厚い砂や泥層によって埋積され
ていきましたが，今から 200-300 万年前くらいか
ら，それまで東西方向に引っ張られていた東北日
本から北海道西部は一転して東西方向へ圧縮する
場へと変換したのです（鈴木，2005）．この圧縮
運動により，厚く埋積されていた軟弱な地層が褶
曲して隆起し始めます．こうした地質年代の極め
て若い軟弱な地層が，圧縮方向に垂直な方向，す
なわち南北方向に延びる褶曲軸を持つ背斜・向斜
構造を形成して，今回の中越地震の中山間地に広
く分布しているのです．したがって，新潟県は，
とりわけ中越地域は日本でも有数の地辷り地帯と
して知られていたのです．
　東西方向の引っ張りから東西圧縮への劇的な変
化は，前節で紹介した日本海変動帯の開始によっ
ており，それまで北海道中央部を縦断していたプ
レート境界が現在の位置へジャンプした事によっ
ているらしい（平，2002）9）．
　今回の中越地震が，中山間地の甚大な被害をも
たらした要因には，中越地域が有しているこうし
た地質学的背景が存在していたためなのです．長
期的な観点での防災対策を考える上で，対象とし
ている地域の地質学的背景を十分に理解しておく
必要があります．
 

３．活動期に入った日本海東縁変動帯

　図４には日本海東縁変動帯から新潟̶神戸構造
帯における 1800 年以降の大きな地震の発生頻度
図を示してあります．既に大竹（2002）４）や石

図３．中部 - 近畿地方の地震活動と地殻水平変動．黒塗
りは西暦 500 年から 1998 年間の，M7.0 以上，深度
40km 以浅の大地震．白抜きは 1960 年から 1998 年
間の，M4.5 以上，深度 30km 以浅の地震．矢印はユー
ラシアプレート安定部に対する 1997 年 4 月から 1999
年 3 月の地殻水平変動ベクトル（多田尭・鷺谷威・小
田切聡子，1999，日本地震学会講演予稿集，に加筆）． 
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川（2002）１）などが指摘しているように，発生頻
度が次第に短くなっている事，つまり，新潟地震

（1964 年）以前は 15 年に１回前後の頻度であっ
たものが，それ以降は実に 5 年弱に平均１回の大
地震が発生している事がよみとれます．日本海東
縁地域が活動期に入っているとの指摘は以前から
なされていました．石川（2002）１）は日本海東縁
変動帯がおよそ 100 年周期で活動期と不活発な時
期とが繰り返しており，現在は活動期のまっただ
中にいる事を指摘しています．大竹（2002）４）は
日本海東縁変動帯における巨大地震の発生頻度が
次第に短くなっている事を指摘するとともに，新
潟市直下付近から長野県にかけての地域に大きな
空白地帯が存在する事から，その場所での地震発
生に警鐘を鳴らしていました．今回の中越地震は
まさしくその空白域の中心部付近で発生したもの
で，大竹（2002）４）による指摘は的中したのです．
　一回大きな地震が発生するとしばらくは同じ場
所では地震が起きず，逆にその隣接地域では発生
が励起される可能性があります．大竹（2002）４）

が指摘した空白地域の残りの部分，すなわち北部
に含まれる新潟市直下や，南端部に当たる長野県
側などではいつ大地震が発生しても不思議ではな
いのです． 

終わりに

　日本列島全体が地震の活発な時期に入っている
事はまず確かだと思われます．今回の中越地震で
大変残念に感じた事は，膨大な観測機器が設置さ
れて地震予知を試みようとしている東海地方など
と比べて，日本海東縁変動帯にはその危険性が極
めて高いにも関わらず，定常的なモニタリングシ
ステムが全く構築されていないことです．巨大な
経費をかけなくても，地下水位の観測など既存の
システムを有効に活用する事など，基礎研究とし
て有益な事は沢山あります．地震予知が可能かど
うかという事に関しては論争が続いていますが，
その正否はともかくとして，基礎的な様々なデー
タを集積していく事が必要であり，かつそれが可
能である事を強調したいのです．
　中越地震を理解する上でグローバルな観点が大
切である事を強調しました．つまり地球そのもの
に対する理解が重要なのです．しかし，なぜ日本
海が形成されたのか？なぜ日本海東縁変動帯が開
始されたのか？北海道中央部を縦断していたプ
レート境界がなぜジャンプしたのか？こうした基

本的な問題は実はまだ分かっていないのです．人
類の長期的未来と戦略のために，地球そのものに
対する理解を深める努力が必要なのです．
　本報告で引用したのはなるべく一般の市民にも
入手しやすい文献に限定しました．また，今回の
中越地震の調査・研究に対して新潟大学より様々
なご援助を頂きました．関係者に感謝いたします．
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１．はじめに

　2004 年 10 月 23 日午後 5 時 56 分，2004 年
新潟県中越地震（以下，中越地震）が発生しまし
た．地震の規模を表すマグニチュードは 6.8 で最
大震度７が記録され，甚大な被害が発生しました．
我々は，中越地震の本震・余震域周辺地域におい
て，構造地質学的視点から地表変状を観察・調査し，
それらの特徴を押さえながら，地震断層探査を行
いました．小論では，その結果を報告します．
　結果を報告する前に，いくつかの用語（断層，
震源断層，震源，震央，地震断層，褶曲，活褶曲，
本震，余震）について説明します．まず，断層とは，
地球内部に生じた破壊面で，面沿いにずれていま
す．中越地震によっても地表や地下深部に多数の
破壊面がずれを伴って生じましたが，それらの多
くが地震を引き起こした断層と直接的には無関係
な断層です．地震を直接発生させた断層は震源断
層と呼ばれます．震源断層沿いには地震時の破壊
の出発点である震源があり，その地表への投影は
震央と呼ばれています．地震時には，震源から断
層沿いにずれ（破壊）が伝播していきますが，そ
のずれが地表に達することはそれほど多くありま
せん．震源断層のずれが地表まで達し，地表に破
壊面として現れたものは地震断層，あるいは地表
地震断層と呼ばれます（図１）．また，震源断層や
地震断層が第四紀（過去 200 万年間）に繰り返し
活動し，今後も活動する可能性の高い場合，それ
らを活断層と呼んでいます．簡単に言うと，“生き
ている断層” です．地表に現れていない（達して
いない）活断層を，伏在活断層と呼びます．新潟
や長岡のような平野部には伏在活断層が多数存在
している可能性があります．
　褶曲とは，もと平らだった地層や岩盤が力を受
けて，波状に曲げられたもの（構造）です．中越
地域の丘陵や平野の地下には，約 200 万年前から

成長し続けている褶曲があります．これらを作る
力が中越地震を引き起こしたとも言えます．活褶
曲とは，活断層同様，現在あるいは最近（第四紀
に）波状に曲げられたものです．傾いた段丘面（段
丘面はほぼ水平にできますが，後生的に傾けられ
たもの）などにより認識され，測地学的手法によっ
て，研究されています．中越地域のいくつかの褶
曲が活褶曲として認定されています．
　中越地震の本震・余震域周辺には，「新潟トレン
ド」と呼ばれる北北東 - 南南西方向に延びて互い
に並走し合う，多数の地下構造（断層，褶曲（活
断層，活褶曲を含む））が発達しています（図２）．
活断層として，六日町盆地西縁断層，小平尾断層，
吉野屋断層，悠久山断層，山本山断層，鳥越断層，
片貝断層などが言われています．活褶曲として，
小栗田原向斜，越路原背斜があります．規模の大
きな断層としては，新発田 - 小出構造線，鋸山断層，
板倉山断層などが示されています．規模の大きい
褶曲としては，梶屋敷向斜，田河川背斜，小屋柄
川向斜，小松倉背斜，下島向斜，田麦山背斜，梶
金向斜，金毘羅山向斜，小高向斜，東山背斜，小
千谷向斜，時水背斜，渋海川向斜，八石背斜など

新潟県中越地震における地震断層と地表変状の
構造地質学的調査
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1：新潟大学大学院，2：新潟大学積雪地域災害研究センター，3：新潟大学理学部，4：帝国石油株式会社，
5：新潟大学名誉教授

図１　震源，震源断層，地震断層（活断層）の関係（松田，
1995：「活断層」の図 10 に加筆）．
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多数が認められています．中越地域の丘陵や平野，
盆地といった地形も，これら地下構造と平行に延
びており，褶曲や断層の成長によって作られたも
のです．したがって，丘陵や平野を作る運動が中
越地震を引き起こしたと考えることができます．
小論では，これら地下構造と中越地震の関係につ
いても言及されます．
　続いて，気象庁のホームページの「余震とは何
ですか？」（http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/
aftershocks/kiso_aftershock.html）や，フリー百
科事典「ウィキペディア（Wikipedia）」（http://
ja.wikipedia.org/wiki/ 余震）を参考にして，本震
と余震について説明します．比較的大きな地震が
発生すると，そのすぐ後に最初の地震より小さな
地震が続発します．この最初の大きな地震を本震，
その後に引き続き起こる地震を余震といいます．
このような地震活動のパターンを「本震－余震型」
といいます．震源が浅い大きな地震は，ほとんど
の場合，余震を伴います．本震に匹敵する規模の
余震が発生することもあります．余震の回数は数
10 回から 1000 回と多様で，余震期間も数日か
ら数ヶ月と地震により違っています．余震の原因
は、本震時に解放されきれなかったエネルギーが
後で放出されるためです．余震は震源域（震源断
層）に沿って発生するので余震の分布を見ること

によって、震源断層の形態や，どの断層が動いた
かを確定させる事ができます．

２．中越地震の特徴

　中越地震の本震は，東山丘陵の南端部に位置し
ています（図２）．中越地震は，活断層の発達して
いる地域の間の地域，すなわち，これまで地表で
活断層が知られていない地域にあたる東山丘陵内
部で発生しました． 
　中越地震は，中山間地に大きな被害を起こさせ
たことで特徴付けられますが，地震活動自体の特
徴としては，以下の 4 つが挙げられます．（i）余
震の数が多いこと（図３），（ii）大きい余震が多かっ
たこと（震度５以上の強い余震が 21 回も発生しま
した），（iii）余震の続く期間が長かったこと，そ
して（iv）余震の多くが本震の震源断層沿いから
外れた場所で起こったことです．
　（i），（ii）や（iii）の特徴を示す地震としては，
1943 年の鳥取地震と 1945 年の三河地震が知られ
ています（図３：気象庁ホームページより）．中越
地震とともにこれらの地震は，1995 年兵庫県南部
地震（余震数：約 50 回），2000 年鳥取県西部地
震（余震数：約 25 回）や 2003 年宮城県北部地震
とは異なった余震活動を示します（図３）．また，

図２　新潟県中越地震の本震・余震域における地下構造と地震断層候補（確実度は低い）の分布．褶曲・断層・
活断層の記入にあたっては，柳沢ほか（1986），小林ほか（1989），小林ほか（1991），影山・金子（1992），
新潟県（2000），堤ほか（2001），渡辺ほか（2001），中田・今泉編（2002）を使用しました．
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内陸（深さ 30 ｋｍ以浅）で発生した本震（Ｍ 6.5
以上）に伴う余震の回数を比較すると，最大余震
のマグニチュードが大きいほど，大きい余震を多
数伴う傾向があります（図４）．中越地震は，それ
らの中でも，大きい余震を最も多く発生させた地
震です（2004 年 12 月 28 日までに 876 回の余震
が発生し，震度５弱以上の余震が 19 回，マグニ
チュード以上の余震が 21 回起こりました）．1995
年兵庫県南部地震と比較しても，本震後に大きな
余震が頻繁に起こって，余震全体の回数も多くなっ
ています（図５）．
　（iv）の特徴を別の言い方で説明すると，「本震・

余震の震源断層として，北北東 - 南南西方向で傾
斜が同じ，もしくは逆の，大小の，複数の断層（断
層面）が，相次いで逆方向に動いた」ということ
です．中越地震の本震は，地震波の解析，余震分布，
GPS 測量などからみて，西北西に傾く震源断層を
境に，上盤（西北西側の地盤）が東南東側に乗り
上げて発生したと言われています（気象庁の 2004
年 10 月 23 日報道発表資料など）．余震のいくつ
かは，これと逆に東南東に傾いた震源断層沿いに，
東南東側の地盤が西北西側に乗り上げるようにし
て起こりました．気象庁が 11 月 8 日に発表した
報道発表用資料によると，主に 3 つの断層が動い
ています．東京大学地震研究所が第 160 回地震予
知連絡会で発表した資料では，４つの断層が動い
たとしています．京都大学防災研究所予知研究セ
ンター・九州大学地震火山観測研究センターの合
同観測班は，第 160 回，161 回地震予知連絡会資
料の中で，中越地震では５ないし６つの断層が動
いたことを示しました．これらの断層はいずれも，
傾斜方向と逆向きに岩盤が乗り上げる断層であり，
逆断層と言われます．
　以上のような中越地震の特徴は，中越地震の起
こり方や原因に関係しています．これらの特徴を
生んだ原因として以下のようなことが考えられま
す．

（Ａ）本震の震源断層が伏在逆断層だったため（遠
田，2004；遠田・近藤，2005）：地震による破壊
面が地表に到達しなかったので，地下の歪が解消
しきれず，本震後の地下深部での力のバランスが

図３　いくつかの過去の地震の余震活動の推移（マ
グニチュード（Ｍ）4.0 以上）．中越地震については，
11 月 30 日 24:00 までのデータ．気象庁ホームペー
ジ（http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/aftershocks/
kako_aftershock.html）からダウンロード．
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図４　内陸（深さ 30 ｋｍ以浅）で発生した本震（Ｍ 6.5
以上）に伴う余震の回数（2004 年 11 月 22 日の気象庁
報道資料のデータから作製）
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含めました．気象庁のデータを使用．
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崩れた．このため，地下深部で局所的に力が集中
して，震源断層だけでなく周辺の他の断層も動き
やすい状況が生まれた．
　（Ｂ）規模の大きい余震は“本震”として発生した：
上述の資料によると，本震時と規模の大きい余震
時とで，違う震源断層が動いたとみなすことがで
きる．言い換えると，規模の大きい余震を起こし
た震源断層が，あたかも本震のように振る舞い，
それぞれ独自に “通常” の数と規模の余震を引き起
こしたことが考えられる．したがって，複数の “本
震” が引き起こした余震の総和は，“通常” の余震
の数と規模から大きくかけ離れてしまった．地下
に複数の中規模断層が存在すること，地下構造が
複雑であることが理由であるかもしれない（遠田，
2004；岡村・柳沢，2004；遠田・近藤，2005 など）．
　（Ｃ）未成熟な断層活動：これまで地表で活断層
が知られていない場所での破壊現象．できたばか
りの断層による地震だったので，地震による破壊
が広い範囲に分散した．すなわち，１つの断層に
集中して破壊が起こらなかった．

　これらの特徴や特徴を生んだ原因は，中越地震
による地表変状とどのように関わっているか，地
表変状からみてどれが妥当か，を考えたい．しかし，
まずは，中越地震による地表変状を概観し，本震・
余震域の大規模地下構造との関連性を述べよう．

３．中越地震に伴う地表変状と地震動災害

　中越地震によって，亀裂，陥没，隆起，地すべ
り，崩落，噴砂など，様々な地表変状が生じまし
た．これらのほとんどが地震動（地震の揺れ）に
伴った破壊や重力性の構造です．重力生の構造と
は，重力によって高い方から低い方に物体が動く
ことで生じた構造です．地震の揺れによる亀裂に
沿ってすべり落ちた岩盤もその例です．中越地震
では，重力性の崩落，地すべりに伴って形成した
と考えられる西傾斜の逆断層も認められます（図
６a）．過去の断層面を使い，地震に伴って大規模
な地すべりが発生している場合もあります（図６b, 
c）．

図６　中越地震に伴って発生した地すべりおよび重力性の崩落．a：栃尾市半蔵金地区の道路をずらす
逆断層．b，c：魚沼市旧広神村の田圃における大規模な重力性の崩落と地すべり．d：川口町荒谷東
方の猪倉山断層付近における大規模な土砂や土塊の崩落
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　小千谷市街にも様々な地表変状が形成されまし
た．その詳細については，本報告書に掲載の「2004
年新潟県中越地震に伴う小千谷市街周辺の地盤変
状（岩下ほか）」をご覧下さい．ここでは，岩下
ほか（本報告書）の概略を説明するにとどめます．
小千谷市街の変状には，亀裂，重力性滑動（表層
地すべり），噴砂・陥没，マンホールの隆起（抜け
上がり），電柱の傾動，西北西 - 東南東方向の高速
短縮（変位）などがありました．これらの変状は，
１- ２ｋｍの幅を持って，北北東 - 南南西に延びる
複数のゾーンに集中しています．これらの延びの
方向は．本震・余震分布や震源断層の延びの方向
と平行です．岩下ほか（本報告）は，これらと地
形的特徴，リニアメントとの関連を述べ，小千谷
市街中央部に北北東 - 南南西方向に延びる伏在活
断層を推定しています．これは，本震の震源断層
に連なる可能性は低いかもしれませんが，小千谷
市街における強振動を引き起こしたと考えられま
す（岩下ほか，本報告書）．

４．中越地震本震・余震域の地下構造と地表変状，
震源断層

　主な地下構造（大規模断層，活断層）周辺にお
ける地震断層の探査結果を以下に示します（図２）．
本調査は，中越地震によって，主要な地下構造が
動いたかどうかの確認の意味もあります．

１）新発田 -小出構造線
　（１）破間川中流域（魚沼市旧守門村長鳥南方）
　破間川中流域の河岸，新発田－小出構造線沿い
には，粉砕・破砕された花崗岩（主にカタクレー
サイトと呼ばれる脆性断層岩類）が幅数 100m の
幅で分布しています（図７）．西側の第三紀層との

境界断層は露出していませんが，断層岩類や花崗
岩の中に，中越地震の際に再活動・再変形した形
跡や，地震断層と判断される新しいすべり面は認
められませんでした．断層岩類を被っている段丘
礫層や不整合面の変位も見つかっていません．し
たがって，新発田 - 小出構造線沿いの古傷（断層
岩類）は地震時に動かなかったと結論されます．
なお，この地点における段丘面形成後の累積変位
は，存在しないかごくわずかです．
　（２）魚沼市旧守門村長鳥～西名地域
　長鳥東方の段丘面上の農道において，アスファ
ルト舗装の破壊とコンクリート製側溝の湾曲が観
察されました（図８a，b）．アスファルト舗装には，
北西－南東，北東－南西，南北，東西などの方向
に亀裂が形成され，それらに境された舗装ブロッ
クが北西および南東に水平変位しています（図８a，
b）．これらは，表層だけが動いており，地震時の
震動による地表変状と考えられます．
　守門村西名南部の道路と畑において，N30°
-35° E 方向の亀裂と N45° -50° E 方向の亀裂が
雁行配列をして，亀裂帯を形成しているのが観察
されました（図８c）．亀裂帯は N30° -35° E 方
向に延びて，左ずれを示していました．現地の地
形や斜面方向（北側に下っている）からみると，
左ずれを示すこれらの亀裂が地震時の重力性崩落
や地すべりによって形成されたとは考え難いもの
があります．なお，この変状が観察された地点は，
新発田－小出構造線が通過する位置にあたります．
　（３）本震・余震域周辺地域における消雪井戸地
下水の変化と，魚沼市旧守門村西名東部の湧水
　中越地震に伴って，本震・余震域周辺地域では
広い範囲で，消雪井戸の地下水に変化が生じまし
た．また，魚沼市旧守門村西名東部では，地震に
伴って新発田 - 小出構造線上に湧水が生じました．

図７　新発田 - 小出構造線沿いの花崗岩起源の脆性断層岩
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これら地下水の変動・異常は，中越地震に伴って
発生した複数の断層や割れ目に沿って，地下深部
の高温地下水が上昇したことを示すと考えられま
す．つまり，中越地震に伴う断層や割れ目の形成
が，地下深部の地下水循環を促したことになりま
す．これらの詳細については，本報告書に掲載の

「2004 年新潟県中越地震による地下水異常（佐藤
ほか）」をご覧下さい．

２）猪倉山断層
　東山背斜の東翼にあたる中越地震の本震付近に
は，猪倉山断層が通ると推定されています（柳沢
ほか，1986 など）．中越地震時に猪倉山断層が
動いたかどうかを確かめるべく現地調査を行いま
した．その結果，猪倉山断層が推定されている多
くの場所が地層の傾斜の急変帯にあたり，地表に
は断層のないことが明らかとなりました．それら
の場所では，地震断層はもちろん認められません
が，著しい崩壊が発生していることがあります（図
２，６d）．また，東山背斜西方に位置する荒谷トン

ネル内北部には，ほぼ N80° W 方向の亀裂が複数
生じており，最大 3.5 ｃｍの左横ずれ変位を示し
ていました．

３）小平尾断層
　魚沼市旧広神村小平尾周辺地域における地表変
状を調査し，小平尾断層の地震断層としての可能
性について検討しました（図９）．その結果は，以
下の通りです．
　（i）国道 352 号線の旧道で小平尾断層が通る
とされている地点付近では，アスファルト舗装の
端部と消雪パイプ設置のコンクリート部が盛り上
がっている（図１０a，b）が，すぐ横の家屋やコ
ンクリート製側溝には変形が無い．したがって，
逆断層（地震断層）による変状ではなく，地震に
伴って舗装部分だけが道路（路床）上を横滑りし，
埋設された消雪パイプが歪んだため，局所的に盛
り上がった可能性が高い．
　（ii）その北東方の地盤には，小平尾断層にほぼ
平行（北東－南西）な地震時に形成された開口亀

図８　魚沼市旧守門村長鳥 -西名地域における
新発田 - 小出構造線に沿った地表変状．a：ア
スファルト舗装の破壊（長鳥），b：コンクリー
ト製側溝の湾曲（長鳥），c：左ずれを示す亀
裂群（西名）．
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裂がある（図１０c）．その部分は，盛り土の南東
端（斜面下方側）にあたり，本震後に斜面側が沈
下しつつ開口が進んでいる（地元の方の話）．また
コンクリート製溝の斜面側へのたわみが認められ
る．亀裂の北東延長部では新たな亀裂が盛り土の
中で開口しつつある．これらは，地震に伴う表層
地すべりや重力性崩落によって引き起こされた可
能性が非常に高い．
　（iii）地表変状が発生している場所は，斜面や地

形の傾斜が大きく変わる所（傾斜の急変点）や，
盛り土地盤と天然地盤の境界部である（図１０d）． 
　（iv）小平尾地区では，地すべりや重力性の崩落，
不同沈下によるとみなされる小規模な地表変状が，
小平尾断層付近でも，離れた地点でも同等の発達
程度で認められる（図９）．ただし，南東側の親柄
や国道 252 号線付近では，地表変状の発達が全般
に著しく弱くなる．小平尾地区南部から北西側で
は，小平尾断層に沿った地表変状密集帯を特定で

図９　魚沼市旧広神村小平尾地区̶旧堀之内町下倉地区における地表変状の分布図．



28

きない（図９）．
　（v）小平尾断層延長部の他の地域で，まれに認
められる地表変状は，全て重力性の崩落や地すべ
り，不同沈下に伴うものであり，地震断層を示す
地表変状は認められない．
　（vi）小平尾断層とは関係なく，斜面や地形の傾
斜急変点，盛り土地盤と天然地盤の境界部におい
て，地表変状の著しい場所がある．
　（vii）小平尾地区周辺に水平方向の短縮を示唆す
る亀裂が認められるが，短縮方向に定向性が認め
られず，北西 - 南東方向の短縮を示す構造が小平
尾断層に沿って集中していない（図９）．
　（viii）小平尾地区南部には，産総研活断層研究
センターによって地震断層として報告された北北
西 - 南南東方向の亀裂が，500 ｍ弱の長さで認め
られる（丸山・伏島，2004；丸山ほか，2004 な
ど）．これは，しかし，想定される震源断層の延び
と大きく斜交している（図９）．この亀裂によって，

南西側の地盤が若干隆起している．小平尾地区の
市街に延びる北側半分は，重力性変状の可能性が
大きい．
　（ix）小平尾断層から離れた小庭名地区や茂沢地
区に，西北西 - 東南東方向の短縮を示して北北東 -
南南西方向に延びる小規模な亀裂が認められたが，
地震断層との関連は不明である．
　（x）これらのことから，小平尾断層が地震断層
として活動した可能性は低いと結論される（図２）．

４）六日町盆地西縁断層北部
　魚沼市旧堀之内町東部の下倉地域における地表
変状を調査し，六日町盆地西縁断層（六日町断層）
北部の地震断層としての可能性について検討しま
した．六日町断層は新発田 - 小出構造線の南部に
相当しています．調査結果は，以下の通りです（図
２，９）．
　（i）堀之内町下倉地区付近では，マンホール・

図１０　小平尾断層周辺の地表変状（魚沼市旧広神村小平尾地区）．a：アスファルト舗装の端部と消雪
パイプ設置のコンクリート部のみの隆起．他の部分には変状はない．b：消雪パイプ設置のコンクリー
ト部のみ隆起．c：小平尾断層にほぼ平行（北東－南西）な地震時に形成された開口亀裂（盛り土の南東端）．
d：国道 352 号線の盛り土と天然地盤の境界部における不同沈下．
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コンクリート製側溝・盛り土地盤と天然地盤境界
付近における不同沈下，電柱の傾動がわずかに認
められる（図９）．六日町盆地西縁断層が通過する
場所は，盛り土地盤と天然地盤境界や地形傾斜の
急変点に位置する．そこでの変状は，人工の構造
物に由来するわずかな不同沈下のみである．国道
17 号線には変状が認められない．国道 17 号線は，
写真の左側で，六日町盆地西縁断層を横切ってい
る．
　（ii）関越道の下倉トンネル出口付近には，盛り
土地盤と天然地盤の境界で不同沈下が生じている．
道路（盛り土側）の沈降が認められるものの，周
囲のコンクリート擁壁や高速道路下のコンクリー
ト製トンネル・水路には変状が認められない．
　（iii）下倉地区を含む堀之内町東部では，六日町
盆地西縁断層付近に地表変状が集中しない．

（iv）二度目の調査（11 月 13 日に実施）関越道下
のトンネル・水路の継ぎ目で，新たに最大 1cm の
ずれが複数生じていたが，ずれのセンスは一定で
ない．
　（v）以上のことから，小平尾断層と同様，六日
町盆地西縁断層北部は地震断層として活動した可
能性は極めて低いと考えられる（図２）．

５．小平尾断層と六日町盆地西縁断層は地表地震
断層か？

　政府の地震調査委員会は 2004 年 10 月 24 日臨
時会において，中越地震が長岡平野西縁断層帯の
活動によるものではないと言っています．さらに，
地震予知連絡会会長は，中越地震が六日町断層の
活動によって起こったのではないかという見解を
示しました．東京大学地震研究所や京都大学防災
研究所予知研究センター・九州大学地震火山観測
研究センターによる地震予知連絡会資料によると，
本震震源断層が伏在逆断層として動いたことが示
されています．
　鈴木ほか（2004a，b，c，d）によると，魚沼
市旧小出町，堀之内町下倉地区を通る六日町盆地
西縁断層（六日町断層）と，魚沼市旧広神村の
小平尾断層が中越地震の地表地震断層として現れ
ているとの見解が出されました．また，産総研活
断層研究センターの丸山・伏島（2004），丸山ほ
か（2004）によって，小平尾地区の南部に北北
西 - 南南東方向の地表地震断層が出現したと発表
されました．しかし，この方向は小平尾断層や
六日町断層と大きく斜交しています．Maruyama 
et al.（2005）では地震断層という表現をせずに，

surface rupture（地表に現れた破壊面という意味，
地表破壊面あるいは地表断層，図１）を用いてい
ます．また，Kato et al.（2005）では，本震震源
断層として逆断層である六日町断層深部が想定さ
れ，小平尾地区南部の地表破壊面（地表断層）と
連続することが推定されています．
　我々の調査結果によると，水平短縮を示す地表
地震断層の候補は，小平尾地区だけでなく，本震・
余震域周辺地域に散在しています．つまり，小平
尾地区や小出町南部にて報告されている短縮構造

（上述の研究報告）は，小平尾断層・六日町断層沿
いだけに見られる訳ではありません．しかも，そ
れらの連続性の低さだけでなく，他の成因を否定
できない所から，それらの地震断層としての確実
度が低いと考えざるを得ません．上述のような地
表変状の産状・特徴から見て，特に，小平尾断層
や魚沼市下倉地区の六日町断層が地震断層として
動いた可能性はきわめて低いと判断されます．こ
れは，鈴木ほか（2004d など）と全く異なる見解
です．また，小平尾地区南部の地表破壊面の田圃
に現れた部分は，中越地震によって形成された破
壊面の内，最も地震断層らしいものですが，その
方向性や姿勢から見て，震源断層から派生した二
次的な断層面（地表断層，図１）であると考えら
れます．すなわち，震源断層そのものが直接地表
に現れたものではないだろうということです．以
上のように，小平尾地区南部の地表破壊面が地下
の震源断層に直接連続する断層かどうかについて
は，議論の余地があるが，いずれにしても，中越
地震の震源断層は地表に「十分に」到達している
とは言えません．中越地震による「明瞭な」地震
断層はないということです．

６．中越地震の特徴を生んだ原因は何か？

　先の頁で，中越地震の特徴を生んだ原因として，
以下の３つを挙げました．
　（Ａ）伏在逆断層
　（Ｂ） 規模の大きい余震は“本震”として発生した．
　（Ｃ）未成熟な断層への変形の分散
　これらを簡単に検証してみましょう．まず，（Ａ）
ですが，同じく伏在逆断層によって起こった 2003
年宮城県北部地震では，余震の回数が少なかった
ことから，それほど大きな影響を及ぼさなかった
と考えられます．ただし，中規模断層が周辺に複
数存在すると，（Ａ）の効果がよく現れてくるらし
い（遠田・近藤，2005）．（Ｂ）は，余震活動の推
移をよく説明しているように見えます．（Ｂ）が起
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こるための素地として，（Ｃ）を捉えることができ
ます．（Ｂ）や（Ｃ）を考える前に，中越地震の本
震・余震域周辺の地質学的環境（地下構造）を見
てみましょう．
　中越地震の本震・余震域は，北の東山丘陵北西
側の東傾斜伏在活断層（悠久山断層）から，南の
魚沼丘陵南東側の西傾斜伏在活断層（六日町断層）
へと，活断層の姿勢が移り変わる場所に位置して
います（岡村・柳沢，2004）．したがって，本震・
余震震源域の丘陵内の褶曲構造が複雑となったた
めに，断層の形態も複雑で，それが多くの余震が
発生する一因となっている可能性が高いと言われ
ています（岡村・柳沢，2004）．このような場所
には潜在的な中規模断層が多いと考えられます（遠
田，2004；遠田・近藤，2005）．これらの地質学
的環境からみると，大規模な断層が発達していな
い（未成熟な断層であった）ために，中規模断層
に破壊が分散して，たくさんの “本震” が発生し，
さながら群発地震めいた余震活動となってしまっ
たと考えられます．このことは，確実度は低いけ
れど，地震断層候補である水平短縮型の地表変状
が余震域周辺に散在していることを，最もよく説
明していると考えられます．以上をまとめると，

（Ａ）と（Ｃ）の両方が間接的原因（下地）として
存在し，その結果（Ｂ）が直接的原因として機能
して，中越地震の特徴をもたらした，と結論され
ます．

７．結果・結論

　2004 年新潟県中越地震の余震域において，構造
地質学的視点から地表変状を観察・調査しました．
その結果，以下のような結論を得ました．
　（１）従来知られていた活断層（六日町盆地西縁
断層，小平尾断層，信濃川低地西縁断層：片貝断
層など，同東縁断層：悠久山断層など），他の大規
模な断層・地質境界（猪倉山断層，新発田－小出
構造線）沿いに，明瞭な地震断層は認められない．
主だった活断層・断層は，地震断層として，ほと
んど活動していないらしい．
　（２）それらの近傍では，地表・建造物の破壊が
より顕著になる場合がある．斜面などの地形的特
徴による被害の増大に加えて，一部では地表付近
で地震動が増幅されたと考えられる．
　（３）地震断層の候補として，確実度の低い短縮
型構造が，余震域周辺に多数認められる．それら
の多くは，地震に伴う地表付近での二次的なずれ
を示すと考えられるが，地震に伴って発生した重

力性の崩落や地すべりに起因した変状である可能
性も捨てきれない．
　（４）国土地理院のホームページにて公開されて
いる空中写真を見ると，猪倉山断層の東方に，数
百ｍ～約２ｋｍにわたって連続する，北西－南東
方向の断層が複数認められる（図２）．余震域には，
これら断層に代表されるような，震源断層と直交
あるいは大きく斜交する断層も存在する．
　（５）深部起源の湧水や消雪井戸の水温異常から
みて，魚沼市旧守門村～旧広神村周辺の新発田 -
小出構造線，六日町盆地西縁断層の北方延長とし
て推定される伏在断層，悠久山断層，悠久山断層
の南東延長として推定される伏在断層は，深部～
地表直下までが震源断層として活動した可能性が
ある（佐藤ほか，本大会講演要旨を参照）．
　（６）猪倉山断層は，地表に露出していない可能
性が大きい．猪倉山断層が通ると推定されている
地域は，地層面の走向・傾斜が急変する場所にあ
たる．
　（７）過去の断層面を使って，地震に伴う地すべ
りが発生している場所もある．
　（８）消雪井戸水などの地下水の異常は，魚沼
市旧守門村～旧広神村周辺の新発田 - 小出構造線，
六日町盆地西縁断層の北方延長として推定される
伏在断層，悠久山断層，悠久山断層の南東延長と
して推定される伏在断層，小千谷市周辺信濃川西
岸の伏在断層が，地表直下まで震源断層として活
動した可能性を示している．
　（９）「未成熟な複数の伏在逆断層が活動して，
変形が分散したこと」が間接的原因（下地）となり，
その結果起こった直接的原因「規模の大きい余震
が “本震” として発生したこと」が機能して，中越
地震の特徴をもたらした，と結論されます．
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　末筆ながら，地震によって亡くなられた方々に
心よりお悔やみを申し上げますとともに，被災さ
れた方々に慎んでお見舞い申し上げます．そして，
一日も早い復興をお祈り申し上げます．
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中越地震の不思議

　2004 年 10 月 23 日午後 5 時 56 分、小千谷東
方の N37.28° E138.88°深さ 13 ｋｍを震源と
するマグニチュード (M)6.8 の地震が起こりまし
た。この地震（正式名称は「2004 年新潟県中越
地震」、以下「中越地震」と略す）は、これまで
新潟平野～信濃川構造帯と呼ばれている地域で起
こったものと同じような次の性質を備えていまし
た。
　(1) 本震を含めて余震域が平面的には 30 ×
15km の楕円形の範囲内にあって 1)、その長軸が

「新潟方向」と呼ばれている北東 - 南西ないし北
北東-南南西方向の地質構造と調和的であること、
　(2) 本震を起こした断層は同じように北東 - 南
西方向で西に傾斜した面を持つ逆断層 (N29°
E51° NW)2) と推定されること。
　こういうことからすると、新潟で起こる地震と
してはごくありふれたものであることがわかりま
す。だから、「起こるべくして起こった」という
指摘がなされても不思議ではありません。しかし、
一般に地震は活断層が動くことによって発生する
といわれているのですが、すぐそばにある悠久山
断層や片貝断層群が活動しないで、一時代古い新
第三紀層の背斜構造の頂部付近が震源となるとは
考えられていませんでした。さらに、中越地震に
はこれまでとは異なる以下のような側面もありま
した。
　(1) 本震のすぐ後の 10 月 23 日① 18 時 03 分
に M=5.8、② 18 時 12 分に M=5.9、③ 18 時 34
分に M=6.4、④ 19 時 46 分に M=5.6 と、たて
続けに大きな余震が起こりました。さらに⑤ 10
月 25 日 6 時 5 分に M=5.6、⑥ 10 月 27 日 10
時 41 分に M=6.1、⑦ 11 月 8 日 11 時 16 分に
M=5.5 と大きな余震が起こっています 3)。規模の
大きな余震ばかりか M ≧４の余震の積算数はあ
の阪神･淡路大震災を引き起こした 1995 年兵庫
県南部地震の積算余震数の 2 倍以上になっていま
す。

　(2) このうち②と⑤はどちらかというと走行移
動型を示し、本震を含めた他の余震が逆断層型な
のとは異なる震源メカニズムを示しています 3)。
どうやら 1 つの断層が活動したという単純なもの
ではなく、伏在する主断層が 2 次的にいくつかの
副断層の活動を誘発したか 4)、あるいは 2 つの平
行な断層と逆向きの断層面と変位を持つ共

きょうやく

軛断層
とが次々と活動したか 5)、いずれにしてもかなり
複雑なメカニズムで起こったと考えられるようで
す。
　このような不思議な中越地震の特徴は、たまた
ま起こった一種の「個性」のようなものか、ある
いは新潟平野と山地を画する新発田 - 小出構造線
に関係しているのか、背斜構造の軸部という特異
な地質構造の反映か、いまのところ結論はでてい
ません。
　

新潟付近で起こる地震の特徴

　被害を与えた地震の記録は理科年表 6) や日本
被害地震総覧 7) にくわしく記述されています。
この地域で最も古いものは 863（貞観 5）年に
起こったとされ、山崩れ･民家の倒壊･湧水（お
そらく液状化のこと）を伴ったと記録されてい
ます。しかしこれ以降は越後中･南蒲原郡の地
震 (1670､M6.8) まで記録が途絶えます。この間
の 800 年は地震が少ない期間だったのではない
でしょうか。しかし、佐渡･能登の地震 (1729、
M6.6 ～ 7)、佐渡北沖地震 (1762､M7) などのよ
うに、17 世紀からは地震の記録が急に増えます。
　小木地震 (1802, M 6.5 ～ 7）では、佐渡南西
部の沢崎～赤泊間の海岸線 25km が最大 2.5m に
わたって隆起し、この辺り一帯が北北西へ傾動し
ました。太田ほか 8) は小木半島の隆起したベンチ
と海岸段丘を調査して、更新世後期から小木半島
全体が北北西へ傾動したことを明らかにし、この
地域で再来周期 5000 年で繰り返し地震が起こっ
ていたことを指摘しています。
　三条地震 (1828,M 6.9) のおり、三条･燕･見附･
長岡で被害が甚大で、地割れから泥水や青砂を噴

新潟平野～信濃川構造帯の地震と活断層
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出し、大規模な液状化現象が起こりました９)。小
須戸－黒崎間が隆起したため、信濃川の河道が東
側の現在の位置へ移動しました。もとの信濃川は
笠巻付近に旧河道として残っています。
　善光寺地震 (1847,M7) では、長野盆地西縁断層
群が動いたことが当時の記録から知られています。
このうちの 1 つ、長丘断層が活動して高丘丘陵が
隆起し、千曲川が堰き止められて ｢ 延徳田んぼ ｣
と呼ばれる一帯が湛水しました。荒船断層でのト
レンチ調査によると、約 1,000 年前にも同様な地
震があったと推定され、長野盆地の地震の再来周
期は約 1,000 年程度と推定されています 10)。
　山古志地震（1887,M5.7）では土蔵の壁に亀裂
が入ったり剥落しました。関原地震 (1927,M5.2)
はきわめて局所的なもので、石油と青砂の噴出が
認められています。小千谷町地震 (1933,M6.1)、
長岡地震 (1961,M5.2) いずれも数 km 以内の非常
に狭い範囲でのみ激しい揺れが感じられました。
長沼地震 (1941､M6.2) では長野市の赤沼･長沼や
須坂市相之島一帯では至るところで地割れができ
て泥水が噴出しました 11)。
　新潟地震 (1964,M7.5) での新潟市の被害は地
盤の液状化や不同沈下などの建築物の被害がたく
さん出ましたが、地震動そのものによる倒壊など
はありませんでした。しかし、粟島の長手鼻で
80cm、内浦で 157cm の隆起し、全体として西
方へ傾動しました。また粟島の北西周辺の海底が
西方へ傾動しました。鼠ヶ関から村上までの海岸
線に沿う水準点は地震前まで一貫して隆起傾向で
あったのに、地震と共に 15cm 以上一気に沈降し
ました。ところが村上 - 新潟間の水準点はこれと
反対の運動を示しています 12)。
　松代群発地震では 1965 ～ 70 年末にわたって有
感地震が 62821 回を数えました。そのうち最大の
ものは 1965 年 9 月 5 日と 1967 年 2 月 3 日とに
あった M=5.4 です。いずれもおよそ 30 × 10 ｋ
ｍの楕円形の範囲内で、深さ 15km 以浅でした。
1966 年 3 ～ 7 月が地震活動･地殻変動とももっと
も盛んな時期で、湧水･地割れなどの地表現象を伴
いました 13)。
　新潟県北部地震 (1995,M6.0) は笹神村付近で発
生し、推定される断層から西側に家屋の全半壊な
どの被害が生じました。津南地震 (1992,M4.5) は
規模のわりには深さがきわめて浅かった（約 2km）
ため、ごく局所的な被害が生じました。
　これらの地震には次のような３つの共通した特
徴があります。

　(1) 陸域で発生する地震の震源は浅く、規模は
小さいが数多く発生する。これに対し海域ではや
や深く、M ７を超えることがあるものの、発生頻
度は少ない。しかし地震の集中域や余震の分布域
はほぼ同じ大きさの楕円形の領域に集中するので、
いずれの場合でもひずみエネルギーの総量は同じ
オーダーと推定されます。つまり地殻内に蓄積し
たひずみを一度に解放するか、あるいは少しずつ
小出しにするか、の違いによると考えられます。
　(2) 被害を及ぼす地震は地殻内の深さ 10 ～
30km 以浅で起こり（内陸から日本海海底へ向かっ
て深くなる）、それ以深ではほとんど発生していま
せん。いいかえればほとんどの場合が直下型であ
るといえます。これはこの深度付近に地殻構成物
質の物理的応答の仕方が変わる脆性遷移帯 (brittle-
ductile transition zone) が存在するためと考えられ
ます。また、よく引き合いに出される、太平洋プレー
トの沈み込みに伴うベニオフ面の地震は、新潟地
域では深さ 120km 以深で起こっていて、あまり
にも深すぎるのでまったく被害を及ぼしません。
　(3) 推定された震源断層はいずれも逆断層型で、
断層面が新潟方向のトレンドを持ち、北西～西北
西へ傾斜したものが一般的です。したがって上盤

（断層面より上の部分）が北西方向から南東方向へ
と隆起することになります。また、断層面は深く
なるにつれて低角になる半円筒形の性質（リスト
リックという）を持つと考えられ、このため上盤
は隆起するとともに北西方向へ傾動するという特
徴的な地殻変動を伴います。建物の倒壊や地割れ、
道路の崩落、地すべりなどの地変が震央より西側
に多く見られるのはこのためです。

新潟付近の地形と活断層

　活断層は地震の発生源と考えられており、1980
年以降大きく研究が進展しました。さらに 1995
年の阪神･淡路大震災以来、主要な活断層の再調査
が、トレンチ調査を含めて、日本全体で行われま
した。新潟平野から信濃川構造帯にかけては、地
形との関連から、新潟平野、信濃川流域（十日町 -
津南）、千曲川流域（野沢 - 長野）に区分して考え
てみます。
　新潟平野は 3 群 10 列の海岸砂丘群があり、こ
れによって海岸低地～ラグーン（潟湖）が形成し、

「芦沼」・「地図にない湖」といわれたように水はけ
の悪い広大な海岸平野です。新潟平野の地形は新
潟 - 新津付近を境にして北東部と南西部に分かれ
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ます。北西部では、荒川・阿賀野川に埋没扇状地
が確認されているものの、現在は新旧２つの氾濫
原のみが発達しています。しかし胎内川・加治川
には扇状地が発達していても氾濫原はありません。
このように氾濫原･扇状地が繰り返し海岸線に並ん
だ隙間に、岩船潟・紫雲寺潟・福島潟・島見潟な
どの潟湖ができました。これらは 18 世紀（江戸
中期）以降に、福島潟の一部を残して、すべて干
拓されてしまいました。
　平野南西部には信濃川の作った地形が発達し、　
小千谷から長岡までが扇状地、長岡から分水 - 三
条までが氾濫原、分水 - 三条から巻 - 白根までが三
角州に区分されます。それ以北の新潟 - 豊栄付近
までがかつての海岸低地で、鎧潟・丸潟・大潟・

枡潟・白蓮潟など無数の大小の潟湖が存在してい
ました。これらは 18 世紀（江戸中期）以降から
200 年以上にわたって干拓され、完全に乾田化し
ています。信濃川はもともと現在の西川が本流。
16 世紀後半より人工的に掘割を築いて東へ東へと
何回も流路を替えさせ、刈谷田川･五十嵐川･加茂
川･小阿賀野川を合流させて、現在の信濃川本流が
出来上がったのです。五十嵐川は小規模な扇状地
を作りますが、加茂川・刈谷田川などは奇妙なこ
とに、谷口にはこれといった地形を作っていませ
ん 14)。
　新潟では平野と山地の境界が活断層で境されて
います。すなわち平野西側は弥彦･角田山地～中央
油帯との境界に新潟平野西縁断層群（長岡平野西

図 1　新潟平野の地形と活断層（地形分
類図は平松 14）による）
活断層：1. 櫛形山地西縁断層、2. 櫛形山
地東縁断層、3. 五十公野断層、4. 月形断層、
5. 村松断層、6. 新津丘陵東縁断層、7. 新
津丘陵西縁断層、8. 角田東縁断層、9. 鳥
越断層（8 と 9 をあわせて新潟平野西縁
断層群という）、10. 吉野屋断層、11. 悠
久山断層、12. 片貝断層、活褶曲：13. 築
地背斜、14. 松ヶ崎背斜、15. 亀田背斜、
16. 新津丘陵背斜、17. 鎧潟向斜、18. 寺
泊背斜、19. 中央油帯背斜、20. 下田背斜、
21. 椿沢背斜、22. 東山背斜、23. 小粟田
原向斜、24. 越路原背斜 .
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縁断層帯とも呼ばれる）が、東側の櫛形山地･五頭
山地･東山丘陵との境に月岡断層･村松断層･悠久山
断層などがあります。新潟平野西縁断層は角田山
東縁断層・大河津断層・鳥越断層･関原断層などの
セグメントからなり、日本海海底へ延びています。
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いずれも西方へ傾斜した断層面を持つ逆断層で、
石油公団による反射法弾性波探査 15）では前期更新
世の灰爪層が 2000 ～ 3000m 変位しているのが
認められ、大規模な変動が 120 万年にわたって繰
り返されてきたと考えられています。
　平野東側の境界には新津丘陵西縁断層（三条地
震の地震断層 ?）・吉野屋断層・悠久山断層の断層
群と櫛形山地西縁断層・五十公野断層・月形断層・
村松断層の断層群が雁行状に配列し、これらより
さらに東側に櫛形山地東縁断層や沼越峠断層など
が 3 列目をなしています。これらの大半が西傾斜
の断層面を持つ逆断層で、左横ずれの成分を兼ね
備えているらしく、断層を横切る小河川（改修以
前の旧河道を含む）が変位しているのが認められ
ます。また断層帯にそって見附温泉･桂温泉などの
小規模な温泉が湧出しています。
　信濃川は長野 - 新潟県境で千曲川と名前が変わ
るだけでなく、流域の地形もまったく異なり、別々
の川が 1 つに連結したような感じです。信濃川流
域には更新世中期とされている谷上面から、更新
世後期の米原面･卯ノ木面･

ほう

朴ノ木面･貝坂面・正
面面、完新世の大割野面と河成段丘が 10 段 16)17)

も発達します。このうち谷上面～朴ノ木面には幼
年期の侵食谷（ガリー侵食）がよく見られるのに
対し、貝坂面～大割野面には認められないので、
形成時代に大きなギャップがありそうです。とこ
ろが、千曲川流域には、河成段丘は下位面が比較
的広く分布するものの、上位の段丘面は重地原以
北および高丘丘陵に見られるだけで、いずれもた
いした規模ではありません。そのかわり野沢、木
島平、中野、須坂 - 小布施、長野などの規模の大
きな扇状地が発達します。
　越路町 - 小千谷の信濃川左岸川には、高位段丘
面の越路原面と中位段丘面の小粟田原面との境に、
南北方向のトレンドを持った片貝断層群が発達し
ます。これは主に基盤の魚沼層群の層面すべりか
らなり、不整合に覆う段丘礫層に変位を与えてい
ます。さらに小粟田原面には断層群と平行な向斜
構造が見られ、北方へデプレション (depression)
を起こしているので、褶曲軸が北へプランジして
います。それとともに小粟田原面も北方に傾動し
て、渋海川の氾濫原面の下へ消えて行きます。小
粟田原面には褶曲構造に沿ったガリー侵食の谷地
形が見られ、片貝などでは断層崖に小さな扇状地
の形成が認められます。また

さんぶしょう

三仏生付近では完新
世段丘面の小千谷面の向斜構造が見られますが、
褶曲軸は小粟田原の褶曲軸とは斜交して、北北東

- 南南西のトレンドを持ちます 18)。信濃川流域の
活断層は十日町盆地西縁断層が最も規模が大きく、
津南町の宮中ダム付近で信濃川の右岸側に渡渉し
て、津南断層へと続きます。十日町以北の信濃川
右岸では中･低位段丘面に東向きの幅の広い撓曲が
見られることから、この断層は西傾斜の断層面を
持つ逆断層と考えられます。また右岸側の津南町
卯ノ木ではやはり中位段丘面が東向きの撓曲崖を
作って変位していることから、少なくとも 45m の
変位があると見積もられています 19)。信濃川右岸
には長く続く十日町盆地東縁があり、十日町市街
地以南では十日町断層と平行します。低位段丘面
に西向きの撓曲崖が見られますが、市街地以北で
はやや不明瞭になります。おそらく東傾斜の断層
面を持った逆断層と考えられます。
　千曲川流域では平滝断層･伏野峠断層･関田峠 -
黒倉山断層群が県境付近の山地に見られ 20)、一部
共軛セットをなす正断層の場合もあります。野沢
温泉町西方の重地原断層と北竜湖断層は、高･中位
段丘面の西側への傾動を伴う逆断層で、明瞭な低
断層崖が見られます。段丘面の堆積物と年代が知
られていないのではっきりしたことはいえません
が、高位と中位とした段丘面は断層によって変位
した低位面かもしれません。重地原断層と平行し
て長峰丘陵東縁断層が飯山市内の飯山断層まで延
長し、さらに長丘断層･浅野断層･三才断層･城山断
層･善光寺断層･安茂里断層･小松原断層と、長野盆
地西縁の山地と扇状地の境界付近に連続して見ら
れます 21)22)。いずれも西傾斜の断層面を持つ逆断
層と考えられ、長野盆地西縁断層群と一まとめに
して呼ばれることもあります。これに対して、北
から常郷断層･長峰丘陵西縁断層･外様平断層･替佐
断層･上野断層などは平行する 2 つの断層が地溝状
の地形を作り、長野盆地西縁断層群が段丘と丘陵
の地塊を東へ移動させた時に、引き裂かれた部分
が落ち込んでできたものと考えることができます。
　これらの地域の活断層には以下のような共通す
る特徴があります。
　1) 規模の大きな断層はほとんどが新潟方向のト
レンドを持ち ,北西側に傾斜した断層面をもつ逆断
層で、左横ずれ成分を併せ持っている。活断層と
震源断層がいずれも新潟方向のトレンドと断層面
の傾斜を持つ逆断層なので、この両者が同一の応
力場で形成したことは明らかだが、活動して地震
を起こした記録が残っているのは善光寺地震の原
因となった荒船断層など長野盆地西縁断層群しか
ない。
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　2) 新潟平野の東西を境する逆断層で、平野全体
が北西方向に傾動し、新潟平野西縁断層付近では
沖積層の基盤が最大で 150 ｍの深さにあるのに対
し、新潟平野東縁では40ｍ程度の深さでしかない。
ボーリングや反射法弾性波探査で推定された地下
地質の状況や地形の解析から、活断層も地塊傾動
を伴っていることは明らかで、これは地震時の地
殻変動と同じ性質である。
　3) 信濃川－千曲川では、左岸側に河川に沿う活
断層が多く、長丘断層や重地原断層・津南断層の
ように右岸側のものは左岸から河川を横切って伸
びてきたものである。

地形テクトニクス

　活断層は低断層崖・三角末端面・尾根や谷のく
いちがいなどの変位地形を基準にその存在が論じ
られてきました。しかし地殻変動で形成されるの
は変位地形だけではなく、たとえば河川の流路形
態の変化、河道の移動、遷急点あるいは遷緩点の
移動、河床勾配の変化など河川微地形も影響を与
えられると考えるのは当然です。つまり変位地形
以外にも地殻変動が起こった証拠があり、それら
を活断層や活褶曲などの現在進行形の変動の認定
基準として採用しようというわけです。私たちは
こうした観点からこの地域のテクトニクスを見直

す作業を進めています。ここではその一端を紹介
しておきます。
　上述したように新潟平野は全体として北西方向
へ傾動しています。巻 - 新津の地質断面図から、
沖積層基底の傾動は 39.5‰（パーミル、1/1000）
ですが、完新統基底で 28.9‰、縄文中期ごろの基
底で 7.89‰となります。すなわち 2 ～ 1 万年前で
は 1000 年あたり 0.113°傾斜していたのが 1 万
～ 5000 年前には 0.166°になり、5000 年前以
降は 0.09°と変化したのです。この運動は 1 万年
前から 5000 年前までがもっともスピードが速く、
その後急激に速度を減じたといえます。
　信濃川流域の河成段丘はいずれも傾動していて、
谷上面･米原Ⅱ面･朴ノ木面･貝坂面・正面面・大
割野Ⅰ面はそれぞれ 92‰、33‰、34‰、28‰、
21‰、19‰と、変位の累積性が認められます。こ
の傾動量を推定形成年代で割るとそれぞれの平均
変位量が求められますが、それは完新世に向かっ
て次第にスピードが加速していることを示してい
ます。さらに、最も広く分布する米原Ⅱ面では、
北部の南雲原から南部の城原に向かって次第に傾
動量が少なくなっており、北部の方が変動が大き
かったと考えられます。
　千曲川の河床勾配は、上流の佐久盆地で 7.3‰、
上田盆地で 5.5‰だったのが、長野盆地にいるとわ
ずか 0.93‰に減じてしまいます。しかしさらに下

図３　千曲川 - 信濃川の河床勾配
新潟 - 長野県境付近に遷急点があります。千曲川も信濃川も流路形態は複雑で蛇行と網状を繰り返し、
穿入蛇行する個所には活断層があります。また屈曲度（流路中心線の長さ／谷の長さ）もこれらの区
間で大きく変化します。
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流の西大滝ダム付近に遷急点があって、県境から
下流側は急な河床勾配となり、十日町盆地あたり
では信濃川の河床勾配は 3.5‰になります。一般に
河床勾配と流路形態とは相互の関係があり、およ
そ 1‰が閾

しきい

値となってこれより小さな勾配で自由
蛇行を示し、大きな場合は網状流路になります 23)。
したがって長野盆地～飯山盆地では千曲川が蛇行
し、津南～小千谷では信濃川が網状流路となるは
ずですが、実際はいずれの河川も蛇行と網状を繰
り返しています。こうした流路形態の変化は、河
床勾配の変化だけでは説明がつかないのです。
　長野西縁盆地断層群の 1 つである長丘断層は、
立ヶ鼻付近で千曲川を横切り、高丘丘陵の明瞭な
傾動を伴う逆断層です。千曲川は長野盆地を流れ
るときは網状流路の形態を示していますが、長丘
断層を過ぎたとたん蛇行形態に変化します。これ
は高丘断層によって傾動隆起した旧河床を千曲川
が穿入したために起こった流路形態の変化です。
このような網状から蛇行への流路変化は左岸側に
あった断層が右岸側に渡ったところでおこってお
り、重地原･北竜湖断層でも同じ現象が確認できま
す。また、津南断層が左岸に渡ると信濃川の流路
が蛇行から網状に変わり、これも地殻変動によっ
て流路形態が変化した証拠といえます。
　同じようなことは中越地震の震源断層を南西方
向に延長したあたりでもおこっています。六日町
方面から北東方向に流れてきた魚野川は、小出を
過ぎて南西方向へ流下してきた破間川と合流する
と、直角に折れて北西方向へ流れを変えます。堀
之内では自由蛇行していた魚野川は、和南津に入
る直前で急に網状になりさらに穿入蛇行するよう
になります。信濃川も小千谷市岩沢付近から蛇行
をはじめ、魚野川と合流する箇所ではループが閉
じんばかりの様相を見せています。この付近には
鮮新世～更新世中期の川口層・魚沼層群が分布し、
北東 - 南西方向の軸を持った東山背斜と軸面すべ
りの西傾斜の逆断層が存在することが知られてい
ます。魚野川と信濃川の流路形態の突然の変化は
このような地質構造の現在進行形の活動が原因と
なっていると考えることができます。つまり中越
地震はこれまで何も活動がなかった箇所にはじめ
て起こったのではなく、幾度かの断層活動の経緯
を経てきたと考えてさしつかえないでしょう。な
お、今回の地震の「震源断層か ?」と話題になっ
た小平尾断層 23) があるとされる付近には、破間川
の支流である和田川などには明瞭な流路変化は認
められず、小平尾断層はもともと活動していない

のでしょう。
　小千谷から長岡にかけての信濃川は網状の流路
形態をとりますが、旧河道の位置からする河道が
次第に西方へ移動してきています。旧河道の西遷
は悠久山断層の活動で上盤が西方へ傾動したこと
が原因と考えられ、この活動が繰り返した証拠と
なります。これと同様に、五泉 - 新津間の阿賀野
川の蛇行流路も西遷しており、月岡断層による傾
動隆起の累積的結果と考えられます。しかし村松
断層は早出川の最も新しい網状流路を切らず、お
よそ 500 年間は活動していないとみられます。

サハリン -日本海東縁変動帯と地震の空白域

　日本海東縁変動帯は、日本海中部地震（1983, 
M=7.7）を契機に、中村 24）によって提唱されて
一躍注目されるようになったもので、北米プレー
トが細長く延びてきて、アジア･プレートと太平
洋プレートの間に割り込んだとされました。は
たして北海道南西沖地震（1993,M=7.8）が起こ
り、ますますこの説が有力視されるようになりま
した。さらに北サハリンのネフチェゴルスク地震

（1995,M=7.0）が起こり、いつのまにか北に延長
されてサハリン - 日本海東縁変動帯ともいわれて
います。たしかに北サハリンから北海道･東北地方
の日本海沿岸沖を通り、新潟平野から長野に至る
地域は地震活動が比較的活発で、震央を結んで変
動帯として捉えることができます。これより東側
には平行な褶曲や断層がたくさん存在していて、
いずれも同じようなテクトニクスの下にあるはず
なのに、規模の大きな地震を起こしたという記録
はありません。だからこの活動的なゾーンに特別
なテクトニクスの場を想定するのはもっともなこ
とです。
　しかし次のような問題点があります。
　(1) このゾーンで起こっている地震は、いずれ
も地殻内の浅い場所（上述したように脆性遷移帯
内）で起こっていて、深部過程との結びつきが
弱い点があります。もしこの変動帯がプレート境
界であるならば、地震は地殻内にとどまらず、上
部マントルまで連続していてもよさそうなはずで
す。げんに太平洋プレートの沈み込みであるベニ
オフ帯は、日本海溝からサハリン - 日本海東縁変
動帯のはるか下を横切って、シホテアリンの下深
さ 500km ほどまで連続しています。したがって
この変動帯が仮に北アメリカ･プレートとアジア･
プレートの境界であるとしたら、自らが変動を起
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こす能動的な性格はなく、受動的なものだといえ
ます。
　(2) 発生メカニズムが個々の地震によって異なっ
ています。たとえばネフチェゴルスク地震では右
横ずれの地震断層が地表に出現しました。この断
層は長さ 35km，水平ずれ 8m，高さ 2m の変位が
ありました。ところが北海道南西沖地震は西側が
上盤（西から東に乗り上げる）の逆断層型 25)26) と
いう解析がされています。しかし日本海中部地震
の場合、解析された地震断層は 2 つのセグメント
に分かれ、いずれも東側が上盤の逆断層型 27) らし
いのです。もっとも新潟地震ではまた西側が上盤
の逆断層型 28 にもどり、以南に起こった地震も活

断層も新潟地震タイプです。サハリン島の北端か
ら長野付近までおよそ 2000 ｋｍあります。北ア
メリカ西海岸沿いのサン･アンドレアス断層は北米
プレートと太平洋プレートの境界で、約 2500km
ほどの延長ですから、サハリン - 日本海東縁変動
帯と同じ規模です。この断層もいくつかのセグメ
ントに分かれていますが、いずれも右横ずれの性
質を持っています。すなわちプレート境界という
ものは何 1000km にわたって均一な運動をしてい
るのです。
　(3) 上対馬電子基準点を固定すると、北海道 - 東
北がアジアプレートに対して西南西に相対的に移
動しているという GPS 観測 29) の結果が明らかに

図４　サハリン - 日本海東縁変動帯に起
こった主な地震
A, 東サハリン断層、B, 中央サハリン断層、C,
糸魚川 - 静岡構造線、D, 千島海溝、E, 日本
海溝．楕円は主の地震の余震分布域を示す．
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なっています。これは太平洋プレートの運動に伴っ
たもので、東西方向ないし北西 - 南東方向短縮さ
れることが原因であると解釈されています。しか
し、なぜ西傾斜の断層面を持った逆断層が卓越す
るのでしょうか。もし太平洋プレートによって主
応力場が現出したとするなら、たとえ共軛セット
であるにしても、東傾斜の逆断層の方が卓越し、
東側への傾動が起こると同時に、推定断層面より
も東側に地震被害が集中するはずです。
　ところで、このサハリン - 日本海東縁変動帯に
起きた主な地震の余震分布域は、大きくて 100km
ほどの長軸をもった楕円形をしています。余震分
布域をどう考えるかはいろいろな意見があります
が、地震を起す歪が蓄積する範囲と考えればこの
大きさがこの地域の地殻変動の単元となります。
そうすれば新潟平野･信濃川流域･千曲川流域それ
ぞれが変動単元であり、それぞれの新潟平野西縁
断層帯･十日町西縁断層･長野盆地西縁断層帯とい
う規模の大きな活断層が重要な意義をもっている
ことになります。
　このうち長野盆地西縁断層は 1847 年 5 月 8 日
に善光寺地震（M7.4）を起しているので、その地
域に貯まった歪はある程度解消されているように
思われます。しかし信濃川流域では大規模な地震
は起こっていません。1992 年 12 月 27 日の津南
地震（M4.6）がありますが、おもに小規模な地震
がたくさん起こっています。歪の解放が「小出し」
に行われていることを示しているのかもしれませ
ん。
　新潟平野では新潟市西部～巻町付近に地震の空
白域があります。微小地震も含めて、地震が観測
されるようになってからこのかた、ほとんど地震
が起こっていないのです。その大きさは新潟地震
の余震域にほぼ匹敵します。この空白域には新潟
平野西縁断層帯が中央部を横切っていて、新潟平
野の基盤の傾動量が最も大きい箇所に相当してい
るので、まったく変動しない地域であるとは考え
られません。おそらく長期にわたる歪の蓄積がな
されている箇所ではないでしょうか。新潟県北部
地震も中越地震もこの空白域の周辺で起こったも
ので、おそらく歪解放の役目を果たしたものでは
ないでしょう。もしここが動けば、新潟市は新潟
地震規模で直下型の地震に見まわれることになり
ます。
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１　はじめに

　新潟県中越地震は，これまで活断層が認定され
ていない中越地域を震源として発生した．現地調
査において，既存の活断層が今回の地震に伴って
動いたという明瞭な証拠は認められていない．こ

れまで，地表に現れている露頭を調査対象とした
手法に慣れ親しんでいた著者らにとって，今回の
調査は常に手探り状態であった．断層が地表に現
れない，強い余震が長期間発生するなど，改めて
地震現象の難しさを痛感することとなった．そし
て，被害の大きかった地域の中では，多くの地盤
変状が認められた．

2004 年新潟県中越地震に伴う小千谷市街周辺の
地盤変状

岩下享平・小林健太・豊島剛志・構造地質学研究チーム
新潟大学自然科学研究科　

（3）　重力性滑動

（4）墳砂・陥没 （5）マンホールの隆起 （6）電柱の傾動

図１　地盤変状要素　（1）亀裂　 （2）重力性崩壊に伴う割れ目
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　小千谷市街もその一つであり，防災科学技術研
究所の強震計では震度７相当の揺れを観測してい
る．信濃川の西岸に位置し，地質は新生界の魚沼
層（シルト，砂，礫など比較的柔らかい地層）が
広域的に広がっている．ここでは，既存の活断層
は認められていないが，構造物の破壊や地盤変状
が顕著に認められた．
　しかし小千谷市街は，本震を含む余震域よりも
西側にあたり，西傾斜が想定される本震の震源断
層が直接連なるわけではない．この地盤変状が何

図 2　地盤変状分布図

に起因したのか調べるために，詳細踏査を行った．

２　地盤変状（図 2）

　田畑やアスファルト上で認められた亀裂，重力
性崩壊に伴う割れ目，重力性滑動，墳砂・陥没，
マンホールの隆起，電柱の傾動などの地盤変状要
素の記載を行なった．詳細は下記に示すが，それ
ぞれ地震の影響を直接反映しているもの，間接的
に反映しているものと様々あるが，面的に把握す

亀裂集中ゾーン

地すべりゾーン

陥没・噴砂ゾーン

マンホール（90ｃｍ以上隆起）

K-NET強震計

JMA強震計
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段丘

旧河道

自然堤防〜微高地

扇状地性緩傾斜地

リニアメント

リニアメント（推定）

図 3　リニアメントと微地形区分図

ることにより傾向が掴めるのではないかという趣

旨から判断材料にした．

(1) 亀裂（図 1-1）
　主に田畑やアスファルトで確認された割れ目．
斜面崩壊に伴ったものではなく，地震時の震動や
地下の影響を受けて形成されたと考えられる．数
ｍ規模のものが多く，圧縮，引張割れ目だけでな
く，横ずれ成分を伴うものもある．

(2) 重力性崩壊に伴う割れ目（図 1-2）　　
　斜面崩壊に伴ってできた割れ目．重力に起因し，
相対的な隆起または沈降をしたことによりできた
と考えられる．斜面方向に崩落しているものの多
くは，道路造成時の盛り土の影響が大きい．

(3) 重力性滑動（図 1-3）　　　　　   　　
　小規模な表層地すべり．藤田沢地域で主に確認．
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えられる．
　しかし，すべてにおいて当てはまるわけではな
く，地盤変状の一部は地形的影響では説明できな
い．これは，地表では確認できない地下の弱線（断
層，地質境界など）の影響を反映しているのでは
ないか．

５　まとめ

　小千谷市街の地盤変状が，北北東 - 南南西の同
じ方向に延び，複数の領域内に集中している事実
は，構造物の影響や浅層の地盤の違い，地形の影
響を考慮しても，それだけでは説明できない．つ
まり，地表で確認できない地下の弱線（断層，地
質境界など）の影響が地表に一部現れた可能性が
ある．そして，小千谷市街での強震もそれを利用
してもたらされた可能性がある．

６　問題点

　小千谷市街の被害分布，地下構造の解明には，
人工地震波探査やトレンチ調査を行うことが必要
不可欠である．今後，様々な調査に基づいた総合
的な解釈が必要である．
　また，本震のメカニズムや震源断層との関係性
も示さなければ，今後の強震動予測には応用でき
ない．因果関係を考慮した強震動発生プロセス解
明は，減災の観点から最重要項目である．

７　終わりに

　今回の報告には，一つの意義がある．断層が認
められない地域における、地震直後の調査法の提
案である．まだ被害の爪痕の残る場所での調査は，
復旧作業が進められており、被災者の心情を考慮
すれば、精力的に調査で動き回ることには罪悪感
すら覚える．しかし，そこには地震計や後々の調
査からは把握できない要素が残されており，整備
される前にこれらを把握し記載することは，今後
の減災対策にとって重要要素となる．
　幸運にも，被災者の方々は皆好意的で，内心穏
やかではいられない状況にも関わらず，調査時に
は貴重なご意見を頂けた．この場を借りて御礼申
し上げる．
　今回の報告が，今後の強震動予測などへの一助
となることも期待する．

(4) 墳砂・陥没（図 1-4）　　　　　　    　　
　液状化現象による墳砂とそれに伴って形成され
る陥没．陥没は最大で 500 ｍ延びる．主に道路の
縁で認められた．

(5) マンホールの隆起（図 1-5）　　　  　　
　液状化による影響を受けた抜け上がり．ほとん
どが数 10cm 単位の隆起．最大で 120cm の隆起
を確認．周囲が液状化による噴砂を起こし，相対
的沈降を伴うものもある．

(6) 電柱の傾動（図 1-6）　　　　　　  　　　
特に東と南に傾動しているものが多い．地震時の
震動方向を示していると考えられる．

　他にも墓石・塀の倒壊などの要素がある．結果
として，特に地滑り，亀裂，液状化が顕著に発達
する複数の領域が，それぞれ 1-2 ㎞の幅をもって
集中している規則性が認められた（図 2）．そして，
これらの分布は本震を含んだ余震群の姿勢と調和
的な，北北東 - 南南西であった．

３　リニアメント，微地形区分（図 3）

　空中写真判読により，小千谷市街周辺のリニア
メント（直線上に並ぶ明瞭な地形境界）と微地形
区分の把握を行なった（図 3）．これによると，茶
郷川の旧河道（一部は現在の河道として存在）が
小千谷市街の中心部を流れ，その両脇に段丘や自
然堤防，微高地，扇状地性緩傾斜地が分布してい
ることがわかる．リニアメントは，北部にはほぼ
南北走向の片貝断層リニアメント，北西 - 南東走
向の小栗田リニアメントが，南部には東北東 - 西
南西走向の山本山リニアメントが認められる．ま
た推定ではあるが，茶郷川の河道沿いや信濃川西
縁，船岡山東縁にもリニアメントが認められた．
　この地域では，大きく分けて南北と北東 - 南西
走向のリニアメントが発達し，地盤の弱い旧河道
も北東 - 南西方向に延びている．これは，人為的
地形改変によるものというよりも，自然に形成さ
れたものと考えるのが妥当であろう．

４　考察

　図 2 と図 3 を比較すると，地盤変状の延びと地
形的境界の間には相関が認められる．つまり，地
震による地盤変状は地形的影響を強く受けたと考
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はじめに

　2004 年新潟県中越地震では，中山間地域とそれ
に囲まれた市街地において，顕著な地盤災害が発
生した．市街地には，気象庁（JMA）や独立行政
法人防災科学技術研究所（K-MET）の地震計が設
置されており，本震時の記録が得られている．震
源の西側に位置する小千谷市街において，K-NET
小千谷から N130E（北西－南東），また JMA 小千
谷から N160E（北北西－南南東）の震動方向が求
められた 1)．本論では，小千谷市街で人工構造物
の変状を構造地質学的視点から観察し，それらに
記録された強震動の振動方向を解析した．さらに
上述した地震計記録と比較するとともに，若干の
考察を行った．

自動販売機底面の観察

　K-NET 小千谷の西方 800m に位置する若葉三丁
目では，自動販売機が東に転倒している（図 1a）．
自販機の総重量は約 500kg である（本体重量が
340kg，転倒時の収納製品重量が 152kg，さらに
収納硬貨等の重量が加わる）．なお，この自販機の
南東方 150m では，同仕様の自販機がやはり東に
“背面から” 転倒している．路面の脚跡から，販売
機は転倒直前まで大きく移動・回転せず，転倒後
に反時計回りに 20°回転したと判断される（図
1b）．底面には屈曲した “条線 ( 擦痕 )” が刻まれ
ている．条線屈曲部でのペンキや地金の捲り上が
りから，これを刻んだ突起物がどちらに移動した
かが判る．また各部の上書き関係から，“筆順” を
追跡できる（図 1c）．
　自販機を転倒前の姿勢に復元し，これを不動と
扱うと，以下の 3 つが識別される．
　1．地面と突起物の東南東 (N107E) への振れ・
　突き上げ成分を伴う．
　2．北東への振れ．
　3．北西への振れ．

図 1．転倒した自販機．（a）現場の概観，自販機は東
に正面から転倒している．（b）自販機の底面，枠で囲っ
た部分に条線が観察される．路面の脚跡から，左脚は
これを軸とした回転のみでほとんど移動しなかったこ
とが，また右脚跡は転倒後に “爪先” により刻まれた
ことが判る．（c）条線部の拡大，1 から 7 へと “筆順”
が追える．

a

b

c
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　1 から 3 はこの順で繰り返している．1 と 2 は
明瞭に分離する部分と，連続的に移化・合成する
部分とがある．なお，捲り上がりの方向と転倒方
向がともに東方で一致することから，突き上げ成
分が転倒時に形成された見かけのものでないこと
は明らかである．

マンホール外壁の観察

　同じく若葉三丁目とその付近では，歩道に埋め
られていた鉄筋コンクリート製マンホールが，最
大 1.2m の高さで抜け上がっている．円形の外壁
には，捲り上げられたアスファルト舗装によって
条線が刻まれている（図 2a）． 条線には，直線的な
もの (振幅小 ) と波曲するもの (振幅大 ) があるが，
後者は北北東や南南西に面した外壁 ( 西北西走向 ) 

に選択的に刻まれる傾向が認められる（図 2b）．
これは東南東－西北西の振動を示唆する．
　図 2 で示したマンホール 1 を例に，条線の特徴
を詳説する（図 3a）．条線 3,4,5 は互いに併走し，
また似た波形 ( 振幅 *2=0.7-1.4cm，波長 1cm) を
描く（図 3b）．このため，振動記録としての信頼
性は高い．一方，より下部に刻まれた条線 2 は，
他のマンホールに刻まれたものと比べても，異常
に大きな振幅 (5.6cm) を有する（図 2b，3c）．し
たがって，単純な振動以外で形成されたものかも

a

b

図 2．抜け上がったマンホール．（a）マンホール 1 の
概観．（b）条線が刻まれている部分の走向（横軸）と，
その振幅（縦軸，図中では倍数）との関係．顕著に抜
け上がった 9 本のマンホール毎に，観察した全ての条
線を示す．マンホール1の条線2などの例外を除き（本
文参照），大振幅の条線は N115E 前後（西北西走向）
の外壁に多い．

図3．（a）マンホール1の概観．（b）併走する条線3,4,5．
（c）条線 2．

a

b

c
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しれない．外壁の走向 (N35E) がマンホール軸の沈
下方向 (N26E) に近いことから，抜け上がり末期の
倒れ込みで刻まれた可能性がある．
　観察した全てのマンホールを通じて，波曲する
条線の波長は数 cm のものが多い．K-NET 小千谷
と同様 1.7-1.8Hz 2），もしくはそれ以下の振動を
被ったと仮定すると，周囲での液状化に伴ってマ
ンホールが数 cm/s 以下の速度でゆっくりと抜け
上がる際に，継続していた東南東－西北西の振動

によって条線が刻まれたと解釈できる．

地形境界での短縮

　若葉三丁目の自販機より 400m 東方（若葉一丁
目：台地と，土川：低地の境界にあたる）では，
西北西－東南東に延びる道路が撓曲（緩やかな曲
げ）様に変形し，短縮を被っている（図 4a）．縁
石が外れて下方約 2m の農地に落下しているが，
元々の位置との間に転落・滑落跡が観られないた
め，これらは飛行により移動した可能性が高い（図
4b）．縁石同士の接触面のうち，特に側面と近い部
分に破断痕（欠けた跡）が認められた．このこと
から縁石はほぼ水平に投射されたとみなされ，初
速度は 6.3m/s (22.5km/h) と見積もれる．縁石列
が西北西－東南東に高速で短縮されることにより，
瞬間的に座屈（たわみ）が生じて，縁石が弾き出
されたと判断される．
　車道・歩道のアスファルト，縁石列とその土台が，
それらの下に埋められたボックスカルバートの位
置とは無関係に 7-12cm 短縮している．逆に，伸
張部はほとんど観られない（図4c）．このことから，
少なくとも盛土より上層が，本質的な短縮を被っ
たと判断される．類似の短縮前線は，台地と低地
の境界にほぼ沿って南南西に 300m 以上追跡され
る．この短縮は，既存の断層面に沿った逆断層変位，
もしくは盛土底面などに沿った振動性の変位（大
きい振れによって滑り出た）と考えられる．

議論

1．強振動方向の判定基準
　自動販売機底面の条線（1・3）とマンホール外
壁の条線から得た振動方向は，ともに東南東－西
北西である．言い換えるとこの自販機は，期せず
して設置されていた地震計 ( 水平 2 次元変位計：
水平面内の全方向に “針” が振れる ) とみなせる．
同様にマンホールも，地震計 ( 水平全成分変位計：
各々の “針” の振れは一方向だが，それが 360°
設置されている ) として扱うことができる．
　このように求められた振動方向（N107E・
N115E）は，東方地下にあった震源断層の逆断層
運動から単純に期待される S 波の卓越振動方向に
近い．また，地震計記録から導かれた 2 方向ベク
トル合成最大方向 1）のうち，K-NET 小千谷から
得られた方向（N130E）や，JMA 小千谷から得た
方向（N160E）と，大体において一致する（両者

図 4．（a）現場の概観，右手が東南東．（b）歩道から
南南西下方の農地を眺める．（c）現場平面図，各所で
計測した短縮量を dl(cm) で表す．
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の違いについては後述）．
　地形境界における変状からも，東南東－西北西
方向の高速短縮が示唆される．ただし現時点では，
この短縮が逆断層変位によるものなのか，もしく
は振動性の変位をみているのか，はっきりしない．
今後，この地形境界を横断する数本のルートを設
定して検土杖などを用いた地盤調査を行い，この
問題を決着させる必要がある．

2．強振動方向に影響する要因
　自販機底面の条線（1）に記録された通り，東
南東への振れに限って顕著な突き上げ成分を伴う．
この現象の意味を理解するため，JMA 小千谷の 3
成分加速度波形 3）を用いて予察的な解析を行っ
た．
　東西成分と北南成分の間には負の相関（同時性）
が認められる．すなわち，水平面内では北西－南
東方向の振動が卓越する．これは，2 方向ベクト
ル合成最大方向 1）とも調和的である．一方，東
西ならびに北南成分と上下成分の間には，正や負
の明瞭な相関は認められなかった．すなわち，地
震計記録をみる限り，水平面内のいずれの方向の
振れも，顕著な突き上げ（あるいは引き込み）成
分を伴わない．このことは，上述した自販機の観
察結果や，別の自販機が同方向に転倒している事
実を説明しない．
　ところで，自販機底面とマンホール外壁から求
めた振動方向（N107E・N115E）に対して，より
近い方向（N130E）を記録した K-NET 小千谷は，
自販機の東方 800m に位置する．一方，より斜交
性の大きい振動（N160E）を記録した JMA 小千谷
は北東方に 1100m 離れ，やや遠方にある．また，
自販機と K-NET 小千谷の間を流れる茶郷川の流路
が，北北東ないし北東であるのに対し，JMA 小千
谷の近くでは北東から東西へと変化している．各々
の周辺での町並みも概ねそれらと一致しており，
旧河川などの原地形を反映している可能性が高い． 
K-NET ならびに JMA 小千谷における振動は，原地
形の延び（谷や尾根）に影響され，それらとほぼ
直行する方向に増幅されたと考えられる．自販機
のある若葉三丁目は台地の東縁に近く，これが突
き上げ成分の偏在する理由なのかもしれない．今
後，K-NET 小千谷の波形を用いて同様な解析を行
うとともに，地盤の影響を詳しく検討する必要が
ある．

おわりに

　本論で得た結論のうち，主なものは以下の二つ
である．
　1．記載した人工構造物の変状，特に自動販売機
底面とマンホール外壁に観察された条線は，強振
動方向の判定基準として有用である．
　2．判定された東南東－西北西方向の振動は，東
方地下にあった震源断層の逆断層運動から単純に
期待される S 波の卓越振動方向に近い．しかしな
がら，浅層地盤の影響も受けたため，地点によっ
て若干の違いが現れた．
　地震の強振動を論ずる際，その大きさ（最大加
速度などの絶対値）に加え，方向性も無視できな
いことは言うまでもない．これは理学的な興味に
とどまらず，都市工学にとっても重要と思われる．
　例えば，人家のブロック塀などは，その長辺が
振動方向と直交する場合に倒壊しやすいことが，
容易に想像される．一方，大規模な建造物では構
造壁が支えとなるため，長辺に直交する振動に対
してはむしろ堅固であることが一般に知られてい
る．これらの建築地点において，将来卓越し得る
振動方向，特に強振動の方向が判っていれば，減
災の視点から最善の設計を行える可能性がある．

謝辞：ダイドードリンコ株式会社長岡営業所には，
本論で記載した自動販売機の仕様を教授していた
だくとともに，底板を譲与していただいた．記し
て謝意を表す．
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１．はじめに

　2004 年新潟県中越地震（以下，中越地震）の本
震・余震域周辺は，豪雪地帯として知られており，
多数の消雪井戸を有しています．元新潟大学積雪
地域災害研究センター教授の故大木靖衛先生を中
心とするグループ（大木ほか，1998）は，今回の
地震が発生する以前（1993 年から 1998 年）に，
新潟県内の越後平野，六日町盆地等の広い範囲で，
消雪井戸地下水の水温・電気伝導度・水質を測定し，
複数の高温異常帯の存在を明らかにしていました．
彼らは，地震を起こしうる活断層に沿って深部の
高温地下水が上昇してくるために，これらの地下
水温異常が生まれたとしています．我々は，彼ら
によって示された中越地震前の地下水温・水質分
布や高温異常帯が中越地震に伴ってどのように変
化したかを明らかにするため，消雪井戸等の地下
水の調査を開始しました．これによって，地下水
が地震による地下の断層等の動きを反映している
か，反映しているとすると地震時の断層等の動き
はどうだったか．新たに伏在活断層を推定できる
かなどを見ることができます．
　中越地震の本震・余震域周辺地域におけるこれ
までの調査の結果，かつての複数の高温異常帯に
おいて，中越地震に伴う著しい温度上昇が認めら
れました．また，これまで活断層が報告されてい
ない地域においても，複数の地下水温の高温異常
域が発見されました．小論では，中越地震に伴う
地下水異常の概要を述べたいと思います．

２．中越地震の本震・余震域周辺の
活断層と地質構造

　中越地震の本震・余震域周辺には，多数の活断
層が存在し，それらに平行な地下構造（褶曲，断
層，活褶曲）が発達しています（図１）．丘陵や平
野，盆地といった地形も，この方向に延びています．
活断層としては，六日町盆地西縁断層，小平尾断
層，吉野屋断層，悠久山断層，山本山断層，鳥越

断層，片貝断層などが認められています．活褶曲
としては，小栗田原向斜，越路原背斜があります．
規模の大きな断層としては，新発田 - 小出構造線，
鋸山断層，板倉山断層などが示されています．規
模の大きい褶曲は多数存在しており，梶屋敷向斜，
田河川背斜，小屋柄川向斜，小松倉背斜，下島向斜，
田麦山背斜，梶金向斜，金毘羅山向斜，小高向斜，
東山背斜，小千谷向斜，時水背斜，渋海川向斜，
八石背斜などと呼ばれています．これらの地下構
造は，いずれも「新潟トレンド」と呼ばれる北北
東-南南西方向に延び，互いに並走し合っています．
これらの地下構造が地下水の分布や温度，水質な
どに影響を与えていると考えられます．

３．中越地震前の地下水温異常

　大木ほか（1998）や Xu et al.（1998）の研究
成果によると，新潟県内の地下水温の高温異常帯
は、既知の活断層や歴史被害地震と重なって分布
する傾向にあります（図２）。彼らは，この傾向を
利用して、逆に高温地下水の分布から未知の伏在
活断層を推定しています。図２に示される中越か
ら下越地域にかけての高温異常域は，長岡市から
角田山東方にかけて延びるだけでなく，長岡市か
ら旧新津市を通って新発田市に達しています．ま
た，小千谷市中央部や，南魚沼市六日町，南魚沼
市浦佐，魚沼市旧小出町，魚沼市堀之内には，北
北東 - 南南西方向に連なる高温異常帯が見られま
す．さらに，上越地域には，上越市柿崎から妙高
市新井，上越市南部にかけて広い高温帯が広がっ
ています．
　このような地下水温の高温異常帯は、阪神・淡
路大震災のあった神戸市周辺でも知られています。
石井武政ほか（1995、1996）は．地球化学的手
法により高温地下水を検討し、高温地下水が地下
深部由来であると結論づけ、その分布から神戸市
周辺の潜在断層を推定しました。
　新潟県内でも，六日町盆地西縁（Cheibany and 
Watanabe, 2005）や新潟県北部地震震源域（Xu 
et al., 1998）に沿って，塩素イオン濃度の高い地

2004 年新潟県中越地震による地下水異常

佐藤早苗 1・氏原英敏 1・豊島剛志 2・小林健太 2・渡部直喜 3・大川直樹 1・
和田幸永 2・小河原孝彦 1・播磨雄太 1

1：新潟大学理学部，2：新潟大学大学院自然科学研究科，3：新潟大学積雪地域災害研究センター
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下水が見出されています．これら地下水は，地下
深部から断層沿いに上昇してくる高温地下水に由
来すると言われています．しかしながら，以上の
ような高温地下水と伏在活断層との対応関係には，
いまだ不確実な部分があり、今後の検証が待たれ
ます。

３．中越地震直後の地下水異常

　地下水温はその深度に応じて変化するので，消
雪井戸地下水の温度を検討するには，地下水採水
深度や地温勾配による補正が厳密には必要です．
しかし，大木ほか（1998）や下記サイトで渡部
が書いているように，中越地域には採水深度の大
きく違う井戸が少なく，井戸の深度による誤差以
上に大きな異常があるので，誤差を見込んでも異
常域の現れ方に違いが出ないと考えられます．そ
して，温度の深度補正を行っていない大木ほか

（1998）の地下水温度異常分布図と比較する場合，
今回得られたデータに対し深度補正をしない方が，
地震前後の変化を正しく捉えることができます．
　消雪井戸の地下水の，特に水温調査の有用性と
問題点について，共著者の渡部直喜が「2004 年新

潟県中越地震新潟大学調査団」のホームページ上
の開設・中間まとめにおいて，詳しく解説してい
ますので，そちらを参照下さい（「消雪井戸の地下
水温度から推定される新潟地域の伏在活断層につ
いて」，http://geo.sc.niigata-u.ac.jp/~earthquake/
rep/04/wat1124/wat1124.html）．

（１）消雪井戸地下水の異常
　中越地震の本震・余震域周辺地域における消雪
井戸等の地下水変化の調査の結果，中越地震に伴っ
て，広い範囲で地下水の変化が生じていることが
わかりました（図３a，b）．
　長岡市周辺の広い高温域は，中越地震以前にも
存在していましたが，中越地震とともに範囲が大
きく広がりました（図３a）．そして，悠久山断層
周辺では最大 20℃まで地下水温が上昇し，活断層
である悠久山断層の南西方への延長部にも高温域
が現れています．そのさらに南方の小千谷市内で
は，かつての高温異常帯の地下水温が最大 25℃ま
で上昇しています．この信濃川の西岸を占める高
温異常帯は，南北方向に延びて，山本山断層付近
に連続するようにも見えます．さらに．この南北
方向の高温異常帯の北方には，平野の地下に南北
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図１　中越地震の本震・余震域の地下構造．褶曲・断層・活断層の記入にあたっては，柳沢ほか（1986），
小林ほか（1989），小林ほか（1991），影山・金子（1992），新潟県（2000），堤ほか（2001），渡辺ほ
か（2001），中田・今泉編（2002）を使用しました．
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方向の伏在活断層が推定されています．これに対
し，活断層である片貝断層付近では地下水温の上
昇が認められません．ただし，片貝断層の南方延
長部には，中越地震前より高温になった異常帯が
現れています．
　余震域である東山丘陵の南東縁の新発田 - 小出
構造線，または六日町盆地西縁断層の北方延長が
通ると考えられている地域において，地下水温と
電気伝導度の異常を見出しました（図３a，b）．そ
こでは，高温で電気伝導度の高い場所が点々と分
布していたり，六日町盆地西縁断層に平行に延び
る低温低電気伝導度帯が現れたりしています（図
３b）．また，中越地震以前から存在した浦佐付近

の高温異常帯では，大木ほか（1998）のデータよ
りも約 5℃温度が上昇しています．そこでは，電
気伝導度の異常が認められません．
　本地域において，中越地震後の消雪井戸地下水
温と電気伝導度は，概ね正の相関を示しています

（図４）．しかし，水温がさほど高くないにも関わ
らず電気伝導度がかなり大きい地下水，水温・電
気伝導度ともに高い地下水（高温高電気伝導度地
下水），高水温だが低電気伝導度の地下水（高温低
電気伝導度地下水）など多様な異常地下水が認め
られます．
　また，東山丘陵（余震域）の東縁の，新発田 -
小出構造線が通る位置において，水温・電気伝導度・

図２　2004 年新潟県中越地震前の地下水温異常と伏在活断層（大木靖衛ほか，1998）．
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図３a　中越地震後の消雪井戸地下水温分布．各所に高温異常域が認められます．地下水温の平均値は
13.0-14.0℃を示し，本地域の平均気温と一致しています（地下水温の頻度分布）．活断層・伏在活断層の記入
には，活断層研究会編（1980，1991），新潟県（2000），堤ほか（2001），渡辺ほか（2001），中田・今泉編

（2002）を利用しました．
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図３b　中越地震後の消雪井戸地下水の電気伝導度分布．各所に高電気伝導度異常が出ています．本地域の平均
電気伝導度は 10-20 mS/m です．電気伝導度と塩素イオン濃度のグラフを見ると，両者には正の相関が認められ
ますが，30-40 mS/m 付近で，傾きが変わっているように見えます．活断層・伏在活断層の記入には，活断層研
究会編（1980，1991），新潟県（2000），堤ほか（2001），渡辺ほか（2001），中田・今泉編（2002）活断層・
伏在活断層を利用しました．
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図４　中越地震後の消雪井戸地下水温と電気伝導度と
の相関図．両者は正の相関を示しています．本地域に
は，水温がさほど高くないにも関わらず電気伝導度が
かなり大きい地下水，水温・電気伝導度ともに高い地
下水（高温高電気伝導度地下水），高水温だが低電気
伝導度の地下水（高温低電気伝導度地下水）など多様
な異常地下水が認められます．

水質の異常を示す湧水が見つかりました（図１）．
次にそれについて説明します．

（２）魚沼市旧守門村西名東部の湧水
　中越地震後に．魚沼市旧守門村西名東部の西川
河岸において，淡灰色粘土を含む湧水（以下，西
名湧水）を見出しました．X 線回折計を用いた分
析によると，湧水に含まれる粘土は，主にハロイ
サイトとイライトからなっています（分析者：間
嶋寛紀）．現地で測定された水温を表１に示します．
河川水よりも湧水の方が，3.5℃から 6.0℃も高く
なっています．湧水の地点は，新発田－小出構造
線が通過する位置にあたっています．
　ここで，西名湧水の化学組成と，付近の河川水（西
名河川水），西川左岸の西名新田の浅層地下水（西
名新田地下水），右岸の守門温泉の源泉（守門温泉
源泉）の化学組成を比較してみましょう（分析者：

月日 湧水 河川水
11月26日 14.5度 11.0度
11月29日 13.5度 8.5度
12月3日 13.0度 7.0度

表１　中越地震後の西名湧水と河川水の温度

(mg/L) pH濃度 温度 電気伝導度
試料名 採取日 Na NH4 K Mg Ca HCO3 Cl NO3 SO4 pH �C mS/m

西名湧水 2004.11.29 383.8 0 9.4 5.1 14.6 281.9 302.5 0 216.7 6.87 13.5 181.0
西名河川水 2004.11.29 5.8 0 1.3 1.8 4.6 18.4 6.2 0.2 9.2 7.53 8.5 7.3
西名新田地下水 2004.11.29 10.6 0 2.9 1.3 3.5 21.6 7.0 5.7 8.8 6.11 14.5 9.1
守門温泉源泉 2004.11.29 808.9 0 16.1 11.1 20.3 1214.9 399.8 0 256.8 7.52 25.0 329.0

(meq/L)
試料名 採取日 Na NH4 K Mg Ca HCO3 Cl NO3 SO4 源泉の深度

西名湧水 2004.11.29 16.69 0 0.24 0.43 0.73 4.62 8.52 0 4.51 ？
西名河川水 2004.11.29 0.25 0 0.03 0.15 0.23 0.30 0.17 0 0.19 地表
西名新田地下水 2004.11.29 0.46 0 0.07 0.11 0.18 0.35 0.20 0.09 0.18 地下数ｍ
守門温泉源泉 2004.11.29 35.17 0 0.41 0.93 1.02 19.92 11.26 0 5.35 地下40ｍ

表２　西名湧水の化学分析結果（分析者：肥塚高之・渡部直喜）． 

肥塚高之・渡部直喜）．表 2 を見ると，西名湧水は，
Na，Cl，S04 に富んでおり，西名河川水や西名新
田地下水と比較して異常な組成を示して，西名湧
水地点の北西約 1km にある守門温泉源泉に近い水
です．これらのことから，西名湧水は中越地震時
の新発田－小出構造線沿いに深部から上昇してき
た地下水（深部起源の湧水）であると考えられます．

４．地下水の異常帯と活断層との関連，地下深部
での断層活動

　以上のような中越地震による地下水の異常は，
中越地震に伴って発生した断層や断裂に沿って，
地下深部の高温地下水が上昇したことを示すと考
えられます．つまり，中越地震に伴う断層や断裂
の形成が，地下深部の地下水循環を促したことに
なります．具体的に言うと，悠久山断層，悠久山
断層の南西延長として推定される伏在断層，魚沼
市旧守門村～旧広神村周辺の新発田 - 小出構造線，
六日町盆地西縁断層の北方延長として推定される
伏在断層，以下に示される未報告の伏在活断層な
どが，地下深部から地表直下にわたって，震源断
層として活動したらしいということです．中越地
震の明瞭な地震断層は出現していませんが，これ
ら複数の断層の動きが，地震によって生じた地下
の過度な流体圧・摩擦熱を解放した可能性があり
ます．
　また，本研究の地下水温と電気伝導度の測定と
異常域の分布は，以下の場所に伏在活断層が存在
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する可能性を新たに示しています．
　１）悠久山断層の南西延長部
　２）長岡平野の地下
　３）山本山断層の北方に位置し，小千谷 - 長岡
　　間の平野下の伏在活断層につながる可能性が
　　ある小千谷市中央部（信濃川西岸）
　４）より高温になった片貝断層の南方延長部

　中越地震によって起こった地下水変化（特に、
水温上昇）の経年変動を，今後数年間，中越地方
各地の主に消雪井戸を用いて追跡し、地震・断層
と地下水変化との関係を検討する予定です。通常
の方法では見つけ難い伏在活断層を地下水異常に
よって見出し、地下深部の断層の動きが捉えられ
るかもしれません．
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はじめに

　新潟県中越地震は，2004 年 10 月 23 日 17 時
56 分に川口町北部を震源として発生しました．本
震直後から震度 6強の余震を複数回観測するなど，
活発な余震活動が継続し，余震域は東山丘陵南部
の北東から南西方向に伸びる約 30km の範囲に及
んでいます．本震では震源地近くの K-NET 小千谷
観測点で，最大 1500 ガル，130 カインを超える
阪神大震災以来の強震動を観測しています．
　この地震による 2005 年 6 月 2 日現在の被害
は，死者 46 名，重軽傷者 4,794 名，住家の全壊
3,177 棟，大規模半壊と半壊 13,475 棟，一部損
壊 104,070 棟という大きな災害となっています．
震度７を記録した川口町や小千谷市などの建物被
害は多く報告されていますが，川口町や小千谷市
内でも特に大きな被害は偏在して分布しています．
特に，木造構造物の建物被害は必ずしも震度の分
布とは一致していません．
　これら木造構造物を含む建物・構造物被害の偏
在は，入力された地震動の特性，強震動の集中，
地盤の共振，地盤の液状化，傾斜地や宅地盛土の
移動あるいは古い建物の密集など，強震動，地盤
の問題，建物の構造と分布など多くの要因によっ
て現れたものと考えられます．
　積雪地域災害研究センターでは，2004 年 10 月
24 日より小千谷市から川口町，魚沼市（旧堀之内
町）の被害状況の把握のために住宅地図を用いた
個別ごとの建物被害調査，地盤変状の把握を行な
いました．この被害調査によって震源地に近い川
口町田麦山，和南津，武道窪や魚沼市（旧堀之内町）
新道島地区などにおいて被害が顕著であることが
明らかになり，このうち，川口町田麦山，和南津
と魚沼市（旧堀之内町）新道島地区は，強震動に
より被害が顕著であることを指摘しました１）．
　このような木造構造物を中心とした建物被害の
分布の把握とその要因を明らかにすることは，建
物の再建に際して重要な検討要素であり，速やか
な復興と今後の安全性の確保のために重要な課題
であると考えられます．

研究方法 

建物の構造区分
　一般に住家などの木造構造物の被害率から被害
の集中帯を推定することは，設計様式，建築工法，
建築年数による差異や都市の開発履歴による同一
建築年数の集中（造成地や区画整理によって築年
数が同じになる）などさまざまな要素が混在して
おり，また施工の不具合も加味した場合には困難
である場合が多いと考えられます． 
　しかし，今回の地震による震源地付近の被害は，
小千谷市や川口町の市街部を除いて豪雪地域の農
村であることから，集落を構成する木造構造物群
は，以下の 3 タイプに区分できます．
(1) 木造 2階建車庫
　2階建で1階部分が車庫や倉庫からなるピロティ
形式で，2 階部分は窓の少ない壁構造で倉庫（納屋）
となっているもの．川口市街部や小千谷市街部で
は，１階が古い店舗構造で 2 階が住宅あるいは倉
庫となっている構造物もこの区分に対応します．
(2) 木造 2階建一般住家
　2 階建の一般住家で，豪雪地域に対応した構造
であることから，屋根荷重に強く（柱が太く，本
数が多い），室内の間取りや建物の構造が類似して
おり，都市部のように間取りのデザインの多様性
は少なくなっています．雪（屋根雪の落下）を考
慮して 1 階部分と 2 階部分の床面積が同じ直方体
状の建物であることが多い特徴があります．
(3) 高床式木造 2階建一般住宅
　基礎部分が RC 構造の高床式で，車庫部分や小
さな間仕切りを多用したもの．小空間から構成さ
れるため，ピロティ形式のような大空間を伴う構
造ではありません．上部建屋は一般の木造住宅で
あるが，雪を自然に落下させるために屋根の棟を
高くして屋根勾配が急になっています．
　これらに加えて低層の RC 構造物や 2 × 4 工法
の構造物をほとんど含まないことも特徴としてあ
げられます．また，10 ～ 15 年程度前より高床式
木造住宅（克雪住宅）が普及することから，ほと
んどの木造 2 階建一般住家の建築年数は 10 ～ 15

中越地震における建物被害の偏在と地盤災害

卜部厚志・高濱信行・片岡香子・本郷美佐緒・鈴木幸治
新潟大学積雪地域災害研究センター
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年前以前で，これ以降は高床式木造 2 階建住家が
一般住宅の中心になっています．よって，震源地
付近の住家は，およその建築年数と構造物の様式
区分がほぼ一致する特徴があり，これらの住家の
区分と被害から地盤による被害を除いて，集落ご
との被害率を算定することにより，各集落の地震
動による被害の程度を比較することができるもの
と考えられます．
建物の被害区分
　木造構造物の被害程度の区分は，完全に倒壊し
たものに加えて，基礎の破断や基礎と建屋の開離，
建物全体のゆがみなど外見上の被害に着目して行
ないました．特に建物のゆがみは基礎からの全体
の傾き・ゆがみ，1 階と 2 階の境界部での屈曲・
ゆがみ・通し柱の破断を観察しました．ここでは，
これらの判断基準から，倒壊したものに加えて，
建物のゆがみの程度が大きいものを “大破” として
区分しています．

　一般に大破の定義は，「倒壊および現状のままで
は住めない状況の建築物」で a) 建物が大きく傾き，
修復不能な状態あるいは倒壊したもの，b) 取り壊
しまたは大規模な全面的補強工事を必要とするも
の，ｃ）接合部が抜け出し，建築物の一部が鉛直
荷重に対する耐力を失っているもの，d) 柱，梁，
筋交等の骨組みに重大な損傷をきたしたものとさ
れています．大破の区分は，市町村の罹災証明用
の全壊判定とは異なり，大破数は罹災証明の全壊
数の 7 割程度となります．ここでの被害区分は，
構造物内部の状況を検討したうえでの判断ではな
く外見上の観察ですが，大破の基準に相当した判
定で “大破” という用語を用いています．また，木
造 2 階建一般住家の場合は，大破の区分のみでは
なく被害のうち外見上の識別が容易な屋根瓦の棟
部分の損傷の有無も区分しました．被害の程度と
しては概ね，木造 2 階建一般住家の屋根被害→木
造 2 階建車庫の大破→木造 2 階建一般住家の大破

図 1　魚沼市（旧堀之内町）新道島・竜光地域の建物被害分布．地形図は魚沼市
（旧堀之内町）発行 1/10000 地形図を使用．



59

→高床式木造 2 階建住家の大破の順で被害の程度
が大きいものと考えられます．

研究成果

各地区の建物被害
　調査地域のうち，以下では魚沼市（旧堀之内町）
新道島・竜光地区，川口町和南津地区，川口町田
麦山地区の地形，建物の被害状況等について述べ
ます．

魚沼市（旧堀之内町）新道島・竜光地区
地形概説
　この地域の地形区分は，建物被害調査時の地形
概査と空中写真判読から，現河川沿いの沖積面と
下位より A ～ F までの河成段丘面および地すべり
性の緩斜面（a，b）に区分することができます（図
１）．また，魚野川に沿う方向で道路交通網の基幹
である関越自動車道と国道 17 号線と JR 上越線が
位置する地域であり，今回の地震において，関越
自動車道は盛土路盤の崩壊，国道 17 号線は川口
町境界部の和南津トンネルの崩落，JR 上越線は北
堀之内駅西方における土砂崩壊と液状化による路
盤の変形が発生しており，東京方面への道路交通
網の基幹が寸断された地域でもあります．
建物被害の概要
　新道島：堀之内浄化センター付近を境として西
部と東部で被害の程度が非常に大きく異なります．
西部の木造構造物は，主に木造 2 階建一般住家・
木造 2 階建車庫と 6 棟の高床式木造 2 階建住家か
ら構成されますが，木造 2 階建一般住家と木造 2
階建車庫をあわせた大破率は 97％で，高床式木造
2 階建住家をあわせた（全木造構造物）大破率は
84％と壊滅的です．これらのほとんどは地震動に
よる倒壊・大破であると考えられます．
　東部の被害は，数棟の木造 2 階建一般住家と 5
棟の木造 2 階建車庫の大破で木造 2 階建一般住家
の被害は屋根のみの被害が目立っています．木造
2 階建一般住家と木造 2 階建車庫をあわせた大破
率は 31％で，全木造構造物の大破率は 29％とな
ります．
　芋川右岸（竜光 2，3）：木造構造物の被害は木
造 2 階建車庫の大破と木造 2 階建一般住家の屋根
被害が目立っており，木造 2 階建一般住家の大破
はやや少ない傾向があります．木造 2 階建一般住
家と木造 2 階建車庫をあわせた大破率は 27％で，
全木造構造物の大破率は 21％になります．

　芋川左岸（竜光 1）：木造構造物の被害は木造 2
階建車庫と木造 2 階建一般住家の大破がみられま
す．木造 2 階建一般住家と木造 2 階建車庫をあわ
せた大破率は 40％で，全木造構造物の大破率は
24％になります．
　下新田：魚野川右岸の宇賀地橋南方に位置して
おり，木造 2 階建一般住家と高床式木造 2 階建住
家から構成されます．ここでの被害は，木造 2 階
建一般住家の屋根被害が 7 棟程度と他の地区と比
較すると軽微であり，大破に相当する被害は認め
られませんでした．
被害の分布と地形
　建物の被害は，新道島地区の西部に特に集中し
ています．この地点では，高床式木造 2 階建住家
を除く木造構造物のすべてが大破しており，本調
査地域内の他の地区や震源地に近い川口町におい
ても特筆できる被害の集中となっています．
　この被害の集中は，河成段丘面や若干の崩壊性
堆積物が分布する河成段丘面上に分布しています．
しかし，新道島地区の東部ではほぼ同様な地形と
表層地盤環境ですが，被害は西部と比較すると格
段に少なくなっています．この被害の集中は，地
形や表層地盤の影響よりも新道島地区西部が地震
による強震動を受けたものと考えらます．新道島
の被害集中区間の南東方向には魚野川左岸の堤防
の損傷や液状化による JR 上越線の路盤の変形区間
が位置しており，周囲よりより強い強震動を受け
た可能性が考えらます．

川口町和南津地区
地形概説
　和南津地域は魚野川と信濃川の合流地点から東
に約 2km に位置し，北東－南西方向へ流下する魚
野川右岸の川口町中山野田と左岸の川口町八郎場，
上河原，下村，長坂の集落から構成されます（図 2）．
和南津地域の地形区分やリニアメントの分布は，
被害調査の時の地形概査と空中写真判読によるも
ので，高位より I ～ IV までの河成段丘面，扇状地
性緩斜面および扇状地性急斜面，現河川沿いの氾
濫原面と微高地に区分できます．
建物被害の概要
　八郎場集落：木造 2 階建車庫，木造 2 階建一般
住家，高床式木造 2 階建一般住家のいずれも被害
が比較的少なく，倒壊した建物は木造 2 階建車庫
が1棟，木造2階建一般住家が2棟となっています． 
　上河原集落：被害件数は比較的少ないものの，
大破した高床式木造 2 階建一般住家が 3 棟認めら



60

れました．このほかに倒壊した建物は，木造 2 階
建車庫が7棟，木造2階建一般住家が11棟でした．
　下村集落：被害件数はやや多く，大破した高床
式木造 2 階建一般住家が 3 棟，倒壊した建物は木
造 2 階建車庫が 9 棟，木造 2 階建一般住家が 9 棟
でした．
　長坂集落：被害件数は多いですが，大破した高
床式木造 2 階建一般住家はなく，倒壊した建物は
木造 2 階建車庫が 4 棟，木造 2 階建一般住家が
13 棟となっています．
　野田集落：被害件数は比較的少なく，倒壊した
建物は木造 2 階建車庫が 7 棟，木造 2 階建一般住
家が 4 棟でした．

被害の分布と地形
　和南津地域における建物被害は河成段丘面およ
び扇状地性の緩斜面上に集中しています．また，
段丘面上に発達する地すべり性緩斜面の末端部に
は，地すべりによる建物被害や道路法面のはらみ
出し，消雪パイプの被害が集中しています．
　和南津地域に見られる段丘面上の扇状地性緩斜
面は，後背地の和南津層に由来する “泥質な” 崖錐
性扇状地堆積物からなると考えられ，これらの地
形面で被害が大きいという事実は地盤の増幅ある
いは共振効果を表しているものと考えられます．
　また，魚野川左岸の氾濫原面で大破率が約 30％
前後となるだけでなく，左岸の河成段丘面では，

図 2　川口町和南津地域の建物被害分布・地形図は川口町発行 1/10000 地形図を使用
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右岸と比較して被害率が高率（約 30％前後）を示
すことが特筆されます．これは同じ河成段丘面で
ありながら，左岸が右岸よりも 3 倍程度被害率が
高いことになります．これらの特徴から，和南津
地域では魚野川左岸のほうがより強い強震動を受
けたことが推測されます．

川口町田麦山地区
地形・地質概説
　田麦山地区は東西 1 ～ 1.5 km 南北約 2 km ほど
の比較的平坦な地形上にあり，周辺はこれら新第
三紀の基盤岩に囲まれています．中山間地にある
この平坦面は，現地の地形概査と空中写真による
判読から解釈すると，近接して流下する魚野川の
蛇行によりできた河成段丘と放棄された流路に対

して周囲の小河川からの堆積物の埋積によってで
きた地形（扇状地性緩斜面）から構成されています．
建物被害の分布
　川口町田麦山地区の建物被害分布を図３に示し
ます．田麦山地区全体では，高床式木造 2 階建一
般住宅は 38 棟中 9 棟に，木造 2 階建一般住宅は
133 棟中 81 棟に，木造 2 階建車庫（倉庫）につ
いては 67 棟中 50 棟に，その他は 76 の構造物の
うち 18 に，それぞれ大破・倒壊などの著しい被
害が認められました．
　これらの被害は，特に扇状地性緩斜面に集中し
ていることから，地盤での共振による効果が考え
られますが，周辺地域には上述の新道島，和南津
から続くリニアメントが発達していることから，
活断層に関連した地質構造に強震動が伝播して被

図 3　川口町田麦山地域の建物被害分布．地形図は川口町発行 1/10000 地形図を使用．
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害が大きくなった可能性も考えられます． 

考　察

建物被害の偏在性
　ここでの建物被害調査は，上述の地区・地域の
調査に加えて震源域周辺の小千谷市南部から川口
町の各集落について行いました．これらの集落ご
と（一部は地形の相違を考慮した区分）の倒壊・
大破率を図４に示します．この倒壊・大破率でみ
ると被害の大きな地区（集落単位）は偏在しており，
例えば震度 7 を観測した川口町市街部では，被害
が集中しているが市街部の対岸の魚野川左岸では
外見上の被害は軽微である住家が多いことがわか
ります．同じ震度 7 の被災地域でありながら，建
物被害の程度は異なることが明らかになりました．
また，被害率が特に高い地区（集落）は，魚沼市（旧
堀之内町）新道島西部，川口町和南津南部，同田
麦山，同小高，同武道窪東部と川口町市街部の一
部であることがわかります．

建物被害の要因
　(1) 河成段丘の扇状地地形効果
　震源地周辺の地形は，信濃川と魚野川が形成し
た河成段丘で特徴付けられます．これらの段丘地
形は，段丘堆積物として主に河川の運搬した砂礫
層からなる河成段丘（平坦）面と段丘上に発達す
る泥質な堆積物からなる扇状地状地形面に区分で
きます．この河成段丘面は，構造物の基礎地盤と
しては良好であると考えられます．また，扇状地
性地形面は，段丘の離水後に側方の支流からもた
らされた軟弱な堆積物が形成する地形面です． 
　この両地形面と建物被害との関係をみると，近
接した地域での比較では，段丘面上では被害が軽
微となり扇状地性地形では被害が相対的に大きく
なる特徴が見られます．扇状地性地形面では，こ
の軟弱な堆積物によって地盤の固有振動が木造構
造物の固有振動周期と一致する共振が生じ，建物
被害が集中したものと考えられます．
　(2) 強震動の伝播
　震源地付近で上述した段丘面と段丘上の扇状地
性地形面での被害の違いを考慮しても木造構造物
の大破率が非常に高く，他地域では損壊が非常に
少ない高床式木造 2 階建一般住宅の一部にも被害
が及んでいる地区（集落）が存在しています．例
えば，魚沼市（旧堀之内町）新道島地区は，地形
区分では魚野川右岸の狭長な河成段丘面と段丘面

上に薄い崩壊性堆積物が分布する地形面から構成
されますが，同じ地形・地質環境であってもこの
地区の西部と東部では，被害の程度が大きく異な
ります．新道島西部では，木造構造物の木造 2 階
建一般住家と木造 2 階建車庫をあわせた大破率
は 97％で，高床式木造 2 階建住家をあわせても
84％の大破率と壊滅的であるのに対して，東部の
被害は，数棟の木造 2 階建一般住家と 5 棟の木造
2 階建車庫の大破で木造 2 階建一般住家の被害は
屋根被害が目立つ程度になっています．
　木造 2 階建一般住家と木造 2 階建車庫をあわせ
た大破率は 31％で，高床式木造 2 階建住家をあわ
せた大破率は 29％です．このように地形面や堆積
物の増幅，共振効果では説明できない事象が起こっ
ています．このような被害の集中域は，魚沼市（旧
堀之内町）新道島西側，川口町和南津南方，川口
町田麦山地域，小高地域で，扇状地性地形の効果
ではなく強震動の影響を受けて建物の被害が大き
くなったものと考えられます．
　空中写真の判読では，上述の地区の東縁に近接
してリニアメントが見られることから，この強震
動の集中は伏在する断層との関連が高いものと判
断できます．これらの地域は幅 500 ｍ程度と比較
的狭い幅で，ほぼ約 6km の直線上に並ぶことから
“激震ゾーン” として区分しました．この激震ゾー
ンは，本震の想定される震源断層の東側（逆断層
の上盤側）に位置することから本震による断層運
動による非常に強い震動が伝播して，ほぼ直線上
の狭長な範囲に表れたものであると考えられます．
また，小高集落を南限とする強震動帯の分布は，
余震の分布域の南限とも一致し，東山丘陵に分布
する褶曲構造の南限とも一致しています．このよ
うに今回の地震活動は，地質構造の分布と密接に
関係があり，激しい建物被害の集中も地質構造に
起因する可能性が高いものと考えられます．

文　献

１）卜部厚志ほか（2004）2004 年新潟県中越地震にお
ける震源付近の建物被害，地学団体研究会そくほう，
595，2-4．
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はじめに

　本震で最大震度７を記録した中越地震は，その
後もマグニチュード５以上の余震が計２５回と多
発した地震であり（図１，震源分布図），斜面崩
壊・家屋倒壊・液状化など多くの被害が生じた．
この中越地震による広域的な被害状況を調べるこ
とを目的として墓石の被害調査を行なった．墓石
は家屋などと比べ材料・構造が単純で，地点ごと
の相対的な揺れの強さの比較には有効なデータが
えられる．また，寺院・共同墓地は各地区・各集
落に広く分布しているため，広い範囲の地震被害
の把握等に都合がよく，１９９５年に発生した兵
庫県南部地震などこれまでに発生した地震におい
て墓石調査が行なわれている．新潟県内において
も１９９５年福島潟地震の際に福島潟地震調査グ
ループによる墓石調査が行なわれ，墓石の変状か
ら異常震動帯（地震の通り道）および北北東－南
南西方向（新潟方向）と西北西－東南東方向（胴
切り方向）の断層の組み合わせによる多数のブロッ
ク（地塊）の存在が推定された１）．本調査は新潟
県中越地域のほぼ全域を対象地域とし，墓石の転
倒率から異常震動帯の推定をし，この地震被害と
地質構造の関連を検討するための基礎データをえ
ることを目的とした．なお，この報告では位置の
確認が容易であることから地震発生当時の市町村
名を用いることにする．

調査目的

　中越地震の特徴として，マグニチュード５以上
の大きな地震が連続して起こったということに加
え，震源が広い範囲におよんでいることがあげら
れる．また多くの場所で，「本震で数基，余震で数

基倒れた」という情報をえたことから，地盤震動
加速度の推定は困難であると考え，広域的な被害
状況の把握および異常震動帯の推定を目的とした．
異常震動帯とは局地的に転倒率が高い地域が直線
的に連なるものをさし，角田・堀口２）により地
下の埋没断層との関連が指摘されている．また，
この異常震動帯は他の地域において地震が発生し
た場合にも相対的に強く揺れる可能性がある．

調査方法

　調査地域は本震の震源である川口町を中心とし
た中越地方のほぼ全域（山古志村など一部を除く）
で，南北約８０km 東西約５０km である．調査の
対象とした墓石は現在の一般的な形・大きさの墓
石で，古く形が統一していない（倒れやすい）墓

中越地震の異常震動帯‐墓石被害調査‐

内藤信明 *・丹尾貴志 *・高濱信行 **・
新潟大学調査団墓石被害調査チーム ***

* 新潟大学大学院自然科学研究科・** 新潟大学積雪地域災害研究センター

図 1 震源分布図 ( 気象庁による資料から作成 )

新潟大学調査団墓石転倒調査チーム：赤井くるみ・赤井純治・秋元　梓・芦萱　亮・荒川勝利・飯川健勝・石原　祐・
稲葉　充・小川原孝彦・大塚富男・大友隆史・荻原剛・川辺孝幸・柿沼俊之・叶内雅之・木村澄枝・久保田喜裕・小
久保晋一・小坂共栄・小林巖雄・佐々木拓郎・坂井陽一・志村俊昭・駿河仁・高澤栄一・高橋明・高橋尚靖・寺崎紘
一・豊島剛志・中島哲宏・萩原知之・長谷川美行・坂　啓惟・福井静人・福田潤一・藤平秀一郎・洞口圭史・安井　
賢・山崎興輔・吉越正勝・吉井英治・吉村尚久・渡辺秀男・渡部直喜
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石は調査からはずした．今回の地震では全般に墓
石被害が強いことから，回転・移動などの変位の
調査は省いて，棹石（さおいし；最上段の細長い石）
の転倒・未転倒を数え，対象とする総墓石数（図
２では総墓石数を１０１以上，２１以上１００以
下，２０以下の３段階に分けて表した）に対して
の転倒率として示した． 
　なお，調査を進めるにあたり，被害の大きい地
域（川口町・小千谷市など）において転倒・ずれ

の痕跡が全く確認されない「新しい墓石」（棹石と
台座が鉄骨などで固定されている・ごく最近の墓
石）が存在することから，本調査ではこの「新し
い墓石」を確認可能な限り調査対象墓石から除い
た．
　転倒率が低い地域において電話による聞き込み
調査を補足的に行ない，転倒墓石の有無を確認し
た．

図 2 中越地震における墓石転倒率分布と異常震動帯
地質構造については新潟県地質図 4) より引用した .



66

異常震動帯の推定

　これまでの総調査地点数は６２２地点（表１）
であり，重複した地点および範囲外の地点を除い
た計５８６地点から転倒率の分布図を作成した（図
２）．本震において震度７を観測した川口町におい
て転倒率は７０％以上と非常に高い値を示してい
る．また近隣の小千谷市，川西町，十日町市，堀
之内町，栃尾市，長岡市，守門村において転倒率
１００％の墓地が存在した．震度分布と同様に震
源を中心とした同心円上に転倒率は小さくなるが，
北北東－南南西方向（信濃川・魚野川の方向）に
転倒率の高い地域が広がっているのが確認でき，
またマグニチュード５以上の分布と比較すると，
南東側では転倒率が急激に低くなることが確認で
きる．
　周辺とくらべて，局地的に転倒率が高い値を示
す地点が連続する地域を異常震動帯とした．
今回の調査結果から推定された異常震動帯は北北
東－南南西方向と西北西－東南東方向の２方向が
顕著である．北北東－南南西方向は新潟堆積盆地
の褶曲・主要な断層の方向で，新発田－小出構造
線３），新潟平野西縁および東縁には活断層が確認
されている．これは「新潟方向」の構造ともよば
れる．西北西－東南東方向は地質学的に少し古い
時代（約１８００万年前：第三紀中新世）の構造
で，「新潟方向」にたいして「胴切り」方向とも
よばれる．この方向の異常震動帯として，たとえ
ば，堀之内町̶小千谷市̶小国町北部̶越路町南
部̶柏崎市につながるゾーン，入広瀬村̶栃尾市̶
長岡市ゾーン，見附市̶中之島町̶和島村ゾーン，
柏崎市北部̶刈羽村ゾーンなどは明確で，いずれ
も丘陵部と平野部の地形を横断して連続する．「飛
地的・局所的」に強い被害が現れた刈羽駅周辺は，

柏崎市北部̶刈羽村ゾーンの西端にあたる．これ
らは，地下深部におけるなんらかの連続・断続し
た「弱線」の反映で，それは埋没した断層の可能
性が強い．これから「新潟方向」と「胴切り方向」
で境されたブロック（地塊）構造が認められる．
　図２では褶曲構造と異常震動帯の関連が推測可
能なものと，それぞれの関連が推測できないもの
がみられる．大きくみると，延長が長い規模の大
きな褶曲は異常震動帯との関連が少ないようにみ
える．これらは地下深部の構造の推定に重要な資
料を提供しており，その詳しい解析は，今後この
地域の地震の発生と地震被害の問題の検討にあた
り重要な課題である．
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表 1 墓石調査結果
　転倒率は総墓石数に対する転倒墓石数の割合である.新しい墓石が確認された場合は総墓石数からこれを除いた.ま
た墓石の転倒およびずれが全く確認されない墓地において時間短縮のため総墓石数は計測していない . 表中ではこれ
を 1000 とした .
　電話による聞き込み調査では転倒墓石の有無のみを確認した為 , 転倒墓石が無い地点は総墓石数も不明である

ポイントNo. 2.5万地形図名 地区名 総墓石数 転倒墓石数 新しい墓石 転倒率
1 1025A-1 小千谷 城内 35 32 2 97
2 1025A-2 小千谷 本町 114 102 12 100
3 1025A-3 小千谷 平成 363 324 27 96
4 1025A-4 小千谷 打越 199 170 11 90
5 1025A-5 小千谷 時水 31 21 10 100
6 1025A-6 小千谷 時水 115 102 11 98
7 1025B-1 柏崎 平井 7 0 0 0
8 1025B-2 柏崎 安田 15 1 0 7
9 1025B-4 法坂 善根 21 0 0 0
10 1025B-5 法坂 田島 123 11 0 9
11 1025B-6 岡野町 岡野町 45 1 0 2
12 1025B-7 岡野町 大沢 105 15 0 14
13 1025C-1 寺泊 夏戸 1000 0 0 0
14 1025C-2 与板 島崎 48 1 0 2
15 1025C-3 出雲崎 村田 1000 0 0 0
16 1025C-4 出雲崎 大門 1000 0 0 0
17 1025C-5 出雲崎 小木 1000 0 0 0
18 1025C-6 西山 立村 1000 0 0 0
19 1025C-7 西山 下山田 1000 0 0 0
20 1025C-8 西山 和田 1000 0 0 0
21 1025C-9 西山 大塚 22 9 0 41
22 1025C-10 柏崎 長崎 1000 0 0 0
23 1025C-11 塚野山 曾地 1000 0 0 0
24 1025C-12 西山 大積町 19 4 0 21
25 1025C-13 法坂 朝日 48 29 0 60
26 1025C-14 法坂 飯塚 214 68 0 32
27 1025D-1 見附 帯織 1000 0 0 0
28 1025D-2 見附 坂井町 246 2 0 1
29 1025D-3 見附 芝野町 69 4 0 6
30 1025D-4 見附 本町 213 22 0 10
31 1025D-5 見附 町屋町 187 30 0 16
32 1025D-6 見附 太田町 156 4 0 3
33 1025D-7 栃尾 谷内 1000 0 0 0
34 1025D-8 見附 田井町 79 6 0 8
35 1025E-1 長岡 雲出町 86 0 0 0
36 1025E-2 長岡 大荒戸町 72 6 0 8
37 1025E-3 長岡 芹川町 109 4 0 4
38 1025E-4 与板 川袋町 80 2 0 3
39 1025E-5 与板 仲町 274 0 0 0
40 1025E-6 与板 馬越 81 1 0 1
41 1026A-1 法坂 桐沢 87 26 0 30
42 1026A-2 法坂 新町 111 53 31 66
43 1026A-3 法坂 太郎丸 118 78 17 77
44 1026A-4 岡野町 三桶 70 3 23 6
45 1026A-5 岡野町 小白倉 27 20 1 77
46 1026A-6 岡野町 岩瀬 37 5 13 21
47 1026A-7 岡野町 室島 79 34 16 54
48 1026B-1 見附 今町 31 3 0 10
49 1026B-2 見附 今町 358 25 0 7
50 1026B-3 与板 中野東 280 10 0 4
51 1026B-4 与板 長呂 5 0 0 0
52 1026B-5 与板 大口 137 1 10 1
53 1026B-6 栃尾 福井町 67 12 6 20
54 1026B-7 栃尾 百束町 26 10 3 43
55 1026B-8 栃尾 浦瀬町 31 18 8 78
56 1026B-9 栃尾 亀貝町 150 16 14 12
57 1026C-1 栃尾 乙吉町 89 79 4 93
58 1026C-2 栃尾 東片貝町 27 16 8 84
59 1026C-3 栃尾 栖吉町 365 325 0 89
60 1026C-4 半蔵金 柿町 74 65 5 94
61 1026C-5 片貝 摂田屋 282 72 33 29
62 1026C-6 長岡 宮内 4 2 0 50
63 1026C-7 長岡 柏町 66 0 0 0
64 1026C-8 長岡 長町 236 28 0 12

ポイントNo. 2.5万地形図名 地区名 総墓石数 転倒墓石数 新しい墓石 転倒率
65 1026D-1 長岡 槙下町 203 1 46 1
66 1026D-2 長岡 宮関 131 0 17 0
67 1026D-3 長岡 関原町 371 8 54 3
68 1026D-4 片貝 来迎寺 151 75 36 65
69 1026D-5 片貝 深沢町 119 26 35 31
70 1026D-6 長岡 喜多町 94 3 21 4
71 1026E-1 片貝 下条町 227 157 5 71
72 1026E-2 片貝 十日町 233 189 7 84
73 1026E-3 片貝 善光寺 105 69 4 68
74 1026E-4 片貝 滝谷町 24 6 1 26
75 1026E-5 片貝 六日市町 183 167 6 94
76 1026F-1 小千谷 川井 43 15 0 35
77 1026V-1 栃尾 乙吉町 95 85 0 89
78 1026V-2 栃尾 乙吉町 93 83 4 93
79 1026V-3 栃尾 富島町 192 26 0 14
80 1026X-1 長岡 脇野町 26 3 0 12
81 1026X-2 長岡 脇野町 72 3 0 4
82 1026X-3 与板 気比宮 35 7 0 20
83 1026X-4 与板 逆谷 38 0 0 0
84 1026X-5 長岡 蓮花寺 57 13 0 23
85 1026Y-1 片貝 片貝町 323 42 0 13
86 1026Y-2 小千谷 小粟田 168 111 0 66
87 1026Y-3 片貝 片貝町 25 2 0 8
88 1026Y-4 片貝 岩野 91 2 0 2
89 1026Y-5 片貝 高梨町 96 62 0 65
90 1026Z-1 長岡 山田 683 166 2 24
91 1026Z-2 長岡 神田町 459 44 2 10
92 1026Z-3 長岡 四郎丸 379 0 0 0
93 1026Z-4 長岡 宮原 212 3 0 1
94 1026Z-5 片貝 曲新町 172 10 0 6
95 1027A-1 片貝 渡沢町 2 2 0 100
96 1027A-2 片貝 妙見町 77 70 6 99
97 1027A-3 片貝 中潟町 1000 996 4 100
98 1028A-1 西山 井岡 50 0 12 0
99 1028A-2 塚野山 赤田町方 14 0 5 0
100 1028A-3 塚野山 与三 18 0 1 0
101 1028A-4 柏崎 下藤井 54 0 4 0
102 1028A-5 柏崎 東柏崎駅 49 0 9 0
103 1028A-6 塚野山 北条 35 6 1 18
104 1028A-7 塚野山 広田 69 10 13 18
105 1028A-8 塚野山 吉井黒川 8 2 0 25
106 1028A-9 塚野山 杉平 16 0 7 0
107 1028B-1 片貝 西野 22 5 9 38
108 1028B-2 片貝 神谷 7 0 0 0
109 1028B-3 片貝 神谷 99 4 8 4
110 1028B-4 片貝 浦 189 6 3 3
111 1028B-5 片貝 釜ヶ島 113 57 10 55
112 1028B-6 片貝 岩野 275 9 1 3
113 1028B-7 片貝 池津 42 6 0 14
114 1028B-8 片貝 片貝町 128 28 18 25
115 1028B-9 小千谷 小粟田 208 151 35 87
116 1028B-10 片貝 三仏生 115 79 24 87
117 1028B-11 片貝 五辺 98 78 10 89
118 1028X-1 小千谷 中通 1000 1000 0 100
119 1028X-2 小千谷 桜町 8 6 0 75
120 1028X-3 小千谷 両新田 114 102 0 89
121 1028X-4 小千谷 谷内 1000 1000 0 100
122 1029A-1 寺泊 硲田 6 0 1 0
123 1029A-2 寺泊 土桐 9 0 1 0
124 1029A-3 与板 北野 28 0 1 0
125 1029A-4 西山 滝谷 23 0 0 0
126 1029A-5 西山 山崎 18 0 0 0
127 1029A-6 柏崎 中道 109 0 8 0
128 1029A-7 柏崎 上軽井川 6 0 1 0
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表 1 墓石調査結果 ( つづき )

ポイントNo. 2.5万地形図名 地区名 総墓石数 転倒墓石数 新しい墓石 転倒率
129 1029A-9 越後野田 明神 3 0 1 0
130 1029A-10 越後野田 456 3 11 1
131 1029A-11 越後野田 新道 19 0 0 0
132 1029A-12 越後野田 川西 111 0 7 0
133 1029A-13 越後野田 一貫寺 60 6 1 10
134 1029B-1 片貝 深沢町 316 37 46 14
135 1029B-2 片貝 飯塚 57 10 2 18
136 1029B-3 片貝 越路小 178 58 19 36
137 1029B-4 片貝 本条 40 10 1 26
138 1028B-5 片貝 片貝 181 39 47 29
139 1029C-1 三条 三条 256 4 0 2
140 1029C-2 見附 大面 1000 0 0 0
141 1029C-3 見附 小滝 174 51 0 29
142 1029C-4 見附 小栗山 44 0 0 0
143 1029C-5 見附 黒板 7 0 0 0
144 1029C-6 見附 新潟町 116 17 3 15
145 1029C-7 見附 新町 102 30 0 29
146 1029C-8 見附 矢田 82 0 0 0
147 1029C-9 三条 妙法寺 37 0 0 0
148 1029C-10 三条 福島 224 0 0 0
149 1029D-1 小千谷 中山 34 30 4 100
150 1029D-2 小千谷 田川 74 48 26 100
151 1029D-3 小千谷 田川 18 10 2 63
152 1029D-4 小千谷 和長島 3 3 0 100
153 1029D-5 小千谷 八郎場 17 17 0 100
154 1029D-6 小千谷 下新田 24 21 1 91
155 1029D-7 小千谷 新道島 64 60 4 100
156 1029D-8 小千谷 佐梨 76 8 16 13
157 1101A-1 岩沢 町中 18 9 7 82
158 1101A-2 岩沢 下組 92 36 25 54
159 1101A-3 岩沢 下条 59 37 20 95
160 1101A-4 十日町 背戸 181 12 150 39
161 1101A-5 十日町 四日町 144 56 25 47
162 1101A-6 千手 高山 122 8 74 17
163 1101B-1 岩沢 中山 65 28 1 44
164 1101B-2 岩沢 本村 40 28 2 74
165 1101B-3 岩沢 野口 22 12 2 60
166 1101B-4 岩沢 仁田（東） 19 6 1 33
167 1101B-5 岡野町 仁田 107 19 17 21
168 1101B-6 岡野町 上野 20 5 3 29
169 1101B-7 千手 山野田 70 7 4 11
170 1101B-8 千手 小泉 41 19 3 50
171 1101B-9 千手 南鎧坂 50 4 2 8
172 1011C-1 小出 小出島 178 14 41 10
173 1011C-2 小出 七日市 27 0 0 0
174 1011C-3 小出 一日市 66 10 6 17
175 1011C-4 小出 四日町 274 7 11 3
176 1011C-5 小出 小出町 81 5 4 6
177 1011C-6 小出 干溝 145 9 11 7
178 1011C-7 小出 十日町 55 2 5 4
179 1011C-8 五日町 今町新田 21 0 0 0
180 1011C-9 五日町 九日町 102 5 16 6
181 1101D-1 小出 下倉 62 8 0 13
182 1101D-2 小出 山田新田 61 27 0 44
183 1101D-3 小平尾 今泉 146 31 0 21
184 1101D-4 小平尾 田尻 9 1 0 11
185 1101D-5 小平尾 外山 54 11 0 20
186 1101D-6 小平尾 小平尾 207 96 0 46
187 1101D-7 小平尾 横瀬 66 12 0 18
188 1101D-8 小平尾 金ヶ沢 61 4 0 7
189 1101D-9 須原 大倉沢 51 1 0 2
190 1101D-10 小平尾 田尻 8 0 0 0
191 1101D-11 小出 中島新田 37 3 0 8
192 1101D-12 小出 中島 49 5 0 10
193 1102A-1 須原 須原 127 74 28 75
194 1102A-2 穴沢 渋川 82 15 29 28
195 1102A-3 穴沢 西名新田 23 4 1 18
196 1102A-4 穴沢 大宿 80 22 9 31
197 1102A-5 穴沢 二分 30 27 3 100
198 1102A-6 穴沢 穴沢 7 0 0 0

ポイントNo. 2.5万地形図名 地区名 総墓石数 転倒墓石数 新しい墓石 転倒率
199 1102A-7 穴沢 穴沢 1000 0 0 0
200 1102A-8 穴沢 横根 79 22 16 35
201 1102B-1 千手 伊達 151 3 1 2
202 1102B-2 千手 太田島 86 3 2 4
203 1102B-3 大割野 水沢 93 0 0 0
204 1102B-4 大割野 田沢 52 0 1 0
205 1102B-5 大割野 小原 41 2 1 5
206 1102B-6 大割野 卯ノ木 65 2 0 3
207 1102B-7 大割野 割野 118 0 0 0
208 1102B-9 大割野 本村 3 0 0 0
209 1102T-1 小平尾 水沢新田 41 16 0 39
210 1102T-2 小千谷 相川 180 166 0 92
211 1102T-3 小千谷 川口 22 17 0 77
212 1103A-1 小出 田戸 31 4 11 20
213 1103A-2 小出 堀之内 75 11 17 19
214 1103A-3 小出 吉水 26 11 0 42
215 1103A-4 小出 原 79 2 12 3
216 1103A-5 小出 明神 8 4 0 50
217 1103A-6 小出 明神 13 5 3 50
218 1103A-7 岩沢 上稲倉 52 23 11 56
219 1103A-8 小出 魚野地 12 3 4 38
220 1103A-9 小出 魚野地 27 2 4 9
221 1103A-10 小出 下島 105 69 10 73
222 1103A-11 小出 堀之内 58 25 6 48
223 1103B-1 小千谷 元中子 77 25 48 86
224 1103B-2 小千谷 _生 139 105 19 88
225 1103B-3 小千谷 木津 131 39 34 40
226 1103B-4 小千谷 牛ヶ島 38 28 9 97
227 1103B-5 小千谷 川口 130 116 13 99
228 1103B-6 小千谷 中山 83 63 9 85
229 1103B-7 小千谷 荒谷 30 22 6 92
230 1103B-8 小千谷 荒谷 130 90 25 86
231 1103B-9 小千谷 上村 155 134 20 99
232 1105A-1 大湯 芋川 1000 0 0 0
233 1105A-2 大湯 下折立 1000 0 0 0
234 1105A-3 大湯 大沢 1000 0 0 0
235 1105A-4 小出 吉田 1000 0 0 0
236 1105A-5 大湯 中家 100 4 0 4
237 1105A-6 大湯 池平 1000 0 0 0
238 1105A-7 小出 七日市新田 26 6 0 23
239 1105A-8 小出 山田新田 35 13 0 37
240 1105A-9 小出 山田 72 3 0 4
241 1105A-10 大湯 米沢 10 2 0 20
242 1105A-11 大湯 米沢（西部） 14 1 0 7
243 1105A-12 小平尾 長松 55 6 0 11
244 1105A-13 岩沢 内ヶ巻 55 39 11 89
245 1105A-14 岩沢 大形 38 37 1 100
246 1105B-2 西山 大積 26 4 5 19
247 1105B-3 西山 大積 28 5 0 18
248 1105B-4 西山 宮本東方町 176 119 3 69
249 1105B-5 長岡 宮本町 147 52 2 36
250 1105B-6 塚野山 原 27 0 26 0
251 1105B-7 塚野山 岩田 172 63 0 37
252 1108A-1 栃尾 荷頃 150 5 0 3
253 1109A-1 小千谷 市の沢 7 5 2 100
254 1109A-2 小千谷 池中新田 36 20 8 71
255 1110A-1 栃尾 田之口 42 9 6 25
256 1110A-2 栃尾 中 39 25 8 81
257 1110A-3 半蔵金 半蔵金 83 78 4 99
258 1110A-4 半蔵金 田代 6 6 0 100
259 1110A-5 栃尾 一之貝 10 0 0
260 1110A-6 栃尾 軽井沢 62 47 11 92
261 1110A-7 栃尾 比礼 97 43 20 56
262 1110T-1 小千谷 三仏生 25 13 3 59
263 1110T-2 岩沢 千手観音 79 17 25 31
264 1110I-1 法坂 森光 8 7 0 88
265 1110I-2 法坂 森光 47 36 0 77
266 1110I-3 法坂 小栗山 81 50 0 62
267 1110I-4 法坂 上岩田 63 39 0 62
268 1110I-5 法坂 諏訪井 97 29 0 30
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表 1 墓石調査結果 ( つづき )

ポイントNo. 2.5万地形図名 地区名 総墓石数 転倒墓石数 新しい墓石 転倒率
269 1110I-6 法坂 七日町 70 57 0 81
270 1110I-7 法坂 七日町 49 39 0 80
271 1110I-8 法坂 猿橋 35 20 0 57
272 1110I-9 法坂 相野原 50 17 0 34
273 1110I-10 法坂 武石 91 27 0 30
274 1113T1-1 小千谷 山谷 120 100 9 90
275 1113T1-2 小千谷 両新田 30 21 9 100
276 1113T1-3 小千谷 小千谷市街 190 175 11 98
277 1113T1-4 小千谷 小千谷市街 25 22 1 92
278 1113T1-5 小千谷 小千谷市街 108 96 12 100
279 1113T1-6 小千谷 小千谷市街 242 208 28 97
280 1113T1-7 小千谷 三仏生 111 78 13 80
281 1113T1-8 小千谷 西倉 41 31 5 86
282 1113T1-9 小千谷 塩殿 28 22 2 85
283 1113T1-10 小千谷 川井 40 28 7 85
284 1113T1-11 小千谷 内ヶ巻 35 22 4 71
285 1113T1-12 小千谷 荒谷 47 33 5 79
286 1113O-1 岩沢 干三 125 54 0 43
287 1113O-2 岩沢 三領 22 16 0 73
288 1113O-3 岩沢 上野 63 10 0 16
289 1113O-4 岡野町 新町新田 68 15 0 22
290 1113O-5 岡野町 上野 103 57 0 55
291 1113O-6 岡野町 鶴吉 12 7 1 64
292 1113O-7 岡野町 鶴吉 47 27 2 60
293 1113O-8 岡野町 霜新田 42 30 1 73
294 1113O-9 岩沢 栗山 14 10 2 83
295 1113I-1 十日町 関根 24 18 0 75
296 1113I-2 十日町 浅之平 11 5 0 45
297 1113I-3 十日町 笹之沢 16 4 0 25
298 1113I-4 十日町 落の水 16 3 0 19
299 1113I-5 十日町 池之平 10 2 0 20
300 1113I-6 塩沢 長里 8 1 0 13
301 1113I-7 十日町 椌木 12 8 0 67
302 1113I-8 十日町 川治 83 23 0 28
303 1113I-9 十日町 川治 10 0 0 0
304 1113I-10 十日町 川治 81 63 0 78
305 1113I-11 十日町 山谷 19 12 0 63
306 1113I-12 十日町 麻畑 5 4 0 80
307 1113I-13 十日町 田麦 14 3 0 21
308 1113I-14 十日町 田麦 3 2 0 67
309 1113I-15 塩沢 二ツ屋 30 3 0 10
310 1113I-16 塩沢 辰ヶ平 2 0 0 0
311 1113I-17 塩沢 塩ノ又 8 2 0 25
312 1113I-18 塩沢 鍬柄沢 17 5 0 29
313 1113I-19 塩沢 源田 10 0 0 0
314 1113I-20 塩沢 池沢 12 0 0 0
315 1113A-1 大割野 荒屋 69 0 0 0
316 1113A-2 大割野 駒返 34 0 0 0
317 1113A-3 大割野 十二ノ木 72 0 0 0
318 1113A-4 大割野 上段 41 7 0 17
319 1113A-5 大割野 津南小付近 81 0 0 0
320 1113A-6 大割野 陣場 89 0 0 0
321 1113A-7 大割野 美雪町 244 0 0 0
322 1113A-8 大割野 芦崎 80 0 0 0
323 1113A-9 大割野 巻下 60 11 0 18
324 1113A-10 大割野 巻下 23 0 0 0
325 1113A-11 大割野 押付 25 1 0 4
326 1113A-12 大割野 木村 71 6 0 8
327 1113A-13 大割野 振口 87 0 0 0
328 1113A-14 大割野 木坂 13 0 0 0
329 1113A-15 大割野 貝坂 48 0 0 0
330 1113N-1 千手 巾屋敷西 39 12 17 55
331 1113N-2 千手 巾屋敷 80 15 37 35
332 1113N-3 千手 巾屋敷南東 45 11 27 61
333 1113N-4 千手 水口沢 17 5 5 42
334 1113N-5 千手 稲葉西 46 8 22 33
335 1113N-6 千手 稲葉南 89 6 35 11
336 1113N-7 千手 石橋東 26 20 4 91
337 1113N-8 千手 石橋北東 87 16 49 42
338 1113N-9 千手 鉢 31 11 7 46

ポイントNo. 2.5万地形図名 地区名 総墓石数 転倒墓石数 新しい墓石 転倒率
339 1113N-10 千手 鉢 45 29 9 81
340 1113N-11 千手 姿 71 3 24 6
341 1113N-12 千手 安養寺 36 2 10 8
342 1113N-13 千手 土市 199 11 52 7
343 1113N-14 千手 細尾 40 0 10 0
344 1113N-15 千手 新宮北 8 0 0 0
345 1113N-16 千手 小黒沢 26 3 5 14
346 1113N-17 千手 大黒沢 57 12 21 33
347 1113K-2 大割野 稲島 14 0 0 0
348 1113K-3 大割野 白羽毛 24 1 0 4
349 1113K-4 大割野 桔梗原 7 0 0 0
350 1113K-5 大割野 倉俣 6 0 0 0
351 1113K-6 大割野 芋川 22 0 0 0
352 1113K-7 大割野 通山 42 0 0 0
353 1113K-8 大割野 干溝 38 0 0 0
354 1113K-9 大割野 干溝 4 2 0 50
355 1113K-10 大割野 宮中 67 0 0 0
356 1113K-11 大割野 堀之内 35 5 0 14
357 1113K-12 大割野 貝野 19 0 0 0
358 1113K-13 大割野 市之沢 17 3 0 18
359 1113K-14 大割野 田沢 76 3 0 4
360 1113K-15 大割野 桂 7 0 0 0
361 1113T2-1 塩沢 辰ヶ平 6 2 2 50
362 1113T2-2 塩沢 塩 9 4 1 50
363 1113T2-3 塩沢 鍬柄沢 13 0 0 0
364 1113T2-4 塩沢 当間 6 0 2 0
365 1113T2-5 塩沢 源田 10 6 1 67
366 1113T2-6 塩沢 池沢 13 13 0 100
367 1113T2-7 塩沢 漆島 9 4 0 44
368 1113T2-8 塩沢 池ノ尻 5 2 1 50
369 1113T2-9 赤沢 田代 37 4 11 15
370 1113T2-10 赤沢 米原 8 0 0 0
371 1113T2-11 赤沢 米原 43 0 38 0
372 1113T2-12 赤沢 堂平 11 2 0 18
373 1113F-1 十日町 島 38 12 8 40
374 1113F-2 十日町 峠 39 22 2 59
375 1113F-4 十日町 五軒新田 36 2 6 7
376 1113F-5 十日町 尾崎 33 19 2 61
377 1113F-6 十日町 新座 227 163 28 82
378 1113F-7 十日町 高田町 674 601 55 97
379 1113F-8 十日町 田中町 540 199 21 38
380 1113F-9 十日町 春日町 125 8 27 8
381 1113F-10 十日町 川治 60 5 2 9
382 1113F-11 十日町 川治 92 45 9 54
383 1114T1-1 小千谷 本地西 24 12 6 67
384 1114T1-2 小千谷 本地東 13 8 3 80
385 1114T1-3 小千谷 本地東 10 10 0 100
386 1114T1-4 小千谷 迯入 35 28 6 97
387 1114T1-5 法坂 若栃 50 46 4 100
388 1114O-1 岡野町 中仙田西 40 4 10 13
389 1114O-2 岡野町 中仙田東 26 8 2 33
390 1114O-3 岡野町 室島 26 18 3 78
391 1114O-4 岡野町 赤谷 50 14 2 29
392 1114O-5 岡野町 大白倉 15 1 0 7
393 1114O-6 岡野町 北山 10 9 0 90
394 1114O-7 岡野町 大貝 25 7 5 35
395 1114O-8 岡野町 苔野島 53 3 0 6
396 1114O-9 岡野町 田戸 5 5 0 100
397 1114I-1 赤沢 東田尻 30 0 0 0
398 1114I-2 赤沢 瀬戸口 5 0 0 0
399 1114I-3 赤沢 西方 1 0 0 0
400 1114I-4 赤沢 葎沢 9 0 0 0
401 1114I-5 赤沢 清田山 16 0 0 0
402 1114I-6 赤沢 船山 24 0 0 0
403 1114I-7 赤沢 船山 49 0 0 0
404 1114I-8 赤沢 船山 23 0 3 0
405 1114I-9 赤沢 本村 59 0 7 0
406 1114I-10 赤沢 秋成本村 30 0 1 0
407 1114I-11 赤沢 太田新田 25 0 3 0
408 1114I-12 赤沢 見王 19 0 1 0
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ポイントNo. 2.5万地形図名 地区名 総墓石数 転倒墓石数 新しい墓石 転倒率
409 1114I-13 赤沢 源内山 2 0 0 0
410 1114I-14 赤沢 所平 22 0 4 0
411 1114I-15 赤沢 大場 15 0 1 0
412 1114I-16 赤沢 所平 11 4 1 40
413 1114I-17 赤沢 赤沢 35 0 2 0
414 1114I-18 赤沢 赤沢南 24 1 4 5
415 1114K2-1 岩沢 下条 91 83 8 100
416 1114K2-2 岩沢 岩沢 95 23 13 28
417 1114K2-3 岩沢 池ノ平 16 15 1 100
418 1114K2-4 岩沢 大崩 35 29 1 85
419 1114K2-5 岩沢 戸屋 15 14 1 100
420 1114K2-6 岩沢 冬井 25 23 2 100
421 1114K2-7 岩沢 外沢 18 11 3 73
422 1114T2-1 大割野 味川 27 1 14 8
423 1114T2-2 大割野 豊里 3 0 0 0
424 1114T2-3 大割野 市之越 23 0 6 0
425 1114T2-4 大割野 高道山 53 18 6 38
426 1114T2-5 大割野 倉俣 69 0 0 0
427 1114T2-6 大割野 東田尻 37 0 10 0
428 1114T2-7 大割野 重地 3 0 0 0
429 1114T2-8 大割野 重地北 49 0 0 0
430 1114T2-9 大割野 新里 5 0 0 0
431 1114T2-10 大割野 朴ノ木坂 13 0 0 0
432 1114T2-11 大割野 貝坂 45 0 0 0
433 1114K1-1 大割野 田中 31 0 0 0
434 1114K1-2 松之山温泉 上野 40 0 0 0
435 1114K1-3 赤沢 穴山 10 1 0 10
436 1114K1-4 赤沢 大井平 45 0 0 0
437 1114K1-5 赤沢 与種 10 0 0 0
438 1114K1-6 赤沢 寺石 18 0 0 0
439 1114K1-7 信濃森 月岡 37 1 0 3
440 1114K1-8 信濃森 大久保 32 26 2 87
441 1114K1-9 信濃森 野口 6 0 0 0
442 1114K1-10 信濃森 北野 21 0 0 0
443 1114K1-11 信濃森 笹原 6 0 0 0
444 1114K1-12 信濃森 長瀬 28 0 0 0
445 1114K1-13 信濃森 切欠 15 0 0 0
446 1114K1-14 信濃森 志久見 21 0 0 0
447 1114K1-15 松之山温泉 藤倉 15 1 0 7
448 1114T3-2 千手 名ヶ山 46 30 3 70
449 1114T3-3 千手 犬伏 37 4 2 11
450 1114T3-4 千手 孟地 22 4 2 20
451 1114T3-5 千手 芋島 22 5 3 26
452 1114T3-6 千手 中子 7 1 2 20
453 1114T3-7 千手 片柄山 11 5 0 45
454 1114T3-8 千手 滝沢 15 3 0 20
455 1114T3-9 岡野町 田戸 16 14 0 88
456 1114F-1 十日町 後山 12 1 3 11
457 1114F-2 十日町 後山 10 0 0 0
458 1114F-3 十日町 菅沼 13 1 3 10
459 1114F-4 十日町 小貫 4 1 1 33
460 1114F-5 十日町 東枯木又 6 3 1 60
461 1114F-6 十日町 西枯木又 2 2 0 100
462 1114F-7 十日町 上田原 9 3 0 33
463 1114F-8 十日町 三山 3 2 1 100
464 1114F-9 十日町 新水 37 31 5 97
465 1114F-10 十日町 赤倉 3 1 0 33
466 1202I-1 法坂 法末 28 27 0 96
467 1202I-2 法坂 石川 22 6 0 27
468 1202I-3 法坂 久木太 35 0 0 0
469 1202I-4 法坂 田島西 50 7 0 14
470 1202I-5 法坂 田島中央 118 8 0 7
471 1202I-6 法坂 山室 98 9 0 9
472 1202I-7 法坂 大沢 87 5 0 6
473 1202I-8 法坂 西之入 90 4 0 4
474 1202I-9 法坂 宮之下 22 1 0 5
475 1202I-10 法坂 行兼 46 0 0 0
476 1202I-11 法坂 笹崎 43 3 0 7
477 1204I-1 法坂 八王子 39 2 0 5
478 1204I-2 岡野町 山野田 21 18 0 86

ポイントNo. 2.5万地形図名 地区名 総墓石数 転倒墓石数 新しい墓石 転倒率
479 1204I-3 岡野町 山中 75 21 0 28
480 1204I-4 岡野町 塩沢 54 15 0 28
481 1204I-5 岡野町 岡野町（北） 23 0 0 0
482 1204I-6 岡野町 岡野町（神社） 26 0 0 0
483 1204I-7 岡野町 栃ヶ原 55 25 0 45
484 1204I-8 岡野町 高尾 54 7 0 13
485 1204I-9 石黒 荻ノ島 51 13 0 25
486 1204I-10 石黒 門出 76 12 0 16
487 1204I-11 石黒 田代 32 14 0 44
488 1204I-12 岡野町 桐山 23 7 0 30
489 1208Y-1 長岡 蓬平 92 87 5 100
490 1209I-1 塚野山 不動沢 78 36 0 46
491 1209I-2 塚野山 小坂 14 6 0 43
492 1209I-3 塚野山 袴沢 13 10 0 77
493 1209I-4 塚野山 塚野山（南） 120 65 0 54
494 1209I-5 塚野山 塚野山（橋） 12 8 0 67
495 1210I-1 出雲崎 落水付近 10 0 0 0
496 1210I-2 宮川 刈羽 117 22 0 19
497 1210I-3 西山 大塚（南） 23 0 0 0
498 1210I-4 柏崎 割町新田 80 6 0 8
499 1210I-5 柏崎 上高町（北） 81 7 0 9
500 1210I-6 柏崎 上高町（南） 14 0 0 0
501 1210I-7 塚野山 新屋敷 54 0 0 0
502 1210I-8 塚野山 花田 40 4 0 10
503 1210I-9 塚野山 大塚 41 22 0 54
504 1210I-11 西山 北野 31 0 0 0
505 1210I-12 塚野山 赤田北方 10 0 0 0
506 1210I-13 塚野山 矢田 24 0 0 0
507 1210I-14 塚野山 飯寺 11 3 0 27
508 1210I-15 塚野山 曾地 24 1 0 4
509 1210I-16 塚野山 吉井 111 15 0 14
510 1210I-17 柏崎 斂 86 0 0 0
511 1210I-18 塚野山 矢田 20 2 0 10
512 1210I-19 柏崎 中田 23 0 0 0
513 1210I-20 柏崎 中田 22 0 0 0
514 1210I-21 柏崎 上藤井 23 0 0 0
515 1210I-22 柏崎 上藤井 37 0 0 0
516 1212I-1 岡野町 岡田 92 10 0 11
517 1212I-2 岡野町 岡田 35 9 0 26
518 1214I-1 越後野田 鳥越 102 24 0 24
519 1214I-2 越後野田 中加納 51 1 0 2
520 1214I-3 越後野田 上加納 63 4 5 7
521 1214I-4 法坂 宮平 42 1 0 2
522 1214I-5 法坂 佐之久 50 1 0 2
523 1214I-6 法坂 久之木 72 2 0 3
524 1214J-1 松代 田沢 9 0 0 0
525 1214J-2 松代 太平 14 0 5 0
526 1214J-3 松代 菅苅 43 2 0 5
527 1214J-4 松代 小荒戸 35 0 0 0
528 1214J-5 松代 千年 45 2 0 4
529 1214J-6 松代 松代市街 69 5 0 7
530 1214J-7 松代 蓬平 31 2 0 6
531 1214J-8 松代 会沢 52 8 0 15
532 1214J-9 松代 清水 28 6 0 21
533 1215Y-1 半蔵金 虫亀 23 22 0 96
534 1217I-1 法坂 南条 61 6 0 10
535 1217I-2 法坂 本条・赤尾 32 10 0 31
536 1217I-3 塚野山 小田 10 3 0 30
537 1217I-4 塚野山 東条・光安 19 6 0 32
538 1217I-5 塚野山 久の崎 59 7 0 12
539 1217I-6 塚野山 入小島 30 5 0 17
540 1217I-7 塚野山 山潤西 13 10 0 77
541 1217I-8 塚野山 山潤東 78 26 0 33
542 1217I-9 塚野山 山本 26 1 0 4
543 1217I-10 塚野山 岩之入 71 8 0 11
544 1217I-11 塚野山 大角間 16 2 0 13
545 1217I-12 塚野山 夏渡 26 3 0 12
546 1217I-13 塚野山 成沢 30 24 0 80
547 1217I-14 塚野山 五十土 23 13 0 57
548 1217I-15 塚野山 小黒須 23 13 0 57
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ポイントNo. 2.5万地形図名 地区名 総墓石数 転倒墓石数 新しい墓石 転倒率
549 1217I-16 塚野山 大積田代町 20 3 0 15
550 1217I-17 塚野山 大積高鳥町 24 12 0 50
551 1227I-1 片貝 沢下条 104 11 0 11
552 1227I-2 片貝 中島 39 7 0 18
553 1227I-3 塚野山 岩田 168 64 0 38
554 1227I-4 塚野山 山宿 36 18 0 50
555 1227I-5 塚野山 荒瀬 22 4 0 18
556 1227I-6 塚野山 原 32 3 0 9
557 0519T-1 下田村 原 0 0
558 0519T-2 下田村 院内 0 0
559 0519T-3 下田村 北五百川 0 0
560 0519T-4 下田村 牛野尾 0 0
561 0519T-5 下田村 森町 90 5 6
562 0519T-6 下田村 飯田 0 0
563 0519T-7 下田村 大谷地 0 0
564 0519T-8 三条市 西大崎 0 0
565 0519T-9 三条市 上須頃 0 0
566 0519T-10 三条市 吉田 0 0
567 0519T-11 三条市 塚野目 0 0
568 0519T-12 三条市 北四日町 0 0
569 0519T-13 三条市 下保内 0 0
570 0519T-14 下田村 上大浦 0 0
571 0519T-15 下田村 新谷 80 7 9
572 0519T-16 下田村 長沢 0 0
573 0519T-17 三条市 上保内 0 0
574 0520T-1 三条市 柳川新田 0 0
575 0520T-2 三条市 長嶺 300 5 2
576 0520T-3 三条市 井栗 0 0
577 0520T-4 三条市 田島 0 0
578 0520T-5 三条市 西大崎 0 0
579 0520T-6 三条市 東大崎 0 0
580 0520T-7 三条市 井栗 0 0
581 0526T-1 燕市 八王子 0 0
582 0526T-2 燕市 本町 0 0
583 0526T-3 燕市 花見 0 0
584 0526T-4 燕市 杉名 0 0
585 0526T-5 燕市 水道町 0 0
586 0526T-6 燕市 道金 0 0
587 0526T-7 燕市 関崎 0 0
588 0526T-8 燕市 小池 0 0
589 0526T-9 燕市 長所 0 0
590 0526T-10 燕市 燕 0 0
591 0526T-11 燕市 水道町 0 0
592 0526T-12 燕市 小高 0 0
593 0526T-13 燕市 大曲 0 0
594 0527-1 下田村 森町 95 5 5
595 0527-2 栃尾市 梅野俣 6 0 0
596 0527-3 栃尾市 塩新町-梅野俣 22 1 5
597 0527-4 栃尾市 上塩 30 0 0
598 0527-5 栃尾市 上塩 40 1 3
599 0527-6 栃尾市 葎谷 50 4 8
600 0527-7 栃尾市 山葵谷 50 8 16
601 0527-8 栃尾市 塩川 90 7 8
602 0527-9 栃尾市 栃堀 30 3 10
603 0527-10 栃尾市 高徳寺 7 0 0
604 0527-11 栃尾市 上泉 109 26 24
605 0527-12 栃尾市 平 66 3 5
606 0531T-1 加茂市 狭口 0 0
607 0531T-2 加茂市 狭口 0 0
608 0531T-3 加茂市 上町 0 0
609 0531T-4 加茂市 下土倉 0 0
610 0531T-5 加茂市 神明町 0 0
611 0531T-6 加茂市 下条 0 0
612 0531T-7 加茂市 下高柳 0 0
613 0531T-8 加茂市 若宮町 400 16 4
614 0531T-9 加茂市 下大谷 0 0
615 0531T-10 加茂市 五番町 200 5 3
616 0531T-11 加茂市 下条 0 0
617 0531T-12 中之島町 中条新田 0 0

ポイントNo. 2.5万地形図名 地区名 総墓石数 転倒墓石数 新しい墓石 転倒率
618 0531T-13 中之島町 西野 0 0
619 0531T-14 中之島町 下沼新田 0 0
620 0531T-15 中之島町 松崎新田 0 0
621 0531T-16 栄町 鬼木 0 0
622 0531T-17 分水町 新堀 0 0

表 1 墓石調査結果 ( つづき )
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建築構造物の被害

加藤大介・土井希祐・中村友紀子
新潟大学工学部　建設学科　建築学コース

1　はじめに

　2004 年 10 月 23 日に発生した新潟県中越地震
では，川口町の震度７を始め多くの観測点で大き
な震度を記録した。図１に調査地域と主な観測点
の計測震度を示す。本報告では，建築物の被害と
して，はじめに地震動の各指標を示し，鉄筋コン
クリート造建物および鉄骨造建物の被害調査結果，
ある地域内のすべての建物を調査する悉皆調査結
果を報告する。

2　観測された地震動

　気象庁観測点及び震度計，防災科学技術研究所
K-NET, KiK-net 観測点の波形記録の加速度応答ス
ペクトルを図２に示す。建物の多くは固有周期が
0.2 ～ 0.5 秒程度であり，被害に影響を及ぼす周期
はその３～４倍程度と考えられている。加速度応
答スペクトルをみると短周期側が非常に大きくが，
周期１～２秒では小さい地震動もあることがわか
る。このことが，建物被害が計測震度や最大加速
度の大きさ程には，被害が大きくなかった地区も
あったと考えられる。

3　鉄筋コンクリート造学校建物の被害

　本節では，鉄筋コンクリート造建物の被害につ
いて，特に木造建物の被害の大きかった震度Ⅶ地
域の被害（3-1 節 )，震動による建物の被害（3-2 節），
耐震補強の効果（3-3 節），基礎構造の被害（3-4 節）
および施工不良に起因する被害（3-5 節）という
観点に分類して報告する。

3-1　震度Ⅶ地域の被害
　震度Ⅶ地域においてもRC造建物の被害は兵庫県
南部地震と比べ少なかった。これは，RC 造建物は
比較的新しいものが多いこと，地震動の卓越周期
が短周期側であったこと（神戸ほど建物に対して
破壊力のある地震動ではなかった），建物と地盤の
相互作用により建物基礎には観測波形ほどの大き

さの入力が無かったこと，などが推測される。写
真１は川口町の中でも特に木造建物の被害の大き
かった田麦山地区の田麦山小学校（RC3F，1984
年竣工）であるが，躯体の被害は軽微である。建
物の周辺は，地盤にひび割れが見られている（写
真２）。
　文献（1）によると，この地域の他の RC 建物に
ついて以下のように報告されている。振動による
構造被害としては，耐震壁のせん断ひび割れがあ
るが，一方向に生じているものが多い。また，柱
の曲げひび割れも見られたが，近づかないと分か

図１　調査地域と計測震度

図２　加速度応答スペクトル
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らない程度のひび割れで，残留変位も殆どない。
振動による非構造部の被害としては，EXJ（駅スパ
ンションジョイント）の損傷が目立っている。（引
用終わり）

3-2　震動による学校建物の被害
　鉄筋コンクリート造建物の被害は震度Ⅶ地域よ
りもむしろ小千谷市と十日町市の震度Ⅵ強地域で
大きかった。これは，これらは比較的大きな市で
あり，古い建物が存在していたことが大きな理由
であろう。本節では，これらの被害の内，震動が
原因で中破程度の被害を受けた小千谷市の２つの
学校建物の被害について紹介する。この２棟はい
ずれも小千谷市で RC 造建物の被害の大きかった
JR 小千谷駅周辺に位置する。なお，文献［1］に
よれば，震度Ⅵ強以上の地域では，この２棟以外
の学校建物の震動による被害はおおむね小破程度
以下である。

(1) 東小千谷小学校　北棟（RC3F，1967 年，中破）
　RC 校舎は北棟（写真３）と南棟（RC3F，1975 年 )
からなる。東側と西側に屋内運動場を配したロの
字型である。これらは建築計画上は連続しており，
エキスパンションジョイントにより構造的に分離
されている。各校舎の北側構面は，柱が垂壁と腰
壁により短柱化しており，1 階の柱にせん断ひび
割れが生じているのが見られ，特に北側の校舎で
は一部の柱がせん断破壊した（写真４）。また南側
校舎では，梁間方向の耐震壁にせん断亀裂が観察
された。

(2) 東小千谷中学校　増築棟（RC4F，1986 年，中破）
　RC 校舎は西側の校舎棟（RC4F，1979 年）と
EXP.J. によってつながる東側に増築された棟

（RC4F，1986 年，写真５) からなる。校舎棟は梁
間（南北）2 スパン，桁行（東西）14 スパンで，
増築棟は梁間（南北）3 スパン，桁行（東西）2 ス
パンである。増築棟は 1 階部分がピロティー形式
であり，北側の 1 スパンは，3，4 階でセットバッ
クしている。増築棟は，1 階ピロティー柱の柱頭
で曲げ圧壊が生じ，一部では主筋が座屈しており，
損傷のレベルで V 相当である（写真６）。文献 (1)
によると，コンクリートの損傷が激しい部分は，
いずれも柱頭の西側に偏っており，主として東西
方向の揺れによって生じた損傷であるものと考え
られている。さらに，2 階から上の増築棟と既存
部の間のエキスパンションジョイントの間隔が地

震前より明らかに広がっていることから，増築棟
が東側に変位したまま原位置に復帰していないこ
とがわかる。（引用終わり）

3-2　学校建物における補強の効果
　今回震度が大きかった地域には数少ないが耐震
補強された建物が存在した。本節では震度Ⅵ強地
域の十日町高校と十日町総合高校，および震度Ⅵ
弱の長岡工業高等専門学校の調査結果を示す。結
論から言えば，これらの学校では第２種構造要素
ではない柱に被害が見られたり，地盤の変状の影
響による被害がみられた。これらの影響がなけれ
ば被害は軽微であるが，震動自体の大きさは耐震
補強の効果が試されるほどの大きさではなかった
と考えられる。なお，文献 (1) 等によれば，この
他に震度Ⅵ強以上の地域では，川口町の川口中学
校特別教室棟・渡廊下棟（1975 年，RC2F，補強
済み，軽微），山古志中学校（1971 年，RC3F，増
設 RC 開口壁による補強，地盤変状による大破，2.4
節で報告）が報告されている。また，震度Ⅵ弱の
長岡地区にはさらにいくつかの補強事例があるが，
いずれも大きな被害は報告されていない。

(1) 十日町高校　校舎１棟（RC4F，1974 年，軽微），
２棟（RC4F，1972 年，軽微，写真７）
　RC 造は校舎 2 棟（第 1 棟（北側），第 2 棟（南
側）) および，渡り廊下棟２棟（RC3F）からなる。
このうち，校舎１棟と２棟は K 型ブレースにて補
強がされていた。いずれも３カ年計画で校舎２棟
は 2000 ～ 2002 年で補強工事が完了し，校舎１
棟が来年の夏休みに補強が完了する予定であった
とのこと。構造的な被害は軽微であった。ただし，
EXP.J. に被害有り。

(2) 十日町総合高校　管理棟（RC3F,1966 年 )
　RC 造は，管理棟 (RC3F,1966,K ブレース補強 )，
特別教室棟 (RC3F,1970)，工業科棟 (RC3F,1982)，
農業科棟 (RC3F,1984) からなる。このうち，管理
棟に K 型ブレースによる補強がなされていた（写
真８）。ただしこの補強された建物の北側は，ウ
オールガーダーにとりつく扁平な柱であり，極脆
性柱である。これらの柱のほぼ全部にせん断ひび
割れが観察された。特に２階の１本は被災度Ⅳ程
度である（写真９）。耐震診断では第２種構造要素
ではないと判断されていたと考えられる。補強さ
れていない特別教室棟も同様の構造になっており，
この棟でも北側の柱にせん断ひび割れがみられた。
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他の２棟は北側も柱型でラーメンが構成されてお
り，被害は軽微であった。

(3) 長岡工業高等専門学校　４号館
　長岡市西片貝町（悠久山の近く）の小高い山の
上に位置し，主なRC校舎は1号館～6号館である。
敷地は 200 × 500 ｍくらいの楕円であるが，台地
周辺の盛土部分が沈下している。最も大きな被害
は崖崩れにより基礎が露出している 3 号館である
が，これについては次節で述べる。４号館（RC4F）
はＫ型ブレースにより補強が済んでいた（写真
10）。補強数はかなり数が多かったが，2F と３F
の梁に一方向のせん断ひび割れが計３本，外から
観察された（写真 11）。一方向なので，地盤の変
状による不同沈下も考えられる。

3-3　学校建物における基礎構造の被害
　今回の地震による被災地は中山間地と呼ばれる
地域であり，建物も傾斜地に建てられているもの
が多い。従って，基礎構造の被害も多かった。た
だし，この被害は建物上部には傾き以外は損傷が
現れにくいため，詳細な調査を進めるに従って被
害が顕在化する傾向がある。本節では，代表的な
例を示す。

(1) 山古志小学校　校舎・体育館棟（RC3F，1980 年，
基礎構造（杭）大破，上部構造小破）
　造成した山間地に位置する。校舎棟は RC3 階で
部分的に地下１階である。体育館棟は RC １階で
あるが，地下部分がピロテイとなっている。校舎
棟は長辺方向が東西，体育館棟は長辺方向が南北
を向いており，両者は全体で L 型を構成する一体
の構造体となっている（写真 12）。体育館の北側
と校舎棟の南側は崖地になっている。
　体育館棟に対して校舎棟が大きく沈下していた。
さらに，校舎棟は西側に向かって不同沈下も認め
られた。校舎棟の最大沈下量は，26 cm であった。
また，体育館の北側は崖崩れにより 165 cm 基礎
が露出していた。一方，基礎の傾斜は校舎棟と体
育館棟の継ぎ目のスパンが最も大きく 0.022 rad
であるが，この部分はコンクリートが鉛直方向に
コールドジョイントとなっていて，そのジョイン
トが鉛直方向に 60 mm ずれていた。
　体育館棟の北側のがけが崩れ，PC 杭（350 φ，
中空（厚さ 75 mm），軸方向筋６φ＠ 130 mm，
横方向筋の径は約 2.3 mm）が２本露出していたが

（写真 13,14），２本とも激しくせん断破壊してい

た（写真 15）。露出していなかった体育館棟の校
庭側の２本を掘り出したところ，いずれも杭に縦
割れが生じていた。校舎棟の杭は露出していなかっ
たが，最も沈下が激しい南西隅角部（写真 16）の
杭を掘り出したところ，大きくせん断破壊してい
た（写真 17）。上部構造が崖側（南側）に約 20 
cm ずれていた。
　上部構造は，体育館棟の長辺方向の壁梁５本に
損傷度ⅢあるいはⅣのせん断破壊がみられた他は
被害が少なかった。

(2) 山古志中学校　校舎棟（RC3，1971 年，基礎
構造（杭）大破，上部構造中破）
　造成した山間地に位置する。校舎棟の西側は
崖地となっている（写真 18）。東側は体育館棟と
EXP.J. を介して接続しているが，体育館側は切土
側，校舎棟が盛土側になっている。この EXP.J. 部
が約 30 cm 離れており，校舎棟が西側に約 30 cm
変位したことが推測される。また，校舎棟は崖地
である西側に向かって不同沈下が認められ（写真
19），廊下部分で測定した沈下量によると，最大
は 37 cm であった。基礎の傾斜は最も大きなスパ
ンで評価すると 0.03 rad であった。杭自体の損傷
は確認できないが，大きな被害を受けていること
が予想される。
　上部構造は，B3 型校舎（教室の間に柱が１本，
長辺方向３構面）で，北側は幅の狭い扁平な柱で
ある。2004 年 10 月に南構面１階の１カ所に鉄筋
コンクリート増設壁による補強がなされている。
被害は基礎の傾斜の激しかった部分に集中してお
り，柱のせん断破壊が主である。損傷度Ⅴの柱が
３本，Ⅳの柱が２本であった。

(3) 長岡工業高等専門学校　３号館 (RC3F，1969
年，基礎構造大破，上部構造中破 )
　敷地等は前節で説明してある。３号館は崖が崩
れ出す領域にあり，建物の南東側は地盤の沈下が
見られないが，北西側は周辺地盤が 20 ～ 30 ｃｍ
低下している（写真 20）。文献 (1) によれば，地
盤滑りにより，3 階建物と 2 階建物の接合部のス
ラブおよび梁が破断により離れていた。また，地
盤の隆起・沈下および移動が生じ，建物も移動し
ていた。（引用終わり）

3-4　施工不良に起因する被害
　震度がⅥ弱地域でも大きな被害を受けた学校建
物がある。ただし，調査を行うと，施工不良のた
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めの局部的な損傷であることも多い。ここでは，
栃尾市東谷小学校の例を示す。文献 (1) によれば，
大和町の国際情報高等学校や越路町の越路中学校
にも同様の被害が報告されている。
　栃尾市東谷小学校校舎棟（RC3F，1969 年，上
部構造小破）は，長辺方向のラーメンの中央部の
み A タイプ型校舎（１教室分の 9 ｍスパンの中央
に柱がないタイプ）になっており，１～３階のこ
の部分の北側ラーメンに被害が集中した。１階は
損傷度Ⅴのせん断破壊柱（写真 21）があるがこれ
はコンクリートの打設状態が不良であった（写真
22）。なお，この建物は直接基礎であるが，西側
部分で地盤沈下が認められている。

4　学校以外の鉄筋コンクリート造建物の被害

　学校以外の鉄筋コンクリート造建物は学校に比
べ被害が大きいものがあった。これらは比較的古
いものである。ここでは病院の被害例と民間建物
の被害例を２棟づつ示す。文献 (1) によれば，こ
れらの他に小千谷市に３棟の大破建物が報告され
ている。

4-1　病院建物の被害
(1) 小千谷総合病院　書庫棟（RC3，1968 年，大破）
　小千谷総合病院の病棟（RC7F）の北西側に平
面上張り出した RC 造 3 階建ての部分があり，書
庫として利用されている（写真 23）。この書庫棟
の１階にせん断破壊後に圧壊した柱が２本あった

（写真 24）。この柱には主筋にφ 29 が，フープに
φ 9@150( フック 90° ) が使われていた。

(2) 十日町病院　病棟（RC6F，1972 年，中破）
　十日町の中心街の県立病院。新しい診療棟と古
い病棟からなる（写真 25）。病棟は L 型で１，２，３
階までセットバックしており，３階から６階まで
は長方形の建物（高層棟）となっている。被害は
２，３階に集中している。２階は高層部分の長辺方
向北側柱がせん断破壊し（写真 26），２階建て部
分の東側の柱にせん断ひび割れがみられた。また，
高層部分の短辺方向連層耐震壁の２階の脚部の柱
にせん断による圧壊がみられた。

4-2　民間建物の被害
(1) 小千谷中心街の A 商店（RC3F，写真 27）
　道路に沿った方向（東西方向）の被害が大きく，
１階柱脚部に梁間方向の曲げ破壊が見られた。一

番手前の柱の詳細を写真28に示す。東西方向の柱
脚ヒンジ領域のせん断破壊で，主筋の座屈が見ら
れる。柱の断面は 520 × 580( 桁行方向×梁間方
向 ) で，主筋はφ 22 を，フープはφ 9@150( フッ
ク 90° ) を使用していた。

(2) 十日町中心街のＢ建物 (RC4F，1972 年，大破 )
　十日町の中心街 117 号沿いの８×３スパンの
建物（写真 29）。周囲の建物の損傷はさほど大き
くないが，この建物は１階部分が大破している。
117 号沿いの短辺方向の構面の柱がせん断破壊し，
ほぼ全部の主筋が露出している（写真 30）。117
号と反対側の構面には階段室があり，その周辺の
柱の損傷は小さい。ねじれによる影響が考えられ
る。

5　鉄骨造体育館の被害

5-1　主な被害
　今回の地震では，本震の震源地である川口町に
おいて，計測震度としては初めて震度Ⅶが観測さ
れたほか，震源地およびその周辺で大変大きな震
度および地動加速度が観測された。しかしながら，
調査対象地域においては，柱，梁，柱梁接合部な
どの構造躯体に大きな損傷を受け，長期間使用不
能となるような鉄骨造建物はほとんど殆どなかっ
た。このことについては，入力地震動の性質，地
盤と建物の相互作用，設計積雪荷重をはじめとす
る諸要因との関連について今後検討する必要があ
ると考えられる。よく見受けられた構造躯体の被
害として，引張ブレースとして設計された軸組ブ
レース材の座屈，破断，ブレース端部の高力ボル
トのすべり，高力ボルト使用箇所における塗料の
剥離，屋根面ブレースの伸びによる残留変形，露
出形式柱脚のアンカーボルトの伸び出しや RC 立
ち上がり部コンクリートの損傷などがあげられる。
また，地盤変状に起因する基礎構造の損傷を受け
た鉄骨造建物も見受けられた。このほか，構造躯
体の被害とは直接関係ないものの，ALC 版など内
外装材の落下，サッシやガラスの破損など，非構
造部材の被害が多数の見受けられた。ここでは，
典型的な被害の例を示す。

(1) 川口町公民館（RC+S3F，写真 31）
　梁間の門形フレームの柱脚はＨ形鋼露出柱脚で
あり，桁行にはブレースが配置されている。文献 (1) 
によれば，［-180 × 75 × 7 × 10.5 の２枚重ねの
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X 形筋違が端スパンに配置され，筋違中間部が面
外にはらみだし（写真 32），ガセット PL-16 の損
傷，ボルトのすべりが認められた。筋違構面の柱
脚ではアンカーボルトが伸びて折れ曲がりってい
たが，コンクリート部分には損傷は認められなかっ
た。また，アリーナの高くなった部分での天井仕
上げ材，鋼製下地やスピーカーが落下していた（体
育室部分の 20 ～ 30％に相当）。野縁受けと野縁
との間はクリップ止めであり，天井が大きく揺れ
た際に損傷が生じたと考えられる。なお，１階 RC
部分，ギャラーリー部分やステージ桁面のガラス
に破損は認められなかった。（引用終わり）

(2) 長岡市の事務所兼住宅 ( 建物Ｃ )
　架構形式はラーメン構造，3 層，桁行き方向 4
スパン×梁間方向 1 スパン，1 層はピロティーと
なっている。柱は角形鋼管（□－ 300 × 300 × 9）
である。柱脚は，ベースプレート PL-400 × 400
× 16，アンカーボルト 4 × M16，RC 立ち上が
り部は，断面 500mm × 500mm，高さ 600mm ，
主筋 4 － D16，帯筋 D10@100 である。RC 立ち
上がり部の帯筋端部は 90°折り曲げ，重ね長さ約
400mm  となっていた。被害は，片側の桁行き構
面柱脚 4 カ所で大きく，アンカーボルトの伸び出
し，ベースプレートの水平ずれ，RC 立ち上がり部
のせん断破壊（写真 33）等であった。

(3) 川口小学校体育館 ( 写真 34)
　３階建て，１Ｆが RC 造で食堂，アリーナ部の
下部は RC 造，上部は S 造でギャラリーが廻り，
張間方向はトラス梁，テーパー柱の門形骨組であ
る ( 写真 34)。桁行方向（南北方向）の端スパン
に X 形筋違（Ｈ -150 ｘ 150 ｘ 6 ｘ 9）が配置し
てあり，いずれも座屈し，東側の桁面では総ての
サッシュが，西側では筋違構面に隣接する１構面
のサッシュがはらみだして窓ガラスが破損してい
たが，屋根材や柱，梁部材には損傷は認められな
かった。東側の筋違構面では筋違交差部でフラン
ジ破断して破損部は塗料がはがれ，部材中央部で
撓んでいた（写真 35）。フランジは裏当て金無し
レ形突合せ溶接で，この構面では構面内座屈であっ
たが，反対側（西側，運動場側）の構面では継手
部での構面外座屈が生じていた。床は整理してあっ
たが，天井照明 18 機器中 4 機器が落下していた。
体育館の外部では筋違が破断した桁行面のガラス
が破損して散乱し，軒裏天井板が 2 箇所落下して
いた（これらは余震時に落下）。また，これらの筋

違構面の外部では鉄骨脚部下のコンクリート柱頭
総てに B.P. 位置での横亀裂と支圧による亀裂が生
じていた ( 写真 36）。

5-2　耐震補強の効果
　調査建物の中に耐震補強工事実施済の学校体育
館が４棟含まれていたが，震度Ⅶ地域にあった川
口中学校体育館を含めて全棟が無被害または軽微
な損傷に止まっていた。川口中学校体育館はゲビ
オン屋根で，アリーナ下部 RC 造，上部 S 造の 2
階建てである（写真 37）。桁行方向には４対の筋
違（柱外フランジ位置，間柱付２連Ｘ形）が元々
配置されてあったが，耐震補強によりＶ形鋼管筋
違が体育室部分の全構面に設けられている（写真
38）。校舎内部や体育館との EXP.J. でカバーの脱
落などの若干の損傷であった。

6　悉皆調査

6-1　調査概要
　日本建築学会災害委員会では調査対象地区の全
ての建物の調査を行う悉皆調査を行った。新潟大
では新潟工科大学，新潟ポリテクカレッジと共同
で，長岡市，栃尾市および柏崎市の１７の地域で
建築物被害の悉皆調査を実施した（2）。ここで，
調査建物の約 95％を占める長岡市の調査結果につ
いて報告する。
(1) 調査地域と調査建物数
　調査地域は応急危険度判定が実施された町を中
心に選定した。調査棟数は 1072 棟である。図３
に示した被害率とあわせて調査地域と調査建物棟
数を示す。調査区域は各町全域ではないが，可能
な限りその地域の被害程度の平均的な範囲とし，
算定される被害率がその町の被害と食い違いが起
きないように選択し調査した。ただし，栖吉，悠久，
御山などでは非常に限られた範囲となっている。
(2) 調査日程と調査人数
　調査日程は，2004 年 10 月 29 日から 11 月 8
日までの 4 日間，調査は 2-3 人１班とし，計 15
名で行った。
(3) 調査方法
　調査シートはこれまでの被害調査に使用したも
のを中越地震用に修正して使用した（1）。調査項
目は，建築年，建築用途，構造種別，建物階数，
主被害階，屋根形式，屋根被害，基礎形式，基礎
被害，地盤変状，破壊パターンである。破壊パター
ンは岡田・高井による破壊パターンチャートを使
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用した ( ３)。外観調査であり，建築年代は，聴取
が困難であったためほとんどが調査者の推定であ
る。調査対象は，妙見町，中潟町，六日市町，大
河原町・三表野町のみ車庫や蔵など付属屋も調査
範囲とし，その他の地域では調査対象外とした。

6-2　建物被害
(1) 調査地区別被害率
　調査結果を表１，図３に示す。図３中の円グラ
フは，円の大きさが調査棟数に比例している。六
日市町・中潟町，三俵野町・大川原町，悠久町・
御山町は，境界線が入り組んでおり連続した住宅
地となっている事等の理由であわせて示した。
　地震動の振動による被害は，六日市町，中潟町，
滝谷町で多かった。この地域を含む全域で瓦屋根
のずれが多くみられた。また，地盤の変状による
建物の傾斜等の被害が目立ったことが特徴として
あげられる。これに伴い基礎コンクリート部分の
被害も多くみられた。栖吉町の調査区域では，宅
地化される以前に沢だった部分の先端が崩れてお
り，続く部分も１ｍほど移動していた。これに伴っ
て生じた被害が中心であった。
　図４に構造種別ごとの被害率を示す。鉄骨造（S
造），鉄筋コンクリート造（RC 造）では全壊はなく，
被害率も低かった。しかし，S 造，RC 造ともに木
造と比較して絶対数が非常に少ないことに注意が
必要である。

7　まとめ

7-1　RC 造の被害
　(1) 震度７地域においても RC 造建物の被害は兵
庫県南部地震と比べ少ない。これは，RC 造建物は
比較的新しいものが多いこと，地震動の卓越周期
が短周期側であったこと，建物と地盤の相互作用
により建物基礎には観測波形ほどの大きさの入力
が無かったこと，などが推測される。
　(2) 学校校舎の損傷は全般的に大きくなかった。
損傷が目立ったのは一部の校舎でありその数は多
くない。
　(3) 耐震補強されていた学校もあり，それらは概
して被害が少なかったが，耐震補強の成果が試さ
れるほどの大きな地震動ではなかったと考えられ
る。
　(4) 震度Ⅵ弱地域でも，地盤変状による被害が多
かった。
　(5) 震度Ⅵ弱地域でも，施工不良が原因と見られ
る損傷があった。
　(6) 学校校舎以外の鉄筋コンクリート建物につい
ては，全般に学校校舎より構造体の損傷は大きかっ
た。これらは古い建物が多く，構造部材の損傷の
種類は，柱のせん断破壊が主であった。

無被害 一部
損壊

半壊 全壊
（全壊率���）

妙見町 ��� ��� �� � �������

六日市町
中潟町 ��� ��� ��� �� �������

三俵野町
大川原町 ��� ��� �� � �������

滝谷町 ��� ��� ��� � ��������

村松町 ��� ��� �� � �������

十日町 ��� ���� �� � �������

鉢伏町 ��� �� �� � �������

川崎 � ��� ��� �� � �������

堀金 � ��� �� �� � �������

山田 � ��� ��� �� � �������

表町 ��� ��� �� � �������

中沢 � ��� ��� �� � �������

横枕町 �� ��� �� � ��������

栖吉町 �� ��� �� � ��������

悠久町
御山町 �� ��� �� � ��������

�

図３　各地域の被害率

図４　構造種別ごとの被害率

表１　悉皆調査　各地域ごとの被害率
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7-2　鉄骨造の被害
　(7) 調査対象地域においては，柱，梁，柱梁接合
部などの構造躯体に大きな損傷を受け，長期間使
用不能となるような鉄骨造建物はほとんど殆どな
かった。このことについては，入力地震動の性質，
地盤と建物の相互作用，設計積雪荷重をはじめと
する諸要因との関連について今後検討する必要が
あると考えられる。
　(8) よく見受けられた構造躯体の被害として，引
張ブレースとして設計された軸組ブレース材の破
断，座屈，ブレース端部の高力ボルトのすべり，
高力ボルト使用箇所における塗料の剥離，屋根面
ブレースの伸びによる残留変形，露出形式柱脚の
アンカーボルトの伸び出しや RC 立ち上がり部コ
ンクリートの損傷などがあげられる。また，地盤
変状に起因する基礎構造の損傷を受けた鉄骨造建
物も見受けられた。
　(9) このほか，構造躯体の被害とは直接関係ない
ものの，ALC 版など内外装材の落下，サッシやガ
ラスの破損など，非構造部材の被害が多数見受け
られた。

7-3　悉皆調査
　(10)  2004 年新潟県中越地震による長岡市の建
物被害調査概要，および調査結果を示した。地盤

写真３　小千谷市立東小千谷小学校
（北棟）

写真２　田麦山小学校の周辺地
盤の変状

写真１　川口町立田麦山小
学校　外観

の変状やそれに伴う住宅基礎の被害が多く見られ
た。
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写真６　東小千谷中学校増築棟のピ
ロテイー柱の曲げ圧壊

写真５　小千谷市立東小千谷中
学校（増築棟）

写真４　東小千谷小学校（北棟）
の１階の柱
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写真12　山古志小の全景を西から
見る。右側が校舎棟。左側が体
育館棟。両者は構造的に一体と
なっている。左右は崖地。

写真 11　長岡高専４号館の
はりの一方向せん断ひび割
れ

写真 10　長岡高専４号館は
K ブレースにより補強がさ
れていた

写真９　2F 北側構面の柱の
せん断破壊 ( Ⅳ )

写真８　十日町総合高校管理写真７　十日町高校第２棟（RC4F, 補
強済み）の北面の外観。被害は軽
微

写真 13　体育館棟の北側の崖が崩
れ，北面の基礎が露出していた。
杭はせん断破壊していた。ただ
し，体育館棟の傾きは少ない。

写真 14　写真 13 の右から２番目の
基礎。PC 杭（350 φ，中空（厚さ
75mm），軸方向筋６φ＠ 130mm，
横方向筋の径は約 2.3mm）

写真 15　写真 14 の右の杭の詳細。
PC 杭でφ 350。中空部とコン
クリートが充填してある杭頭補
強部の境でせん断破壊。

写真 16　校舎棟の南西隅角部から北
側をみる。向こうが体育館棟。校
舎棟は体育館棟に比べ建物の傾斜
が大きく。この部分の建物の不同
沈下および地盤の沈下が最も大き
い。

写真 17　写真 16 部分を掘り
出したところ，大きく破損
していた。「横山光浩氏（細
貝建築事務所）撮影」

写真 18　山古志中学校校舎棟
の北面。向こう（西）側に向
かって不同沈下が激しい。
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写真 27　建物Ａの外観 ( 小千谷
市，手前の道路が 117 号 )

写真 25　十日町病院の全景
（中央が病棟）

写真 26　十日町病院の 2F 長辺
方向柱のせん断破壊「高橋義
道氏（高橋構造企画設計）撮影」

写真30　建物Ｂの柱のせん断破壊「梶
井照仁氏（建構造研究所）撮影」

写真 28　建物Ａの柱脚の被害 写真 29　建物Ｂの外観 ( 小千谷市，
手前の道路が 117 号 )「小林克巳
教授（福井大学）撮影」

写真 22　写真 21 の詳細
（ジャンカが認められる）

写真 23　小千谷総合病院の北西側張
り出し部分：１F の柱がせん断破
壊し，軸耐力を失っている。柱の
詳細は次の写真。

写真 24　１F の柱がせん断破壊
し，軸耐力を失っている

写真 19　山古志中学校校舎棟の
南面。左（西）側に向かって断
続的に地盤沈下

写真 20　長岡工専３号館の
地盤沈下による基礎の露出

（右が崖地） 写真 21　栃尾市東谷小学校の柱のせ
ん断破壊
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写真 34　川口小学校体育館全景 写真 36　川口小学校柱脚部コン
クリート亀裂「福井工業大学
辻岡静雄教授撮影」

写真 35　川口小学校 H 型鋼
ブレースの破断

写真 33　長岡市の事務所兼住宅
( 建物Ｃ ) の柱脚の被害

写真 31　川口町公民館の全景 写真 32　川口町公民館のブ
レースの座屈

写真 37　川口中学校の体育館全景 写真38　川口中学校　元々のＸブ
レースの他にＶブレースの補強
がされている
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1. はじめに

　激震地であり、木造住宅の被害の大きい川口町
田麦山地区については在来軸組構法を中心に、ま
た、栃尾市半蔵金地区および小国町地区について
は、伝統構法を中心に調査を行った。伝統構法に
ついて調査を行った理由は、地球環境に優しい天
然素材を用いていること、また、木材という材料
を用いて地産地消を行い、地域資源循環型の木造
住宅造りが注目されているが、過去に建てられた
伝統構法による住宅の被害調査を通して、耐震性
を明らかにするするためである。

2. 田麦山地区における被害

2.1　調査地の概要
　調査地は、平成 16 年 10 月 23 日 17 時 56 分の
本震 ( 最大震度 7、マグニチュード 6.8) の約 15 分
後の 18 時 11 分に発生した余震 ( 最大震度 6 強、
マグニチュード 6.0) の震央から東北東に約 2km
離れた地域である。
　この地域は全体的に古い地すべり地形で、建物
被害の大きかった大形・田中地区は北側に向かっ
て緩斜面となっている ( 図 .1)。被害の大きかった
区域では概ね東北東から西南西方向への地割れが
見られ、その方向への揺れが大きかったようだ。

2.2　被害状況
(1) 概況
　図 .1 に示した、帯状に被害が集中した 15 棟の
住宅について調査を行った。調査地の遠景を写真.1
に示した。多くの住宅が倒壊もしくは大破してい
た。また、住宅のほかに倉庫や作業場なども見ら
れたが、それらの多くは住宅よりも簡易な構造で
あるため大半が倒壊していた。特に被害が大きかっ
た建物の状況を写真 .2 ～写真 .5 に示した。

(2) 調査対象住宅の特徴と被害

　調査対象住宅の概要を表 .1 に示す。15 棟のう
ち 14 棟が在来軸組構法、1 棟が枠組壁工法 (2 × 4)
であった。在来軸組構法の中には 100 年程度以上
前に建てられた伝統構法のものも 2 棟含まれてい
る。
　平成 12 年の建築基準法の改正以前に建てられ
た在来軸組構法住宅では建築年代にかかわらず多
くが倒壊または大破したが、それ以降に建てられ
た在来軸組構法住宅や枠組壁工法住宅では、基礎
のひび割れや内壁の剥落程度の軽微な被害ですん
でいた。

建物の部分別の被害状況を以下に示す。

木造住宅の被害
－川口町田麦山地区および栃尾市の被害状況 －

中村　昇
新潟大学農学部　

図 .1　調査地詳細図 ( 田麦山地区住宅地図 )

写真 .1　調査地遠景
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(1) 基礎
　ほとんどの住宅で基礎のひび割れや隅角部の圧
壊 ( 写真 .6) が見られた。コンクリートブロック基
礎や独立基礎では倒壊したものも見られた。独立
基礎であったために被害が拡大したと思われるも
のも見られた ( 写真 .7)。

(2) 壁
　多くの住宅で筋かい ( 厚さ約 45mm) が使われて

いた ( 写真 .8) が、古い住宅では筋かいがないもの
( 写真 .9) も見られた。筋かいのほとんどは片筋か
いであった。ひび割れや剥落が多くの住宅で見ら
れ ( 写真 .10)、筋かいが座屈したり ( 写真 .11)、踏
み外したりしたもの ( 写真 .13) も多く見られた。

(3) 屋根
金属葺きが主体であるが、一部の住宅で瓦葺きも
　見られた。また、古い在来軸組住宅では茅葺き

写真 .2　大破した高床基礎の在来軸組住宅 写真 .3　在来軸組住宅の倒壊状況

写真 .4　伝統構法住宅の倒壊状況 写真 .5　倒壊した作業場
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屋根の上に金属板をかぶせていた。金属葺きの屋
根ではほとんど屋根の被害がなかったが、瓦葺き
屋根では瓦の落下が多く見られた(写真.12)。また、
茅葺き屋根の上に金属をかぶせた伝統的構法住宅
では倒壊したものが見られた ( 写真 .4)。

(4) 接合部

　柱端部の留め付けは、短ほぞが主流であった。
筋かい端部の留め付けは古い住宅では釘打ちが多
く見られ、新しい住宅では筋かいプレートなどの
接合金物を使っているものが多かった。柱・梁・
桁の留め付けは伝統的仕口がほとんどであるが、
一部で金物を併用しているものも見られた。
釘打ち筋かいが踏み外している例 ( 写真 .13) が多

写真 .6　基礎隅角部の圧壊 写真 .7　独立基礎がはずれた例

写真 .8　片筋かいをもつ石膏ボードの壁 写真 .9　筋かいのない土壁

写真 .10　外壁の剥落 写真 .11　筋かいの座屈（節の部分で座屈している）
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く見られた。筋かいプレートを使った場合には筋
かいがはずれることは比較的少なかったが、土
台や柱ごと割裂してはずれた例も見られた ( 写
真 .14)。

(5) 構造材
　多くの建物で柱が土台や横架材からはずれてい
た ( 写真 .15)。柱が折れたり ( 写真 .16)、柱と土
台の接合部のほぞが折れたものも見られた。また、

写真 .14　筋かいプレートの使用例
（土台や柱が割裂している）

写真 .12　瓦屋根の被害 写真 .13　釘打ち筋かいの踏み外し
（土台等に腐朽が見られる）

写真 .15　土台と柱のずれ 写真 .17　調査住宅 No.1写真 .16　柱の折損

写真 .20　調査住宅 No.4写真 .18　調査住宅 No.2 写真 .19　調査住宅 No.3

古い住宅では土台や柱が腐朽しているものが見ら
れた ( 写真 .13)。特に風呂場などの水回りの付近
での腐朽が顕著であった。

2.3　まとめ
　中越大震災で特に被害が大きかった北魚沼郡川
口町田麦山地区において木造住宅の被害を調査し
た。調査した 15 棟のうち 10 棟が倒壊または大
破していた。住宅の部位別被害では、基礎のひび

写真 .21　調査住宅 No.5 写真 .23　束石に立つ住宅 (No.1)写真 .22　調査住宅 No.6
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写真 .24　布基礎の割れ (No.2)

写真 .25　土塗壁の崩落 (No.1)

写真 .　26　大黒柱の折損 (No.5)

写真 .29　補強 (No.4)写真 .28　込み栓における柱割れ
(No.5)

写真 .27　貫構造 (No.6)

割れや隅角部の圧壊、壁の剥落、筋かいの座屈や
踏み外し、土台と柱および柱と横架材のはずれ、
ほぞの折損などが顕著であった。
　また、比較的新しい ( 築 8 年程度 ) 住宅におい
ても大きな被害が見られたため、そのような住宅
2 棟について壁量と偏心率を確認した。その結果、
いずれも必要壁量を満足し、偏心率も基準を満た
していた。それにもかかわらず被害が大きくなっ
た原因としては、耐力壁が耐力壁としての機能を
発揮できなかったことが考えられる。すなわち、
多くの住宅で、筋かいの踏み外しや座屈が見られ、
筋かいが機能していない箇所があった。また、筋
かいが片筋かいであったために揺れの方向によっ
ては効果が小さかったことも考えられる。更に、
柱と土台、柱と横架材の接合部でほぞがはずれて
いる例が多く見られた。
　これらのことから、木造軸組住宅の耐震性を向
上させるには、(1) 耐力壁の量を多くし、バラン
ス良く配置することに加えて、(2) 土台、基礎、
筋かい等を接合金物などで緊結することや、(3)
筋かいはできるだけ節等の欠点が少ないものと

し、できるだけたすきがけにすることが重要であ
ると考えられた。

3.　栃尾市および小国町の被害状況

　本震における震度は、栃尾市で 6 強、小国町
で 6 弱、本震の約 15 分後の余震における震度は、
栃尾市で 5 弱、小国町で 6 強であった。伝統構法
住宅を中心に被害状況を調査した。表 .2 に調査住
宅の概況を示した。以前は養蚕農家として使用し
ていた住宅が多く、同表における No.1、4 ～ 6 な
ど壁や天井が少なく、空間の多い住宅が多かった。
しかし、No.2 や 3 などのように、生活様式の変
化にともない、個室が増えたり、寒さ対策などに
より、間仕切り壁や天井など増改築されている住
宅もあった。写真 17 ～ 22 に調査住宅を示した。

3.1　建物の部分別の被害状況
(1) 基礎
　築年数の古い住宅では、基礎と土台などを緊結
せず、束石の上に載せてあるだけなので、建物が
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移動することが多い ( 写真 .23)。また、布基礎な
どを用いている住宅では、地盤の被害が少なかっ
たためか、今回の調査住宅における基礎の被害も
少なかったが、盛土をしたような所では、被害が
見られた ( 写真 .24)。

(2) 壁
　土塗壁の崩落が目立った。表 .2 に示したよう
に、伝統構法の特徴である、変形角がかなり大
きい割に倒壊はしていないのであるが、これだ
け土塗壁が崩落すると、改修して住む気にはな
れないと思われる ( 写真 .25)。

(3) 接合部と構造材
　伝統構法住宅は、貫構造 ( 写真 .26) や込み栓 ( 写
真 .27) などの接合部から成り立っている。田麦山
地区における在来構法住宅に比べ、ほぞが長く、
抜け落ちていなかったことが、今回の調査住宅が
変形角が大きい割に倒壊しなかった理由と考えら
れる。しかし、かなり大きな応力が生じ、柱が割
れたり、折れたりしていた ( 写真 .28)。また、改
修にはかなり費用がかかるため、補強していた住
宅もあった ( 写真 .29)。しかし、安易な補強は逆
に補強した部分を強くするために、応力が集中し、
今後の余震などで破損する危険性もあり、十分注
意する必要があろう。

3.3　まとめ
　概して伝統構法住宅の変形が大きいことが分か
る。倒壊してもおかしくないほどの建物の変形で
あるが、倒壊はしないことが伝統構法の特徴であ
る。しかし、倒壊はしていなくとも、とても改修
して住もうという気にはなれない被害であること
も事実である。また、全体的な感想としては、時
代と共に生活様式の変化から、天井や間仕切り壁
を入れてきたために、本来ならば倒壊していた住
宅も倒壊を免れたという印象を受ける。

4．木造住宅の耐震性の方向性

以上見てきたように、伝統構法でも在来軸組構法
でも、地震に対して大切なのは壁や床・屋根等構
面であることがお分かりいただけるのではないだ
ろうか。なるべく改修して住み続けることが資源
の浪費や費用を少なくすることと考えるならば、
倒壊しないだけではなく、地震による建物の変形
量を小さくすることが非常に重要であろう。この
ような観点に立てば、そもそも建物に地震力を入
力しない免震も重要な手法であるが、かかる費用
のことや既存不的確な住宅の補強を考えるならば、
木造住宅の今後の方向性の一つに耐震＋制震もあ
るのではないかと思われる。
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１．はじめに

　新潟県中越地震による被害は、道路、鉄道、フィ
ルダム、河川施設、電力施設、住宅団地、上下水
道施設、防雪施設など土木・社会基盤施設の広い
範囲に及びました。新幹線や高速道路をはじめ新
潟と首都圏を結ぶ大動脈を寸断し、ライフライン
などの住民の生活基盤に大きな傷跡を残しました。
その被害の概要を、まず工学的な観点から大きく
次の３項目に分けて考えてみたいと思います。
　(1) 新幹線高架橋や道路橋をはじめとするコンク
　　リートや鋼製のいわゆる構造物被害
　(2) 道路・鉄道盛土や河川堤防、宅地、フィルダ
　　ムおよび付帯的な擁壁などの土構造物被害
　(3) 液状化被害や地すべり、斜面崩壊など地形・
　　地質条件に支配された自然地盤の被害
　設計基準に従って耐震設計がなされている鉄筋
コンクリート構造物のような剛な施設の被害は、
概ね震源地近傍の非常に強い地震動を受けた地域、
すなわち震度６強～７を記録した小千谷市や川口
町周辺に集中しています。しかし、阪神・淡路大
震災で高架橋が大規模に倒壊したような壊滅的な
被害にはなりませんでした。なお崩落した中小の
橋梁は、大規模な斜面崩壊に巻き込まれた事例が
ほとんどとなっており、この場合は地盤災害の視
点で検討することが適当でしょう。
　盛土や宅地など土構造物の被害は、その発生範
囲が広く、海岸に近い震度 5 弱の地域にまで及び
ました。その結果、道路や鉄道が機能を失い、宅
地や河川堤防が危険な状態にさらされました。と
くに山間地では壊滅的な道路被害が発生しました。
集落や村全体の避難を余儀なくされています。
　自然地盤の被害も、土構造物被害と同様な範囲
で発生し、とくに地すべり地帯であった新第三紀
層の丘陵・山地においては非常に多くの地すべり
や山崩れが発生しました。これに伴って道路が寸
断されたり河道閉塞が生じたりと二次的な災害も
起こり、一方、液状化に関しては、臨海沿岸部の
地震と比較すると少なく、信濃川とその支流流域
の低地で限定的に生じましたが、その多くが農地

であり、都市・インフラが展開されている区域に
はあまり影響が及んでいません。ただし、下水道
管渠施設が液状化によって広範囲に被害が発生し
ています。これは人工的に埋め戻した地盤の被害
であり、自然地盤の問題というより、土構造物の
問題として考える必要があります。
　本報告では、前述の概括に基づき、個別の管理
単位、すなわち鉄道、道路、フィルダム、宅地、
液状化の被害事例について詳細の報告と考察をお
こないます。地すべりなど自然斜面の被害につい
ては割愛しました。報告中の市町村名は、地震発
生時の呼称で表記します。

２．鉄道の被害

2.1 新幹線の被害
　東京から新潟に向かう新幹線「とき 325 号」は
約 200km/h で走行中、滝谷トンネルを出て平野
部に入った直後で脱線し、坑口から長岡寄り約
2km の地点で停止しました。　走行中の車両が脱
線するという新幹線営業運転上初のできごとでし
たが、幸いなことに人的被害はありませんでした。
一方、構造物においては川口町和南津地区と長岡
市南部の高架橋、および震源域直上にある川口町
と長岡市の間のトンネル内に大きな被害が生じま
した。筆者らは、このうち高架橋区間の被害につ
いて調査した結果を報告します。
　まず、脱線車両の停止位置から滝谷トンネルま

土木構造物の被害

大川秀雄・保坂吉則・神立秀明
工学部建設学科

写真 -1 上越新幹線魚野川橋梁の被害 ( 川口町 )
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での高架橋の被害を調べてみたところ、一部の柱
の頭部で亀裂や鉄筋が露出するなどの損傷が見ら
れましたが、高架橋が崩壊するような深刻なもの
ではなく、ほとんどの柱は無傷でした。この区間
は東山丘陵山麓の緩やかな傾斜のある扇状地を横
断しています。表層の地盤は富山平野のような硬
い砂レキではなく、東山丘陵を形成する新第三紀
層の未固結な岩などが運ばれて堆積した軟弱な層
と考えられます。また、トンネル坑口付近から湧
水が見られたことと、地震動によって高架橋柱と
地盤の間から泥水のはね上がった跡が確認された
ことは、扇状地全体の地下水位が高かったことを
示唆しています。このような軟弱な地盤条件で地
震動が大きくなったことが、柱の損傷の一要因に
なったとも考えられます。
　川口町の和南津地区は、魚沼地域の地勢的な要
因から新幹線のほかに上越線、国道 17 号、関越
自動車道などの幹線が集中する交通の要衝となっ
ています。本震震源直近でもあってとくに強い揺
れが作用して、新幹線の他、国道 17 号の和南津
トンネルに被害が生じ、首都圏と新潟を結ぶ広域
の交通網に大きな支障となりました。新幹線高架
橋は、魚野川横断部がコンクリート連続桁形式の
橋梁で、その南側、東京寄りの堀之内トンネルま
での区間は柱と梁で構成されたいわゆるラーメン
構造となっています。
　魚野川橋梁部では写真 -1 のように円柱橋脚の中
央部で、水平かつ狭い幅の中で破壊が生じていま
した。一方ラーメン橋では写真 -2 のように柱に斜
めに大きな亀裂が入るせん断破壊が生じた柱が多
数ありました。このようなせん断破壊は構造物の
倒壊につながる場合もあり、被害の程度としては
深刻なものとなります。とくに損傷が激しい箇所
は設備用の囲いの内部やその近傍と、トンネル坑

口付近のよう構造上の変化のある場所に集中して
います。また、地形的にも複雑な場所であり、今
後の被害原因の究明が待たれます。
　なお上越新幹線は、およそ 2 ヶ月間の応急復旧
工事を経て12月28日に営業運転を再開しました。

2.2 在来線の被害
　在来線は上越線、信越線、飯山線、只見線が地
震の被害を受けて長期間の運休を余儀なくされ、
越後線やほくほく線の沿線でも同様の被害が出て
います。飯山線では激震地の川口町で魚野川を横
断する橋梁の橋脚に被害が見られました。昭和初
期に建設された無筋構造の柱が写真 -3 のように中
央部で打ち継ぎ目と思われる大きな横ずれを起こ
していました。
　川口駅と小千谷駅の中間部、川口町天納地区で、
信濃川右岸段丘の端部を走る上越線は、その上の
国道 17 号とともに川に向かって大きく崩落しま
した。いわゆる流れ盤すべりで川側に向かって平
らな岩盤面に沿ったすべりが生じたためです。上
越線はまた、長岡市妙見地区の斜面崩壊の影響も
受け、ほかにも線路の蛇行や沈下被害が多くの箇
所で生じました。

写真 -2 上越新幹線和南津高架橋柱のせん断破壊 写真 -3 JR 飯山線魚野側橋梁の橋脚被害

写真 -4 JR 信越線の被害 ( 越後広田駅付近 )
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　信越線は、越路町と柏崎市の境界周辺で盛土被
害が生じました。写真 -4 は越後広田駅から少し長
岡寄りの線路の状況です。
　なお、各線の全区間運行再開は、越後線：１０
月２６日、ほくほく線：１１月２日、只見線：
１１月２０日、信越線：１１月２９日、上越線・
飯山線：１２月２７日となっています。

３．道路の被害

3.1 高速道路の被害
　北陸自動車道では、主に長岡市内の長岡ジャン
クションから大積 PA 間で路面の陥没や路肩が崩
れる被害が発生しました。関越自動車道は長岡 IC
と小出 IC 間にとくに被害が集中しており、北陸道
と比較して甚大な被害となっています。主な被害
形態としては、(1) 高盛土の沈下や陥没、(2) 支承
すなわち橋桁を支える部材周囲の破損、(3) 盛土の
大規模な崩壊の３つが挙げられ、その他、切土斜
面の崩落やトンネル内の亀裂、標識や情報板の傾
斜・転倒など付帯施設にも被害がありました。

　高盛土の沈下、陥没は主に長岡 IC と小千谷 IC
間の平野部で連続的に発生しました。一方、橋梁
などのコンクリート構造物は比較的変状が小さ
かったものの、盛土との境界部で数センチから数
１０センチの段差が生じて通行不能となりました。
この区間内でも、地質的に安定した段丘面にある
小千谷市片貝町～小粟田地区は一般道にほとんど
被害がありませんが、造成された高速道路の盛土
は被災しています。
　高盛土被害に関連して、一般道や農道交差部の
横断ボックスカルバートに沈下と水平移動を生じ
ました。写真 -5 に示すように、２連ボックスの継
ぎ目が開くという、従来見られなかった被害とな
りました。このため、中央分離帯の土砂が開口部
からボックス内に流出しました。小千谷 IC 付近の
横断ボックスは軒並みこのような被害が見られ、
遠く離れた柏崎市の北陸自動車道曽地バス停付近
でも、開口幅は５センチ程度と小さかったものの、
類似の変状を確認しました。また、盛土を横断す
る排水用コルゲートパイプが上下を逆さにした
ハート形での座屈する被害が見られました。
　小千谷市の山本山トンネルと堀之内 IC 間は、信
濃川と魚野川が蛇行する複雑な地形であるため、
盛土、切土、橋梁が交互に現れる区間ですが、塩
殿橋や越後川口橋などの比較的規模が大きな鋼製
の橋梁が、橋軸方向、すなわち道路の縦断方向に
大きな変位を生じ、写真 -6 に示すように橋桁を支
える支承部周辺に荷重が集中し、桁材に座屈や破
断を生ずる被害が発生しました。
　震源に近い川口町の和南津地区から堀之内町の
新道島地区では大規模な盛土崩壊が生じています。

3.2 道路橋の被害
　中越地震では、山古志村などの山間部で大規模写真 -5  関越道横断ボックスカルバートの移動

写真 -6 関越道越後川口橋固定支承周辺の損傷 写真 -7 斜面崩壊に伴う県道橋の落下 ( 長岡市妙見 )
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な土砂崩れや地すべりに伴って橋梁が崩壊した事
例がありますが、阪神・淡路大震災のときのよう
に強い震動が原因となる倒壊や落橋は確認してい
ません。写真 -7 は長岡市妙見町の大規模崩壊地に
おいて、県道橋の橋桁が信濃川まで運ばれてしまっ
た様子です。
　小千谷市山本の国道 117 号山辺橋は、JR 小千谷
発電所の導水管を跨ぐ鋼橋ですが、高速道の橋と

同様に橋軸方向への揺れによって桁が橋台を押す
ようなかたちとなり、橋台が少し傾斜するような
被害となりました。両端の橋台は斜面上に設置さ
れ、太い深礎杭で支持されていますが、写真 -8 に
示すように斜面全体の沈下・すべりに伴って杭頭
部が露出していました。橋脚部の鉄筋コンクリー
ト柱にも亀裂や曲げ破壊が生じていて、落橋や倒
壊の恐れはないものの、全般的に大きな被害とな
りました。なお橋脚の下部は導水管を支持する巨
大な基礎コンクリートで固められています。これ
によって大規模な斜面崩壊が抑止された可能性が
あり、橋梁の被害も最悪の事態に至らなかったの
かもしれません。

3.3 道路盛土の被害
　中越地域の道路は、広い範囲で土砂崩れや盛土
の陥没、沈下、崩壊が多数発生し、避難や救急活動、
復旧活動の大きな障害となりました。とくに山古
志村では周辺の市町村を結ぶ道路がすべて寸断さ
れたため、全住民がヘリコプターによる避難を余
儀なくされました。この他にも山間地で孤立した
集落が多くあります。
　路面の陥没、沈下は様々な要因で生じます。高
盛土では、震動によって盛土内で道路進行方向に
亀裂が入り、側方に広がりながら全体が沈下する
事例、盛土下の軟弱な基礎地盤が沈下・崩壊する
事例、盛土基礎地盤の液状化に伴って沈下・崩壊
する事例、盛土内で液状化した部分が局所沈下す
る事例などが挙げられます。路面全体が沈下、陥
没した箇所は非常に多いと考えられますが、とく
に高速道路の事例と同様に、橋梁などの沈下しに
くい構造物境界で大きな段差を生じて、車両の通
行が困難となる事例が多発しました。（写真 -9）
　山間地の盛土区間や河岸段丘の端部に造成され
た道路では、すべりを伴う大規模な陥没や崩壊を
生じています。盛土区間は、いわゆる地山と比べ
て強度が小さいことが多いことと、谷間を埋め立
てている事例が多く、沢沿いの水が集まり易いた
め地下水位が高くなり、崩壊を誘発すると考えら
れます。写真 -10 は谷筋部の盛土区間が崩壊した
事例です。

3.4 道路の復旧状況
　国土交通省と新潟県が管理する国道、県道の全
面通行止めは 200 箇所を超えました。その大半は
道路陥没・沈下、盛土崩壊、土砂崩れが原因となっ
ています。土構造物である道路の完全な耐震対策
はなかなか難しいのですが、避難、救急、復旧活

写真 -8 国道 117 号山辺橋基礎の被害 ( 小千谷市 )

写真 -10 道路盛土の崩壊例 ( 柏崎市 )

写真 -9 橋梁取付け部の段差 ( 国道 117 号山辺橋 )
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動を迅速に行うためにも、その被害の程度を最小
限に抑えて、少なくとも一車線が確保できること
が非常に重要であることが今回の地震でも改めて
認識されました。
　この地震が原因となって発生した全面通行止め
箇所の復旧状況を、国土交通省と新潟県の発表し
た資料１) から再構築してみると、通行止めの解除
率が対数時間軸で直線的に上がっていくことがわ
かりました。しかし通行止めの原因によってその
傾きがかなり異なります。図 -1 から、路面の沈下
や陥没被害では比較的復旧が迅速に行われている
のに対して、路面が完全に崩壊したり土砂崩れに
巻き込まれたりした箇所では復旧が遅れ気味であ
ることがわかります。とくに地すべりや土砂崩れ
の箇所が多い山古志周辺では年内の復旧にほとん
ど手を付けられなかったため、全体の復旧率が十
分でない結果となっています。関越自動車道では、
盛土の沈下被害が大半を占めていたため、土のう
を使った応急対策を行って地震発生から 19 時間
後には緊急車両の通行を可能としています。11 月
4 日には一般車両の通行もできるようになり、迅

速な支援活動に大きな寄与があったと評価するこ
とができます。
　市町村別に見た復旧率の変遷を図-2に示します。
箇所数の多い市町村を選んでまとめてみましたが、
やはり震源に近い川口町と小千谷市での復旧は、
少し離れた十日町市や長岡市に比べて遅いことが
わかります。

　堤体を土や岩石で築造したフィルダムは、土構
造物として最も大規模な部類に入ります。中越地
区では首都圏の JR 電車を動かしている水力発電用
調整池と、農業用水用のフィルダムなどがありま
すが、ここでは小千谷市の山本地区にある二つの
発電調整池の堤体を調査した結果について報告し
ます。
　信濃川に面した下部の調整池は発電所に水を送
る導水管に変状が発生し、水漏れを起こすように
なっていました。その取付け部のコンクリート壁
にも変状が見られます。また、調整地東側のコン
クリート擁壁で囲まれた裏込め盛土部分では沈下
を生じて、構造物との間に数十センチの段差があ

図 -2 道路の復旧期間 ( 市町村別 )

図 -1 道路の復旧期間 ( 被害形態別 )

図 -3 JR 小千谷発電所周辺図

写真 -11 第二調整地の山側盛土崩壊状況
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りました。一方、北西側のフィルダム部では、内
側の法面で小規模なすべりクラックがありました
が、大きな沈下変状は認められませんでした。
　山本山の中腹にある第二調整池は、北向きに傾
斜した緩やかな斜面に築造されており、北側は高
低差の大きなフィルダム構造、南側は山腹部に盛
土を行って堤体の築造がなされています。山側 (南
側 ) の盛土部では、背後の斜面とともに２箇所で
中規模なすべりを生じていましたが、影響範囲は
主に上部のみで収まっており、調整地の底部まで
は及んでいません。写真 -11 はこのすべりによっ
て堤体上部の管理道路が大きく陥没している様子
です。すべりを起こした領域は道路の事例と同様
に概ね沢筋に盛土した部分になります。
　谷側 ( 北側 ) のフィルダム部では堤体上端にク
ラックが入り、非常に浅いすべり面ができていた
ことと、堤体外側の中段部で一箇所小規模なすべ
りが発生していましたが、全体の安定に影響を及
ぼすような被害ではありませんでした。一般的に
フィルダムは、その止水効果を得るために粘土を
締め固めて念入りにコアを作りますので、この部
分が十分耐震性を発揮したものと考えられます。
また、米国ではフィルダムの基礎地盤が液状化を
起こして大規模な崩壊をした事例２) がありますが、
山本山の地盤はフィルダムの基礎として十分な強
度であったものと思われます。

５．その他土構造物の被害

5.1 宅地の被害
　住宅など建築物では、非常に強い地震動を受け
たことにより全半壊に至った場合の他、基礎地盤
の沈下や崩壊を伴って大きな被害となった事例が
少なくありません。長岡市の東山山麓高台に造成
された高町団地では、写真 -12 のように団地周囲
の盛土が崩壊して道路が失われるとともに、宅地

部分にも亀裂や沈下が生じました。1978 年の宮城
県沖地震では、仙台市の丘陵部の谷を埋めて造成
された大規模な住宅団地の被害が発生し、このよ
うな宅地開発の問題点として度々指摘３) されてき
ましたが、中越地震においても小規模ながら類似
の被害が生じてしまいました。

5.2 擁壁の被害
　急勾配の切土、盛土や斜面の崩壊を防ぐために
設置された擁壁の被害は二通りに分類できます。
まず、施工時において自立するような安定した地
山の表面保護が目的であるブロック積みや石積み
擁壁は、厳密な耐震検討をしないことが多いので、
写真 -13 のような崩壊やはらみ出しを生じたもの
があります。とくに、間詰めのコンクリートを充
填しない、いわゆる空石積み擁壁は至る所で崩壊
を起こしていました。
　一方、原則として土圧の検討を行う重力式擁壁
や L 字、T 字型の片持ばり式擁壁などでは、単独
で転倒や崩壊に至った例はほとんど見られず、被
害の大半は橋梁の事例と同様に設計上の想定を超
える大規模な地すべりや斜面崩壊に巻き込まれた
ものでした。

６．液状化被害
　新潟地震や阪神・淡路大震災のように沿岸部で
起きた地震に比べて、中越地震による液状化被害
は相対的に少なかったと言えます。液状化現象は、
新潟市内に見られるような緩く堆積して地下水位
の高い砂地盤という限定された地盤条件で生ずる
のに対して、中越地域の大半はそのような地盤条
件でなかったことが要因です。しかしながら、条
件が合致すれば震度５強程度の揺れでも十分液状
化する可能性があるため、被害の発生した範囲は
非常に広いものとなりました。農地の被害では寺
泊町まで及び、宅地被害は見附市や刈羽村で深刻
なものとなりました。

6.1 信濃川流域の被害と農地の事例
　前述のような液状化しやすい地盤は、一般的に
河川の下流域に広く分布し、とくにかつて河道だっ
た土地で液状化の被害が顕著となります。この地
震による自然地盤が液状化した事例は主に小千谷
市の北部から寺泊町南部にかけての信濃川の河道
周辺、また渋海川や刈谷田川の下流域に集中して
います。
　寺泊町の岩方地区、信濃川堤防道路下の農地で
は広い範囲で液状化が確認されました。直径 2m

写真 -12 高町団地の被害 ( 長岡市 )
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に及ぶ噴砂孔があり、連続する亀裂に沿った噴砂、
沈下や流動を生じた箇所もあります。一部は信濃
川の堤外側の堤防のり尻にまで流動に伴う亀裂が
生じていました。

6.2 地盤沈下の事例
　広い範囲で液状化が生ずると、地盤全体の沈下
が生じます。阪神淡路大震災では、神戸市のポー
トアイランド全体が液状化で 30 ～６0 cm 沈下し
た事例があります。中越地震でそのような広域な
事例はありませんが、たとえば写真 -14 のような
水田の液状化に伴って中央を通る県道の路面が大
きく沈下した事例や、信濃川河川敷にある JR 小千
谷市発電所の敷地全体が沈下した局所的な事例が
あります。

6.3 刈羽村の事例
　刈羽村の JR 越後線刈羽駅周辺、荒浜砂丘の麓
に広がる低地一帯で液状化が発生しました。これ
によって、刈羽駅の待合室など建物が不等沈下を
起こし、大きく傾く被害がありました。住宅でも、
同様な傾斜・沈下被害を生じたものがあり、居住

が不可能となったものが少なくありません。この
地域がとくに被害が大きかった理由としては、ゆ
るい砂地盤であることはもちろん、砂丘末端で地
下水位が高いという地形・地質条件が作用してい
ると考えられます。これは新潟市内では一般的な
条件でもあり、今後の参考とするためにも刈羽の
事例についてさらに詳細に調査する必要性を認識
しています。

6.4 下水道施設の浮き上がり被害
　下水道マンホールの浮き上がりと、管渠上の路
面沈下が至るところで生じました。その主な原因
は、下水道工事後の埋戻しに用いた砂が液状化し
たためであり、地盤が比重２に近い液体として振
る舞うことにより大きな浮力が発生し、マンホー
ルのような相対的に比重が小さな地下構造物は浮
き上がるという現象が起きたとものと考えられて
います。この被害は 1993 年十勝沖地震で注目さ
れましたが、阪神・淡路大震災ではあまり目立ち
ませんでした。中越地震ではこのようなライフラ
インとしての下水道被害が多発して住民の生活に

写真 -13 ブロック積み擁壁の崩壊 ( 小千谷市 )

写真 -14 液状化による路面の沈下 ( 長岡市 ) 写真 -16 下水道マンホールの浮き上がり ( 柏崎市 )

写真 -15 液状化による刈羽駅待合所の傾斜
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大きな影響を及ぼすとともに、道路交通の障害と
なった箇所も少なくありません。この被害は、地
盤工学的にはたいへん大きな注目を集めており、
管渠やマンホールの浮き上がり防止対策の確立が
急務となっています。
　緊急の対策としては、液状化を起こさないこと
を目的に、埋戻し土に砕石を用いることや、埋戻
しの砂をセメント系で改良することが提案されて
います。しかし、砕石は管渠に対して悪影響を及
ぼす恐れがあることと、固結化は再掘削が困難に
なるなどの問題が残ります。中越地域の復旧だけ
でなく、今後の施工法に関するモデルケースとし
て全国的な影響をもつ可能性があることから、コ
ストが小さく合理的な浮き上がり対策工法の開発
が求められています。
　下水道管の被害は、車道部より歩道部に多く見
られました。これは、敷設工事時の車線への影響
低減や家屋からの排水管接続のため路肩や歩道な
ど道路端部に設置する場合が多いためでもありま
すが、車道部に埋設した場合は、施工時の締固め
基準が歩道部に比べて厳しいことと、施工後の大
型車両の走行による締固め効果で液状化しにくく
なっていた可能性も考えられます。
　浮き上がり被害はその他の地盤被害と同様に山
麓部や谷間の地形に多く、平野中央部ではあまり
顕著に見られません。全体を詳細に調査したわけ
ではないので断定はできませんが、その差異は地
下水位の影響が考えられます。下水道管渠の多く
は地表面から 1 m 程度の比較的浅い場所が多いの
で、浮き上がりを生じた場所はほとんど地表面近
くまで水位があった可能性があります。山麓部や

斜面の末端では、一般的に地下水が被圧されて湧
水があるなど、地下水位が高くなる条件が揃って
いる一方、平野部では、ゼロメートル地帯でもな
ければ、地表面近くまで水位がある場所は少ない
でしょう。消雪井戸による長年の水位低下の影響
もあるかもしれませんが、長岡市や越路町の中心
部ではほとんど浮き上がり被害が見られませんし、
これまでの沿岸部の地震において浮き上がり被害
が目立たなかったのも、このような理由によるも
のと推測しています。

７．震動の卓越方向と被害の関係

　橋梁などの構造物の被害状況から、とくにその
移動や変位の方向を個別に調べ、これを図 -4 のよ
うに地図上に落とし、水平面上における地震動の
卓越方向、すなわち大きく揺れた方向を検討しま
した。いずれの構造物も、東西軸から北西 - 南東
軸方向に大きな移動や変形が生じていました。構
造物毎には揺れ易い方向があるので単独では断定
できませんが、このように複数の被害を見ること
によって概ね西北西 - 東南東軸方向の揺れが大き
かったことが推定できます。一方、気象庁の小千
谷観測所における加速度データの水平軌跡と比較
してみると、構造物被害から推定した方向とほぼ
一致していることがわかります。

８．降雨の影響

　2004 年は、7 月に豪雨水害があり、夏から秋に
かけて観測史上最多の上陸となった台風の影響で
新潟県内の降水量は例年に比べて多い年となりま
した。10 月 20 日に上陸した台風 23 号は、関西
をはじめとして各地に大きな水害をもたらし、新
潟県内でも各地で 100mm 近い降雨を記録してい
ます。長岡市における地震前後の降雨状況と河川

図 -4  構造物被害と震動の卓越方向

図 -5  地震前後の降雨４) と河川水位５) の変化 ( 長岡市 )
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水位の変遷をまとめると図 -5 のようになります。
10 月 20 日には日降雨量 102mm を記録し、その
後に河川水位が上昇して、台風通過の翌日には信
濃川で警戒水位を超えました。中越地震は河川水
位がピークに達してからちょうど 2 日後に起きて
います。このため、河川水位はまだ平常時より 1m
以上高い状態であり、長野県内からの流出の影響
もあると思いますが、降雨の一部は中越地域山間
地の地盤中に地下水として蓄えられた状態であっ
た可能性をこの図は示しています。
　一般的に地盤は、水分を多く含んだり地下水位
が高くなったりすると強度低下が起こるため、斜
面崩壊が起こる恐れが高くなります。この状態で
強い地震動が作用したために崩壊に至る場合もあ
り、その繰返し荷重の作用によってさらに地盤の
強度低下が進むこともあります。したがって、時々
起こる豪雨程度では崩れないような箇所まで崩壊
する可能性が高くなります。
　地下水位の高い地盤の、地震による強度低下の
最たるものは砂地盤における液状化現象で、これ
は地盤強度がゼロにまで低下するために、建物や
構造物を支える力を完全に失い、非常に緩やかな
傾斜でも大きなすべりや流動が生じます。粘性土
地盤で完全に液状化に至ることはまずありません
が、地盤強度が大きく低下する可能性は十分あり
ます。
　降雨は地形・地質条件により谷間や沢筋、山麓
部に表流水や地下水として集まってきます。下水
道管の被害も、埋戻し領域に地下水としての浸入
が考えられます。中越地震の地盤被害を概観する
と、このような地下水位が高くなる要因である地

形・地質条件と直前の台風豪雨が大きく関与して
いたことが推察されます。

９．むすび

　新潟県中越地震は、わたしたち土木技術者に多
くの教訓を残しました。阪神・淡路大震災以降取
り組んできた構造物への補強対策が功を奏した事
例も多いのですが、想定外の被害によって今後の
検討課題もまた新たに抱えることとなりました。
高速道路や新幹線がネットワークとして全国に展
開し、下水道普及率が飛躍的に伸びてきた昨今の
状況において、土木構造物の耐震対策の重要性は
臨海・沿岸地域に展開した大都市部だけではなく、
山間地を抱える地方の中小都市部でも例外でない
ことを改めて認識させてくれました。また、この
地域の地形・地質条件と被害の関係は、日本国内
では広い面積を占めながら今まで事例の少なかっ
た山間地の地震対策に対して様々な示唆を与えて
くれるものと思います。
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はじめに　－ 2004 年 10 月 23 日　その時・・

　秋晴れの穏やかな一日もすっかり日が暮れ，そ
ろそろ夕食をとろうとしていたその矢先，突然突
き上げられ、ゴーという地響きとともに，家全体
が大きくきしみうなった．長岡東山山麓にひとり
で暮らす母親はとっさにテーブルの下にもぐり，
真っ暗やみのなか，家が崩れ落ちる恐怖に震えな
がら，ただひたすらテーブルの足にしがみついて
いたという． 
　10 月 23 日（土）午後 5 時 56 分．30 年以上我
が家の時を刻んでいた時計が止まった．新潟県中
越地方をマグニチュード（M）6.8 の大地震が襲い
かかった．続いて，午後 6 時 3 分（M=6.3），11
分（M=6.0），34分（M=6.5）とそれはつぎつぎと襲っ
てきた．震源の中越地域では 6 弱～６強，のちに
川口町では震度７と上方修正された．新潟市でも
震度 5 弱で，恐怖を感じるには充分な揺れであっ
た．

ることができたが，長岡に入った途端に，近道は
すでに通行止め．ぐるぐる迂回しながら，ようや
く町内へたどり着いた．が，あたりは真っ暗やみ．
まるでゴーストタウンのよう．道路が変形し，亀
裂が走っているようだ．ライトの陰になり亀裂が
よく見えない．タイヤが落ちないようハンドルを
握る手に汗がにじんだ．実家に着き声をかけるが，
なかからはなんの応答もない．庭にまわってなか
のようすを見た．ひどすぎる．すべて崩れてめちゃ
くちゃであった．人を探すが見つからない．近く
の学校へ走っていくと，すでに大勢の人が非難し
てごったがえしていた．体育館で，母親と姉夫婦
の無事を確認し話を聞いた．御近所のおかげでよ
うやくここまで避難してこられたことをしきりに
言っていた．独り暮らしの老人と町内会のつなが
りはこのようなときに発揮されるものであるとつ
くづく実感させられた．新潟へ戻ったのは朝 4 時
近くであった．
　実家の片づけも一段落しようとした 27 日に地
学団体研究会新潟支部の会員が地盤性状と被害状
況の調査に乗り出した．住宅地図を用いて，一軒
一軒人海戦術で，地盤・家屋の被害状況を記載し
ていった．毎日，5-6 名，休日ともなると休み返
上で 20 名近く集まった．県内はもとより，近郊
からも多くの会員が応援に駆けつけてくれた．年
内の調査参加者は述べ 340 名を超えた．膨大な調
査データの詳細は地学団体研究会から今夏発行の
専報としてとりまとめられる予定である．
　以下に調査範囲の一部である長岡悠久山周辺地
域の地質と被害状況について概要を述べる（第
１，２図）．なお，図の地形図は国土地理院ホーム
ページ「地図閲覧サービス　ウォッちず」（http://
watchizu.gsi.go.jp/）を使用した．

長岡悠久山地域の地形・地質概説　（第１図）

　調査地域は長岡の悠久山とその周辺地域にあ
たる．地域の中央に位置する悠久山は最高標高
115m で多角形状～円形のドーム状の外形を呈す
る．周囲には悠久山を取り囲むように低地帯が発

長岡悠久山周辺地域の被害状況と地質

久保田喜裕※・地学団体研究会新潟支部中越地震調査団
※新潟大学理学部自然環境科学科

　まさか，と思いつつ，実家へ電話を入れたがす
でにつながらなくなっていた．まさかがだんだん
と現実になってきた．22 時過ぎ，私は車で実家へ
向かった．長岡へ向かう途中は順調に車を走らせ

10 月 23 日　その時・・・
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達し，北側に成願寺川，南側に栖吉川がそれぞ
れほぼ東西に流下している．ここでは標高 30 ～
60m の低位段丘と低地帯となっており，主に水田
に利用されている．
　悠久山の地質は，下位の赤褐色くさり礫層およ
び上位の砂泥層からなる御山層（中部更新統）を
主体とする．悠久山東方の東山丘陵には新第三系
～第四系（魚沼層）が分布する．悠久山の周囲は
信濃川水系ないしは成願寺川水系，栖吉川水系の
つくる中位～低位段丘（上部更新統），扇状地成な
いしは河川成堆積物（完新統）が分布している．
また，悠久山中央の NNE-SSW 方向の狭長な谷地
形には悠久山断層（活断層）が推定されている．

長岡中部地域の地質と被害状況　（第２図）

悠久山周辺　（悠久町・御山町・東片貝町・西片貝町）

（1）地質

　悠久山の地質はおもに御山層（中部更新統）か
らなるが，安山岩ないしは石英安山岩を主とする
赤色くさり礫層（下位）および砂泥層（上位）か
らなる．周辺は低位段丘と低地帯が取り囲んでい
る．悠久山中央に位置する谷状低地部（NNE-SSW）
には活断層とされる悠久山断層が推定されている．
この谷部の多くは盛り土地からなる．

（2）家屋等の被害
　悠久山は公園やゴルフ場，レジャー施設になっ
ているが，住宅は谷筋の地山上ないしは谷埋め盛
り土に集中している．谷中央に位置する泉翠池の
上流域（南半部）では，全壊・半壊家屋は左岸側
に集中し，二階だけが圧壊した古い家屋もあった．
谷の下流（北半部）付近は広い谷に盛り土をした
かっての新興住宅地になっている．ここでは谷筋
に沿って下流側に傾倒した家屋が 2 軒連続してみ
られた．盛り土の液状化による不同沈下で母屋が
1m 程抜け上がり歪んだ家屋や，庭先に谷の横断

第１図　長岡悠久山地域の被害状況と地質
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方向に大きく開口し家屋の土台まで延びた地割れ
も数本みられた．谷底方向へ盛り土がすべり大き
く傾倒した家屋や，それに伴いコンクリート擁壁
もすべり，幅約 50cm の下水路を塞いた箇所もあ
る．全・半壊を免れた家屋でも多くの家屋で土台
のひび割れ，外壁や屋根瓦の落下などがみられた．

　長岡高専（長岡工業高等専門学校）は悠久山北
東部に立地している．敷地中央部の長岡高専 1 号
館・2 号館は被害が目立たないが，周辺部の斜面
付近では斜面の滑落（重力沈下）と押し出しによ
る地割れが目立ち，それに伴う建物の被害が目
立った．斜面の擁壁は押し出され，ところどこ

第 2 図　長岡悠久山地域の家屋等の倒壊率

二階が圧壊した家屋 下流側へ傾倒した家屋
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ろ破壊している．とくに図書館・活動センターの
後ろ洗心館・食堂との間の亀裂（N60 ～ 70W 方
向）は大きく，接合部が約 180cm 開き，南側が
約 60cm 沈下している．また，寮の食堂も南斜面
に幅 190cm が地溝状に落ち込み，N80W 方向の
地割れにより基礎地盤が落ち込んで建物が抜けあ
がった． 盛り土は浅く，粘土質マトリックスの礫
層からなる基盤（御山層）が浅部にみえる．最近建っ
たと思われるテクノセンター（鉄筋 5 階建て）は
北側の壁に共役性の亀裂がみられた．校舎の南西
側には NW 方向の緩い谷がみられるが，校舎の一
部はこの谷を埋め立て建設されている．ここでも
谷側へ落ち込む地割れや，盛り土部では建物の抜
け上がりがみられる．
　高専南西側に位置する谷沿いの住宅では谷底へ
両岸からの押し出し・滑落があり，谷埋め盛り土
上の宿舎の中央が陥没・傾斜している．南側の斜
面の切り土部に位置する家屋でも，壁・屋根瓦の
落下，谷に直交する方向のガラス窓のガラス破損
が生じている．

盛り土の表層すべりで大きく傾倒した家屋

不同沈下した長岡高専の建物

滑り落ちてきた擁壁で塞がれてしまった側溝

長岡高専の壁にできた共役性の亀裂

旧河道に盛り土をした住宅地
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　長岡高専の東麓には，かつての旧河道（幅 70 ～
80m）とみられる NW 方向の地形が残っているが，
約 4m の盛り土をした住宅地になっている．ここ
では河岸の盛り土がかつての河道側へ家屋ととも
に滑落するなど，家屋・道路の変状ともに著しく，
狭い範囲ではあるが損壊の顕著な地区である．一
段高い段丘面では被害はほとんどない．

（3）道路・地盤等の変状
　道路の被害で顕著な箇所は泉翠池の湖畔で，地
山斜面を切って造られたとのことであるが，約
70m にわたり道路の中央から池側が最大で約 1m
滑落した．滑落の程度は池の北半部（下流側）で
著しい．対岸の遊歩道は砂利敷きであるが，池に
沿う方向の地割れや波打ちがみられ，滑落は数
10cm 程度である．谷の上・下流部とも，埋設管
のある道路では，波打ち，数 10cm ～ 1m 程の陥没，
亀裂，段差がいたるところでみられる．道路の地
割れの方向は谷沿いの NNE-SSW 系とそれにほぼ
直交する E-W 系が多い． 
　道路変状の要因は盛り土のすべりによるものが
ほとんどで，悠久山断層のあきらかな変位は地表
では確認されなかった．しかし，老人福祉施設「お
山の家」玄関前の道路にみられる約 30m にわたる
NNE-SSW ～ N-S 方向の地割れは，御山層（赤色礫
層）を切っており，破断面は開口幅 42cm，落差
45cm，73°～ 90°の正断層状である．また，谷
底の NNE-SSW 方向の亀裂にはコンクリート製水
路を約 3cm 左横ずれに変位させている箇所もあっ
た．
　悠久山北側に位置する蒼柴神社では，参道（E-W
方向）にある藩主墓（石燈篭）の転倒率はほぼ
100％で土台の回転は時計回りが 1 つ，半時計周
り（5 ～ 30°）が 7 つであった．石灯籠・鳥居の

倒壊方向は NNE 方向と SSW 方向，E 方向と W 方
向が多い．悠久山球場西側の参道（N-S 方向）の
燈篭（高さ５～６ｍ）・鳥居の崩壊方向は NNE 方
向と SSW 方向が顕著である．花崗岩の柱が破断し
て倒壊している．蒼柴神社，禰宜（神職）の住居
は全壊し，建物は E-W，N-S に向いて建てられて
いるが，多くは N 方向に倒壊した．付近の狛池側に滑落した道路（悠久山泉翠池）

変状の著しい道路と家屋（悠久山）

御山層を切る正断層型の地割れ（悠久山老人福祉
センター）

御山層を切る地割れにみられる鏡肌と条痕（悠
久山老人福祉センター）
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犬や石灯篭の多くも N 方向に倒壊し，大きな台座
は左回りに回転している．はね上がって移動した
と思われる台座も多くみられた．

悠久山東方の栖吉川沿い

（1）地質
　悠久山東方の栖吉川沿いの地質は，主に御山層
ないしは低位段丘と河川成堆積物からなる．集落
はほとんどが低位段丘ないしは河川成堆積物上に
立地している．背後の東山丘陵は新第三系～更新
統の火山岩類ないしは堆積岩からなる．

（2）家屋等の被害
　栖吉川上流谷部には古くからの集落が密集して
おり，家屋は主に右岸側の低位段丘上に立地して
いる．
　北側に位置する成願寺川の集落に比べると，栖
吉川沿いでは全・半壊など被害がめだつ．とくに，
栖吉川の谷部の集落は狭長な段丘上の急傾斜地に
立地している．ここでは段差数 m の平坦面上の
段丘崖間際に立地した家屋の傾倒や圧壊が見られ
た．山際から離れた段丘崖付近の土蔵は完全に破
壊されていた．擁壁は古くからの石積み擁壁が多
く，コンクリートで接着していないものなどの崩
落がめだった．善照寺～普済寺の山麓西斜面には
小規模な地すべりや地割れが多く，栖吉神社や普
済寺の本堂や周囲の家屋にも大きな被害が集中し
ていた．栖吉神社の西側斜面には幅 110cm，段差
70cm の地割れが 30m にわたり複数生じていた．
また，西側斜面の谷にあった田を埋め立てて造成
した宅地でも半壊家屋が多くみられた．山際の急
傾斜地から緩斜面への遷緩線付近の家屋や，かつ
ての地すべり地上での被害が大きい．外観では分
からないものの，家屋のすべりや歪みにより内部
が激しく壊れている家が多かった．栖吉川の谷の
出口にあたる栖吉町集落センター～農村公園周辺
では，家屋の被害は壁や屋根瓦の落下等の一部破
損が主でそれほど大きな被害はみられなかった．
地盤は御山層ないしは低位段丘の緩傾斜地にあた
る．栖吉川沿いの西部の集落は低位段丘に立地し
ているが，瓦や土蔵の壁の落下などの被害はある
が，家屋の外見からの顕著な損壊はみられない．

（3）道路・地盤等の変状
　栖吉川に近い普済寺では幅 30cm を越える地割
れが寺の本堂を貫通していた．善照寺の墓石の倒

壊率は 91%（438/482），立っている墓石 44 基の
内，20 ～ 120 度左に回転しているものが 21 基，
15度～120度右に回転しているものが2基であっ
た．栖吉川の谷の出口周辺では，地割れも緩斜面
での重力的な滑落であり，その方向は多様である．
道路は下水管に沿って数 10cm 程いたるところで
陥没している．陥没部分のアスファルトの下は空
洞化しており，下水管を埋積した砂は流されたり，
圧密沈下した箇所もみられた．田圃沿いの地域は
圃場整備のために以前，田圃を全体に１ｍほど下
げたとのことで，田圃と敷地との高さが約 2m 増
し，一段高い敷地の地盤がずり落ち地割れが生じ
ていた．付近の家屋も田圃側が一部傾倒した．バ
ス通りも田圃側にずり出しており，通り下の側溝
が押しつぶされ，道路には亀裂が生じていた．

悠久山北方の低位段丘地区（若草町・悠久町） 

（1）地質

　悠久山北方地区は低位段丘と河川成堆積物ない
しは氾濫原堆積物からなる低地帯にある．この地
区は低位段丘上の古くからの集落と，田圃跡の氾
濫原に盛り土をした昭和 30 ～ 40 年頃の大規模振
興住宅地が分布する．

（2）家屋等の被害
　若草町の多くは昭和 30 ～ 40 年頃の住宅地で
低位段丘上に立地している．半壊家屋は住宅地中
央を NW-SE 方向に走る 2m 程の低崖に沿って集
中している．この低崖は現地の聞き込み調査から
かっての谷の縁にあたることが分かった．低崖は
地方道側へ向かうにつれて亀裂に変わり，家屋の
床下にまで約 300m 延びている．段丘頂部の平坦
地では顕著な被害はなく，壁のひび割れ，屋根の

崩壊した石積み擁壁（栖吉町）
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ぐし瓦の損壊が主であった．悠久町の半壊被害は
局所的であるが集中している．米軍の空中写真か
ら NW 方向の低地帯が判読されるが，半壊家屋は
この低地帯を埋め立てた最上流部に位置している．
この付近では盛り土の液状化によって斜面側へ側

方流動が起こり，床下まで続く激しい地割れによ
り家屋に歪みや傾倒が生じた．

（3）道路・地盤等の変状
　若草町の道路は段丘の斜面と中央の谷部に限ら
れるが変状が著しく，埋設管に沿う 5 ～ 10cm の
段差や波状変形，15cm 程度のマンホールの抜け
上がりなどがみられた．
　悠久町の低地帯の上流部では，畑や道路はこの
表層すべりによる末端が伸し上がったマウンドが
みられた．道路は波状変形や斜面方向とそれに直
交する方向の亀裂が生じていた．低地帯の下流部
では現在も水田になっており，液状化痕がみられ
た．この低地帯の盛り土の縁に沿って，ほぼ N-S
方向に約６km にわたる亀裂・段差がみられた．

悠久山北方の盛り土地区（中沢町）

（1）地質
中沢町には N － S 方向の東西二本の谷をもつ低位
段丘上に位置する古くからの集落と氾濫原に盛り
土をしたかっての新興住宅地がある．

（2）家屋等の被害
　被害が著しい地区は，東西に並走する N － S 方
向の二本の谷（幅 50 ～ 70m）の埋め立て地で，
いずれもかつて湿地や田圃，溜め池があり，現在
は盛り土により宅地となっている．かつての池は
市のごみ捨て場になっていたというが，現在公園
にされている．全・半壊家屋はこの谷部に集中し，
谷の低部へのすべりに伴う歪みや傾倒によるもの
が多い．建造物や電柱の傾斜方向は全般的に南方
向である．二本の谷に挟まれた段丘上に位置する
専行寺の墓石の転倒率は 41% (105/256) であっ

低崖に立地し激しく歪んだ鉄筋コンクリート
家屋（若草町）

盛り土地にみられる液状化痕（悠久町）

傾斜地の盛り土のすべりによる地割れ（悠久町）

盛り土の表層すべりによる道路の変状（悠久町
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た．段丘上の平坦地に立地する家屋の被害は小さ
い．
　氾濫原の盛り土地での被害は中沢三叉路とその
北方付近に集中し，そこでは E 方向に 3 軒連続し
て傾倒している家屋や圧壊・傾倒している家屋が
みられた．これらの家屋は全てがとくに古いわけ
ではなく，比較的新しい商店もあった．とくに，
建築資材倉庫は 70 × 30m 程の大きな倉庫であ
るが，本震で傾き，続く余震で徐々に N 方向へ倒
壊したとのことであった．また，住宅地を通る幅
数 10cm ～ 1m 程の小さな下水路でも，液状化に
より盛り土が下水路側へ側方流動し，家屋の傾倒．
歪みをもたらした． 
　昔田圃であった場所の埋め立て地で，とくに低
位段丘縁にあたる低崖付近で損壊が顕著である．
段丘西縁の埋め立て地では被害が集中し，SE 方向
や NW 方向に傾倒している家屋が多い．

（3）道路・地盤等の変状
　道路変状が概して著しく，埋設物のある道路は
それに沿うように亀裂や段差，波状の変形，10

～ 30cm 前後のマンホールの抜け上がりがみられ
た．とくに，段丘西縁の中沢三叉路付近では抜け
上がりが顕著で，50 ～ 80cm に達する．この顕
著な抜け上がりは，付近の道路標識が沈下し電線

東方向へ連続する家屋の傾倒（中沢町）

東方向へ連続する家屋の傾倒（中沢町） 一階が圧壊した家屋（中沢町）

続く余震で次第に傾き倒壊した倉庫（中沢町）

８０cmに達するマンホールの浮き上がり（中沢町）
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に引っかかっていることから，地盤が局所的に 20
～ 30cm 程度沈下したことに加えて，マンホール
の浮力による浮き上がりによるものと考えられる．
この地区北側には昔の水路を埋めたてた遊歩道が
あるが，そこでは液状化が顕著で道路の変状が著
しかった． また，液状化により盛り土が側方流動
し，陥没した通路が見られたマンションがあった．

長岡中部地区の被害と地質との関係

　長岡中部地区の地質は，御山層（中期更新世），
段丘（後期更新世～完新世），沖積低地（完新世）・
盛り土地に大別できるが，被害の特徴はそれぞれ
の地質に対応している．

（１）御山層（中期更新世）・先御山層基盤分布域
　悠久山の御山町，悠久町，西片貝町，栖吉町で
特徴的にみられる．御山層はくされ礫を含む礫層
と砂泥互層からなり，中部地域では比較的地盤強
度は良好である．この切り土地に立地した家屋，
建造物の被害の特徴として，2 階が圧壊した全壊
家屋や壁などに共役性の亀裂がみられたことから，
震動が直接伝わったことによる被害が推定される．
共役性の亀裂は盛り土地や埋め立て地の家屋・建
造物では確認していない．同じ切り土地でも，中
央の平坦部は被害が小さいのに対し，縁辺部では
斜面すべりにより被害が大きくなっている．先御
山層基盤が分布する栖吉町は山麓の急傾斜地で被
害が大きく現れている．

（２）段丘（後期更新世～完新世）分布域
　若草町，中貫町，悠久町，栖吉町，鉢伏町で特
徴的にみられる．鉢伏町の住宅地の被害はきわめ
て小さいが，これは地盤の良好な中位段丘上の平
坦地に立地しているためと思われる．若草町，中
貫町，悠久町の段丘上でも被害は概して小さい．
とくに，平坦部では被害が小さいが，低崖脇や緩
い傾斜地上の家屋に強い被害が集中している．こ
れも斜面すべりによるものと考えられるが，一部
で，鉄筋コンクリート家屋の壁の亀裂や損壊跡か

ら，震動による被害と考えられるものもみられる．

（３）沖積低地（完新世）分布域・盛り土地
　中沢町，西片貝町，長倉町で特徴的にみられる．
中沢町は氾濫原の泥質堆積物に盛り土した大規模
な住宅地である．被害が大きい箇所は段丘との境
界付近や段丘上に形成された浸食谷の盛り土地で
ある．浸食谷の盛り土地では斜面すべりによる被
害が主であるが，盛り土地の平坦部でも被害が集
中している箇所がある．低崖とは無関係な方向に
傾倒した家屋やコンクリート建造物の壁の亀裂の
特徴などから，震動による被害も考えられる．また，
平坦地でも，家屋の脇に幅数１０cm ～１m 程度の
下水路が掘られ，側壁の土留め工がなされていな
い箇所では，その下水路側へすべり傾倒した家屋
も見られた．
　西片貝町の新興住宅地では，局所的ではあるが，
被害が甚大な箇所がある．ここでは旧河道内の住
宅だけに被害が集中しており，周囲の自然堤防上
の家屋の被害は小さい．これは旧河道中を埋積し
た約４m の盛り土がかつての川底側へすべったも
ので，河岸では盛り土が１m 以上滑落している．
長倉町はボーリングデータでは地下に扇状地性の
厚い礫層があるが，泥層と互層するためか，被害
が大きくなっている．

　以上のことから，被害要因として，震動による
盛り土の液状化，側方流動が主とみられるが，段
丘縁辺や谷沿いでは地下の地質構造に規制された
震動による直接の被害も考えられる．氾濫原上に
立地する新興住宅地は今後ますます増えていくも
のと思われるが，下水路などのわずかな凹地や斜
面でも地盤が横すべりをするため，土留め工など
地盤の流れを抑える対策が重要になろう．
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はじめに

　2004 年新潟県中越地震により見附市街地では，
地盤の液状化による噴砂，家屋の傾斜，地割れの
ほか，瓦屋根の損傷などの多くの被害が発生しま
した．そして，これらの被害の分布を詳細に調査
した結果，地盤の液状化による被害は刈谷田川の
北側に集中し，瓦屋根への被害は南側に集中して
いることが明らかになりました．さらに，このよ
うに被害が集中する原因を明らかにするために，
地下に分布する地層のようすと，地盤の揺れ方の
特性を調査した結果，液状化が発生した地域は，
昔の刈谷田川が流れていた場所を埋め立てて，住
宅や工場などを建てたところであることが分かり
ました．また，瓦屋根への被害が多い地域は，被
害の少なかった地域に比べて地下にたくさんの砂
があり，地盤が固い場所だったことが分かりまし
た．ここでは，見附市街地で発生した被害のよう
すと，それらの被害と地盤の関係について説明し
ます．

見附市では震度 5強

　見附市は第 1 図に示すように，中越地震の震源
域から北へ約 20km のところに位置しています．
そして，この地震では震度 5 強を 2 回（10 月 23
日 17:56，18:03），震度 5 弱を 3 回（10 月 23 日
18:43，27 日 10:40，11 月 10 日 3:43），震度 4
を 11 回観測しています．また，市役所のまとめ１）

によると，人口約 4 万 4 千人，世帯数約 1 万 3 千
のところ，人的被害は，死者 1 名，重傷者 27 名，
軽傷者 465 名にのぼり，建物の被害は家屋全壊
53 棟，大規模半壊 18 棟，家屋半壊 461 棟，一部
損壊 10,964 棟と非常に大きな被害が発生しまし
た．

被害のようす

　被害の調査は本震から 3 日後の 10 月 27 日に始
め，被害の目立った下図の黒線で示す範囲で行い
ました．この調査した範囲での被害の種類として
は，地盤の液状化による噴砂，道路の波打ち，建
物の傾斜，ビルの抜け上がり，地割れや亀裂のほか，
堤防の損傷，瓦屋根の損傷がありました．
　噴砂とは，地震の振動により液状化した地盤か

見附市街地における建物の被害と地盤の関係

坂東和郎・齋藤浩之・浦山智晴※

＊株式会社興和 企画開発室　〒 950-8565 新潟市新光町 6番地１

第 1 図 . 見附市と震源域の位置
第 2 図 . 被害調査を行った範囲 ( 黒枠内 )
(国土地理院発行の1:25,000地形図｢見附｣を使用)
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ら地下水を伴って地上に噴き出した細かい砂や泥
のことで，公園やグラウンドなど地面が広く露出
しているところでは，直線状に連なって噴出して
いるようすが見られました（第 3 図）．また，舗装
に覆われた場所では，歩道と車道の境界などの継
ぎ目（第 4 図），あるいは電柱の回り（第 5 図）な
どのわずかなすき間を見つけるようにして噴出し
ています．この噴砂の量は，10 月 23 日の本震で

は非常に多く，ひどいところでは道路一面が深さ
20～30cmほどもの砂や泥水で覆われたそうです．
なお，噴砂の発生は，震度 5 強を記録した 10 月
23 日と，震度 5 弱を記録した 10 月 27 日に発生
しています．
　噴砂の見られる地域では，地下の砂が噴き出し
てしまうために地面が沈み，道路が波打ってしまっ
たり（第 6　図），家屋などが傾いてしまうなどの

第 3 図 . 公園に見られた直線上の噴砂 ( 新町 3 丁目）

第 4 図 . 舗装の境界からの噴砂 ( 南本町 2 丁目 )

第 5 図 . 電柱の根元からの噴砂 ( 南本町 2 丁目 )

第 6 図 . 液状化により波打った道路 ( 南本町 2 丁目 )

第 7図 . 噴砂が原因で傾き接触した家屋 (南本町3丁目 ) 

第 8 図 . 地面が沈降し抜け上がったビル ( 本町 2 丁目 )
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被害も発生しています．中には，家屋の境界で噴
砂が発生して地面が沈み，二軒の家の軒先が接触
してしまう被害も発生しています（第 7 図）．
　このように家屋では傾斜という被害が発生して
いますが，ビルでは抜け上がりという被害が発生
しています（第 8 図）．普通，ビルの基礎にはその
建物の重さを支えるために，杭が利用されていま
す．このような基礎を杭基礎といいますが，杭基
礎を持つビルの周囲の地面が沈むと，杭で支えら
れているビルは地面と一緒に沈まずに地面だけが
沈むので，まるでビルが抜け上がったような現象
が起こるのです．
　また，地割れや，道路やコンクリート塀への亀
裂も多く見られるほか（第 9 図），刈谷田川の堤防
では，大きな亀裂の発生や堤防そのものの沈降が
見られます（第 10 図）．この堤防の沈降は大きい
ところでは 40 ～ 60cm に達しています．ただし，
この堤防が沈降している場所の多くでは，2004 年
の 7.13 水害の時に川の水が越流する災害も発生し
ていて，この沈降はかなり前から進んでいたこと
が考えられます．

　そのほか，家屋では瓦屋根の損傷も多く，とく
に屋根頂部の棟瓦がずれたり落下するケースが目
立っています（第 11 図）．

被害と地盤の関係
刈谷田川の昔のようす

　刈谷田川は暴れ川で知られ，明治年間だけで 40
回を超える破堤があったと記録されています．そ
のため，1919 年（大正 8 年）から 1941 年（昭
和 16 年）にかけて河川改修が行われ現在の河道に
変更されています２）．その後，かつての刈谷田川（こ
こでは以降，旧河道といいます）は次第に埋め立
てられ，現在ではほとんどが市街地の地下に埋まっ
ています．下の 2 枚の写真は，1948 年と 2004
年の地震後に撮影された見附市街地の空中写真で
す．旧河道の上に市街地が広がっているようすが
よくわかります（第 12 図，第 13 図）．

地盤の液状化による被害の
発生したところ

　地盤が液状化したことによる噴砂，路面の波打
ち，家屋の傾斜，ビルの抜け上がり，地割れや路
面の亀裂といった被害がどのような地盤のところ
で発生したかを見ると，旧河道を埋め立てた場所
とその周囲であることがはっきりとわかります（第
14 図～第 18 図，グラビア）．また，堤防に亀裂が
生じたり沈降していた場所も，旧河道の上に現在
の堤防が作られた場所で発生していることがわか
ります（第 19 図）．
　このように旧河道を埋め立てて作られた地盤は，
自然に堆積した地盤に比べてゆるく，また，地下

第 9 図．道路に生じた亀裂（嶺崎 1 丁目）

第10図．大きく沈降した刈谷田川の堤防（南本町1丁目）

第 11 図．棟瓦の落下した屋根（熱田町）
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水位も高いので地盤の液状化が発生しやすいとこ
ろであったといえます．

瓦屋根への被害が多いところ

　見附市街地の地下の地層のようすを見ると，ま
ず周辺の丘陵に分布する礫・砂・泥からなる「魚
沼層」や「御山層」といわれる地層３）が，平野部
では深度 40 ～ 60m より深いところまで続き，平
野を埋める堆積物の器（入れ物）を作っています．
そして，この上を厚さ 10 ～ 25 ｍの「砂礫層」が
覆い，さらにその上を粘土や砂からなる「沖積層」
が覆っています．この沖積層の厚さは 15 ～ 40 ｍ
あり，場所によって粘土層が厚くなったり，砂層
が厚くなったりと変化しています（第 20 図）．
　この粘土層の厚い範囲は刈谷田川より北側の市
街地と，南側の丘陵に近い地域であり（第 21 図），
砂層が厚い範囲は今の刈谷田川沿いから少し南側

の地域となっています（第 22 図）．
　ここで，地震により瓦屋根が被害を受けた家屋
の分布を見ると，刈谷田川の南側に集中している
ことがはっきりとわかり，さらに，これが砂層の
厚い範囲と重なっていることがわかります（第 23
図）．
では，砂層が厚いとどうして瓦屋根の被害が多く
なるのでしょう．これには，地盤の揺れ方と家屋
の揺れ方が関係していると考えられます．
　まず，地盤の揺れ方についてですが，実は，地
震が起きていないときでも地盤は常に，そして微
かに揺れているのです．第24図はある地震発生前
後の波形データですが，地震発生の前も振動して
いるようすがわかります．この揺れは常時微動と
いわれます．常時微動は，測定される場所により
その揺れ方が異なり，地盤の固いところでは小刻
みに小さく揺れ，逆に地盤の軟らかいところでは
ゆったりと大きく揺れます．つまり，地盤の固い

第 12 図．1948 年の見附市街地
1948 年 12 月 9 日米軍撮影の空中写真

第 13 図．2004 年（地震後）の見附市街地
2004 年 10 月 28 日国土地理院撮影の空中
写真
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第 15 図．路面の波打ちの発生箇所

第 14 図．噴砂の発生箇所
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第 16 図．傾斜した家屋等の位置

第 17 図．地割れ・路面等の亀裂発生箇所
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ところでは周期が短く，軟らかいところでは周期
が長くなります．また，常時微動は常に一定の周
期で振動しているのではなく，いろいろな周期の
波が合わさっているものですが，よく見ると，そ
の中には卓越して現れるある周期の波が含まれて
います．この周期のことを「地盤の卓越周期」と
いい，小さな振動計を使って調べることができま
す４）．
　一方，家屋などのすべての建物もある周期を持っ
ています．この周期は，建物が低ければ短く，高
ければ長くなります．また，建物の剛さとも関係
していて，壁が多かったり筋かいの多い剛い建物
では短く，古い木造住宅のように壁が少ない建物
では長くなります．このような個々の家屋の周期
のことを「固有周期」といいます．そして，木造
家屋の固有周期は，一般に 0.1 ～ 0.5 秒であり，
新しい家屋で短く，古い家屋で長くなります．また，
地震により柱や壁が傷むなど家にガタがくると固
有周期は延びるといわれています５）．
　そして，ある場所の地盤の卓越周期と，そこに
建つ家屋の固有周期が同じとなるようなところに
地震がくると，家屋の揺れ（振幅）が大きくなり，
被害を受けることになります．この現象を「建物
と地盤の共振」といいます．
　見附市街地で常時微動観測を行った結果を見る
と，地盤の卓越周期は約 0.2 ～ 0.9 秒の範囲にあ
り，粘土層の厚い範囲では 0.7 ～ 0.9 秒，砂層の
厚い範囲では 0.4 ～ 0.7 秒となっています（第 25
図，第 26 図）．そして，瓦屋根への被害との関係
について見ると，被害の多い地域は，厚い砂層が
分布する比較的に固い地盤であるために，卓越周
期が家屋の固有周期と重なる範囲を持ち，建物と
地盤の共振が起きたと見ることができます．一方，
被害の少ない地域は，厚い粘土層が分布する比較
的軟らかい地盤であるために，卓越周期が家屋の
固有周期に比べて長く，共振が起きなかったと見
ることができます．
　下の図は，卓越周期と瓦屋根の被害の関係をみ
るために，常時微動の観測点から半径 100 ｍ以内
にあるすべての建物に対する，瓦屋根の損傷家屋
数の割合を算出したものです．これを見ると卓越
周期が 0.4 ～ 0.7 秒の地域で被害が大きくなって
いることがよくわかります（第 27 図）．

おわりに

　この見附市街地の地震被害調査は，被害の記録

を正確に残し，今後の地盤災害の防止に役立てる
ことを目的に実施したものです．この調査結果が
見附市ならび同様な災害の危険性のある地域にお
ける防災計画の一助となれば幸いです． 

謝辞　本調査は、中越地震による見附市の被害に
関する総合研究として，関東学院大学との共同研
究の一部をなすものです。さく井資料およびボー
リングデータを提供いただいた見附市役所の関係
各位に心から感謝します . なお，本調査のうち、常
時微動観測については，棈木紀男研究室のご協力
を頂きましたことを付記し、同教授ならびに学生
諸氏に感謝致します . また，このような公表の場を
提供してくださいました新潟大学中越地震調査団
に感謝いたします．

引用文献

1）見附市（2005）中越地震に関する報告とお知らせ．
見附市役所ホームページ

（http://www.city.mitsuke.niigata.jp/）．
2）見附市史編集委員会編（1981）見附市史．上巻，第

1，見附市，961p．
3）小林巌雄・立石雅昭・小松原琢（2002）三条地域の

地質．地域地質研究報告（5 万分の 1 地質図幅），地
質調査総合センター，93p．

4）中村豊・上野真（1986）地表面震動の上下成分と水
平成分を利用した表層地盤特性推定の試み．第 7 回
日本地震工学シンポウム，265-270．

5）杉山英男（1996）地震と木造住宅．丸善，366p．



113

第 18 図．ビルなどの抜け上がり箇所とその量

第 19 図．堤防の損傷箇所
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第 21 図．粘土層
の厚い範囲

第 20 図．市街地の南北地質断面図

第 22 図．砂層の厚
い範囲
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第 25 図．地盤の卓越周期と厚い砂層の分布範囲

第 23 図．瓦屋根の損傷家
屋と砂層の分布

第 24 図．地震記録と常時微動

第 27 図．地盤の卓越周期と屋根
被害率

第 26 図．地下の地質と地盤の卓越
周期との関係
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はじめに

　FC 新通での暗渠排水の調査は、信濃川最下流マ
イナス地盤にある水田の汎用化のための調査です。
暗渠の吐出口を排水路の水面下に出し、吸水渠の
溝を籾殻で埋め戻すと水田の湛水と籾殻と吸水渠
と集水渠および排水路水面の間に水理的連続を維
持すると、高い土壌水分張力が発生することが、
わかりました。この高い張力が発生する原動力は、
集水渠管内を流れる水の質量と加速度を乗じた力
であると、思われます。新開や神谷での調査は、
籾殻疎水材の腐植防止対策や地下水面の低下を抑
制する目的の調査です。腐植原因は、流動層が消
滅すると流動層内に負圧が発生することがわりか
ました。この負圧が発生したときに、大気を吸引
させて、地下水と地表水を分離すれば、地下水面
が低下しても地表水は保全されることを調査して
いるときに、中越地震が発生しました。

液状化対策と地下水面変動からみた中越地震

中野俊郎 *・稲葉一成 **・豊島剛志 **・卯田 強 ***
* 自然科学系 ( 農学部 )・** 自然科学系（自然学研究科）・*** 自然科学系 ( 理学部 )

要旨

　地下水面が低下し , 暗渠溝を籾殻で埋め戻した所に空気が侵入して , 籾殻が腐植して空洞化した箇所に
農作業機械が填まり込む事故が多発しました。2001年から地下水面の低下の調査を継続している最中に ,
中越地震が発生しました。段丘の端に位置する長岡市新開町水田では , 地下水面下に地下水が流動する層
があり , この流動層が消滅すると負圧が発生することを付き止めました。そこで , 地下に負圧が発生した
ときに , 大気を吸い込ませて空気膜層を作り , 地下水と地表水を分離させれば , 地下水が低下しても地表
水は保全されることを確認する調査を行っていました。地中 1m に負圧センサーで観測していたところ ,
中越地震が発生する80日前から地下水面が1.5mから低下し始め ,40日前に最深3mまで低下しました。 
その後 ,40 日間で負圧がキャンセルされて , 田面下 1m まで回復した時に中越地震が発生しました。その
後の地下水面は低下傾向を示しますが ,余震が発生するごとに1.5mまで回復する挙動を繰り返しました。
ここでは , 吸水渠埋設近傍の客土層と砂礫層の境目に空気膜層を造り地下水と地表水を分離させれば地下
水が低下しても地表水は保全することができることと , 新潟大学フィールド科学教育研究センター新通ス
テーション (FC 新通 ) を貫通する集水渠吐出口が排水路水面下に出る構造では , 集水渠管内の水の質量と
加速度に依拠する吸引力によって排水量増大と地下水面を低下させる事実から , 液状化仕組みとこれを抑
止させる方法について記述します。地震を研究対象にしていませんが , 偶然 , 地震振動に伴った地下水面
の変動を捉えることができました。80 日前から現れる地下水面昇降から、地震を予知する可能性を記述
します。

キーワード : 水田の汎用化 , 暗渠排水 , 地下水低下 , 負圧 , 質量×加速度 = 力 , 地下水流動層 , 液状化 , 陥没 , 地震予知

図 1　調査地　

I　段丘上水田の陥没と液状化被災報告

　道路が崩壊し入村が困難な山古志などの調査が
できませんでしたが、2001 ～ 2004 年に地下水の
観測を継続していた場所が中越地震被災地に近く、
信濃川中流域河岸段丘上の液状化が発生した水田
の調査を行いました。液状化が発生した水田の地
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盤は、厚さ 1 m に山土を客土された下層に厚さ 15 
m の砂礫層が堆積 1) しているのが、図 1 に示した
調査地の特徴です。このような地盤構造を有する
長岡市新開町、旧越路町西野・神谷・本条および
小千谷市高梨の水田で発生した液状化被災に関す
る調査を着手しました。神谷67と新開町において
は、地下水面下に地下水が流動する層があり、こ
の流動層 2,3, 8) が消滅すると負圧が発生することを
付き止めました。そこで、流動層に負圧が発生し
たときに大気を吸い込ませて、厚さ 1m の客土層
と砂礫層の境目に空気膜層を造り、地下水面が低
下しても地表水が保全されることを、検証しまし
た。また、液状化や陥没が発生した中に被災が軽
微な水田を見付けました。よく調査すると、暗渠
の吐出口が排水路水面下に出ているため、盛んに
排水されており、地下水面も田面下 50 cm に低下
しています。このことは、農学部新通農場(FC新通 )
で行なった調査結果と符号しています。

1. 小千谷市高梨 ( 陥没と液状化 ) の被災状況

　1975 年ころに土木材料として砂利が採取され
ました。砂利採取掘削深さは、5 m までに規制さ
れていました。この写真を見ると、砂利採取した
境界に沿って陥没しているのが伺えます。現地で
見ると 80 cm の段差と液状化が発生し ( 写真 1)、
吸水渠土管が田面上に噴出すなどの農地被災が起
こっていることがわかります。このような陥没に
より大きな段差が生じた 30 m × 100 m に大区画
化された水田の復旧には、水田面の均平化や暗渠
施工のやり直しの経費負担が大きいことが推察さ
れます。
　その他、コンクリート製 U 字溝の排水路が地震
力で 1m 以上も浮き上がった箇所や、アスファル
ト舗装された農道に発生した大亀裂やマンホール
の浮き上がりなど , 多大な被害がもたらされまし
た。水田面上に噴砂堆積した土をみると、砂だけ
でなく客土成分も混在し、噴砂後の余震で再配列
して噴砂堆積土の表面に客土である粘性土が観察
されます。一旦、地表面に噴出された砂と粘生土
が地震力で再配分され、粘性土よりも乾燥密度 ( 比
重 ) が大きい砂が下層に、砂よりも乾燥密度が小
さい粘性土が堆積上層に移動したと、考えられま
す。
　隣接する旧越路町岩野では陥没は無いものの液
状化した水田は多く見られます。
　この高梨地区の砂利採取境界に沿った陥没現象
は ,砂利採取後に山砂利をゆる詰め状態に締め固め
られた間隙に地下水が溜まり、このゆる詰め構造
が地震力で一気に破壊されて、大きな地下水の塊
となったと考えられます。この水の塊の質量と地
震加速度に依拠する力 ( 噴砂力 ) が、田面下 80cm
に埋設された暗渠の土管を、地表に吹き上げたと
推定されます。
　地震発生翌日に高梨を撮影した航測写真には、
旧区画の跡が認められます。この旧区画の境目に
沿って砂利採取されたと考えられます。この高梨
で陥没した境目では、陥没していない側の耕盤層
が異常に固く、検土杖で突き刺しても貫入できな
いことからも、境目に沿って砂利道が存在してい
ることがわかります。
　小千谷市高梨や旧越路町西野で陥没した水田を
復旧するには、均平作業と暗渠施工が付随するの
で、経費が掛かります。その他に、地震力でコン
クリート U 字ブロックが 1 m 浮き上がった排水路
を修復することや、用水弁や埋設パイプラインを
修復する必要があります。

写真 1　高梨・岩野地区 (2004 年 10 月 24 日アジア航
空㈱撮影 )　

写真 2　高梨の砂利採取した水田の陥没状況　
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2. 長岡市 ( 旧三島郡越路町 )本条・神谷 64( 液状化 )
の被災状況
　写真 3 のように越路町本条地区の地下水面が浅
く暗渠が無い水田では ,長辺方向の農道や排水路で
挟まれた中央部に大量に液状化し形成された水田
面上に多く液状化し噴砂した堆積土が見られます。
本条には , 古来 , 常に湛水する池のように排水され
難い箇所があり , それが現在でも見られます。土層
柱状図を求めるために , ハンドオーガーで深さ 2m
まで穿孔して、翌日、穿孔内の水面を見ると田面
から 0 ～ 20 cm にあります。したがって , この地
表面近くに地下水面があるこの地区では ,地表付近
の地下水が地震力で振動して液状化が起こったと
考えられます。写真 4 の液状化した箇所の群を見
ると , 昔の信濃川の河道 13 ) が在ったことが , 液状
化を誘発させた原因ではないかと思われます 14)。
　関越道寄りの神谷 64 水田でも液状化し吸水渠
埋設線上に沿って堆積土が見られます。液状化し
て水田面上に堆積した土層を測量すると、水閘が
閉ざされた水田や排水路が土で埋まった状態の水
田では吸水渠埋設列に沿って液状化し堆積土が連
続していることがわかります ( 図 2)。
　中越地震が発生したとき、神谷や新開町でスト
レーナー付塩ビ管から大気を吸引させて負圧を
キャンセルさせた結果、吸水渠管内には水が溜ま
らなくさせたため、地震加速度と吸水渠管内の水
の質量に依拠する噴砂力が発生するのを抑制した
と考えられることから、水閘が閉ざされた条件で
は、吸水渠管内に溜められた水質量と地震加速度
に依拠する噴砂力が発生したと考えられます。水

写真 3　本条と神谷 64 の液状化

写真 4　本条 , 神谷 , 西野の陥没・液状化 (2004 年 10
月 24 日アジア航空㈱撮影 )

写真 5　籾殻の腐植・液状化新開町

図 2　神谷 64 水田の液状化噴砂堆積状況　
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田面上に液状化して堆積した土をみると、砂と客
土が一緒に堆積していることからも、液状化して
噴出した水は吸水渠管内に溜まった水であると推
定されます。

3. 神谷 67( 液状化無し ) の被災状況
　神谷 67 の地下水面の変動を調べるために、
2001 年に吸水渠直上と 4 m 離れた土中の圧力変
動の観測値を示したものです。+70 cm 水柱の正圧
から－ 70 cm 水柱の負圧が乱高下している様子が
わかります ( 図 3)3)。天井川を呈している渋海川沿
いであるため +70 cm 水柱の正圧が発生すること
は理解できますが、何故、負圧が発生するのかが
わかりません。
　農業法人神谷生産組合が管理するこの水田で流
動層の検層や流動層内の負圧を観測させてもらっ
ています。2001 年に観測開始した結果、正圧と負
圧が乱高下することや ( 図 3)、2003 年には流動層
が存在する ( 図 5) ことと、流動層が消滅すると流
動層内に負圧 ( マイナスの圧力 ) が発生します ( 図
7)。2004 年になると、流動層が現れなくなりまし
た。発生しつつある地震力によって、地盤が伸張
状態過程を通り、地下水面が田面下 1.5 m に低下
したと思います。
　籾殻の腐植状況を調べるために、スコップで掘っ
たときの様子が写真 5 です。長年月に渡り応力履
歴を受けると、土塊の結合力が弱まり土塊が分散
し、このことが籾殻の腐植と空洞化を誘引するこ
とにつながることを確かめるために、団粒分析試
験を行いました。網　目の開き目が 1cm を通過し
8 mm の網に残留する土塊 200 g を、水中で 1 時
間篩い各網の残留重量を測り残留率を求めたのが、
図 4 です。これは吸水渠直上と吸水渠から 1m 離
れた箇所の土の加積曲線を比較したものです。吸
水渠直上の土塊の方が分散していることがわかり
ます。
　負圧が発生することを探るために地下水流動層
の検層を行いました。10cm 間隔にサーミスター
温度センサーを 20 個連結した温度プローブを直
径 18 mm 長さ 3 m のステンレス巻パイプ内に挿
入し、1 時間間隔で地下水温度を観測しました。
2003 年 8 月 27 日の結果を、図 6 に示しました。
一連の結果から、田面下 1 m と 2.3 m の箇所に流
動層が現れます。第一流動層内に負圧センサーを
挿入して負圧を観測すると、流動層が消滅すると
負圧が発生することがわかりました。

図 3　2001 年神谷 67 の水田面下の圧力変動　

図 4　2003 年神谷 67 の水田土壌の団粒分析結果　

図 5　温度測定による流動層の検層方法　

図 6　新開町水田の 2003 年と 2004 年の検層結果　
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4. 旧越路町西野 ( 陥没と液状化 ) の被災状況
　この地区では、高梨と同様に砂利採取が行なわ
れたため、陥没と液状化が激しく広範囲に発生し
ています。地区全体の復旧基盤整備に大型機械が
導入されて、6 月には田植が行われます。いたる
ところで激しく陥没や液状化が起っている中で、
写真4の枠で囲った被災状況が比較的軽微な30 m
× 100 m の 5 枚の水田を見付けました。暗渠を調
べると、土や木材が堆積して排水路には水面が形
成され、暗渠の吐出口が水面下に水没していまし
た。吐き出し口からは、勢い良く排水されている
のが観察できます。後で、測水管を打設して地下
水面を測定すると、吸水渠管内の地下水面が田面
下 50 cm に低下していることがわかりました。こ
のことは、FC 新通の調査で得られた知見が正しい
ことを、表していることになると考えています。

5. 長岡市新開町 ( 液状化無し )
　河岸段丘の端に位置する場所で、厚さ 15 m に
砂礫層が堆積した上に山土を 1 m 客土した地盤
の上に圃場が形成されています。排水改善のため
に、深さ 80 cm に籾殻で埋め戻された暗渠が施工
されました。地元の耕作者から得た情報では、丁
度、客土層と砂礫層の境目に暗渠が埋設されたた
めに、地下水面が低下すると暗渠の埋設底面を通
して漏水するために、籾殻が空気に接触して腐植
し空洞化するようです。そのため空洞化したとこ
ろにビニール廃材を詰め込んで、漏水を防ぐ試み
をされていますが、暗渠排水機能を失うことにな
ります。神谷 67 の調査と同じ様に地下水面の低
下を把握するために、地下水流動層の検層と流動
層内の圧力を観測しました。2003 年には、深さ 1 
m と 2.3 m に流動層が存在し、神谷 67 と同様に
流動層が消滅すると負圧が発生します。地震が発
生する 2004 年は、流動層が現れなくなりました。
　2004 年には、流動層に負圧が発生したときに負
圧をキャンセルするために、大気を吸引して客土
層と砂礫層の境目に空気膜層を形成し、地下水と
地表水を分離させて地下水が低下しても地表水が

保全されるかを、調査しました。
　新開町水田の地下水の流動方向がわからないの
で、互いに直交する農道と畦畔上に 1 m 間隔に 9
本ストレーナー付き塩ビ管を打設し、流動層に発
生する負圧をキャンセルさせました。塩ビ管内の
地下水面は 1.5 m に低下させるこができましたが、
田面下 1 m の流動層内に挿入した負圧センサーで
の観測値からは、キャンセルされることが無く、
地下水面が 3 m まで低下する様子が見られます。
また、地震発生の翌日に撮影した航測写真をみる
と、新開町水田の神谷水田でも液状化は発生して
いません。偶然に、両地区共に地下水面が低下し
てしまっていたため、液状化が発生しなかったの
か、それとも大気吸引用塩ビ管を打設したために、
液状化が発生したかはわかりません。2005年には、
液状化し旧河道が通っていて、かつ、地下水面が
地表面近くにある水田の畦畔にストレーナー付き
塩ビ管を打設して、地下水面を低下させられるこ
とが出来ることを、検証します。

II 被災対策

図 7　流動層内の圧力変動　

図 8　神谷・新開町水田の暗渠配置　

図 9　空気膜層を形成した地下水と地表水の分離　
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1. 陥没の抑止対策
　(1) 1975 年頃に行なわれた砂利採取箇所の旧区
画境目で陥没が発生してることが、航測写真から
観察できます。旧区画は現区画とは、ほぼ 45°傾
いているため、掘削されていない旧農道が通って
いる箇所では、耕盤層が異常に硬いことからも区
画の境界があったことがわかります。表土扱いし
た復旧工事で、約 80 cm 陥没した水田の均平と漏
水の抑止効果が得られると同時に、天地返しで稲
の生育環境が改善されることが期待されます。
　(2) 陥没現象は、深さ 5 m まで砂利採取した後
に埋め戻した土の間隙水の質量に地震加速度が加
わって、大きな噴砂力が発生したと推定されます。
　(3) 中越地震の激しい揺れで地下水が噴出し砂
利採取後の埋め戻し土が密詰状態になったと想定
されますが、深部の飽和度が増したかは不明です。
地下水が質量と加速度によって噴砂する考え方が
正しいなら、畦畔上に長さ 5 m のストレーナー付
き塩ビ管 UV60 を打設し、再度、地震加速度に遭
遇したときに、この塩ビ管から地下水だけを噴出
させることによって、液状化を抑止することが期
待できます。

2. 液状化の抑制対策
　(1) 暗渠吐出口を大気開放すると空気が吸水渠周
面に浸入し排水性を悪化させるので、排水路水面
下に出して水面から吸い出す力に寄与する圧力水
頭と吸水渠管内の水の質量と加速度に依拠する吸
引力を発生させて、地下水面を吸水渠埋設深さま
で低下させます。
　(2) 稲刈り後は水閘を開けて地下水面を低下させ
るとともに、吸水渠管内に水を溜めないようにし
て、質量と加速度に依拠する噴砂力を抑制させま
す。
　(3) 神谷 67 や新開町水田のように厚さ 1 m の客
土層の下に厚さ 15 m の砂礫層が堆積しています。
このような地盤で、客土層と砂礫層の境目に施工
された吸水渠管の中の水と地下水が水理的連続が
維持された状態では、負圧が発生すると吸水渠管
内の水が吸水渠底面全体から漏水すると推定でき
ます。そのために籾殻疎水材が作土層・耕盤層か
ら浸入してきた空気と接触して籾殻が腐植すると
考えられます。
　(4) 排水性を阻害する耕盤層を突き破り、田面下
1 m 深さの客土層と砂礫層の境目に空気膜層を造
るために、直径 6 cm 長さ 2 m の塩ビ管の下部 1 
m の部分に 2 mm に穿孔したストレーナを付けて

打設します。流動層に負圧が発生したときに、大
気を吸い込ませて空気膜層を造ると、地下水と地
表水が分離され、地下水が低下しても地表水が保
全されると考えられます。
　(5) 新開町水田の検層結果から、2003 年に深さ
1 m と 2.3 m に流動層が現れていましたが、2004
年になると地震で地盤が伸張状態になり地下水面
が低下したためか流動層が現れていません。
　(6) 航測写真をみると、大気吸引用のストレー
ナー付き塩ビ管を打設した神谷 67 と新開町の両
方とも、100 m 四方で液状化は発生していません。
元々、地下水面が低下していなかったせいなのか
わからないので、信濃川旧河道にある地下水面が

図 10　新開町水田の地下水面変動　

図 11　新通区と黒鳥区の調査地　
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高い水田の畦畔に塩ビ管を打設して、大気吸引の
効果を確かめる調査を行なっています。
　(7) 同時に、第二流動層に大気を吸引させ、第一
流動層に用水を注水させて、地下水涵養を強化す
る調査を行っています。
 これらの考え方には二つの調査事例を基にしてい
ます。
　一つ目の考え方は、新潟大学フィ－ルド科学教
育研究センター新通ステーション (FC 新通 ) の暗
渠排水によって水田の汎用化を目指した調査結果
4,5,6,7,9,11,12) に基づくものです。
　新通地区では、昭和 23 年頃に耕地整理事業と
して、暗渠が施工されました。FC 新通の場所から
機械施工が導入されたものの、不慣れのために集
水渠溝を深く掘削したようです。FC 新通を貫通す
る直径 20 cm 長さ 600 m の集水渠は、図 12 と図
13 のように田面下 1.1 m に埋設され、新通排水路
への吐出口は排水路水面下に出る構造になってい
ます。この集水渠に直交方向に 20 m 間隔に田面
下 60 cm に吸水渠が施工されました。集水渠管内
は満流し流速は 5 ～ 20 cm/s あります。1983 年
に FC 新通 B3 区の新たに籾殻で埋め戻した吸水渠
を 2 本施工しました。1999 年まで、小排水路に
排水していましたが、法面崩落などで排水改善の
必要性が生じたため、反対側にある集水渠に接続
したところ、吸水渠直上で－ 800 cmH2O もの高
い土壌水分張力が観測されました。このような高
い土壌水分張力は、どのような駆動力が作用して
いるのかを探るために、集水渠管内の水の質量と
加速度に依拠する吸引力と旧吸水渠管内に負圧セ
ンサーを挿入して観測し、計算値に比較してみま
した。ほぼ、計算値と実測値が近似することから、
高い土壌水分をもたらす源動力は、
　質量×加速度 = 吸引力 ( ニュートンの第 2 法則 )
が適用できると、考えられます。
　2000 年からの計算で求めた吸引力と 2004 年に
旧吸水渠管内に負圧センサーを挿入し実測値を比
較すると ,近似することから考え方の確かさが認め
られます。
　他に , 黒鳥の 2 つの畑地で直径 10 cm 長さ 30 
m の吸水渠を 3 本埋設し , これを一つに束ねて排
水路へ排水する吐出口にエルボと立上管を取り付
け人口水面を造って排水させると , 地下水面は吸
水渠埋設深さまで低下しました。畝に負圧セン
サーを埋設して土壌水分張力値を観測した結果か
ら ,40cmH2O の吸引力が発生することがわかりま
した。

図 12　FC 新通の集水渠と新・旧吸水渠　

図 13　FC 新通の水理的連続維持した吸引力発生　

新通西部地区 新通農場
図 14　集水渠吐出口が排水路水面下に出た水理的連続
維持　

　米の品質向上や畑地転換のために ,暗渠埋設や水
田面に 1m の客土を試みていますが , 必ずしも良い
結果は得られていないようです。
　信濃川最下流マイナス地盤に在る水田の汎用化
の手法の一つに , 水理的連続を維持させ , 集水渠管
内の水の質量と加速度に依拠した吸引力を利用し
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て , 暗渠排水量の増加と地下水面の低下を試みる手
法を提案します。
　上記の手法で、信濃川最下流部マイナス地盤に
ある水田の排水改善と畑地転用の可能性が高いと
考えられます。新通地区では、水田の田面下 10 
cm に地下水面がありますが、FC 新通の地下水面
だけは吸水渠埋設深さまで低下しています。ただ、
10 mm/ 時間の降水量に見舞われると、畝間の湛
水を短期間には排除出来ません。畝間の湛水を迅
速に排除させ得る手法を確立する必要があります。
　新潟県農地部では、籾殻疎水材の代わりに砂利
で吸水渠を埋め戻して直径 5 cm 長さ 50 cm の吸
水体を 1 m 間隔に敷設した暗渠が、新発田地域振
興局で試行されています。この方式による排水性
の改善、地下水面の低下させる効果は、水田の汎
用化を期待されます。
　二つ目の考え方は、長岡市神谷 67( 旧三島郡越
路町 ) と新開町の水田で、直径 6 cm 長さ 2 m の
塩ビ管の下部 1 m 部分に 2 mm の穿孔したスト
レーナー付き塩ビ管VU60を1 m間隔に打設して、
客土層と砂礫層の境目に発生する流動層に大気を
吸引させて空気膜層 ( 図 9) を形成し、地下水面が
低下しても地表水は保全されることに着目したも
のです 3,8,10)。
 地下水検層で神谷や新開町水田の客土層下の田面
から 1 m と 2.3 m の深さに地下水流動層があるこ
とが、わかりました。この流動層内に負圧センサー
を挿入して圧力の変動を観測すると ,流動層が消滅
すると負圧が発生することがわかりました。
　そこで、神谷と新開の水田で、負圧が発生した
ときに、大気を流動層内に吸引させて負圧をキャ
ンセルするために、直径 6 cm 長さ 2 m の下部 1 
m に 2 mm 穿孔したストレーナー付き塩ビ管を畦
畔上に 1 m 間隔に打設しました。
　神谷水田では、図 18 のように、渋海川に平行
に地下水が流れているので、農道脇に 1 m 間隔に
ストレーナー付き塩ビ管を打設しました。大気が
吸い込まれて深さ 1 m にある流動層内に空気膜層
が形成されることを確かめるために、塩ビ管打設
から 15 m 離れた深さ 1 m に負圧センサーを設置
して負圧がキャンセルされるかを検証しました。
　新開町水田に大気吸引用のストレーナー付塩ビ
管を打設するために、吸水渠を埋め戻した籾殻が
空気に触れて腐植し空洞化していたことから、地
下水流動方向を把握することができないので、負
圧センサー埋設場所を取り囲むようにストレー
ナー付塩ビ管を打設しました ( 図 16)。

図 15　水理的連続の有無による土壌水分張力の発生差

図 16　神谷水田の計測センサーの埋設　

図 17　大気吸引による負圧をキャンセルさせた吸水渠
管内に地下水を溜めないで噴砂力抑制　

　負圧センサーを田面下 1 m に埋設して地下水面
の変動を求めた観測結果を図 10 に示します。中
越地震本震発生 80 日前から 40 日前まで直線的に
地下水面が田面下 3 m まで低下し、発生前 40 日
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から本震発生まで直線的に圧力が 1.5 m に戻って
います。本震発生後の地下水面は低下する傾向を
示すが、余震が発生するごとに田面下 1.5 m に回
復する挙動を繰り返しています。
　越路町西野でも砂利採取された形跡があります
( 写真 4)。段差 80 cm もある陥没や液状化がいた
る所で発生している中に、陥没や液状化が軽微な
水田 5 区画を写真 4 に赤枠で示した箇所に見つけ
ました。排水路は水面を形成する構造にありませ
んが、排水路底に溜まったゴミが塞き上げて暗渠
吐出口が排水路水面下に出る形になっていて、勢
い良く排水されていることが観察できました。こ
の水田に測水管を打設して地下水面を測定すると、
田面下 50 cm に地下水面が低下していたことがわ
かりました。この地下水面が低下していることは、
FC 新通の満流する集水渠管内に水質量と加速度に
依拠する吸引力が作用することを裏付けていると、
考えられます。
　稲刈り後には、水閘を開けて水田土壌を乾燥さ
せるように水閘を管理していますが、中越地震時
には不徹底であったと思われます。
神谷 67 も、新開町水田と同様に大気吸引用塩ビ
管を打設したために地下水面が低下したのか、地
震前に既に地下水面が低下していたために液状化
が発生しなかったのか不明な点があります。図 18
に示す 13,14) 神谷 66( ×印 ) の水田の畦畔に大気吸
引用塩ビ管を打設して、負圧がキャンセルし地下
水面が低下する調査を継続しています。

III　地下水面挙動による地震予知の可能性

1. 地下水面の挙動
(1) 新開町水田の負圧測定から求めた地下水面変動
　新開町水田に負圧センサーを埋設した箇所では
深層の地下水脈と水理的に連続が維持されていた
ため、通常は田面下 150 cm にある地下水面が中
越地震の本震発生 40 日前に 300 cm まで低下し、
本震発生時に向かって回復する地下水変動現象を
表しています ( 図 10)。その後、再び地下水面が低
下しますが、下水面が田面下 180 cm まで低下す
ると余震が発生して、回復する現象が繰り返され
ます。

(2) 守門村東野名地すべり孔内水位変動
　山古志と川口町を結ぶ推定された震源断層の東
側にある守門村東野名地すべりの余震毎の地下水
観測孔内地下水面の変動 ( 図 20)16,17) は、局所的に
上昇傾向を示しています。一方、断層の西側にあ
る長岡市新開町の水田面下 1 m に埋設した負圧セ
ンサーの観測値から求めた地下水面の変動をみる
と ( 図 10)、一旦、低下してから上昇する傾向がみ
られます。

図 18　本条 , 神谷 , 西野の旧河道と 2005 年地下水面
低下の調査場所

図 19　震源断層　

図 20　広神村東野名地すべり孔内水位変動
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2. 震源断層を境目にした地盤の圧縮・伸張状態
　気象庁作成の中越地震の震央分布図から、震源
断層は山古志と川口町を結んだ方向にあると、推
定しました。
　この震源断層の東側の広神村東野名地すべり孔
内水位変動は、局部的に上昇傾向を示しています。
西側の新開町水田の地下水面は下降傾向を示して
いることから、震源断層から東側の地盤は圧縮状
態になり、西側の地盤は伸張状態となっていると
推定しました。

3. 地震予知の可能性
　この負圧観測値から求めた地下水面変動と負圧
キャンセル用の塩ビ管内の地下水面実測値は近似
することと、余震ごとに負圧がキャンセルされる
期日が一致することから、データの信憑性は在る
と考えられます。
　新開町の観測条件は、田面下1 mに負圧センサー
の受圧部が埋め殺されていて、厚さ 1 m の客土層
の下部に堆積している砂礫層にあります。厚さが
約 15 m ある砂礫層内の深層地下水と水理的に連
続する地盤構造が整っていたことが、地下水の挙
動を細かく圧力変動で捉えることができたと、考
えられます。
　このように地下水脈と連続が維持された地点の
データを集めて、地下水面の変動を把握すれば、
地震発生の予知につながる知見が得られると思わ
れます。
　東野妙と長岡市新開町の 2 つの観測データしか
入手できませんが、他の多くの観測データを収集
して検討を重ねた地震予知の確立は、多くの山間
農地を保全管理する地区住民の安全を確保する上
で、震予知対策が必要と感じます。
　図 10 では、客土層と砂礫層の境目に地下水面が
在りましたが、田面下 1 m の第一流動層に負圧が
発生したとき、大気を吸い込ませたために地下水
面が 1.5 m に低下しました。地下水面が 1.5 m に
低下する原因は不明な面がありますが、中越地震
発生に起因する地殻変動挙動に関
係があると考えられます。すなわち、圧縮状態の
地盤の地下水面は上昇傾向を示し、伸張状態の地
盤の地下水面は下降傾向を示すと推定することは
妥当だと思われます。
　反射法地震探査による地下構造調査や水文学や
地震学など多面的なデータを収集し総合的検討か
ら、中越地震の震源断層の位置を正確に把握する
試みがなされています。中越地震の現象を把握す

るために、震源断層の位置を正確に把握するのは
容易ではありませんが、今回たった二地点の地下
水面の挙動から川口と十日町を結ぶ方向に発生し
ていることや予知を、簡便に推察できる可能性が
あると思われます。
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中越地震による農地の液状化被害

稲葉一成 *・中野俊郎 **・田中　聡 *
*大学院自然科学研究科 ** 農学部

1. はじめに

　2004 年 10 月 23 日に発生した中越地震では，
小千谷市や越路町などの信濃川沿いの農地におい
て ,液状化により圃場や農道が陥没するなどの被害
が発生した (図 1)｡ 筆者らは ,長岡市 (新開 , 西野 ),
越路町 ( 本条 , 神谷 , 岩野 ), 小千谷市 ( 高梨 ) の計
6 箇所において，液状化が発生した農地の被災状
況や土質を調査してきた。本報告は，越路町本条・
神谷地区，小千谷市高梨地区における被災状況を
中心に報告するものである。

2. 被災状況

2.1 越路町本条・神谷地区
　調査を行った越路町本条・神谷地区の圃場は，
信濃川の左岸，信濃川と渋海川の合流点の約 5 km
上流に位置する。調査地の空中写真を図 2 に示す
｡ 図中左側は渋海川，右側は関越自動車道である。
この空中写真は，アジア航測（株）によって撮影
されたものを筆者が加工したものであり，図中に
示した番号は以下の図番号と対応したものとなっ
ている。
　地元の農家の方によると，今回の地震で噴砂が
見られた場所のなかでも，特に図 3 の地点では，
地震発生時には砂とともに多量の地下水が噴出し，
池のようであったとのことである。北側に隣接す
る図 4 の地点では，直径 3 m，深さ 0.6 m 程度の
陥没も見られ，このあたりの噴砂の激しさを窺わ
せる。ただ，噴砂は広範囲で見られたものの，そ
れに伴う広範囲での陥没や，排水路・農道の破損
などは見られず，復旧困難な状況とは思われない。
　図 5 の地点において，噴砂が発生した所と発生
していない所で，それぞれ田面下深さ 60cm まで
掘削し土層を観察した。噴砂が発生した所では，
田面上に最大で 15 cm 程度の厚さで青灰色の砂が
堆積し（図 5 左側），その地下では砂が亀裂を伝っ
ていった痕跡も見られた（図 5 右側）。地表部は
かなりぬかるんでいるものの，地下は乾いており，
掘削時に地下水が浸出することもなかった。これ
は噴砂が発生していない所でも同様であった ｡ 図

図 1  液状化した農地の分布
　●は小千谷～分水までの信濃川沿いの空中写真　
　（国土地理院撮影）から噴砂が発生したと思われ
　る農地をプロットしたもの。但し，これらの全て
　を現地調査で確認したわけではない。
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2.2 小千谷市高梨地区
　調査を行った小千谷市高梨地区の圃場は ,信濃川
の左岸に位置する ｡ 調査地の空中写真を図 6 に示
す ｡ 図中左側は段丘崖，右側は信濃川の堤防であ
る。この写真はアジア航測（株）によって撮影さ
れたものを筆者が加工したものであり，図中に示
した番号は以下の図番号と対応したものとなって
いる。写真からは広範囲での噴砂と，格子状の模
様が見られる。
　図 7 と図 8 は , 図 6 で見られた格子状のものが
農道と交差する地点の様子である。いずれも農道

図 5 噴砂地点の様子とその土層断面
　最大で 15cm 程度の厚さで青灰色の砂が堆積して　
　いる ｡ 噴砂が発生した所の地下では砂が亀裂を伝っ
　ていった痕跡が見られる ｡

図 4  円形状の陥没
 　砂･水の噴出により，直径 3m，深さ 0.6m ほどの陥
　没が生じている。

図 3  広範囲で発生している噴砂
 最も液状化の激しかった所である ｡地震発生時には砂
とともに大量の水が噴出した ｡

図 2  調査地の空中写真
　図中左側は渋海川，右側は関越自動車道である。図
　中の番号は本文中の図番号と対応している（2004
　年 10 月 24 日アジア航測（株）撮影）。

3, 図 4 の地点と比べ，図 5 の地点では噴砂の発生
範囲は狭く，掘削時には径 5 cm 程度のレキが出
てくる場所もあった。

図 8  連続する段差・亀裂２
　段差・亀裂は農道を横断した後，右方向に直角に曲
　がる。

図 7  連続する段差・亀裂１
　段差・亀裂は農道を横断して鉄塔の方向へ連続して
　いる。

図 6  調査地の空中写真
　図中左側は段丘崖，右側は信濃川の堤防である。図
　中の番号は本文中の図番号と対応している（2004
　年 10 月 24 日アジア航測（株）撮影）。
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や圃場には段差や亀裂が連続して生じており，そ
れに沿って噴砂が見られる ｡ 図 9 と図 10 は，格
子状のものが排水路と交差する地点の様子である。

図 9  段差・亀裂と排水路との交差地点１
　水路は段差・亀裂との交差地点で激しく破壊され，
　その機能を完全に失っている。

図 10  段差･亀裂と排水路との交差地点２
　右の図は矢印で示した地点を拡大したもの。水路に
　変状が見られた区間は約 20 ｍにおよび，水路底は
　最大で約 1m 上昇している。

図 11  広範囲にわたる陥没
　連続する段差・亀裂により，広い範囲で陥没が生じ
　ている。陥没した所は水がたまっている。

水路は約 20 m の区間にわたり，本来の位置より
も最大で鉛直方向に約 1 m 上昇している ｡ また ,
図 11 に示すように , 格子に囲まれた内部では圃場
が広範囲にわたって陥没し , 埋設してあった暗渠
管が地表に飛び出すなどの被害も生じており ( 図
12), 復旧するに要する費用は相当なものになると
思われる ｡
　地元の土地改良区の方によると，当地区では
1986 年まで砂利採取が行われ，その後は山の土砂
などを用いて埋め戻しをして ,1988 年に現在の 30 
a 区画の圃場に整備したそうである ｡ 圃場整備前
の当地区の空中写真を , 図 6 で示した地震直後の
写真とともに図 13 に示す ｡ 圃場整備前の写真は
国土交通省によって 1975 年に撮影されたもので
ある ( 国土画像情報 )｡ 比較のために , 地震直後の
写真と同様に圃場整備前の写真にも番号を示した
｡ これら 2 つの写真を比べて見ると , 格子状のもの
は圃場整備前の農道の位置とほぼ重なることがわ
かる。恐らく，圃場整備前の農道を利用しながら
砂利採取を行い，その後の埋め戻しがルーズな状
態であったものと思われる。埋め戻したところで
液状化が発生し，広範囲にわたって陥没が起こっ
た結果，当時の農道が浮かび上がった形になった
のであろう。

3. 土質調査
3.1 粒度試験
　各地区ともに , 同じ圃場内であっても , 噴砂が集
中的に生じている所と噴砂が生じていない所があ
る ｡ このことと土質の関係を調べる目的で，粒度
試験を行った。本条地区における粒度試験の結果
を，粒径加積曲線として図 14 に , 粒度組成分布と
して図 15 にそれぞれ示す ｡ 試料の採取は深さ 10 
cm 毎に行い ,170 ～ 190 cm の深さまで行った ｡
噴砂が生じている所では , 生じていない所に比べ ,
砂分が多い傾向が見られるものの , 粒度組成から
はどちらも液状化を生じる可能性があると言える
｡ このことは , 今回調査を行った他の地区において
も同様であった。この試験の結果だけからの判断

図 12  暗渠管の噴出・散乱
　噴砂とともに埋設してあった暗渠管も地表に飛び出
　し，散乱している。

図 13  圃場整備前と地震直後の空中写真
　左：圃場整備前（1975 年国土交通省撮影），右：地
　震直後（2004 年アジア航測（株）撮影）
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にはなるが，今回の液状化が生じた要因としては，
粒度分布よりも地下水位や堆積状況の違い，ある
いは試料採取を行った深さよりもさらに深い位置
での土質の違いなどによることが考えられる。

3.2　ベーンせん断試験
　営農のための復旧に際しては，農業機械の走行
性を確保できるだけの耕盤層での強度の有無が問
題となる。噴砂の直上部と噴砂が生じていない所
において，ベーンせん断試験から耕盤層における
現状の地盤強度の測定を行った。高梨地区におけ
る試験の結果を図 16 に示す。噴砂が生じている
所では，生じていない所と比べ，地盤のせん断強
度は低下している。しかし，Mohr-Coulomb 破壊
規準線からクローラ型コンバインの接地圧である

図 14  粒径加積曲線（本条地区）
上：噴砂が生じている所，下：噴砂が生じていない所

0.12 ～ 0.27 kgf/cm2 の時のせん断強度を求める
と，接地圧の最大値 0.27 kgf/cm2 の場合であって
も，試験で最小の結果となった「噴砂あり」の残
留強度でも 1.26 kgf/cm2 であり，接地圧を十分に
上回った値が得られている。このことは，今回調
査を行った他の地区においても同様であった。こ
のため，液状化により地盤強度の低下は生じてい
るものの，農業機械の走行性の面では支障はない
と言える。

4. おわりに

　2005 年 5 月現在，各地で被災農地の復旧が行
われている ｡ 本条･神谷地区の圃場では既に復旧工
事は終了している ｡また , 被害が激しかった高梨地
区においても ,6 月からの営農を目指して大規模な
復旧工事が進められている ｡最後に , 本調査を行う
に際し ,ご協力いただいた地権者の方々に厚く御礼
申し上げます。

図 15  粒度組成の比較（本条地区）
左：噴砂が生じていない所，右：噴砂が生じている所

図 16  地盤強度（高梨地区）
破線：噴砂が生じている所，実線：噴砂が生じていな
い所
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１．はじめに

　2004（平成 16）年 10 月 23 日に発生した新潟
県中越地震は、新潟県古志郡山古志村の直近で発
生、山古志村での震度は 6 強であった。同村は全
国でも有数の地すべり多発地帯であり、この地震
によって多数の斜面崩壊・地すべりが発生した。
国土交通省が航空写真を分析した結果、1,662 箇
所で斜面崩壊・地すべりが発生、土砂量は全体で
約７× 107 m3 に達すると推定されている。土砂量
106 m3 以上の大規模な崩壊・地すべりが 10 箇所
あり、そのうち 5 箇所は芋川流域に集中している。
また、芋川流域では本流支流をあわせて 30 箇所
以上で天然ダムが形成された。

２．地震の概要

　防災科学技術研究所の K-NET によると、十日町
で最大加速度 1750gal、最大速度 65.6cm/s（３成
分合成）、小千谷で 1500gal、136cm/s（同）を記
録した。これらの記録は、東山丘陵や魚沼丘陵の
西に広がる信濃川の堆積で増幅されたものである
が、兵庫県南部地震の最大加速度 818gal、最大速
度 92cm/s と比べても、いかに大きな地震であっ
たかが分かる。
　波形記録（図１）から読み取れる主要動の周期
は、小千谷で 0.6 秒程度であるが、より低周波の
1 ～ 2 秒の地震動も、兵庫県南部地震の記録と同
程度の大きさで含まれていたことが指摘されてい
る。ただ、これらの強震計が設置してある地盤と、
山地災害が集中している東山丘陵の表層とは地質
条件が全く異なり、同丘陵に伝播してきた地震動
の大きさや周期特性を推定する際の参考にはなら
ない。
　本震の震源断層は、北西－南東に圧縮軸を持つ、
北北東－南南西走向で西落ちの高角な逆断層と考
えられている（防災科技研、図２）。震源過程の解
析によると、断層の破壊は震源から浅い方へそし
て北北東方向に伝播していった（東大地震研）。ア

スペリティ（固結強度の強い部分、破壊に伴い強
い地震波を出す）は川口町北部の地下と栃尾市半
蔵金のやや北寄りの地下の２箇所にあり、川口町
の地下で強い地震波を発生させて始まった破壊（本
震）が、山古志村の地下を通って北北東に伝播し
ていき、栃尾市に入ったところでまた強い地震波
を発生させて停止したことを示唆している。
　図３は、10 月 23 日の本震から３日ほどの間に
発生した余震の震央分布である（東大地震研）。本
震の震央を中心に、東山丘陵と魚沼丘陵にまたがっ
て、北北東－南南西方向に約 30km、幅約 15km
の範囲に分布しており、余震域と震源域がほぼ一
致している。
　なお、本地震に１か月半ほど先立つ９月７日と
８日に、ほぼ同じ場所で M3.5、M4.3、M3.2 の浅
い地震が立て続けに起こっており、M4.3 の地震で
は山古志村で震度４を観測している。

３．斜面崩壊・地すべり多発地域の地質と地形

　山古志村をはじめとする斜面崩壊・地すべりの
多発地域は、北北東－南南西に標高 400 ｍ～ 700
ｍの峰々が連なる東山丘陵に位置する。丘陵の中
心部には芋川が北から南に流れている。芋川流域
は、流域面積約 38km2、最高標高 680 ｍ、最低標
高 75 ｍで、魚沼市の旧堀之内町竜光地区で魚野
川に合流する。流路長は約 16km、平均河床勾配

新潟県中越地震による土砂災害

川邉　洋 *・権田　豊 *・丸井英明 **・渡部直喜 **
* 新潟大学農学部・** 新潟大学積雪地域災害研究センター
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図１．小千谷における波形記録（K-NET）
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図２．本震の推定震源断層（防災科
技研による）

図３．余震の震央分布（東大地震研による）
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は約 1/70 である。
　東山丘陵には第三紀鮮新世～第四紀更新世の地
層が分布し、岩相は主として泥岩、砂岩泥岩互層、
砂岩である。丘陵北部には局所的にデイサイトと
安山岩がみられる。地層は北北東－南南西方向に
延びるいくつかの背斜と向斜に支配され、大局的
には北北東－南南西方向の走向を示している。褶
曲軸は西から東に向かって、東山背斜、金毘羅向斜、
峠背斜、梶金向斜、松倉背斜の順で配列し、それ
ぞれの間隔は約 1km である 1)､2)。
　川口町～旧堀之内町（魚沼市）を流れる魚野川
を挟んで、東山丘陵の南に位置する魚沼丘陵は、
東山丘陵とは一連の地質体であるが、やや古い第

三紀中新世～鮮新世の地層が分布している。

４．斜面崩壊・地すべりの分布と形態

　全国有数の地すべり地帯の直近で強い直下型地
震が発生したため、山古志村を中心とする東山丘
陵の広い範囲で、多くの崩壊・地すべりが発生した。
国土地理院によってまとめられた新潟県中越地震
災害状況図（図４）によれば、崩壊・地すべりは
芋川流域の梶金向斜の両翼でとくに多く発生して
いる。
　図３と図４を比較して分かるように、崩壊・地
すべりの分布は、今までの多くの例に漏れず 3)、

図４．斜面崩壊・地すべりの分布（国土地理院「新潟県中越地震災害状況図」に加筆）
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本震直後の余震域すなわち震源域とよく重なって
いる。とくに崩壊・地すべりが集中しているのは、
余震域でも震源より北の 10km × 5km の範囲であ
る。このように、崩壊・地すべりの分布域が震源
の北側の東山丘陵に偏在しているのは、前述の通
り、断層の破壊過程や東山・魚沼両丘陵の地質の
違いが影響しているのかもしれない。
　山古志村で発生した多数の斜面崩壊・地すべり
の形態は以下のように要約される。
　　（1）標高の高い、尾根付近の急斜面における
　　　崩壊
　　（2）河川沿いの渓岸における崩壊
　　（3）両者の中間に位置する比較的緩い斜面に
　　　おける地すべり
　　　　　（3-1）地層の傾斜方向に土塊が移動し
　　　　　　　た流れ盤地すべり
　　　　　（3-2）谷地を埋めていた崩土が移動し
　　　　　　　た地すべり
　(1) の崩壊は、地震時の崩壊の典型的なものであ
る。すなわち、急傾斜の尾根部や山頂部などの凸
型斜面での崩壊である。一般に面積は大きいが崩
壊深が 0.3 ～ 1.5 ｍと浅い崩壊が多く、個々の土
砂量は比較的少ない。尾根部での発生のため保全
対象が遠いこと、崩壊土砂量が少ないこと、また
降雨による崩壊ではないので土石流化していない
ことなどにより、(1) のタイプの崩壊そのものによ
る被災事例はそれほど多くない。
　また、山古志村では、(3) の形態の地すべりも多
数発生している。大規模でかつ深い地すべりが多
い。もともとこのあたりは、前述のように第三紀
層地すべりで有名な場所であり、錦鯉の養殖も地
すべり地特有の緩傾斜地で透水性が悪い土壌条件
のため発達してきた経緯がある。集落や田畑も地
すべり地に形成されており、そのような旧い地す
べり地を地震動が再活動させたとみられる。
　ところで、従来、地震では地すべりは発生しな
いと巷間言われてきたため、今回の地震で地すべ
りが多発したことが注目の的になった。それに対
して、被災地が地すべり地帯だからとの理由付け
がされてきたが、発生した地すべりのすべり面を
調査した報告によると、今回発生した地すべりの
ほとんどは、泥岩中に介在している砂岩がすべり
面となって発生していたことが指摘されている（例
えば、4)）。泥岩中に介在する砂岩層の有無が、地
すべりの発生・非発生を支配していたということ
は、両者の地震動に対する応答が異なっていたこ
とを示唆する。今後の検討課題である。

　これら多数の斜面崩壊・地すべりによって、道
路施設、農業施設、ライフライン、家屋・建築構
造物等が甚大な被害を被ったが、今回の災害で特
徴的なことは、地すべり崩土が河道を閉塞して天
然ダムを形成したことである。決壊による二次災
害を防止するため、緊急の対策が実施された。

５．芋川流域の斜面崩壊・地すべりと天然ダム

　芋川流域では、本流支流あわせて大小 30 箇所以
上で天然ダムが形成されたが、このうち主要なも
のは本流の 5 箇所である。上流から、寺野、南平

（なんぺい）、楢木（ならのき）、東竹沢、十二平の
各地区であるが、このうち規模の点からとくに重
要なのは、東竹沢地区と寺野地区である。

　（１）山古志村東竹沢地区
　芋川の支流前沢川との合流点直下流左岸側斜面
が、延長約 350m、幅約 300m、推定移動土砂量
100 万 m3 以上の地すべりを起こし、対岸に乗り
上げて停止することにより、芋川本川を閉塞した。
閉塞距離は約 350m、閉塞土塊の高さは 25m 以上
に及び、上流側には約 200 万 m3 以上の湛水池が
でき、木籠（こごも）地区を中心に家屋が水没す
る等、深刻な被害が発生した。
　写真１は地すべり地を正面から見た写真である
が、写真手前の地すべり土塊の堆積は、工事によ
り除去されている。写真２～４はアジア航測によ
り撮影された航空写真である。写真２は地震の翌
日の 10 月 24 日に撮影されたもので、湛水池はま
だ生じていない。写真３を見ると、地震発生後５
日間でかなり湛水しているが、まだ道路橋までは
湛水していない。約１か月後の 11 月 26 日撮影の
写真４では、湛水池はほぼ満水になりつつある。
この時点では、揚水ポンプにより仮排水すると同
時に、本排水路の開削工事が急ピッチで進められ
ている。

写真１．東竹沢の地すべり
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　地すべり地の基岩地質は、砂質シルト岩および
中粒～細粒砂岩の互層からなっている。頭部には
比高約 25m、傾斜約 25 ﾟ、移動量約 70m の滑落
崖が形成されており、その延長は約 100m に渉っ
ている（写真５）。滑落崖に露出しているすべり面
は一枚岩状を呈し、その走向、傾斜は、N12 ﾟ E、
20 ﾟ W である（偏差未補正）。細粒砂岩層上のす
べり面は、厚さ数 mm の薄い固結したシルト質粘

土で形成され、条痕が認められる。シルト質粘土、
細粒砂岩層いずれも灰色を呈し、常時地下水面の
下にあったものと考えられる。このすべり面を境
として、上位の砂岩層が地すべり移動体となった、
いわゆる「流れ盤地すべり」である。
　移動土塊の背面は分離崖となって、滑落崖と逆
方向の勾配で残っている（写真６）。今回の地すべ
りの滑落崖の背後は小丘となっているが、その後
ろにも平坦地があり、この小丘も過去の地すべり
の移動土塊であり、分離崖が埋められて平坦地が
形成されたものと推測される。地震前の空中写真
の判読からも、今回滑動した地すべりの背後には
明瞭な地すべり地形が認められ、旧い地すべり移
動体の一部が分離して滑動している。
　滑落崖背後の山腹斜面上にも、今回の滑落崖と
ほぼ平行に開口亀裂が存在する（写真７）。この中
には旧いものもあるが、今回の地すべりにより発

写真５．地すべりの滑落崖とすべり面（東竹沢）

写真２．東竹沢の地すべりによる河道閉塞（10 月
24 日、アジア航測 ( 株 ) 撮影）

写真３．東竹沢の地すべりによる河道閉塞（10月28日、
アジア航測 ( 株 ) 撮影）

写真４．東竹沢の地すべりによる河道閉塞（11月26日、
アジア航測 ( 株 ) 撮影）
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生したと思われる幅 40cm 程度の新しいものもあ
る。また、開口亀裂は山腹斜面の最上部の尾根上
にもあり、かつ側方の前沢川側を向いているもの
もあった。これらの事実から、斜面そのものが今
でも極めて不安定な状況にあることが推測され、
今後、山腹斜面上方からの地すべり活動や、前沢
川方向の山腹崩壊の発生が懸念される。

写真 10．寺野地区の河道閉塞（10 月 28 日、アジア
航測 ( 株 ) 撮影）

写真６．地すべり頭部から移動土塊を望む（東竹沢）

写真７．地すべり頭部に見られる開口亀裂（東竹沢）

写真８．芋川右岸側の渓岸崩壊（寺野）

写真９．寺野の地すべり

写真 11．寺野地区の河道閉塞（11 月 26 日、アジア
航測 ( 株 ) 撮影）
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　（２）山古志村寺野地区
　当地区では右岸側に３箇所の渓岸崩壊（最大の
ものは、長さ約 100m、幅約 110m、比高約 50m、
写真８）、左岸側に１箇所地すべりが発生し、芋川
の河道を閉塞した。当地区の右岸側は、上部斜面
が緩勾配で谷部では地すべり地形を呈し、その下
は芋川の活発な下刻作用により、侵食前線以下が
急勾配の侵食崖となっている。その侵食前線より
下で崩壊が発生している。
　左岸側の地すべりの規模は、延長約 360 ｍ、幅
約 230 ｍ、推定移動土砂量 10 万 m3 以上、地すべ
り地内の道路が流された距離から判断して、移動
距離は 30 ｍ程度である。地震前には、斜面に鯉
の養殖池群が階段状に造成されていた。
　写真９は、対岸やや下流側から撮影した当地す
べり地である。写真 10 と 11 はアジア航測による
航空写真であるが、地震後５日目の写真 10 では、
すでに満水位近くまで湛水している。約１か月後
の写真 11 では、さらに水位が上昇しているため、
排水路の建設が急ピッチで行われている。
　この地すべりも地形的に見ると、東竹沢と同様、
旧い地すべり地に発生しており、今回の地すべり
は、旧い地すべりの輪郭とほぼ一致している。地
すべりの発生した斜面は、向斜軸の軸部付近に位
置するため、基岩の走向、傾斜は N70 ﾟ～ 80 ﾟ W、
10 ﾟ～ 15 ﾟ S となっており、地層の傾斜方向は地
すべり斜面の傾斜方向と斜交している。
　地すべり地の基岩地質は、主として砂岩主体の
砂岩シルト岩互層である。撹乱を受けていない移
動体の断面を観察すると、砂岩ブロックとシルト
岩ブロックが混在している。シルト岩ブロックの
一部は角礫状に破砕されていることもある。これ
らは、過去の地すべりによって形成されたものと
考えられ、今回の地すべりが旧い地すべりの再活
動であることを示している。

　寺野地すべりの下流、南平付近までの芋川両岸
においても、侵食前線より下部の渓岸で多数の表
層崩壊が発生し（写真 12）、その崩土が不安定土
砂として渓流内に堆積、小規模な河道閉塞を起こ
している。

６．山古志村朝日川上流域の斜面崩壊・地すべり

　（１）竹沢地区
　流域全体としては、芋川流域と比べて平坦な地
形であるが、大きな地すべりブロックが連続して
おり、空中写真では判読困難なすべりや緩みが至
るところに認められる。山古志村役場裏や対岸の
集落は、幅 100m 程度の地すべり土塊に乗った状
態で移動している（写真 13）。また、山古志中学
校のある尾根も、稜線をはさんで両側の谷に向かっ
て斜面が移動し、それに伴って、地面の亀裂や段差、
校舎の破損、校庭には雁行するクラック群が生じ
た。
　この地区は、元々巨大な地すべり地形の滑落崖
直下に集落や道路が位置しているが、今回の地震
によって、この旧滑落崖付近で崩壊が多発した。
また、朝日川には盛んな下刻作用によって河岸段
丘が形成されているが、この段丘崖でも地すべり
や崩壊が多発した。
　羽黒山トンネル坑口脇の斜面（写真 14、アジア
航測撮影）とその南側に隣接する斜面で発生した
大規模な崩壊は、上記の旧滑落崖付近で発生した
崩壊の一例である（写真 15）。いずれも原地形は
やや尾根状に突出した地形であった。崩壊斜面内
には大量の残留土砂が不安定に堆積している。

　（２）朝日川左支三石川上流域
　竹沢地区から虫亀地区に向かう道路も、同様に
古い時代の巨大な地すべりの滑落崖直下に位置す

写真 12．芋川（寺野－南平間）の渓岸崩壊 写真 13．山古志中学校直下の河岸段丘の地すべり
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るが、ここでも旧滑落崖である尾根直下で地す
べり的な斜面の移動が多発した。とくに三峰山

（521m）から南西に流下する三石川沿いでは、三
峰山の山頂緩斜面の遷急線付近（標高 400m）で
地すべりが発生し、崩土が泥流状に水平距離で約
500m 流下、村道付近を最下流端にして停止した

（写真 16（アジア航測撮影）、写真 17）。村道と交
差する付近の渓床勾配は 10 ﾟ程度である。崩壊面
積は 2ha 程度、崩壊深を 7m 程度とすれば、移動
土砂量は 14 万 m3 に達する。

写真 15．羽黒トンネル西坑口脇の崩壊（向かって左）
と南側に隣接する地すべり（向かって右）

写真 14．羽黒トンネル西坑口付近の崩壊（アジア航測
( 株 ) 撮影）

写真16．朝日川最上流の崩壊地（アジア航測(株 )撮影）

写真 17．朝日川左支三石川上流の地すべり

写真 18．小千谷市塩谷の地すべり（アジア航測 ( 株 )
撮影）
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　渓流には原型を留めているブロックが見られ、
また 10 ﾟ以上の急勾配で堆積するなど、比較的水
分の少ない状態で流下したと思われる部分がある
一方で、シルト質で水分をかなり含み、高い流動
性が推測される部分も存在する。山腹や渓床には
流出した土砂のほとんどが不安定な状態で堆積し
ている。

７．小千谷市塩谷地区の地すべり

　土留川を挟んで山古志村梶金集落の対岸で発生
した地すべりである（写真 18、アジア航測撮影）。
旧い時代の巨大な地すべりによって形成された盆
地状地形の中の緩斜面が地すべりを起こしたもの
である。地すべりブロックの規模は、幅約 500m、
長さ約 600m、滑落崖の比高は最大 70m に達する。
　今回発生した滑落崖の周囲には、更に旧い滑落
崖が取り巻いており、旧いボトルネック地形に規
制された箇所で発生している。滑落崖に近いとこ
ろの地すべり土塊は、円弧状のすべり面上を移動

したので、元の斜面の傾斜とは逆方向に 10 ﾟ～ 20
ﾟ傾動している（写真 19）。その動きによって押し
出された深部の土塊は、側方の旧滑落崖付近で上
方に乗り上げたり、末端部では下流に向かって圧
縮されて隆起している。
　地すべりブロックの中央部はそれほど変形して
いないが、側方に行くにしたがい傾動し崩壊が生
じている。ブロックの全体的な移動方向は南東方
向である。ブロックの側方は沢状地形となってお
り、ボトルネック部に向かってやや流動化してい
る。ただし、ボトルネック部からの土砂流出は、
現在のところ著しくはない。

８．魚沼市広神地区（旧広神村）一ッ峰沢の
地すべり

　山古志村と魚沼市広神地区（旧広神村）の境界
を流れる一ッ峰沢の左岸側（南東側）斜面で発生
した地すべりである。左岸側の主尾根から分岐し
た支尾根が複数、連接して地すべりを起こしてい

写真 19．小千谷市塩谷の地すべり頭部

写真 20．魚沼市広神地区一ッ峰沢の地すべり（アジア
航測 ( 株 ) 撮影）

写真 21．尾根上の亀裂（魚沼市広神地区一ッ峰沢）
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る（写真 20、アジア航測撮影）。滑落崖はいずれ
も直線状で、地すべりブロックの変形はほとんど
見られない。
　一ッ峰沢の左岸側の主尾根の稜線付近を走る林
道では、路盤が北西側へ滑落し、高さ 1 ～ 2m の
段差を生じている箇所が多数存在した。また主
尾根上には、写真 21 のように稜線に平行な幅数
10cm ～数 m の大規模な亀裂が存在する。地震に
よって、地表から深さ数 10cm の範囲の土層が、
斜面下方へ滑動したために生じたものと思われる。

９．おわりに

　新潟県中越地震の被災状況を見ると、平野部で
の地盤災害に加えて、中山間地において斜面災害
が多発したことが特徴的であった。したがって、
今後、斜面災害に起因したさまざまな二次災害が
発生することが危惧される。
　今回発生した地すべりや斜面崩壊で、崩落した
土塊が落ちきって安定している場合はよいが、斜
面途中に不安定な状態で留まっているところでは、
今後再び移動する危険性が高い。また、今回の強
い揺れによって不安定化し、かろうじて斜面上で
移動せずに留まっている土塊が、今後の豪雨等で
崩落する危険もある。
　さらに、今回発生した地すべりや斜面崩壊によっ
て、大量の不安定土砂が渓床に堆積しており、融
雪期以降、比較的粒径の小さな土砂が大量に下流
に流送されるものと考えられる。また、緊急対策

が取られた大規模な天然ダム以外にも、多数の小
規模な天然ダムが形成されており、万一決壊した
場合には下流への影響が大きい。
　融雪後も梅雨や台風シーズンを控えて、このよ
うな諸々の危険性に対して、斜面や河床堆積物の
一斉点検を行い、危険個所の把握ならびに危険度
の評価を緊急に行うことが必要である。その上で、
ライフラインの修復、生活基盤の再構築など中山
間地集落の復興を目指さなければならない。
　なお、本報告の内容は、砂防学会誌（Vol.57、
No.5、p.39-46、2005）に掲載の「2004 年新潟
県中越地震による土砂災害（速報）」に手を加えた
ものである。
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まえがき

　わが国では、昨年 2004 年には梅雨前線の停滞
や、10 個もの台風が上陸して、各地で大雨による
災害が頻発した。とくに ､7 月 13 日には、新潟県
中越地方 (Fig. 1a) では梅雨前線活動の末期に２４
時間雨量が 400 mm を超えて、信濃川に流入する
二つの河川（五十嵐川と刈谷田川）の堤防が破堤
して 13 名が犠牲となり、また斜面崩壊も多発し
て２名が亡くなった（Fig.1b）。さらには ､10 月
23 日には、中山間地の長岡市東方の中山間地を中
心に、震度７を記録する内陸直下型地震が発生し
て、直接間接を問わず４０名を超える犠牲が出た
(Fig. 2b)。中山間地でもあったため、強振動被害の
みならず、特に旧山古志村を中心に、斜面災害が
多発して、ランドスライドダムが形成され、民家
の水没やダム決壊の恐れから、全村がいまだに避
難を余儀なくされている。このように ､7 月 13 日

と 10 月 23 日の 2 回にわたり異なったトリガーに
よる斜面災害が、類似した地形・地質環境を有す
る新潟県中越地方を襲った。また、斜面災害の観
点から見ると、従来の新潟では融雪などによる単
発的な地すべりが特徴であるが、豪雨と地震とい
う異なったトリガーによる多発的な斜面災害がほ
ぼ同一の地形・地質条件の丘陵地域で、数ヶ月の

2004 年新潟県中越地域 2大同時多発斜面災害の
特徴と比較

Characteristics and comparison between many simultaneous landslides in Chuetsu 

region, Niigata, Japan, in 2004

山岸宏光 1)・丸井英明２）・渡部直樹２）・川邊　洋１）・AYALEW LULSEGED３) 
1. 新潟大学自然科学系 hiroy@env.sc.niigata-u.ac.jp.

2. 新潟大学積雪地域災害研究センター
3. Addis Ababa University

ABSTRACT
On July 13, 2004, heavy rainfalls due to the intensive activities of rain front occurred in the Mid Niigata 
Region, Japan. They are as much as 400 mm in 24 hours, bringing about serious flooding by breaking 
the river banks. The heavy rainfalls also triggered more than 3600 landslides. The floods and landslides 
in total claimed 15 lives, all of whom were characteristically old persons. Three months later of such 
hydrological disasters, the southern region of Mid Niigata Region was attacked by intensive earthquake 
of M.6.8 on Richter Scale on October 23, 2004. The main earthquake were followed by intensive after 
shocks which continued until December 2004. By these earthquakes, many landslides also occurred in 
the hilly and mountainous areas. Namely, different triggers for the landslides have been experienced 
in the similar geological and geomorphological region. Hence, we have classified the by 7.13 rainfall 
landslides into two types; surface failures and deep-seated slides with long-run mudflows. While, we 
have divided the 10.23 earthquake landslides into three types; surface failures, flow type slides and 
deep-seated slides. 

キーワード：地すべり、崩壊、7.13 豪雨、10.23 中越地震

Fig. 1 新潟県中越地方の位置図。(a) 7.13 水害の
影響範囲。(b) 10.23 中越地震の影響範囲。
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間隔をおいて発生したことは、極めて異例である
と同時に、豪雨と地震による斜面災害を比較でき
る点が重要である。したがって、本報告は、これ
ら二つの斜面災害を現地調査、空中写真判読 ､GIS
を活用した地形解析などを試みて、二つの同時多
発型斜面災害について、規模、タイプなの特性を
比較しつつ、データベース化とハザードマップ作
成の手がかりを得たいと思っている。

7.13 豪雨の降雨条件

　牛山（2004）によると、7 月 13 豪雨について
以下のように述べている。降雨は前日の 7 月 12
日夕刻から始まり､7月13日の午前中には低地で、
昼頃には山地部でもピークに達した。

　Fig. 2 は 7 月 13 日に斜面災害が発生した地域
の降雨量分布図で、15 のステーション（新潟県の
ダムや土木事務所と AMEDAS）から得られたデー
タを GIS によって描いた降雨量分布図である。お
およそ 1250 km2 をカバーし、特に、栃尾地区や
刈谷田川ダムではその日の最大雨量を示している。
また、栃尾市の AMEDAS station では 421 mm を
記録している . これらの地域から離れると、西方に
向かって次第に降雨量は減少していく。たとえば、
長岡では 225 mm に達したが、その西側では 130 
mm に減少していく。ただ唯一異常に多い例とし
て、与板の 344 mm の降雨量がある。一方、北へ
は、三条市で 208 mm が記録されているが、これ
もさらに北西の寺泊では 194 mm に減少する。同
じ傾向は長岡の南方でも得られる。しかし、栃尾

Fig. 2 2004 年７月 13 日の降雨分布図。アメダスと新潟県土木事務所からのデータを GIS （地理情報シス
テム）で作成した。左図は全体をまとめたもの。右図は 7 月 13 日午前 7:00 to 12:00 までの与板付近の
降雨等高線図。等高線図の配列と崩壊点の配列が整合的であることから、この付近の豪雨が 7 月 13 日午
前 7:00 から 12:00 に崩壊が発生したことを示唆している。

 Fig. 3　 旧地すべり地形と 7.13 豪雨による斜面崩壊の分布図。左図：2 万 5 千分の 1「出雲崎」、右図：
2 万 5 千分の 1「与板」。基図は北海道地図（株）の GISMAP で、GIS 処理したもの。
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市から東 10 km の笠堀ダムや大谷ダムではそれぞ
れ、473 mm、450 mm となっている。地域的に
雨量のバラつきがあっても、いくつかの地域での
雨量強度や持続雨量は多数の斜面災害を発生させ
るには十分な値である。 
　一般的には、新潟県の南部では過去数年やや高
い降雨量が記録され、斜面災害も多かった。たと
えば、栃尾市では 1979 年に 216 mm が記録され
ている . なお , 隣の福島県でも同年この値を超えて
いる。 

 7.13 豪雨による斜面災害の分布

　2004 年 7 月 13 日には、出雲崎地域（西山丘陵）
と栃尾地域（魚沼丘陵）で多数の斜面災害が発生
した。出雲崎から与板にかけてがひとつの集中域
であり（Fig. 3）, とくに与板地域では 500 以上の
斜面災害が発生している。全体として 3600 箇所
の斜面災害が発生したことが写真判読（アジア航
測（株）提供）から得られている（Table 1）. こ
れらの崩壊のうち泥流をともなう大規模なものが
270 箇所にのぼる。

Table 1: 各 2 万 5 千分の 1 地形図ごとの崩壊と泥流の数（アジア航測（株）による写真判読。

Fig. 4 崩壊調査用の票（遠藤ほか、 
1984）を改訂 .

Fig. 5 崩壊調査の結果の一部のグラフ。上：頻度と
規模（幅、深さ、長さ）、下：崩壊の幅と長さの関係。
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7.13 斜面災害データの収集と解析

　災害発生直後から、（社）日本地すべり学会と新
潟大学積雪地域災害研究センターとの合同調査団
を始めとして斜面災害現地調査を実施した。現地
調査でのデータ収集には、Fig. 4 に示す調査票を
使用した。このフォーマットは、1981 年北海道
日高地方の豪雨による斜面崩壊調査票（遠藤ほか、
1982）を改訂したものである。これにより、崩壊
のパターン（表層崩壊、岩盤すべり、ガリー侵食）、
表層崩壊の種類（スプーン型崩壊、平滑型崩壊）、
崩壊頭部の遷急線との位置関係、崩壊の規模（幅、
深さ、長さ）、原地形面の種類、傾斜、崩壊面の傾斜、
岩盤地質、表層地質、崩壊堆積物の規模（幅、厚さ、
長さ）、砂防施設の有無、被害対象などをチェック
した。
　全崩壊数は空中写真判読（アジア航測（株）に
よる）では 3630 箇所であるが、現在まで 270 箇
所程度からのデータが得られた。それを EXCEL で

統計解析を行った結果の一部を Fig. 5 に示す。Fig. 
5 の上の図は崩壊の幅、深さ、長さの頻度分布図、
下の図は幅と長さの関係を示す。それはある程度
相関をなすことを示している。

斜面崩壊のパターン

　現地調査と空中写真などから、崩壊には大きく
二つのパターンに区分できる。ひとつは表層崩壊
とやや深度の大きい泥流をともなう崩壊とがある
が、そのほかに、地すべり的なものも存在するが
少ない。ここでは１）表層崩壊と、２）深度の大
きい泥流をともなうものの例を紹介する。 

1) 表層崩壊
　Fig. 6 に示すように、二つのタイプがある。ひ
とつは平滑型と呼び、やや急で平滑な斜面頂部か
ら発生したもの。地質との関連では風化土層が薄
く、受け盤構造で発生していることが多い（Fig. 
6a）。もうひとつは崩壊源頭部がスプーン型に凹型
で、谷の源頭部で、風化土層がやや厚く堆積する
緩斜面頂部から発生する（Fig. 6b）。

2) 大深度の泥流をともなう崩壊・地すべり
　この崩壊・地すべりは崩壊源は谷の頭部にあり、
土砂が下流側に広く長く流下したもの。この崩壊
の頭部は深度大きく、幅広く、崩壊物質が崩壊源
からかなり離れてしまったもの。とくに堆積物は
細粒で泥岩や粘土からなる。厚さは数 10 cm か
ら数ｍであるが、長さは数ｍから数 10 ｍである。
なかには、長距離ながれず斜面上に止まってしまっ
た地すべりや、流れてもアースフロー状のものも
ある。
　1) 栃尾市平地すべり : この地すべりは河川段丘
の縁から発生したもので、長さ 200 ｍ、幅 150 ｍ、
深さ 8 ｍのアースフロータイプである。およその
体積は 8x104 m3。注目されるのは杉の木が立っ
たまま移動したことである。基盤地質は泥岩でそ
の上に段丘礫層が載っている（Fig. 7）。

Fig. 6. 表層崩壊の例。a) 平滑型崩壊。和島海岸、b)スプー
ン型崩壊 、出雲崎町、相田。 ( 中日本航空（株）提供 )

Fig. 7. アースフロー型地すべり（栃尾市平地区）。
末端付近の杉の木が立ったまま移動した。

Fig. 8. 鳥越地すべりの
頭部崩壊源。 
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　2) 鳥越地すべり : この地すべりの頭部は Fig. 8
に示すように、弱い層理を示す細粒砂岩である。
向かって右側には、傾斜 40 度程度の崩壊面と、
明瞭な不連続面 (N30W, 60W) が岩盤と崩土との
間に見える (Fig. 8 右 ). 一方、真ん中の崩壊面 (Fig. 
8 中央 ) には、楔状の小崩壊面 ( 幅 10 m) が見え、
両側に二つの節理面 ( 右 : N50E, 70E, 左 : N60E, 
60W) で境されている。 この崩壊面から小崩壊が連
続したことが読み取れる。さらに、左側の崩壊面
(Fig. 8 左 ) を見ると、階段状の棚と楔状の小地溝
が見え、後者には崩土で満たされている。ここで
も岩盤と崩土の境目は節理面 (N40W, 70W) であ
る。したがって、鳥越地すべりの主崩壊は 2001
年の空中写真 (Fig. 9 中央 ) でも見られるように、
階段状の平坦面（古い地すべり面か道路面）から
発生したらしい。Fig. 9 は 1975, 2001, 2004 と時
系列的に配列した空中写真である。1975 年の写真
では、この地すべりの発生場には植生も十分でな
く、林道も見られないが、2001 年には、明らかに
林道が開削されている。2004 年の発生場所は、現
在林道は木立に囲まれて判読できないが、この林
道付近から発生している。

10.23 新潟県中越地震

　2004 年 10 月 23 日午後 5 時 56 分に、新潟県
中越地方を震源とする大地震が発生した。この中
越地震の震央は北緯 37. 17,4 N, 東経 138. 52,2 
E、震源は深さ１３ｋｍ、マグニチュード 6.8 と発
表された。川口町では震度７を記録した。この本
震のあとに多くの余震も発生し、とくに、本震後
の２時間内に発生した３つの余震は震度６以上で
あった。最大加速度は震央から７ｋｍ離れた場所
でも 1000 gal を超えた。
　活断層センター（2004）によると、今回の一連
の地震は，魚沼丘陵の地下約 5 ～ 20 km 程度で
発生した．この丘陵は，新発田 - 小出構造線とい
う北北東－南南西走向の地質構造境界の西に位置
し，最近約 200 万年間に，西北西―東南東方向か
らの圧縮応力を受け、こうした逆断層の活動によ
り褶曲している。　魚沼丘陵の東側には六日町盆
地西縁断層が、西側には悠久山断層などが北北東
－南南西方向に分布している。いずれも，丘陵を
隆起させる逆断層である。震源の深さ，発震機構，
余震分布，地殻変動および震源断層モデル等に基
づくと，今回の地震の本震は六日町盆地西縁断層，
もしくはそれに平行な断層の深部が活動したもの

Fig.9 鳥越地すべり発生箇所（写真の○印）の経時変
化の実体垂直写真。上 : 1975 年撮影。植生もまばら
で林道も見えない。中：2001 年撮影。斜面を横切る
明瞭な道路が見える。下：2004 年７月撮影。道路も
繁茂した木立に隠れて見えない。

Fig. 10 新潟中越地震周辺のテクトニック地図。( 活断
層研究センター , 2004)
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とされている．また，大きな余震は，本震の断層
に隣接するいくつかの断層が活動することによっ
て発生したものと推定されている．また、活断層
センター（2004）は、述べた既存の断層が動いた
ことは確認されなかったが、地表にテクトニック
断層が小平尾付近に現れたと報告している。

10.23 地震による斜面災害の分布と特徴

　この地震は、震源エリアが 15kmx30km と狭い
範囲ではあるが、中山間地直下で発生したことで、
数百の深度大の地すべりや多数の表層崩壊がもた
らされた。さらに、特に地すべりにより芋川を中
心に 10 箇所でランドスライドダムが形成された。
川邊ほか (2005) によると、合計 1662 箇所以上の
斜面災害が確認され , 総土砂量は 7x107 m3 に達
したと報告されている (Fig. 10a,b)。
　これらの斜面災害を空中写真（朝日航洋 2004
年 10 月 27 日撮影、1:10,000）の判読から、大ま
かに以下の三つのタイプに区分された(Fig. 11a,b)。
　大深度地すべり (Fig. 12a)：これらの分布を見る
と、主に、芋川本流にそってほぼ南北方向に分布
している (Fig. 11a)。 GIS 解析によると、地形傾斜
の関連では、後記のフロータイプとともに、北東
側傾斜に多いように見える (Fig. 11b)。基盤地質と

の関連で見ると、これらの地すべりは、泥岩地域
と比べて砂岩地域に多い（Fig.13）。これらの地す
べりは初生的地すべりか、あるいは旧地すべりの
再活動である。いずれも、地質構造との関連で見
ると、層すべりであるが、中にはやや回転をとも
なうスランプ型も見られる。2) フロータイプすべ
り：このタイプは谷の頭部や棚田の縁から発生し、
岩屑なだれ的に流動したり (Fig. 12b)、水を多量に
巻き込んで土石流・泥流化したもの。3) 表層崩壊：
このタイプは、比較的急な平滑あるいは凸斜面の
頂部から発生するもので (Fig. 12c)、同一斜面では
連続していることが多い。上記の二つの地すべり
と比べて、急傾斜面で発生し、土砂量は少ない。
また、GIS 解析によると、地形傾斜では南東側傾
斜に多いように見える (Fig. 11b)。地質構造との関
連では受け盤構造である。深度は１ｍ内外と小さ
いが、基盤地質内で節理が関与すると、深い深度
の崩壊となる。

7.13 豪雨による斜面災害と 10.23 地震による斜面
災害との比較

　2 つの同時多発斜面災害は、いずれも新潟市か
ら南へ 80-100km の魚沼丘陵、西山丘陵、東山丘
陵などの標高 600 ｍくらいまでの丘陵性の山地で

Fig. 11. GIS による斜面災害分布図。a: ２万
5 千分の１地形図「小平尾」の地震による
斜面災害と旧地すべり地形の分布の三次元
表示 , b: 地震による斜面災害分布と地形ア
スペクトとの関係。 規模の大きい斜面災害

（地すべりや流動型地すべりは）0-90 ( 北東 )
の範囲に、規模の小さいもの（表層崩壊）
は 90-180( 南東 ) に多い傾向がある .

Fig.12.a: 深度の大きい地すべり（芋川流域の東竹沢；10 月２５日撮影、中日本航空（株））、b: 小栗山付近の流
動型地すべり（６月２２日撮影）、下部は円礫からなり、掃流堆積物、 中部：岩屑なだれ、上部：地すべり堆積物、
c: 表層崩壊（半蔵金）。
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発生している。また、これらの丘陵は、北北東―
南南西にのびる背斜が尾根をつくり、向斜が谷を
つくるという典型的な構造性丘陵であり、それら
に沿って断層も走っている。堆積物は中新世から
鮮新世の砂岩・泥岩やそれらの互層からなってい
る。7.13豪雨を襲った出雲崎から栃尾にかけては、
やや硬い寺泊層の作る背斜構造の周辺に椎谷層や
西山層の泥岩・砂岩が取り巻いていて、出雲崎地
域では斜面災害の分布も岩相に支配されていて、
受け盤と流れ盤が明瞭である。つまり前者は表層
崩壊、後者は大規模な崩壊・地すべりとなる傾向
がある。また、砂岩より泥岩地帯でより規模が大
きくなっている。また、この両者の差は、主に風
化帯の厚さにも起因している。
　この豪雨による斜面災害の多くは、旧来の地す
べり地形との関連で見ると、滑落崖の急斜面で発
生していることがあるが、崩土全体が動いた再活
動タイプは少ない。
　 一方、10.23 地震による斜面災害は、基盤岩
の地質構造と岩相に起因している。とくに、ラン
ドスライドダムを形成したような深度の大きい地
すべりは、砂岩、あるいは砂岩リッチの泥岩地帯

で発生しており、構造的には層すべりである (Fig. 
12a)。 旧来の地すべり地形との関連では、Fig. 13
に示すように、地すべり防止区域の多くは泥岩地
域に多く、融雪がトリガーとなるものの対策がさ
れていた。しかし、こうした地すべり対策工が、
これらの地域の斜面災害をある程度防止したのか
も知れない。砂岩地域にも地すべり地形は認めら
れるが、水の関与する災害が少なく、そのために
対策も進んでいなかったかも知れない。また、こ
れらの古い地すべり地形との関連では、東竹沢の
ように、その再活動も認められる。
　フロータイプの地すべりについては、谷の頭部
から発生して、周辺の川や池の水を巻き込んで泥
流化したものが多く、７．１３豪雨による降水その
ものが混在したものとは異なる。また、小栗山周
辺のように、岩屑なだれ的なものもあり、未固結
の砂が強震動で崩壊・流動したものがみられる。
これは、例として、1993 年北海道南西沖地震に
より奥尻島幌内川で見られた（雨宮、1993）。一
方、表層崩壊について見ると、平滑型とスプーン
型があり、急斜面で発生することは同じであるが、
大雨によるものは、発生地点では遷急線の上、直
上、下とさまざまである。しかし、地震の場合には、
平滑型が多く、遷急線直上付近からのものが多い。
また、大雨の崩壊は谷地形、凹地形および平滑斜
面で発生していて、地震の場合には凸地形あるい
は平滑斜面で発生していることが多い。規模や広
がりでいうと、大雨の場合にはひとつひとつ離れ
ているが、地震の場合は連続して斜面全体に広がっ
ているものが多い。

要約と議論

　この報告は、2004 年に新潟県中越地域で発生し
た、7.13 豪雨による斜面災害と 10.23 地震による
斜面災害についての、現地調査と空中写真判読に
よるおおまかな中間的報告である。両者は若干重
なる地域もあるが、大雨による斜面災害は主に出
雲崎から栃尾までの北側であり、表層崩壊が 3600
箇所あり、そのうち泥流をともなう深度の大きい
ものが 271 箇所であった。また、地震による崩壊・
地すべりは山古志村を中心に、1600 箇所と報告さ
れていて、表層崩壊が多いが、フロー型崩壊・地
すべりや大深度地すべりも数多い。とくに、大深
度地すべりは10箇所に上るランドスライドダムを
形成し、家屋の水没や土石流災害の危惧がもたれ
た。いずれも標高 600 m までの中新世―鮮新世の

Fig. 13. 中越地震による斜面災害（崩壊・地すべり）
の分布（Yagi, 2004））、地質図 ( 竹内ほか , 2004) お
よび地すべり指定地分布図（新潟県）。
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砂岩・泥岩からなる丘陵性山地で発生した斜面災
害である点は共通するが、発生斜面の位置、風化
土層、流れ盤、受け盤構造などによりパターンや
規模が左右されている。つまり、大雨の斜面災害
は風化土層の厚さが問題であり、地震のそれは流
れ盤構造や砂岩層が重要な要素となっている。　
両者の現地調査とデータの解析はまだ途上であり、
発生前と後の空中写真の比較などは一部しか実施
していない。また、これらのデータを GIS 用に作
成中であり、解析も現在進行中である。今後のデー
タ収集と解析により、より詳細なデータが得られ
ると考える。

謝辞：データ収集に協力いただいた新潟大学災害
調査団の方々、（社）日本地すべり学会・応用地
質学会合同調査団の方々、新潟県庁砂防課、空中
写真を提供いただいた朝日航洋（株）、中日本航空

（株）、写真判読にご協力いただいたアジア航測（株）
に謝意を表します。
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1．はじめに

　新潟県中越地震では，中山間地域，特に全国有
数の地すべり多発地域の直近で強い地震が発生し
たことにより，従来型の平地における地盤災害に
加えて，中山間地における斜面災害が甚大であっ
たことが特徴的である．とりわけ旧山古志村芋川
流域では多数の地すべりダムが形成されたため、
二次災害の防止のための緊急対応が急務となった。
　2004 年 10 月 23 日夕刻新潟県中越地方でマグ
ニチュ - ド 6.8 の内陸直下型地震が発生し，川口
町で観測史上最大震度７を記録した．マグニチュ
- ド 6.0 さらに 6.5 の余震が相次ぎ，観測史上最大
加速度 2,515 ガルを記録した．死者 40 名，負傷
者約 4,500 名の人的被害，全壊約 2,800 棟，半壊
及び一部損壊約 10 万棟の住宅被害，さらに鉄道，
道路等重要交通施設にも甚大な被害が生じた．ピ
- ク時には約 600 箇所の施設で約 10 万人が避難
生活を余儀なくされた．山古志村（地震発生当時，
現在は長岡市に編入）の住民約 2000 人は現時点
でも避難中である．地震による物的被害総額は約
3 兆円と推定されている．
　地震による被害多発地域は豪雪地域でもある．
今冬は 19 年振りの豪雪となり，被災地域は 2 ～
3m の積雪下に置かれた．そのため、多量の融雪水
の供給による，二次的な土砂災害の発生・拡大が
危惧された．
　地震により、地すべりや等の斜面災害が多発し
た場合の対策の流れは次のように考えられる．第
一段階として，地震発生後直ちに地震情報を収集
すると共に緊急調査を行い，特に大規模な斜面移
動現象を把握する．直ちに大規模二次災害の危険
度を判定し，緊急対策を実施する．第二段階として，
応急調査を行い，全般的な斜面移動現象を把握し，
二次災害の危険度を判定し，応急対策を実施する．
第三段階として，恒久対策の計画のための詳細調
査を行い，恒久対策を計画，実施する．
　本報告では，まず土砂災害の発生が特に顕著で
あった山古志村の事例を中心として，新潟県中越
地震により発生した地すべり・斜面崩壊の概要に

触れる．次に、芋川流域で形成された地すべりダ
ムに対する緊急対応のプロセスについて説明する．
さらに、融雪による影響について実態を報告する．

２．中越地震の概要

　中越地震の強震波形は防災科学研究所の K-NET, 
KiK-net によって多くの観測点で記録されており，
加速度，速度，計測震度ともに大きく，中越地震
による揺れが破壊力の大きな地震動であったこと
が知られている．十日町で最大加速度 1750gal，
最大速度 65.6cm/s（３成分合成），小千谷で
1500gal，136cm/s（３成分合成）が記録されて
いる．これらの値は，兵庫県南部地震で記録され
た最大加速度 818gal，最大速度 92cm/s と比較し
ても極めて大きな値を示している．なお，地震計
が設置してある地盤と山地災害の集中している東
山丘陵の表層地盤とは地質条件が異なっているた
め，東山丘陵での表層に伝播した地震動の大きさ
や周期特性は上記の値とは異なったものとなるこ
とに留意する必要がある．
　図 - １は防災科学技術研究所により設置された
強震動観測点の分布と記録された余震分布を示し
たものである．図中の北北東―南南西方向に延び
た長方形は断層モデルの地表投影を表している．
また、長方形内の星印は破壊開始点を示しており，
多数の赤丸は余震の分布状況を示している．中越
地震により地すべり・斜面崩壊が多発した領域は
概ね余震の分布域と重なる。
　図 - ２は断層近傍の強震動波形記録を用いて防
災科学技術研究所が解析した断層の破壊モデルを
示したものである．図中には，(a) 破壊開始点付近，
(b) 破壊開始点東側の浅い部分，(c) 破壊開始点南
西側の３つのアスペリティが推定されている．ま
た，破壊はアスペリティ (a) から始まり，(c)，(b)
の順に進展したと考えられている．

３．土砂災害発生状況

　国土交通省の調査によると中越地震による斜面
崩壊等の発生箇所は約 3,800 箇所，推定崩壊土砂

中越地震による斜面災害と融雪の影響について

丸井英明 *・渡部直喜 *・川邉　洋 **・権田　豊 **
　*新潟大学積雪地域災害研究センター・** 新潟大学農学部
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量は総計約 1 億立方メ - トルと報告されている．
従来，地震時には急傾斜の尾根部や凸型斜面で斜
面崩壊が多発し，比較的緩い斜面における再滑動
型地すべりはあまり発生しないとされてきた．し

かしながら，今回の地震では山古志村を中心とし
て未曾有の地すべりが発生した．
　地すべりや斜面崩壊の規模は大小様々で形態も
多様であるが，主要な現象は大別して以下のよう
に要約される．①標高の高い，尾根付近の急斜面
における崩壊．②河川沿いの渓岸崩壊．③中間の
比較的緩い斜面における地すべり．④地すべりダ
ムによる河道閉塞．地すべり多発地域直近で発生
した直下型地震の強い振動のために，極めて多数
の地すべりや斜面崩壊が発生したと考えられる．
山古志村内の道路は，崩落，陥没，段差，亀裂，
水没等により至るところで寸断された．融雪期に
は地すべりや斜面崩壊の増加が予想され，道路や
住宅の復旧は容易ではない．
　山古志村をはじめとする斜面崩壊・地すべりの
多発地域は，北北東 - 南南西方向に連なる，標高
400 ～ 700m の東山丘陵に位置する．同丘陵は主
として新第三紀鮮新世～第四紀更新世の地層から
なり，岩質は砂岩，泥岩，砂岩泥岩互層を主体と
する．この地域は活褶曲が卓越する地域であり，
地質構造は北北東 - 南南西方向に並行する幾つか
の背斜軸と向斜軸に規定され，地層は大局的には
同方向の走向を示している．褶曲軸は西から東に
向かって約 1km の間隔で，東山背斜，金比羅向斜，
峠背斜，梶金向斜，小松倉背斜の順で配列してい
る．図 - ３は国土地理院の作成した中越地震によ
る斜面崩壊等の分布図を地質調査所による５万分
の１地質図に重ね合わせたものである．斜面崩壊・
地すべりが芋川流域，特に梶金向斜の両翼で多発
している状況が見られる．
　斜面崩壊・地すべりが多発しているのは、例え
ば池谷集落周辺地域等の砂岩あるいは砂質シルト
岩地域である。防災科学技術研究所が作成した地
すべり地形分布図で同じ池谷集落周辺地域を見る
と，ほぼ全域に亘って旧地すべり地形が見られる．
一方，虫亀集落周辺地域等の泥岩地域では斜面崩
壊・地すべりの発生が明らかに少ない．ところが
防災科学技術研究所の地すべり地形分布図を見る
とやはりこの地区においてもほぼ全域に亘って旧
地すべり地形が見られる．
　元々，地すべり指定地の多い泥質岩分布域であ
る虫亀地域等よりも，砂質岩分布域である芋川流
域の方が斜面崩壊・地すべりの発生が顕著であっ
た．今回の中越地震によって砂質地盤の領域で斜
面崩壊・地すべりが多発したことは地震による斜
面崩壊・地すべりの発生機構を考える上で重要な
要素であると考えられる．

図 -2 断層破壊モデル（防災科学技術研究所）

図 -1 強震動観測点分布及び余震分布（防災科学技術
研究所）
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４．河道閉塞の概要

　芋川流域は山古志村のかなりの面積を占めて
おり，流域面積約 38km2，最高標高 680m，最
低標高 75m で，魚野川に合流する．流路長は約
16km，平均河床勾配は約 1/70 である．斜面崩壊
や地すべりの崩落土砂による河道閉塞は芋川流域
全体では本流，支流をあわせて 50 箇所以上で形成
されており，その内本流に関しては主要なものは
5 箇所である．上流から，寺野，南平，楢木，東
竹沢，十二平の各地区に形成されている．その内，
規模の点から特に重要なものは，東竹沢地区と寺
野地区のものである．図 - ４に芋川流域における
斜面崩壊・地すべり及び主要な河道閉塞箇所を示
す．河道閉塞の規模や形態は様々である．全般的
には，小規模な崩壊による閉塞箇所では比較的速
やかに自然決壊が生じているが，大規模な地すべ
りによる閉塞箇所は容易には決壊していない．　 

4.1. 東竹沢地区河道閉塞
 
　東竹沢地区で芋川を閉塞した地すべりの規模は，
延長約 350m，幅約 300m である．移動した土塊
の量は約 130 万 m3 と推定されている．写真 - １
に東竹沢地区の河道閉塞状況を示す．地質は砂質
泥岩および砂質泥岩と細粒砂岩の互層から構成さ
れている．地層の走向，傾斜は N6° E，17 ～ 22
° W である．地すべりは傾斜方向に移動する「流
れ盤地すべり」の形態を示しており，頭部で約
70m の移動量が見られる（写真 - ２）．
　東竹沢地区で今回滑動した地すべりの背後には
明瞭な地すべり地形が認められ，旧い地すべり移
動体の一部が今回分離して再滑動したものと考え
られる．今回の移動土塊の形状を見ると，頭部で
は比高 25m，傾斜約 25°の滑落崖が形成され，そ
の延長は約 100m に亘っている．中央部では，地
すべり崩土の厚い堆積が見られる．一方，末端部
では上流側には地すべり崩土の押し出しによる圧
縮亀裂が生じており，下流側は沢に規定されてい
る．芋川の旧河道は国道 291 号線にほぼ並行して

図 -3 褶曲軸と地すべり・斜面崩壊分布状況　資料出
典 :5 万分の 1 地質図幅「長岡」，地質調査所；5 万分
の 1 地質図幅「小千谷」，地質調査所；中越地震災害
状況図，国土地理院

図 -4 芋川流域で発生した地すべり・斜面崩壊並びに河
道閉塞の分布状況 ( 朝日航洋撮影画像に基づき八木山
形大教授が判読 )
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いたが，地すべり土塊の末端部は旧河道を閉塞し，
国道付近まで土砂が盛り上がり，地塊状に堆積し
ている（写真 - ３，写真 - ４）．その背後に比高約
12m の凹地が形成されている．地すべりの末端部
はこの盛り上がり地塊の山側斜面付近までの範囲
であると推定される．この領域では，すべり方向
に直角方向の階段状の亀裂が多数発生している． 
　河道閉塞箇所の背後には大規模な貯水池が形成
されたが，水深に対して地すべりダム堤体の規模
がかなり大きいため，地すべりダムが水圧により
一挙に決壊する危険性は小さいと判断された．ま
た，地すべり移動土塊による閉塞区間の長さは約
300m であり，貯水池の水圧の作用する堤体比高
28m の 10 倍近い値を示していることから，パイ
ピングの発生による破壊の可能性も小さいと判断
された．

4.2. 東竹沢地区緊急対応
　河道閉塞箇所に対しては，終局的には芋川の計
画流量を流下させるための対策が必要であるが，
地震直後の段階では地すべりダム決壊防止の観点

から，貯水池の水位上昇による越流を防止するこ
とが不可欠であった．全体として必要な対策は緊
急対策，応急対策，恒久対策の３段階に位置づけ
られる．まず，緊急対策として，越流防止のために，
河道閉塞箇所に緊急排水路を開削し，上流側にポ
ンプを設置して排水し，貯水池の水位の低下が諮
られた．同時に，地すべり土塊中の標高の低い部
分に大型土嚢による土堤が築堤された．
　しかしながら，ポンプによる排水のみではポン
プ機能の維持管理上の問題が発生した他，緊急排
水路末端部で異常侵食が進行する事態が生じた（写
真 - ５）．そこで，緊急排水路末端部が地すべり土
塊の範囲外のより侵食されにくい領域に移設され
た．さらに，予備的措置として，地すべり土塊末
端部背後の凹地部に埋設管路による代替水路が施
工された（写真 - ６）．次に，応急対策として春先
の融雪による出水にも対応できる十分な通水断面
を有する仮排水路開削が実施された（写真 - ７）．
　恒久対策としては芋川の計画流量を長期に亘っ
て安全に流下させるための本格的水路の設置が必
要となる．仮排水路の掘削に際しては，地すべり

写真 -1　東竹沢地すべりによる河道閉塞 写真 -3　東竹沢地すべり平面写真

写真 -2　東竹沢地すべり頭部の滑落崖 写真 -4　東竹沢地すべり正面写真
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土塊末端部を相当量掘削するため，地すべり土塊
の安定性を低下させないために頭部で排土工が施
工された（写真 - ８）．
　なお，今後の地すべり土塊の安定性を評価する
ために種々の土質試験が行われた．写真 - ９に見
られるように主滑落崖で明瞭なすべり面が観察さ
れた．青灰色の砂質シルト岩の上面をすべり面と
して褐色の砂質土塊部分が今回の地震によって大
規模に滑落移動したと考えられる．すべり面上下
の土試料に関してリング剪断試験を行った．残留

強度は 18 ～ 22°の範囲の値であった．砂質土で
ある特性を反映してかなり高い残留強度を示して
いる．今回の地震により発生した地すべりの機構
については今後さらに詳細な検討が必要と考えら
れる．

写真 -5　ポンプによる緊急排水中の異常侵食の状況
（写真左手が緊急排水路）

写真 -7　融雪水量を考慮した断面を有する仮排水路

写真 -6 埋設管路による代替排水路 ( 排水口付近の状
況 )

写真 -8　東竹沢地すべり頭部排土工（ほぼ施工完了
時の状況．正面は主滑落崖．）

写真 -9　主滑落崖で観察されたすべり面（約 20°
の傾斜を有する平坦な青灰色の砂質シルト岩の上面
をすべり面とする典型的な流れ盤の地すべり．）

写真 -10　寺野地すべり（写真右手前が地すべり．
中央部に見られる道路は地すべり移動により切断さ
れ約 30m のずれが生じた．）
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4.3 寺野地区河道閉塞 
　寺野地区の河道閉塞は，左岸側で発生した延長
約 360m，幅約 170m の地すべりによって生じて
いる（写真 - １０，写真 - １１）．移動した土塊の
量は約 100 万 m3 と推定されている．また，右岸
側には急傾斜の渓岸崩壊が 3 箇所で発生しており，
その最大のものは，長さ約 100m，幅約 110m，
比高約 50m の規模である．左岸側の地すべりは旧
い地すべり地で発生しており，今回の滑動範囲は
旧地すべり地形の輪郭とほぼ重なる．地すべりの
発生した斜面は向斜軸の軸部付近に位置するため，
基岩の走向，傾斜は N70 ～ 80° W，10 ～ 15°
S となっている．したがって，地層の傾斜方向は
地すべり斜面の傾斜方向と斜行している．地質は
砂岩主体の砂岩・シルト岩互層から構成されてい
る．
　本地区の河道閉塞箇所に関しても，水深に対し

て地すべりダム堤体の規模がかなり大きいため，
地すべりダムが水圧により一挙に決壊する危険性
は小さいと判断された．また，この場合も地すべ
り移動土塊による閉塞区間の長さは，貯水池の水
圧の作用する堤体比高の 10 倍近い値を示してい
ることから，パイピングの発生による破壊の可能
性も小さいと判断された．しかしながら，埋塞し
たスノ - シェッドをつたって貯水池から若干の水
量が自然流下により排水しており，侵食量の増加
による破壊の進行の可能性については監視が必要
と考えられた（写真 - １２）．

4.4 寺野地区緊急対応 
　寺野地区の河道閉塞に関しても，貯水池の水位
が越流寸前の水位まで上昇したため，緊急排水が
必要であった．まず，緊急対策としてポンプによ
る緊急排水が実施された．前述のスノ - シェッド
に沿った自然流下による排水量も水位低下に寄与
した．つぎに，応急対策として融雪水量を考慮し
た仮排水路が計画された．本地区においては，地
すべり土塊の形状と材料特性から，地すべり土塊
の末端部を掘削することは危険と判断されたこと
から，掘削量を最小限に留めた表面排水路が施工
された .

５．監視・計測体制

　緊急対策と並行して，可能性は小さいと判断さ
れたが，地すべりダムが万一決壊した場合に備え
　て，監視・計測体制が整備された（図 - ５）．一
つは，下流の竜光集落の住民の安全確保のための
ものである．そのため，東竹沢地区直下流に土石
流検知センサ - 並びに監視カメラを設置すると共
に，上流側には水位計を設置し，警戒避難体制が
整備された．今一つは，工事中の安全確保のため
のものである．そのため，寺野地区においても土
石流検知センサ - が設置された．また，地すべり
土塊の再移動の可能性に対処するために，寺野・
東竹沢両地区において，地すべりの監視・計測を
目的として伸縮計並びに傾斜計が設置された．

６．緊急対応における課題

　地震直後の段階で緊急対応が必要とされたのは
地すべりダムによる河道閉塞対策であった．河道
閉塞が生じた場合、上流側においては湛水による
水没被害、下流側においては決壊に伴う土石流・

写真 -11　寺野地すべり（左岸側が地すべり．右岸側
は斜面崩壊）

写真 -12　スノ - シェッド沿いの自然排水（貯水池上
流側水位がかなり上昇した状況 .)
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洪水による氾濫・堆積被害の可能性が生じる。芋
川流域では東竹沢地区の河道閉塞により上流の木
籠集落で湛水による住居の水没が生じた。一方、
河道閉塞箇所の決壊が生じた場合には土石流・洪
水の発生・流下により、下流の竜光集落に甚大な
被害を及ぼす危険性が想定された。下流側に保全
対象が存在しない場合には、河道閉塞を放置し自
然流下に伴う決壊を待つという対応も考えられる
が、芋川流域の状況下では決壊を防止することが
不可欠であった。
　地すべりダムは多くの箇所で形成され、その規
模・形態は様々であった。緊急対応として直ちに
必要なことは、個々の地すべりダムについてその
規模と形成過程を把握し、決壊の可能性を判断す
ることである。河道閉塞が攪乱した崩落土塊によ
るもので速やかな自然流下による解消が予想され
るものであるか、非攪乱のすべり土塊によるもの
で破壊的な決壊の可能性が予想されるかという相
違点の判断が重要である。その際、調査データが
少ない時点で如何に迅速な技術的判断を行うかが
肝要である。現地踏査に基づき、地すべりダム背

後の貯水池水位を極力下げ，越流を阻止するため
の排水対策が講じられた．

７．融雪の影響

　土砂災害発生状況の項で記したように，中越地
震によって，震源地に近い中山間地域では極めて
多数の斜面崩壊等が発生している．崩壊土砂は部
分的に斜面中途に堆積し、大半は渓床に崩落し，
渓流には大量の不安定土砂が流出している状況に
ある．また，崩壊斜面の上部あるいは背後では、
随所で亀裂や段差が生じている．
　昨年末から本格的な降雪が始まり、今冬は 19 年
振りの豪雪となった．斜面の被害が甚大であった
山古志村は 3m の積雪下におかれた．特に、地震
動による住宅の被害が大きかった地域では、既に
損傷を受けた住宅が積雪荷重のため倒壊するケー
スが少なからず見られた．
　斜面の安定性に関しては，急激な融雪による地
すべりや斜面崩壊の拡大あるいは新規の発生が懸
念された．東竹沢地区並びに寺野地区においては
地すべり土塊の変状の監視・計測が行われた．写
真 - １３は融雪初期における東竹沢地すべりの全
景である．地すべり土塊上部では排土工が施工さ
れたが，上端部には背後からの崩落に備えるため
に約 5m の土留工が施工された．この時期におい

図 - ５　芋川流域における監視・計測体制．寺野地区
並びに東竹沢地区においては，監視カメラ，貯水池
水位計，土石流検知センサ - が設置された．（北陸地
方整備局資料による．）

写真 -13　東竹沢地すべり全景（3 月 24 日撮影）

写真 -14  東竹沢地すべり主滑落崖の融雪崩壊（4 月
22 日崩壊発生 /5 月 2 日撮影）
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ては全く異常は見られない。その後 4 月 22 日に
同地すべり地主滑落崖において約 3 万 m3 規模の
融雪崩壊が発生した（写真 - １４）．しかしながら、
崩落土砂の大半は前述の土留工の範囲内に留まっ
ており，安全率上も地すべり本体の安定性には何
ら問題が無い状況であった．
　一方，寺野地区においても地すべり土塊本体に
は全く変状が見られない状況であった．地すべり
地背後の上部平坦面等において，融雪を経て新た
な亀裂や段差が見られたが，地すべり本体への影
響はないものと判断された．
　他に，木篭地区（写真 - １５），楢木地区，梶
金地区等では急斜面上で融雪による崩壊の拡大や
侵食等が見られた．しかしながら，芋川流域全体
としては保全対象に大きな影響を及ぼすような規
模の融雪による斜面崩壊や土砂の流出は見られな
かった．

８．おわりに

　山古志村の復興に向けては，今後個々の地すべ
りや斜面崩壊に関する現況把握と危険度評価が必
要となる．その上で，優先順位に即応した対策を
実施することになる．道路の損壊は小規模な斜面
崩壊によるものの他，大規模な地すべりや地すべ
り性崩壊によるものが多く，復旧に際しては地す
べり対策の実施が不可欠である．山古志村を始め，
今回の地震により甚大な斜面災害を被った地域は
豪雪地域でもあることから，融雪による地すべり・
斜面崩壊に対する警戒・監視も行われた．幸いに
して，融雪の影響は予想より軽微であった．
　通常，降雨等による地すべりの発生は局所的で
あるが，今回浅い内陸型地震により一時期に広範
囲に亘って地すべりが多発したことは極めて特異
であり，新たな課題が投じられたと言える．将来

起こりうる地震を見据え，地震による土砂災害に
関しても警戒区域並びに特別警戒区域を的確に判
定し，平素からハザ - ドマップを準備し，事前対
策に資することも必要であると考えられる．
　中越地震の発生後，時を置かずして積雪期に入っ
たため，個々の地すべり地や崩壊斜面等に関する
詳細な調査は殆ど行われていない状況にあった．
融雪終了後の段階で詳細な現地踏査を実施し，個々
の現象についてはさらなる検討に基づく適切な対
応が必要と考えられる．
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はじめに

　２００４年１０月２３日（土）１７時５６分頃，
川口町を震源とする M ６．８の新潟県中越地震が
発生した．県内では斜面災害が１，０００ヶ所以上
確認されており，その深刻な状況は報道や各学会
の速報会（地盤工学会　関東支部編，２００５）
で報告されている．筆者らは，かねてより積雪寒
冷期地震の対策の在り方について提言し（青山清
道編，２００３），被災地の斜面災害や雪氷災害の
調査を現在も継続している．
本地震による雪崩防止施設の被害は甚大で，予防
柵の流出，破損や機能喪失そして裸地化した斜面
において全層雪崩等の緒災害が続発した．
　ここでは，雪崩予防柵基礎の被害状況に着目
し（Aoyama, K.et al., 2002 ; Bhattarai, P. et al., 
2002 ; 木村・青山，１９９９；中俣・青山編，
１９８６），実態調査を行なった．道路管理の面で
も一刻も早い復旧が課題となっている．
新潟県道路管理課，治山課，砂防課による雪崩予
防柵の被害状況を，表１に示す．この他に，旧山
古志村で治山課担当の雪崩予防柵４１基（２００４
年１１月末日現在）の被害が，確認されている．

被害箇所の状況と原因

　地震発生後，直ちに現地入りし，これまでに十
数回の現地調査を行なった．図１は，小千谷市，
十日町市における調査地点である．特に被害が甚
大であった長岡市，小千谷市，十日町市の雪崩予

防柵の被害形態と，当地の地質・地形的要因との
関連性について考察する．

長岡市濁沢町
　当該地は，大田川中流域の右岸側に位置してい
る．この周辺では，大田川の左右両岸は，河川に
よる侵食によって，急崖を形成している場所が多
く，地すべりや，斜面崩壊等の斜面災害が多発し
ている．また，その地形的特長から，上記の地盤
災害だけに限らず，雪崩災害も当然多発している．
当該地周辺では，大田川は略北西流しているが，
蛇行箇所が多く見られ，その攻撃斜面に位置する
部分では，特に斜面災害が多発する地形を呈して
いる． 
　当該地の東側には，略南北方向の背斜軸があり
軸の周辺には，中新世，寺泊層と中新世から鮮新世，
椎谷層等が分布している．当該地は，その背斜軸
の左翼に位置しており，上記の椎谷層と，鮮新世，
西山層との境界部周辺に位置している．主として
当該地に分布する西山層の走向傾斜は，略南北方
向，30°西落ちである．岩質は，泥岩と砂岩との
互層から形成されている．雪崩予防柵が設置され
ている長大斜面（写真１，２）は，ほぼ南向きの斜
面であるから，層理面との相互関係は，交差盤で
ある．
　当該地域は，前述した如く，泥岩と粗粒から細
粒にいたる砂岩の互層から成っている．粗粒砂岩
と泥岩との関係は，粗粒砂岩の基底部には礫岩質
の部分があり，かつ，部分的に不整合面の様相を
も呈しているのが特徴である．次に構成岩石の貫
入力の問題であるが，巨視的には，中粒砂岩は貫

新潟県中越地震による雪崩予防柵の被災状況に
関する検討

青山清道＊１・福田　誠＊２・新関敦生＊３・村尾治祐＊３・
木村智博＊４・猪爪高見＊２

A few Considerations of Foundation Failure on Snow Avalanche Defensive Structure due to the Mid 
Niigata Prefecture Earthquake in 2004

Kiyomichi AOYAMA＊１， Makoto FUKUDA＊２， Atsuo NIIZEKI＊３， Harumasa MURAO＊３，
Tomohiro KIMURA＊４ and Takami INOTSUME＊２

＊１新潟大学積雪地域災害研究センター　　＊２長岡工業高等専門学校　　＊３㈱村尾技建　　＊４元 東京大学大学院生
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入力が低く 8.5kN/m2 であった．泥岩は，その中
粒砂岩よりも強く，10kN/m2 程度である．粗粒砂
岩は，泥岩よりも更に強く，11kN/m2 以上であっ
た．

　当該地の急崖斜面の高さは，大田川から尾根ま
での間で約 250m である．この急崖斜面は裸地の
区域が多く，かつ，斜面崩壊も多発している．斜
面底周辺の地形がゆるく変化する区間には，地す
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表１．新潟県中越大震災による雪崩予防柵の被害状況
1-1　新潟県道路管理課担当箇所（平成 16 年 12 月 22 日現在）
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旧山古志村において，地震による雪崩予防柵被害は，
41 基であった．（調査 2004 年 11 月末日現在）

1-2．新潟県治山課担当箇所（2004 年 12 月 14 日現在）

1-3．新潟県砂防課担当箇所（2005 年 5 月 31 日現在）
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写真１　流出した雪崩予防柵
（長岡市濁沢町　2005 年 4 月 9 日撮影）

写真２　破損した雪崩予防柵
（長岡市濁沢町　2005 年５月 26 日撮影）

写真３，４　信濃川左岸に分布している
堆積層が予防柵ポケットや歩道に落下

（小千谷市山本）

写真５　落石により雪崩予防機能低下

（十日町市中条）

写真６～８　泥岩等の風化により雪崩予防基礎部分の
支持地盤が崩落した（十日町市焼野）
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べりも確認されている．斜面崩壊に対して，谷止
工が設置されており，満砂と成っていた（平成 8
年 新潟県長岡林業事務所設置）． 
この長大斜面に設置されている雪崩予防柵が，地
震動によって破壊されて，落下した状態が確認さ
れている．現地調査の結果から，その原因は，交
差盤を呈して露出している岩盤が，風化作用を受
けた結果，剥離から抜け出しの過程が発生したと
考えられる．

小千谷市山本（小千谷発電所周辺）
　新生代第四紀更新世魚沼層で構成され，泥・砂・
砂礫の互層が主となっている．その上部に，礫を
主体とする比較的新しい地層（中位段丘堆積物）
が分布している（新潟県，２０００）．この周辺の
魚沼層は，信濃川に侵食され，高い急峻な崖を形
成している．当該箇所は，信濃川の攻撃斜面に位
置している関係上その様な地形を呈している．
　被害状況は，雪崩予防柵に岩塊が崩壊して堆積
し，雪崩を受け止める機能を殆ど喪失している．（写
真３，４参照）．
　この現象を生じた主な原因は，「剥離現象」であ
る．魚沼層は堆積時代が新しいので，続成作用が
少なく地盤内部の固結度が低く（表面積が大），従っ
て垂直に近く切り立った急崖の自由面に向かって
剥離しやすい性質を有している．剥離を規制する
のは，風化作用と継続して発生する崩壊現象とで
あり，それに伴う応力開放が不安定度を更に増大
するものと推定される．さらに加えて当該地周辺
では，降水現象と余震をも含んだ地震動に起因す
る剥離現象が今後も発生し得る危険な部分が認め
られる．雪崩予防柵に堆積している岩塊は，その
形成過程から扁平な岩塊が多く見られる．

十日町市中条（国道２５２号沿い，至堀之内町）
　前述と同じく第四紀更新世魚沼層で構成され，

泥・砂・砂礫の互層が主であるが，部分的に浮石
質角礫凝灰岩を夾在する場所もある．この周辺は，
飛渡川によって侵食され，急峻な崖を形成してい
る．飛渡川は西流して，信濃川本流に注ぐ一支流
である．
　被害状況は，雪崩予防柵に巨岩塊が崩壊して堆
積し，雪崩を受け止める機能が殆ど失われている．
当該地は南北方向の軸を有する背斜構造の西翼に
位置しているので，層理面は緩く西傾斜している．
走向は，略，南～北であり，傾斜は，１３～１５
°西内外である．
　当該崖には，現時点でも亀裂の発達が認められ
る．その意味では不安定な崖である．その亀裂の
方向性は縦横高の３方向を示している．３方向の
亀裂によって，岩盤が切断され，四角い形状を成
し，巨岩塊が自由面に向かって抜け出す現象であ
る．抜け出す時点で最も有効に作用した力が，今
回の場合は，地震動である．当該崖の自由面と地
層の層理面との関係は，交差盤を成している．（注．
流れ盤・受け盤・交差盤）流れ盤等と比して，交
差盤は，巨岩塊抜け出しという視点からは有利な
条件である．この周辺の雪崩予防柵に堆積してい
る巨岩塊はその形成過程から，四角い岩塊が多い．

（写真５参照）．

十日町市焼野（十日町市中条より堀之内町寄り）
　前述で指摘した事項と同様，地質的には新生代
魚沼層であり，泥・砂・砂礫の互層が主である．
南北方向の背斜構造軸の近辺に位置している関係
上，地層中に発生する亀裂の数が増加しているの
で，当該地は，他所と比較すると風化作用が進ん
でいる．そういう関係で当該地の南側には地すべ
り地形が発達している．また，当該斜面は南向き
の急崖である．地層の傾斜は南北方向の背斜軸を
中心にして，西落ちと東落ちとを呈しているが，
共に，１０°内外のゆるい値である．しかし，こ

写真９～ 11　支持地盤の崩落と雪崩防止柵の宙吊りと落下箇所の確認
（十日町市樽沢）
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の周辺は，地すべり多発地帯なので，走向傾斜を
考える場合には，慎重にすべきである．
　被害状況は，７基の雪崩予防柵が破壊され，使
用不能なため撤去されている（写真６～８参照）．
その急崖は前述の理由により比較的風化が進んで
いる．急崖の中央部に，斜面崩壊の痕跡が認められ，

その周辺の予防柵が基礎の浮き上がりにより破壊
されたと思われる．斜面崩壊そのものは，表層崩
壊の形態に近いと考えられる．つまり雪崩予防柵
破壊の原因は，風化作用の進行に伴って発生した，
斜面崩壊によるものである．

N

S=1:100000

図１．調査位置図
○１～４：調査位置．１：小千谷市山本，２：十日町市中条，

３：十日町市焼野，４：十日町市樺沢
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十日町市樽沢（国道２５３号至近）
　いずれの被害箇所とも新生代第四紀更新世魚沼
層で，礫・砂・シルトの互層で成っている．南北
方向の背斜軸の東翼に位置している．地形的な上
部に，更新世の中位段丘堆積物が載っている．当
該地は樽沢川によって侵食された，南向きの急峻
な崖である．
　被害状況は，雪崩予防柵の基礎部が崩落し，基
礎の一部が宙吊り状態になり，極めて不安定な形
態を示す場所もあるしまた、予防柵全体の落下も
見られる．急崖の上方に分布している中位段丘堆
積物中の安山岩礫が落下し，雪崩予防柵裏に堆積
している箇所もある．その為段丘堆積物部分にロッ
クネットの応急処置を施している．（写真９～１１
参照）．
　この周辺では原則として，急崖部分に浅く根入
れをして雪崩予防柵を造っている．風化した魚沼
層が地震動により剥落し，根入れ下部が三角形に
落下したものである．宙吊りになった予防柵は多
雪とスレーキングから冬季間の雪荷重に耐えられ
ない状況と判断される．その事由として，雪崩予
防柵基礎の三分の一から二分の一程度が宙吊りに
なっていることによる．雪崩予防柵基礎位置と基
礎形式との選定に再考の余地がある．降雪を迎え
て速やかな応急対策が望まれる所以であり，斜面
植生の崩れも雪崩発生の危険性に拍車をかけるこ
とが予想される．

まとめ

　今回の地震では雪崩予防柵の基礎地盤である魚
沼層の風化とスレーキング現象による被害箇所が
目立ち，雪崩予防柵の上に落下した土砂・岩塊が
堆積して雪崩予防機能が低下した事例も顕著に見
られた．さらに地震で斜面の樹木が崩落し，裸地
化した斜面に１９年ぶりの大雪が降ったため例年
以上に雪崩発生の危険が高まっている．こうした
状況について，典型的な被害例を写真で示すこと
にする（写真１２～１５参照）．
　十日町市，小千谷市，長岡市における上記５例は，
魚沼層中に発生した事例が４例であり，西山層の
事例が１例である．魚沼層の堆積時期は，新生代
第四紀更新世（Cenozoic Quaternary Pleistocene）
と考えられ，西山層のそれは鮮新世と考えられて
いる．魚沼層は，南北の方向性を持って，平行に
延びている，東頚城丘陵と魚沼丘陵との両丘陵に
渡って分布している．更には，越後平野の地下等
にも分布している．魚沼層を２層から４層に区分
する考え方もあり，整合～不整合～指交関係の議
論もあるが，これらの成因論的な考え方について
今回は言及しない．ただ，地層全体が低固結であ
ることや，亀裂の発達状況や風化作用の進行状況
等のいわゆる物性を重要視している．つまり物性

写真 12，13　全層雪崩が発生した
（十日町市中条 2005 年２月 19 日撮影）
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写真 14，15　全層雪崩が発生した
（十日町市焼野　2005 年２月 19 日撮影）

N

S=1:100000

図ー２　調査位置図（長岡市濁沢町）
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が原因になって，前述の如き雪崩予防柵の破壊～
機能低下の諸形式が発生するからである．
結論は以下の如くである．
①機能喪失形態
　基礎破壊から斜面崩壊等に起因した構造物自体
の破壊．そして落下，さらに加えて土砂・岩石に
よる柵の埋没．
②機能喪失原因
　剥離現象（応力解放に伴う剥離・風化による剥離）
亀裂規制（縦横高さ３方向亀裂に規制された抜出）
風化作用進行に伴う崩壊（背斜軸周辺等）支持力
不足に伴う基礎破壊（基礎部落下）．
　ここに示した写真群から，道路面へ土砂が崩落
する危険が高まっていることや，さらに雪崩予防
柵のポケットに上部の土砂・岩塊が落下し，雪崩
予防機能が低下していることも理解される．今後
の余震と降積雪，降雨等により更なる支持地盤の
脆弱化する危険性がある．
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１．はじめに

　2004 年 10 月 23 日に発生した新潟県中越地震
の大きな特徴の一つは，冬（積雪期）が間近に迫
る時期に，我が国有数の豪雪地域に位置する中山
間地で発生したという点です。このことは，冬ま
でに災害復旧が間に合わなかった箇所については，
雪氷災害の発生危険度が著しく高まったことを意
味します。そこで（社）日本雪氷学会と日本雪工
学会では，震災直後の 11 月 2 日に「新潟県中越
地震・雪氷災害調査検討委員会」を合同で組織し，
起こり得る雪氷災害の危険性を調査し，警鐘を鳴
らしてきました 1)。著者らも同委員会のメンバー
として，他の研究者・技術者と共同で被害の実態
調査にあたるとともに，積雪期に想定される雪氷
災害の危険性を指摘してきました。本稿では，雪
氷災害の視点からみた地震被害状況を述べるとと
もに，19 年ぶりの豪雪となった 2004-05 年冬期
の気象・積雪状況，及びそれにともなう被災地の
雪氷災害（地震と豪雪の複合災害）の発生状況に
ついて報告します。

２．積雪期前の被害調査

　新潟県中越地震・雪氷災害調査検討委員会では，
雪崩災害，融雪災害，道路交通，家屋などの視点
から積雪期の雪氷災害の危険性を検討することを
目的として積雪期前に現地調査を行いました。そ
の結果まとめられた雪氷災害の危険性に関する要
点を以下に示します。なお，この詳細については
同委員会の報告書 2) をご覧ください。

(1) 雪崩災害
　地震による斜面崩壊で植生や地形が大きく変化
したり，雪崩予防柵やスノーシェッドなどの対策
工が壊れたりしている箇所が多く存在する（図 1）。
このため，崩壊で生じた裸地急斜面や対策工の機
能が低下した箇所での雪崩発生危険度が増大して
いる。余震が雪崩の引き金となることもあり得る。

(2) 融雪災害
　土砂崩れによって河道や用排水路などの閉塞が
多くの場所で発生している（図 2）。融雪期には，
多量の雪が融け出し，大雨が続くのと同じ状態に
なるため，閉塞箇所では土石流，洪水，雪泥流が
発生する危険がある。また，斜面や水田等に生じ
た亀裂に融雪水が浸透し，土砂崩れが多発する危
険がある。

(3) 道路交通
　地震により道路が被災（陥没，段差など）した
り，消雪パイプや流雪溝などが損傷したりしてい
る箇所が多数ある（図 3）。積雪期までに復旧が

中越地震と豪雪がもたらした複合災害

河島 克久・和泉 薫・伊豫部 勉
新潟大学積雪地域災害研究センター

図 1　基礎ごと崩落した雪崩予防柵（小千谷市）

図 2　渓岸崩壊による河道閉塞（川口町）
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間に合わなかった箇所は，除雪・消雪機能が大幅
に低下し，道路交通（車，歩行者）の安全が確保
しにくくなる。

(4) 家屋
　地震によって損傷した家屋は設計通りの強度が
なくなっている可能性があるため，屋根雪の荷重
で倒壊する危険性がある。雪が積もった状態で余
震が起きるとさらに危険である。また，ブルーシー
トで屋根を覆っている家屋は，雪下ろし作業に大
きな危険を伴う（図 4）。

　以上の調査結果に基づいて，同委員会では 11
月 14 日に雪氷災害軽減に向けた対応策を様々な
メディアを通して公表するとともに，これを住民
向けリーフレットとしてまとめ被災住民へ配布し
ました 3)。

３．2004-05 年積雪期における中越地方の
気象状況

　気象庁の資料によれば，2004-05 年積雪期は 12
月中旬まで全国的に気温の高い状況が続きました
が，12 月下旬から冬型の気圧配置が強まって寒気
が流入しました。その後は日本付近を低気圧や前
線が通過することが多かったため，低気圧に向かっ
て暖気が入り，通過後は冬型の気圧配置が強まっ
て寒気が入ることを繰り返し，気温の変動が大き
い状態が 3 月まで続きました。冬の平均気温とし
ては全国的に平年を上回り暖冬傾向であったとい
えます。一方，降雪量は，寒気の流入や低気圧の
通過によって北日本の日本海側で多く，東日本の
日本海側の山間部では積雪量が平年を大きく上回
る地点もでました。
　新潟県中越地方の山間部・平野部の初雪は多く
の場所で 12 月 21 日であり，平年に比べて 1 ヶ
月前後も遅いものでした。しかし，その後断続的
に大雪がもたらされ，積雪量が平年を大きく上回
りました。アメダス津南で 2 月 21 日に過去最大
となる最深積雪 369cm を記録したように 61 豪雪

（昭和 61 年）以来 19 年ぶりの大雪となりました。
中越地方のアメダス十日町における 2004-05 年積
雪期の積雪深と日平均気温の推移を，過去 10 冬
期の平均値と比較して図 5 に示します（気温は過
去 10 冬期平均を曲線で近似したものです）。この
図から，十日町では 2004-05 年積雪期の最深積雪
が過去 10 冬期平均の約 2 倍に達したこと，冬 (12
－ 2 月 ) 全体の気温が暖冬傾向にあった過去 10 冬

図 3　消雪パイプの破損（小千谷市）

図 4　ブルーシートで屋根を覆った地震被害家屋（川口
町）

図 5　アメダス十日町の積雪深・日平均気温と全国の雪
崩災害件数の推移
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期の平均を上回ったこと，12 月下旬から 3 月中旬
頃までは，日平均気温が 0℃を挟んで大きく変動
したこと，3 月から 4 月にかけては過去 10 冬期平
均よりも全体的に少し低めの気温であったことな
どがわかります。また，2004-05 年積雪期の消雪
日は 4 月 27 日でしたが，これは過去 10 冬期の平
均（4 月 9 日）に比べて 18 日も遅い消雪日です。

４．2004-05 年厳冬期における中越地方
の積雪分布

　上記のように「暖冬大雪」が特徴といえる
2004-05 年積雪期の中越地方における積雪分布は
どのようなものだったのでしょう。著者らは，気
象庁，国土交通省，新潟県，十日町市・栃尾市・
長岡市・小千谷市などの市，防災科学技術研究所・
森林総合研究所などの研究機関が Web サイト上で
公開している積雪深データに独自の観測データを
加えた約 150 地点の積雪深データを用いて，新潟
県内の詳細な積雪深分布図を作成しました。中越
地方では 2 月上・中旬に積雪深が最大になりまし
たが（アメダス十日町では 2 月 12 日），図 6 はそ
の時期の積雪深分布を表したものです。この図か
ら，新潟県内では中越地方の山間部に降雪が集中
し，積雪深が特に大きくなったことが分かります。
積雪深が 3m を超えている地域は，十日町市，川
口町，山古志村（現長岡市），魚沼市，津南町のほ
ぼ全域と小千谷市・長岡市・栃尾市，南魚沼市な
どの山間部に広がっています。これらの地域は地
震被害が極めて大きかった地域とほぼ一致してお
り，雪氷災害の発生危険度が被災地において極め
て高い状態になったことを意味しています。

５．中越地震と豪雪の複合災害

　2004-05 年積雪期は，上記の厳しい気象・積雪
状況のもと，1 月から様々な雪氷災害が発生しま
した。新潟県融雪災害警戒本部の発表（5 月 10 日）
によると，2004-05 年積雪期の雪による人的被害
は，死亡者 26 人，負傷者 147 人にも上りました。
死亡，負傷を合わせた人的被害者数は，魚沼市（25
人），旧長岡市（24 人），旧十日町市（16 人）の
順に多く，中越地震の被災地に大きなダメージを
与えたことが分かります。このような状況を受け
て，新潟県では 2 月 18 日に 61 豪雪（1986 年）
以来 19年ぶりに豪雪対策本部を設置しました。ま
た，4 月 8 日には，融雪災害の危険性が高まった
ため，新潟県融雪災害警戒本部が設置されていま
す。ここでは，中越地震による被害と密接に関係
している雪氷災害について，代表的な災害を取り
上げて報告します。

5.1 雪崩災害
　2004-05 年積雪期は雪崩災害が全国的に多発し
ました。和泉 4) によると，寒気が入って積雪が急
増した際や，その後に暖気が入って気温上昇した
際に雪崩災害が多くみられ，2004-05 年積雪期の
雪崩災害は全国で 61 件（死者 8 人），新潟県で
18 件（死者 2 人）に達しました（図 5）。また，
災害をもたらした雪崩のほとんどが湿雪全層雪崩
に分類されています。これは，まとまった降雪の
後の気温上昇と降雨によって積雪のざらめ化が急
速に進み，積雪層が全体として脆くなったためで
あると考えられます。図 7 は，近藤 5) の方法（湿
度から算出した雨雪の判別気温を用いる方法）を
用いて，南魚沼市（魚沼消防署大和分署）の日降
水量を降雪量と降雨量に分けて示したものです。

図 6　2005 年 2 月 14 日 9 時の積雪深分布 図 7　南魚沼市における 2005 年 2 ～ 3 月の日降水
量（雨雪別）
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厳冬期である 2 月においても，しばしば降雨がも
たらされていることが分かります。
　新潟県にける雪崩災害の発生場所は中越地方の
山間部に集中しています。これは，図 6 に示した
ように中越地方の山間部が大雪となったことに加
えて，中越地震や平成 16 年 7 月の豪雨によって
急斜面が荒廃したことが影響していると考えられ
ます。新潟県で死者が出た 2 件の雪崩災害の一つ
である高柳町山中（現柏崎市）の雪崩（2 月 18 日
発生）は，平成 16 年 7 月の豪雨時に土砂崩れを
起こした斜面において災害復旧工事中に発生した
ものです（図 8）。積雪期前には，中越地震の余震
が雪崩の引き金となることが懸念されましたが，
幸いなことに余震発生時に災害となるような雪崩
は認められませんでした。
　中越地震の影響による雪崩災害の典型例は，3
月 19日に小千谷市西吉谷で発生した事例です。地
震で痛んだ急斜面から未明に発生した湿雪全層雪
崩が斜面下の川（茶郷川）をせき止め，隣接する
民家が床上浸水しました。さらに，その 7 時間後
に同じ斜面で再び発生した湿雪全層雪崩によって，
この民家が損壊するとともに作業小屋が全壊しま
した（図 9）。現場付近の積雪は，ほぼ全層が濡れ
ざらめ雪からなっており，全体的に水を含んで非
常に脆くなっていました。
　南魚沼市浦佐では，2 月 4 日に雪崩の危険があ
るとして 3 世帯に避難勧告が発令されました。3
世帯は一棟のアパートに入居しており，このアパー
トは県道を挟んで急斜面に面していました（図
10）。この斜面には雪崩予防柵や防護擁壁（県道
脇）がありましたが，中越地震の際に発生した表
層崩壊などによって斜面は荒廃し，柵は流され，
擁壁裏側のポッケトに土砂や樹木が溜まった状態
になっていました。その後，ポケット内の土砂を
取り除いたり，擁壁がない箇所に雪堤を築いたり
するという対策がとられたため，全層雪崩が複数
発生したものの災害には至らずにすみました。

5.2 融雪災害
　積雪期前には，河道閉塞箇所における土石流，
洪水，雪泥流の発生と荒廃した斜面や農地等にお
ける土砂崩れの発生が融雪期の災害として懸念さ
れていました。河道閉塞箇所においては，積雪期
前の復旧工事や応急対策が功を奏し，19 年ぶりの
豪雪にもかかわらず大規模な災害をもたらす現象
は発生しませんでした。しかし，小河川や渓流で
小規模な河道閉塞が非常に多く出現したため，積
雪期前に完全復旧が間に合わなかった箇所では，

融雪期に河川が氾濫し，河川脇の農地へ水が流れ
込んでいる状況がみられました（図11）。その結果，
農地が土砂で埋まったり，流水で侵食を受けたり
した箇所もありました。このような現象の発生に
は，土砂のみならず雪崩デブリによる閉塞も関与

図 8　高柳町中山の雪崩災害現場

図 9　小千谷市西吉谷の雪崩災害現場

図 10　南魚沼市浦佐における雪崩発生斜面
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す。
　荒廃斜面でみられた融雪期の土砂災害の多くは，
斜面上に多量の積雪が存在する状況下で発生して
おり，土砂と積雪が同時に崩落・流下したことが
特徴といえます。これは，一つには地震によって
植生がなくなったり，亀裂が生じたりした斜面で
は，水の浸透によって崩壊が起こりやすい状態で
あったことに起因しています。また，豪雪にもか
かわらず，冬季間の気温が比較的高かったため，
積雪のざらめ化が厳冬期間中に促進され，融雪初
期でも融雪水や雨水の地中への流出が起こりやす
い状態にあったことも関係していると考えられま
す。もし冬季間の気温が低ければ（積雪のざらめ
化が進んでいなければ），融雪初期の段階では融雪
水や雨水は積雪内部に貯留され，地中へはほとん
ど流出しません。つまり，2004-05 年積雪期は，
積雪が多量に残っている融雪初期（3 月中・下旬）
から，地震により不安定化した斜面内へ多量の水
の浸透が生じ，その結果，雪と土砂が混在して崩
落する現象が多発したと考えられます。

5.3 道路交通
　懸念されていた消雪設備の復旧は，精力的な復
旧作業によって国道や県道では 12 月までにほと
んど完了しました 2)。しかし，市町村道では復旧
工事が積雪期にずれ込んだり，応急的な対策で冬
を過ごさざるを得なかったり，2004-05 年積雪期
には復旧できなかったりした箇所が残りました。
　消雪パイプや流雪溝が未復旧の道路では，路面
上に多量の雪が残り交通渋滞を引き起こすことが
度々ありました。消雪パイプ破損道路における応
急対策としてよく活用されたのがサニーホースに
よる消雪です。図 14 は川口町に設置された事例
です。サニーホースによる消雪は，降雪強度が小
さい場合には有効でしたが，1 月上・中旬のよう

図 11　土砂と雪で河道が閉塞し氾濫を起こした茶郷川
（小千谷市）

図 12　十日町市魚之田川（国道 252 号線）の土砂災
害現場（竹内由香里氏提供）

図 13　塩沢町（塩沢雪害防止実験所）における積雪底
面からの日流出量の変化

していました。
　一方，地震で荒廃した斜面における土砂災害は，
小千谷市，長岡市，十日町市，栃尾市などで多数
発生し，道路通行止めが相次ぎました（図 12）。
発生件数は特に 3 月下旬以降に急増しました。新
潟県融雪災害警戒本部のまとめでは，4 月 1 日か
ら 5 月 23 日までの発生箇所数は，土砂崩れ・山
腹崩壊・土砂流出が 53 箇所，地すべりが 25 箇所
となっています。図 13 に，南魚沼郡塩沢町にお
いて積雪ライシメーター（積雪下面に集水容器を
敷設し積雪底面から流出する水量を測定する装置）
を用いて測定した積雪底面からの日流出量（融雪
水＋降雨）の変化を示します。日流出量は 3 月中
頃から急激に大きくなっており，頻発した土砂災
害が融雪の影響によるものであることが分かりま
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な連続的な大雪の際には十分に機能することがで
きず，図 15 に示すような路面状況になりました。
また，サニーホースが走行車両に巻き込まれ破損
することもありました。大雪時にサニーホースが
機能しなかった原因として，一つには水量が不足
していたことが考えられます。また，サニーホー
ス上に雪（屋根雪，除雪した雪など）が多量に堆
積するとその荷重でホースがつぶれてしまい，送
水不能に陥った可能性もあります。もし弾性のあ
る樹脂で保護された融雪用ホースを用いていれば，
消雪不良や破損などの障害は防げたかもしれませ
ん。
　この他に，被災道路の交通に関しては，除雪力
の不足，除雪時間の増大，雪崩や土砂崩れによる
通行止めなどの問題がみられましたが，孤立集落
の発生のような重大な災害が生じることなく積雪
期を乗り切ることができました。

5.4 家屋
　地震被災家屋の屋根雪荷重による倒壊や著しい
損傷が各地でみられました（図 16）。新潟県危機
管理防災課の発表（6 月 9 日）によると，新潟県
内の雪による建物滅失棟の総数は 269 棟であり，
その内の約 71％に当たる 191 棟が地震による被
害認定で全壊認定を受けた建物です。滅失棟数は
旧山古志村（85 棟），小千谷市（68 棟），栃尾市（21
棟），川口町（20 棟），魚沼市（18 棟）の順に多
くなっています。これらの地域では，冬を迎えて
も避難勧告・指示が解除されない地区を多く抱え

図 14　川口町で消雪用に設置されたサニーホース

図 15　サニーホースによる消雪が機能しなかった時の
路面状況（川口町，1 月 13 日）

図 16　地震で被災した後に雪によって倒壊した家屋
（魚沼市）

図 17　屋根雪落下による浴場倒壊事故が発生した小千
谷市の旅館（浴場は写真の左下に位置する）
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ており，そのため積雪期間中に雪下ろし作業がほ
とんどできなかったことが滅失棟数の増大をもた
らした要因の一つであると考えられます。
　地震と豪雪がもたらした家屋に関する災害の中
で，1 月 26 日に小千谷市の旅館において発生し
た屋根雪落下による浴場倒壊事故は最も痛ましい
ものでした（図 17）。この事故では，半地下にあ
る浴場（平屋建）の屋根上に旅館（旧館，2 階建）
の屋根雪が落下し，その衝撃で浴場の屋根が崩落
したため，入浴中の男性 2 人が死亡しました。こ
の旅館は震災により市から半壊の認定を受けてお
り，旧館の屋根（瓦屋根）には雨漏り防止用のブ
ルーシートが張られていました。瓦屋根などのよ
うな凹凸面をブルーシートで覆った場合には，雪
が少しずつ落下せずに溜まってしまい，それが一
度に落下する危険性があります 2)。また，溜まった
雪が屋根から滑落した場合には，その落下速度が
大きいため大きな破壊力を有します。実際，事故
時には旧館の屋根上に雪が積もっていました。こ
の屋根雪は 1 月上・中旬の大雪後の暖気によって
融解が促進され，ほぼ全層が水を含んだ密度の高
いざらめ雪になっていたと考えられます（1 月 27
日における現場周辺の平地積雪の平均密度：394
kg/m3，含水率：5 ～ 13％）。

６．おわりに

　平成 16 年度は，新潟県中越地方にとって 7 月
の集中豪雨（水害），10 月の中越地震，冬の豪雪
と連続災害に見舞われた年でした。短期間にこれ
だけ多くの記録的な災害現象が続いたことは過去
になかったのではないでしょうか。雪氷災害につ
いていえば，豪雨と地震によって斜面，地盤，河川，
道路，家屋などが大きな打撃を受けた直後に豪雪
に襲われたため，明らかに複合災害の様相を呈し，
豪雪が単一でもたらす被害よりも規模・件数など
が拡大したと考えられます。雪崩災害，融雪期の
土砂災害，家屋の雪による倒壊などの件数の多さ
は，このことを如実に物語っています。

　しかし，見方を変えれば，これだけの豪雪にも
かかわらず被害を最小限に食い止めることができ
たともいえます。この背景には行政機関，地域住民，
ボランティアなどの多大な努力があったことは間
違いありません。行政による幹線道路の早期復旧
とパトロールの強化，地域コミュニティの協力体
制，ボランティアによる雪下ろし・除雪作業など
が各地で見受けられました。また，多くの学会や
研究機関が震災直後から迅速かつ精力的な活動（災
害調査，提言，技術指導）を展開しましたが，こ
れも雪氷災害の軽減に大きく寄与していると思わ
れます。
　19 年ぶりの豪雪によって地震の復旧作業は遅れ
を余儀なくされています。また，地震や豪雨で荒
廃した斜面や雪崩対策施設は，豪雪（融雪）によっ
て一層荒廃が進みました。被害を受けた斜面や施
設の場所や数が多いだけに，これらの完全復旧に
はかなりの年月を要するものと思われます。完全
な復旧・復興が成し遂げられるまでの期間，雪害
対策にどのように取り組んでいくかが今後の大き
な課題といえます。
　最後に，中越地震にともなう雪氷災害の検討と
調査活動を進める上でご協力いただいた新潟県中
越地震・雪氷災害調査検討委員会，気象データを
ご提供いただいた魚沼消防署大和分署，及び積雪
ライシメーターを用いた観測にご協力いただいた
㈶鉄道総合技術研究所の関係各位に厚くお礼申し
上げます。
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衛星データで中越震災を解析

　阿部　信行
新潟大学自然科学系（農学部）

はじめに

　今回の中越大震災は、旧栃尾市で開催された
「7.13 水害の深層を考える」のシンポジウムの帰
途に遭遇しました。高速道路上では気が付かなく、
校舎に入った直後に、強い余震を感じました。た
だならぬ気配を感じ、早々に家に帰りました。当初、
被害の大きさに驚きましたが、後々でさらに大き
な被害であったことを報道で知りました。新潟県
では中越大震災と呼ぶことを提唱しています。被
害の大きさ、長期の避難生活、生活基盤の田畑の
崩壊等、中山間地を襲った大地震を考えると、当
然の呼び名です。
　こうした大震災が発生しますと、先ずは被害を
どのように把握するかが求められます。震災が発
生した翌 24 日は快晴だったことを覚えています。
各航空写真会社は一斉に撮影を始めましたが、衛
星も条件が整えば撮影を行います。従来、衛星画
像は細かいことがみえないので、空中写真の方が
被害の把握に向いていると言われています。しか
し、最近、分解能※（巻末参照）が優れた衛星も
出現しています。衛星画像は、地図と重ね合わせ
たり、人間の眼には見えない波長を用いたり、画
像の拡大・縮小が自在であったりで扱いやすく、
保管場所も小さくてよい等の優れた長所もありま

す。そこで衛星データで震災を解析した事例につ
いて述べてみます。

衛星データの種類と構造

　衛星データとして最も有名なのが、ランドサッ
ト衛星でしょう。ランドサット衛星の分解能は
4 号以降 30mx30m です。これに対して、最近
の高分解衛星イコノスの分解能はカラー画像で
4mx4m、白黒で 1mx1m です。イコノス衛星では
どのように見えるのでしょうか？
　震災の翌日、衛星データ推進委員会災害 WG か
ら 24 日に撮影されたイコノス衛星シーンの提供
を受けました。同時に震災前の 8 月 13 日の画像
提供も受けました。図 1 に、皆川優太さんが救出
された遭難現場の衛星シーンを震災前と比較して
表示しました。大量の土砂が県道を越えて信濃川
まで流れている状況、さらに立木を乗せたまま土
砂が滑落している酷い状況が分かります。空中写
真と変わらない状況で、広範囲な被害を把握でき
ます。この衛星シーンを利用して、どのような被
害が抽出できるのでしょうか

 旧山古志村管内の画像

　今回、提供を受けた画像と旧山古志村管内の行

震災前；2004年8月撮影 震災後；2004年10月撮影

長岡市妙見町の土砂崩れ現場

図 1　長岡市妙見町の土砂崩れ現場
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震災前；2004年8月撮影 震災後；2004年10月撮影

山古志村役場 崩壊地養鯉池

政範囲を重ねて切り出してみると、約半分近くの
範囲が衛星データ内に含まれます。衛星データは、
大きさを任意に拡大できます。この画像をどんど
ん拡大していきますと、最後には最小の大きさ、
つまり画素まで拡大できます。その画素は数値で
表されています。通常は見えやすい大きさまで拡
大します。昨年の 11 月上旬、旧山古志村管内に
調査に入ることができました。この時、主として
旧山古志村役場周辺、中学校付近、羽黒トンネル
付近の現状を調査しました。震災前後のシーンを
比較すれば、どこが被害を受けたかが分かります。
では、実際にどのようにみえるかを示しましょう。

被害地の状況

　図 2 は山古志中学付近の震災前と後の画像を対
比して示したものです。校舎や個人の住宅も識別
可能であることが分かります。震災後の画像では、
鯉の養殖池の形状や色がはっきりしない箇所も多
く見られます。これは、水が流出したり、あるい
は地震前に既に水が抜かれたり、土砂が流入した
りした結果と見られます。また、図 3 には役場近
くの大規模土砂崩壊地を示してあります。対比し
て同じ場所の震災前も示してあります。震災前に
は養鯉池や水田が見られますが、震災後は崩壊し
た土砂が覆っていることが分かります。

震災前2004年8月撮影 震災後2004年10月撮影

山古志中学校
養鯉池 水無し養鯉池水田 破壊水田

図 2　震災前後の衛星データ（イコノス衛星）―山古志中学付近―

図 3　震災前後の衛星データ（イコノス衛星）―山古志村役場付近―
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　震災前の撮影時期は 8 月で震災は 10 月です。8
月の養鯉池は水が張られていますが、10 月は池に
よっては水抜きしたものもあります。震災で破壊
されて水が抜けた池もあり、10 月の画像ではっき
りした色調を示さない養鯉池も多く見られます。
　このように、土砂が流出した状況は、震災前後
の画像を比較することにより、容易に検出できま
す。画像に示したように、空中写真と変わらない
分解能があることが分かります。一方、衛星画像
は、地図に合わせることも容易です。空中写真では、
中心から隔たるに従い、地図とずれが生じますが、
衛星画像ではそうしたことは起きません。また、
画像に緯度、経度を表示することも自由です。

山古志村役場

山古志中学

養鯉池

山崩れ

凡例
山崩れ1
山崩れ2
水無養鯉池
水有養鯉池
水田
森林
道路

図 4　分類画像

被害地の自動検出

　衛星画像には、画像を見ながら判断する方法で
はなく、機械的に同じ反射値を示すグループを抽
出する機能があります。この機能こそ、衛星画像
の最も重要なものです。例えば、画像内で土砂崩
壊している反射値を調べ、似た反射値を統計的に
抽出する方法（教師付き分類法）と統計的情報の
みで分類する（教師無し）方法があります。一方、
土砂崩壊地の波長別の反射値を調べ、その範囲を
指定して、崩壊地を抽出すること（マルチレベル
スライス）も可能です。

2004年10.24日IKONOS撮影 分類画像

凡例
山崩れ1 山崩れ2 水無養鯉池 水有養鯉池
水田 森林 道路

図 5　養鯉池の分類画像
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教師付き分類例

　役場付近の教師付き分類を実行した結果を図 4
に示しました。分類する場合、標本として現地デー
タを取得する必要があります。しかし、山古志村
の現地に入り、調査を行うのは容易ではなく、現
地データの取得は不可能でした。そこで、大まか
な分類にとどめました。分類項目として、山崩れ
1,2、水無養鯉池、水有養鯉池、水田、森林、道路
として分類を試みたものです。役場付近の大きな
山崩れ、付近の養鯉池、森林等はよく抽出されて
いますが、養鯉池の被害程度や水田の抽出精度は、
現地に入れるようになってから現地照合を行う予
定です。山古志中学付近の養鯉池を拡大したもの
が、図 5 です。分かりやすくするために、左側に
元図も示しました。図中の十字は元図と分類図の

同じ位置を示してあります。8 月の画像内の養鯉
池と 10 月の養鯉池を比較して、水が無くなった池
( 赤色 ) の区別は容易にできます。これは、近赤外
波は水に反応しないので、両者の反射値を比較す
れば、10 月に水がある池は識別できます。ただし、
10 月に既に水を抜いた池と地震で水が流出した池
の区分は現場をよく見なければなりません。地震
で破壊されて水が流出した池は土も変化している
ことが予想されます。赤色で示される養鯉池内の
画素の反射は変動していることからも識別可能と
思いますが、今回は現地情報が不足しているため、
特に分けていません。生活を再開していく上で養
鯉池の状態を明らかにすることは非常に重要だと
思います。早急にデータを収集するつもりです。 

山古志役場

山崩れ 山古志中学

水無養鯉池

図 6　山崩れの分類結果を元図上に重ねる 図 7　水無養鯉池の分類結果を元図上に重ねる

破壊された養鯉池震災前

図 8　破壊された養鯉池
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崩壊地の表示

　図 6 に山崩れと分類された結果を元画像上に表
示しました。図中黄色で表されているのが、山崩
れと同じ反射値を示す箇所です。例えば、中学校
のグランドは黄色ではありません。これはグラン
ドの土の反射値と山崩れの反射値が統計的に異な
ることを示しています。森林地帯を除きますと、
多くの箇所が黄色で示されていることが分かりま
す。元画像で見ると、山崩れには反射値から大き
く 2 タイプに分けることができます。この分類画
像を現地で検証できていませんが、調査に入れる
時期が来ましたら、行う予定です。土砂崩壊も、様々
なタイプや含まれる土砂の種類が異なります。組
成のはっきりした箇所が抽出されますと、そこの
反射値を用い、先のマルチレベルスライス法で他
に同じような崩壊があるかどうかを探すことがで
きます。崩壊の種類が異なれば、対策も異なって
きます。こうした視点からの解析を進めています。

水無し養鯉池

　反射値から抽出された水無し養鯉池を図 7 に赤
で示してあります。多くの養鯉池が分布している
ことが分かります。水無しの原因に、人為的に抜
いたものと地震で流出したものが含まれています。
地震で水が流出した池は土砂等が流入したことも
予想され、人為的に水が抜かれた被害のない池と
は反射値が異なることが予想されます。図 8 に示
したように、震災前は養鯉池の形状ははっきりし
ていますが、震災後は形状がはっきりしません。
これは、池が崩れたと見ることができます。この
点は調査に入れるようになったら、早急に確かめ
て、養鯉池の被害マップを完成させたいと考えて
います。

水あり養鯉池

　水のある養鯉池は非常に独特の反射値を示すた
め、容易に抽出されます。少ないが分布している
ことを確かめることができました。

おわりに

　高分解能衛星データは、従来の衛星画像の認識
を一掃するものです。衛星データには人間の眼に
はみえない波長を使ったり、あるいは一定の条件
に合うピクセルを客観的な判断の基に探させたり、
空中写真とは異なる様々な機能があります。こう
した機能を効果的に使うことで、土砂崩壊の種類
を分けたり、地図情報と組み合わせて、崩壊の危
険地帯を抽出することができます。一方、旧山古
志村地域も含めた鯉の養殖が盛んな地域では、早
急な被害把握、池周辺の環境把握が不可欠です。
こうした視点からの解析も進めなければなりませ
ん。立ち入りが制限されているため、データの収
集が十分ではありません。今後は、衛星データを
軸に、地図情報も加えた環境把握を進めるつもり
です。

※分解能；識別できる最小の大きさ
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　中越地震が起こったことで、次のようなことが
明らかになりました。
(1) 日本海東縁変動帯から信濃川～長野へ伸びる地

域が、依然として活発な地殻変動を起こす地帯
であること、

(2) 震央付近では地震の揺れが引き金になって地す
べりが数多く発生し、山古志村が全村避難した
のをはじめ、その他でも集落の住民全体が先祖
代々受け継いできた土地を放棄しなければなら
ないという、中山間地特有の被害がでたこと、

(3) 川口町が震度７の激震に襲われたのをはじめ、
小千谷市や堀之内町など震度６の強い揺れを被
ったにもかかわらず、建築物の崩壊とそれに伴
う負傷者が少なかったのは、コンクリートの高
床式基礎と太い梁材を用いた耐雪住宅が多かっ
たからということ。

　新潟市は 1964 年６月に新潟地震にみまわれま
したが、それから 40 余年の月日が流れ、当時の
被害状況は遠い記憶になってしまい、記録でしか
知ることができなくなりました。この間、新潟市
はひたすら大都市への発展の一途をたどって来た
こともあって、中越地震の教訓から、いま新潟市
の地震災害予測をあらためて考えることが必要だ
と考えられます。
　5 年ほど前、わたしたちは信濃川と関屋分水と
に囲まれた通称「新潟島」の地形と地盤構造など
の 5 項目について個々の危険度を評価し、さらに
総合的な危険度を求めて、地震災害予測を行いま
した。さらに、地域ごとの災害特性を明らかにす
るとともに、その地域における防災課題を把握し
て、より具体的な対策に反映することも試みまし
た。それに中越地震における災害を考慮に入れて、
私たちの考えを述べることにします。なお、後で
述べる建築物の外見的な耐震評価や危険度は 1 戸
1 戸について調査してありますが、個人情報保護
を重要視して割愛しました。

都市空間としての新潟市

　新潟市の 5 万分の 1 地形図は 1911( 明治 44) 年

測量のものが一番古く、それに新しく施設された
鉄道を加えて 1931（昭和 6）年発行されたものが、
戦前の街並みを示す最も代表的なものです。これ
は戦後の 1965( 昭和 40) 年まで修正を重ねました
が、1970( 昭和 45) 年に再編集されています。ま
た 1948 ～ 52（昭和 23 ～ 27）年にアメリカ軍が
撮影したのをはじめ、1962（昭和 37）年以降 11
回も国土地理陰が撮影した空中写真があります。
これらを利用すれば新潟市がどのように変化して
きたかを推定することができます。わたしたちは
新潟市の発展段階を1期（1931年以前）、2期（1931
～ 1974）、3 期（1974 年以降）に分け ( 図 1)、
別に作成した地形分類図との関係から次のような
ことが明らかにしました。

1 期：　1931( 昭和 6) 年以前は、西新潟の商業地
である古町が、信濃川を渡った東新潟は沼垂町
が、それぞれ発展の核になり、市街地の周辺を
取り巻くように住宅地がありました。中心地が
２つなのは1946( 昭和 21) 年に沼垂町が新潟に
合併するまで行政的に異なっていたからです。

　　古町は信濃川河口にできた砂州の上、亀田は
新砂丘Ⅰの上、笹口･米山･紫竹山･女池･竹尾･
牡丹山などは新砂丘Ⅱに、関屋･青山･五十嵐･
物見山などは新砂丘Ⅲに立地し、砂丘間低地は
田畑として耕作されていました。また、出来島
･鳥屋野･小新･坂井･木戸、黒崎、横越などは自
然堤防上に位置しています。このような古くか
ら集落が形成されているところは、地盤が比較
的安定していました。人々は安全な暮らしを重
点に生活していたことが窺えます。

2 期：　1932( 昭和 7) 年～ 1951( 昭和 26) 年、古
町周辺にあった住宅地が金衛町･浜浦町の県分
譲地など、白山浦･関屋、昭和町･松波町へと拡
大しています。1964( 昭和 39) 年の新潟地震以
降には、市街地近郊の農業用地･耕作地を住宅・
商店などが蚕食し、土地利用の種目転換が急速
に進みました。また、1960 年代初頭から始ま
った高度成長経済の影響もあり、信濃川や阿賀
野川の旧河道沿い、干拓された潟などの地盤の

「新潟島」の地震災害予測

卯田　強 *・芋野浪子 **・渡邊　香 ***
* 新潟大学理学部自然環境科学科・** 新潟大学理学部地質科学科・*** 新潟県土木部
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悪い場所に工場が建設されました。このように
景観的に無秩序な混同地域ができることをアー
バン･スプロール現象 (（略してスプロール）と
いいます１)。

　　国鉄（当時）越後線沿線の青山･小針･寺尾は
駅を中心に「串団子」状のスプロールが、新潟
駅周辺から国道 7 ･ 8 号線沿いでは以前からあ
った集落を結ぶような「あみだくじ」状のスプ
ロールが見られます。

3 期：　当初 1980 年代は新潟地震以降に拡大し
たスプロールの中で虫食い状に残っていた箇所
が住宅地・商業地・工場へ転化され、東新潟か
ら内野までが完全に都市空間に発展しました。
1990 年代後半からは、西川下流域の後背湿地
～海岸低地であったところや、江南･長潟･東中
島･河渡などの河川敷もしくは潟湖であった所
にまでが住宅地になってしまっています。しか
も 2 期に比べるとはるかに密度濃く集るように
なっています。さらに、現地へ行ってもそのよ
うに感じられませんが、今でも網川原･小新南
方などは海抜 0m 地帯です。

　　これは人々が安全性よりも効率性･利便性とい

った経済的尺度を重視するようになった、ある
いは地価高騰でそうせざるを得なくなったこと
を表していると考えられます。このような状況
が進展する中で、かつて賑わいの中心地であっ
た古町や沼垂は逆に寂れ始めて、いわゆるドー
ナツ化が起こっています。スプロールが地形を
無視して起こり、秩序の無い都市景観ができま
したが、同時にそれは経済的にバランスを欠い
た歪な都市空間でもあるといえます。

新潟市の地形

　新潟周辺の地形の主な構成は比較的単純で、海
岸線に沿ってほぼ平行に発達する新砂丘群、信濃
川･阿賀野川の旧河道や自然堤防・後背湿地、海岸
低地からなります。松浜から物見山を通って寄居
浜･関屋浜から五十嵐への海岸沿いの砂丘はおよそ
15 ～ 16 世紀から急速に成長した最も新しいもの
で、新砂丘Ⅲと呼ばれています。かつては信濃川
がこの新砂丘Ⅲを切って日本海へ注ぐ唯一の河川
でした。阿賀野川も加治川も新砂丘Ⅲの内側に流

図１　土地利用の変遷
1931 年、1974 年、1996 年は本文の 1 期、2 期、3 期に相当。
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路をとって、信濃川の河口近くで合流していまし
た。通船川がその名残です。1730( 享保 15) 年に
福島潟干拓のために松ヶ崎放水路掘削工事が行わ
れ、翌年の雪解け水で川幅が広がって、現在の阿
賀野川河口ができました。加治川は 1913（大正 2）
年に放水路が完成し、阿賀野川から切り離されま
した。
　新砂丘Ⅱは牡丹山 - 笹口 - 近江と竹尾 - 紫竹山 -
女池、岡山 - 石山 - 姥山の 3 列あり、新砂丘Ⅰは
大江山-亀田本町と笹山-茅野山の2列があります。
砂丘の内側は信濃川などの河川が作った自然堤防
と後背湿地のほかに、11 ～ 12 世紀ごろに一時的
に出来た湾が新砂丘Ⅲの成長と同時に干上がって
出来た海岸低地とがあり、ここには鎧潟･大潟･丸
潟･升潟などの大小の潟湖がたくさん点在していま
した。佐潟･鳥屋野潟･福島潟もその一員でした (図
2)。
　前述したように、自然堤防や砂丘地は比較的安
定した地盤であるため、古くから集落が形成され、
そこが新潟発展の中核となりました。最も古い新

砂丘Ⅰには、砂崩･迎山など縄文中期の遺跡が発見
されています。このほか新砂丘Ⅰ･Ⅱの上には縄文
晩期から奈良･平安時代までの遺跡があちこちに発
見されて居ます。これら以外の地形は居住地には
不適切なばかりか、｢ 芦沼 ｣「地図にない湖」など
と呼ばれて、田畑としての耕作もままならない状
態でした。こうした状態は、15 世紀後半の安土桃
山時代～江戸時代中期にかけてはじめられた信濃
川･西川･中ノ口川･阿賀野川の瀬替え工事を皮切り
に干拓が始まり、19 世紀後期に近代土木技術がと
りいれられてから 1972( 昭和 47) 年に関屋分水が
完成するまで、およそ 450 年も続いていました２）。
新潟付近の低地帯はほとんどが人間の手によって
改変させられたものであるといっても過言ではあ
りません。
　1964( 昭和 39) 年の新潟地震で液状化現象がは
じめて認識されました。液状化現象とは、地震の
強い揺れで堆積物の粒子間に閉じ込められていた
水の圧力が増加し、粒子の構造がばらばらに破壊
されて、泥水のような状態になることを言います

図２　地形分類図
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３）。液状化発生の要因となる表層地盤の特性は微
地形的特徴と密接な関係があります。新潟地震で
は旧河道や堀の埋め立て地で液状化が起こりまし
た。また、旧潟湖･人口海浜･盛土地なども液状化
を起こしやすい微地形です。本来ならばこれらの
地域の都市化は、地震災害などの防災面において
十分考慮されなければならないはずですが、個々
の建造物の耐震設計は行われているものの、都市
空間としての住宅地･工業地･市街地などの進出が
地形に無関係に行われてことは大きな問題だとい
えるでしょう。
　新潟地震では被害を受けた地域とほとんど被害
がなかった地域との境界がはっきりと分かれてい
ます。新潟島では、被害地域は道路に亀裂などを
生じ、液状化が顕著だった地域は東大畑通りや湊
町周辺で、鉄筋構造物の傾斜や沈下・木造家屋の
倒壊や傾斜・道路の波状変形・陥没・地盤の膨れ
上がりなどの現象が見られました。一方、砂丘の
上にある海岸沿いの関屋から西大畑町・西船見町
にかけての地域やかつて存在していた信濃川の砂
州のうえにある古町周辺ではほとんど被害があり
ませんでした。

潟市の地質構成と地盤強度

　新潟付近の地質を構成するのは新砂丘砂と白根
層と総称されている更新世末期～完新世の堆積物
です。それより古い更新統（更新世の地層群）は
下位が灰爪層、上位は西蒲原層群とされ、深さお
よそ 2000 ｍに第四紀と新第三紀の境界があると
考えられています。西蒲原層群は礫･砂層とシルト
･粘土層の繰り返しからなりますが、このうち粗粒
堆積物は氷期にできたと考えられます。白根層の
基底は深さ 130m 位にあり、1 万 8000 年前とい
う年代が得られています。白根層下部はおもに砂
礫の堆積物からなり、中部は砂質土と粘性土との
互層および海成粘土層、上部は泥炭層を何枚も挟
む砂質土･粘性土互層です。白根層中部は約 1 万年
前から、上部は約 5000 年前からの地層です４）。
　新潟島付近の地質構成は、ボーリング資料５）か
ら、6 層に分かれます。下位より①Ａ層 ( 青灰色～
暗青灰色細粒砂からなり、含水量は少ない。層厚
は 10m+)、② Ｂ層 ( 青灰色～暗青灰色中～細粒砂、
層厚約 15 ｍ )、③Ｃ層 ( 青灰色中粒砂からなり、
腐植物を混入し、シルト層を挟む。　含水量多い。

図 3　N 値 =10 の等深線図
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層厚 25m+)、④Ｄ 1 層 ( 腐植物を含む粘土層・シ
ルト層)、⑤Ｄ 2 層 (黒灰色～茶褐色の腐植土)です。
このうちＤ 1 層とＤ 2 層は指交関係にあって明確な
区別は難しく、Ｄ1層+Ｄ2層の厚さは３～10mで、
場所によって大きく変化します。堆積物の特徴か
ら、Ａ･Ｂ層は白根層中部に、Ｃ～Ｄ 2 層は白根層
上部に相当すると考えられます。さらに、Ｃ層の
上部からＤ 2 層にかけての同じ層準に、砂丘を構
成する⑥褐色中粒砂層が日本海側に分布します。
　ところで、地盤の強度を表す指標のひとつに N
値というのがあります。ボーリング調査の際に行
われる標準貫入試験で測定されます。重さ 63.5kg
のハンマーを高さ 75cm から落下させ、ロッド（鉄
管）の先端に付けたサンプラーが 30cm 貫入する
のに必要な打撃回数を数えた値をいいます 6)。新
潟市街地を中心とした一帯は、Ｎ値が深度 20 ｍ
以深から急速に増加しておおむねＮ≧ 30 となり
ます。このＮ≧ 30 が規模の大きな建造物の支持
層としての目安になります。新潟地震の折、Ｎ値
=30 以上のところに支持杭が入っていた建物は無
被害か被害があっても程度は軽く、支持杭がそれ
より浅かった建物は、有名な川岸町のアパートの
ように、地盤の流動化現象とともに傾斜や転倒･沈
下の被害を生じました。
　Ｎ値 =30 の等深線は信濃川の河道沿いでは深さ
20 ｍくらいにあり、笹口～鐙･女池では 10m 程度
まで浅くなります。また、Ｎ値 =10 の等深線は関
屋から河口にかけての信濃川沿いの地域では 10m
より深い所にあり、軟弱な地盤が厚いことがわか
ります。しかし砂丘および万代～女池・紫竹山に
かけては浅く、せいぜい地表から 5m 程度です ( 図
3)。

新潟島の建造物の特徴

　新潟市内は、同じ県内でありながら、積雪が多
いことを想定した設計の建築物はありません。し
たがって地震災害を想定するには中山間地で起
こった中越地震より、大都市を直撃した阪神･淡路

大震災（兵庫県南部地震，1995 年、Ｍ =7.3）の
方が適当でしょう。
　阪神･淡路大震災では、木造家屋ばかりか鉄筋コ
ンクリート造りなどの一見頑丈に見える建築物･構
造物に、通常の災害では起こりえないような凄ま
じい破壊が生じ、さながら異次元とも思える異様
な光景が展開しました。しかし丹念に調査すると、
倒壊した家屋や建築物にはある特徴がありました
7）。木造家屋は 1 階がぺちゃんこに潰れる場合が
大半であったこと、木造家屋の設計や基礎の違い
はあっても 1 区画で見れば一様に同じ方向に倒れ
ていること、鉄筋コンクリートなどの大型建築物
のうち 1 階が駐車場やホール･店舗などの開口部が
広い所（ピロティ形式という）が破壊されやすい
こと、新耐震設計法 (1981 年 ) 施行以前の建築物
が多く倒壊したことなどなどが挙げられます。
　こうしたことを念頭に、新潟島のすべての建造
物を、木造、木造モルタル、蔵、ＰＣ工法、鉄筋
コンクリート造、鉄骨造の６種類に分類し、建造
物の新旧、ブロック塀の有無、１階を車庫や駐車
場として利用しているか否かなどの特徴もあわせ
て調査しました。本来は建物の中に入って設計図
などを基に細かく調査するするべきでしょうが、
不可能に近いので、あくまでも外見上の話です。
　その結果、新潟島を構成する建造物にはつぎの
ような特徴を見出しました。
(1) 全体として木造の住宅が多くみられる。関屋付

近では新しくて大きな家が建ち並んでいるのに
対して、古町は長屋や小さな家あるいは昔から
の家が多く密集している。

(2) 一般住宅はほとんどが木造だが、稀に鉄骨造･
鉄筋コンクリート造･ＰＣ工法のものもみられ
る。

(3) 西大畑町～信濃川河口にかけての砂丘斜面にあ
る地域に、１階を車庫として利用している住宅
が特に多い。

(4) 工場などは川沿いの埋立地に多い。
(5) 古町は商店街として鉄骨造や鉄筋コンクリート

造などの建物が多いが、木造のものは道路に面
した部分のみ化粧張りしているものが多くみら
れる。

地震災害予測

　2005 年 3 月、内閣府は「地震被害に関する検
討会」の検討結果として、｢ 地震防災マップの概
要 ｣ を発表しました 8)。それによれば、①揺れや

地層の構成とＮ値とは対応していて、Ａ層はＮ≧
30 で、Ｂ層がＮ =20 ～ 30、Ｃ層はＮ =10 ～ 20、
Ｄ層がＮ=0～2という値が得られています。堆積物、
含水量、Ｎ値などから判断すると、地震の際に液状
化を起こしやすいのはＣ層と思われるので、この層
が厚いほど地震時の被害が大きくなることが推定さ
れます。
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すさマップ、②地域の危険度マップの２種類の地
震防災マップを作成し、普及を図るよう勧めてい
ます。ここでいう「揺れやすさマップ」とは、プ
レート境界や活断層で発生する地震は従来の研究
成果から震源断層を想定し、地震発生時の各地点
の地震動の強さ（震度とか加速度）を計算して 9)、
50m メッシュごとに表したものです。また「地域
の危険度マップ」とは、地震動の強さに、津波・
液状化・斜面崩壊･火災などの二次的に発生する現
象の予測を加えて、やはり 50m メッシュごとに表
した地図です。
　中越地震の起こった後で大きく問題になったの
は、この次ぎ起こる地震は新潟周辺では何処かと
いうことです。この判断はかなり難しいのですが、
やはり気になるのは新潟平野西縁断層です。この
活断層は弥彦･角田山地と新潟平野との境界付近
にあり、新潟市西方で日本海へ抜けています。こ
れが活動するのは、地震の空白域からすると 10)、
新潟市寄りの地下 20 ～ 30km の地点で、最大Ｍ
=7.4 前後（新潟地震とほぼ同じ規模）だろうと考
えられます。新潟市街地は直下型の地震に襲われ
る可能性があるということです。
　中林 11) は、ある地域の災害危険とは災害の発生
確率と災害規模による ｢ リスク ｣ と、地域社会に
内在している被害発生のポテンシャルともいうべ
き「市街地の脆弱性」とによって規定されると指
摘しています。要するに、地震の揺れとそれによ
る二次的な現象のみでなく、地域社会の状況をも
危険度の基準として用いなければならないという
ことです。これは大変重要な考え方だと思います。
じつはわたしたちも同じように考えて、新潟島の
危険度を想定していました。
　わたしたちは阪神･淡路大震災に基づいた直下型
の地震を想定し、①地形、②地質と地盤強度、と
いう災害発生のリスクと、③新潟地震時に起きた
被害状況という経験を加え、さらに④土地利用の
変遷、⑤建築物の特徴といった地域の脆弱性を考
慮して、道路に挟まれた区画ごとに地震災害危険
度を判定し、地震災害予測図を作成しました。こ
れらの 5 つの条件のそれぞれの危険度区分は次の
ような基準に由っています。

(1) 新潟島の地形は、旧河道、後背湿地、海岸低地、
砂丘、砂州とに区分できます。新潟地震による
液状化は旧河道に集中して起こりました。しか
し砂丘と砂州に地域には液状化が見られず、建
築物の倒壊などの被害もほとんど被りませんで

した。同じ砂質物からなる旧河道･砂丘･砂州の
違いはおそらく含水量の差異によると考えられ
ます。後背湿地や海岸低地は含水性に富む泥質
物や泥炭からなり、ここでは地震動が増幅され
て伝播する可能性があります。したがって地形
区分に基づく危険度は、リスクの程度が高い順
に、旧河道、後背湿地と海岸低地、砂丘と砂州
の 3 つになります。

(2) 地盤強度はＮ値 =10 の等深線図をもとに、10
ｍ以深の地域、8 ～ 10m の地域、5 ～ 8m の地
域、　5m 以浅の地域の 4 段階に分類しました。
含水量が多い堆積物からなるＮ値 =10 以下を示
す地盤は一般に軟弱地盤と呼ばれています。地
震時には剪断破壊（側方変位･流動･すべり破壊）
や圧密沈下･不動沈下などを起こしたり、砂質
の場合には液状化を起こします 12）。したがって
Ｎ値 =10 の等深線が深いほど災害が発生する危
険度が高いといえます。

(3) 新潟市の中核は 1931（昭和６）年以前の集落で、
砂州や砂丘、自然堤防に立地しています。ここ
は地形的にも地盤強度も安定した場所です。だ
からこそ古い家屋やビルが少なくなく、そうい
う意味では必ずしも安全な地域とはいえませ
ん。1964（昭和 39）年の新潟地震から 1974

（昭和 49）年の間には、それまであまり利用さ
れていなかった低湿地に住宅地が多く建てられ
るようになり、スプロール的な拡大が起こりま
した。現在では、かつて田んぼしか使い道がな
かった海抜0m地帯へも住宅地の開発がなされ、
新しい家屋がたくさん建築されています。

　　また、1931（昭和６）年までには見られなか
った工場は戦前の工業化の本格的進展を経て、
1960 年代初頭から始まった高度経済成長で急
激に増加し、信濃川の旧河道沿いや以前の潟な
どの埋め立て地など、地盤が悪いところに多く
進出してきています。これらのうち、最近の建
築物は地盤改良と耐震設計がなされているだろ
うと考えられますから、地盤が軟弱でも、かえ
って災害は少ないかもしれません。

(4) 建造物調査結果から、阪神･淡路大震災では木
造家屋が１区画全体で完全に倒壊していたこと
を参考に、区画ごとの評価をすることにしまし
た。区画内の建造物で木造家屋の占める割合を、
① 0%、② 50% 以下、③ 50% 以上 ~100% 未満、
④ほぼ 100%、⑤ほぼ 100% だが長屋や小さな
古い建物が密集している状態の 5 つに区分しま
した。ここで、「ほぼ」という表現を用いたの
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は、区画内に木造以外の建物が１つあったとし
ても、区画全体としての評価には影響しないと
みなしたからです。

　
　おなじ木造建造物でも、いわゆる古町の下

しも

の地
区と関屋地区とでは危険度が異なります。前者で
は古い小さな住宅がとても密になっているため「将
棋倒し」のように倒壊し、ひとたび出火するとた
ちまちのうちに類焼する恐れがあるばかりか、道
路が狭く入り組んでおり、また倒壊家屋が道路を
ふさいでしまい、消防車が入れずに消火活動がで
きなくなることも想定する必要があるでしょう。
しかし関屋地区では、区画整備がなされており、
住宅と住宅や道路の幅が比較的広く保たれている
場合が多く、また一軒ごとはブロック塀や生垣で
囲まれていて、個々の家屋の耐震強度のみが重要
なファクターとなります。だから同じ「木造率」
でもリスクが異なります。
　新潟市市街地は新しい鉄骨構造や鉄筋コンク
リート造りのビルが多く、設計基準どおりに建て
られているとすれば、地震動や火災に対してはあ
る程度の抵抗力をもっていると考えて差し支えな
でしょう。しかし、古町モールやＮＥＸＴ 21 に代
表されるようなガラス張りの建造物は、地震動で
破壊されて破片が落下する危険性は大きいでしょ
う。
　このような条件を加味して、地震に対する危険
度を区画ごとに評価しました。これを地域別には

まとめると以下のようになります。

(1) 関屋の海側地域（危険度→小）：砂丘の上でも
あることから地形・地盤的にも安全。新潟地震
以後の発展都市であり、家も古町などに比べて
区画が大きく安全な地域でしょう。そのため、
学校や病院などの施設が地震後にも機能できる
と思われます。

(2) 関屋の信濃川側地域（危険度→大）：地盤が悪
いため地震動に対して注意を要する地域です。
家は区画整備されているので、火災よりはむし
ろ、支持杭深度や地盤改良など建築する際の地
盤に対する対策を考慮すべきでしょう。

(3) 白山一帯（危険度→大）：もとの電車通りより
北は液状化発生が予想されます。また地盤も悪
い。新潟地震以前からの町並みでもあり、家の
密集度も高く火事などの危険も考えられます。
信濃川沿いには旧河道があり、かつ地盤が悪い
ためいっそう危険な地域でしょう。とくに液状
化に対しての十分な対策が必要です。

(4) 西大畑町付近（危険度→中）：寺通りは比較的
安全だと思われます。砂丘の斜面にある家屋の
うち、1 階を車庫として利用している場合には、
すべり破壊などで破壊される可能性があると思
われます。

(5) 古町周辺（危険度→小）：もとは砂州なので地
盤も比較的良く、新しいビルなど建造物が多く
建てられています。古くからの町並みの商業中
心地であり、昼夜の人口の差が大きいことから、
昼間に地震が発生した場合、より被害が大きく
なるでしょう。

(6) 港町から入船町あたりの地域（危険度→大）：
新潟地震の時には液状化が発生した地域で、か
つ地盤が悪いため、危険度が高い地域でしょう。
また、長屋など古くからの町並みで家が密集し
ており、火災などの被害拡大が予想されます。

地震災害に対するわたしたちの考え

　地震が何時何処を震源にしてどの程度の規模で
起こるかを予測することはほとんど不可能です。
上に述べたように、おそらく新潟平野西縁断層が
活動することがあるだろうと推定することはでき
ても、それ以上詳細なことは確率に基づいた議論
になってします。実際のところ活断層はそれが動
いた後でないとその活動度は評価できないかもし
れません。中越地震も想定外の場所に起こりまし

図４　｢ 新潟島 ｣ の総合的に見た地震災害危険度
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た。
　地震に限っていえば、前もって避難勧告を出し
たり、自主的に避難したりできません。すべては
本震が起こってからということになります。だか
ら問題は「その時どうするか」です。これには 2
つの大きな課題があります。
　中越地震では夕方の 6 時前という時刻に本震が
起こりましたが、火災が発生しませんでした。県
内外から多くの消防車が被災地へ駆けつけまし
たが、幸い無駄に終わりました。被災者のインタ
ビューを聞いていると、地震だと感じてすぐ火を
消したという人がたくさんいました。これは①「地
震の時はまず火の始末」の意識が住民に強くあっ
たこと、②地震を感じてから大きな揺れが来るま
でに火を消す時間的余裕があった（都市ガスは自
動的にシャットダウンされた）こと、の 2 つの重
要な点を物語っています。
　地震動の波には伝播速度の異なる P 波と S 波と
があります。2 つの波の到達時間差を PS 時間とい
います。最初Ｐ波が来るとガタガタと建物などが
縦に揺れ、「おや地震かな？」と思い、続いてユサ
ユサと激しい横揺れがやって来ます。このガタガ
タからユサユサまでの時間がＰＳ時間です。中越
地震の時の地震計の記録からすれば、震央に近い
小千谷でも 4 秒程度のＰＳ時間があったようです。
それでもあわてて火を消して家から逃げ出すこと
ができたのですから、決して短い時間ではないの
です。新潟平野西縁断層が新潟市寄りで活動して
地震が起きたとしたら、数～ 10 秒のＰＳ時間が
あると思われ、この時間内どうしたら被害を少な
く食い止められるかという研究がこれからは必要
でしょう。とくにすぐに動けない患者がたくさん
いる病院などでは重要な課題といえます。
　もう１つは被災後の課題です。山古志村全村の
避難などということはこれまでほとんど想定され
てきませんでした。地域ごとに避難場所を指定し
ておくだけでは対処出来ない事態が起こったのは
明らかです。新潟市の場合にも、人口密集地帯では、
いくつかのまとまった地域がすべて多大な災害を
受けて、別の地域へそっくり避難しなければなら
ないということにならないとも限りません。避難
は家族単位ですが、被災は地域ごとに一律に蒙り
ます。こうしたことからまた、避難生活が何日に
も及ぶにつれて、人々には精神的肉体的ストレス
が積層していきます。とりあえず長岡市内に分か
れて避難した山古志村の人たちは、しばらくして
知り合いの多い方へ避難場所を変わりました。た

とえ一時しのぎでも、もともとのコミュニティー
の日常が安堵感を与えてくれるからです。したがっ
て地震時にわが身の安全を図るのみばかりでなく、
危険度の少ないと判断される地域は、避難民を受
け入れることをあらかじめプログラムに組み込ん
でおく必要があるでしょう。さらに、復興も個人
の力のみでは限界があり、地域社会としての協力
があってはじめて地震前の生活への回帰ができる
のだろうと考えられます。
　かつては微地形の特徴を熟知し理にかなった土
地利用や住み分けが行われていました。しかし高
度成長時代からの都市化と人口集中の波は、こう
した祖先たちの叡智を無視した形で、押し寄せ
てきました。新潟地震では液状化が問題となり、
1964 年以降は地盤の改良や建築物の耐震設計に
は大きな技術的進展が見られました。しかし、災
害に強い都市づくりといった方向へは発展したと
いえません。無秩序に拡大したスプロールは、ば
らばらな性格を持った地域社会を作り上げました。
バブルが弾けた後には、開発を放棄された土地が
駐車場など無残な形で、街に空白ができました。
商店街だった古町には、街の機能とは異質な新し
いビルが目立つようになりました。新興住宅群や
大規模集合住宅は、人口が密な割には相互交流の
希薄な社会を生み出しています。さらに 2005 年
4 月から市町村合併で「大」新潟市が誕生し、かえっ
て地域的な格差が広がらないとも限りません。新
潟市の災害に対する脆弱性はますます助長されて
います。それぞれの地域の特徴に即したきめの細
かな防災対策をたてなければ、いくら地震の揺れ
などの精度の良いシュミレーション･マップを作成
しても、絵に描いた餅にしかならないでしょう。
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はじめに

　2004 年 10 月 23 日に新潟県中越地震が起きた
ものの、新潟市は無事であった。新潟大学で予定
していた 10 月 31 日のシンポジウム「市町村合併
と公文書保存」は無事開催することができた。
このシンポジウムには文書保存に関心のある新潟
県内のほとんどの方が来ておられ、その場で中越
地震被災地から歴史資料を救出するための組織で
ある新潟歴史資料救済ネットワークの結成が呼び
かけられた。

１　文化遺産の救出活動の開始

（1）小千谷市からの文化遺産の救出
　新潟歴史資料救済ネットワークは、11 月 5 日に
事務局を新潟大学人文学部が引き受けることにな
り、中世の地震研究をしている矢田が事務局長と
なり、近世史の原直史氏と民俗学の池田哲夫氏が
事務局員となった。ウェッブ・ページとメーリング・
リストがただちに開設された。
　小千谷市には 11 月 11 日に入り、小千谷市文化
財調査審議会委員長、郷土史家、小千谷市教育委
員会社会教育課の方々といっしょに近世からの町
の蔵の様子を見て廻った。250 年間いちども火災
を受けたことのない寺院の道具蔵の壁が完全にく
ずれ、蔵も傾いていた。目の前に、塗物の飯桶が
見えたが、いまにも崩れ落ちそうで近づくことが
できなかった。
　Ａ家の蔵も傾いていて、放っておくと小路を挟
んだ向いの家々を潰しそうな状態だった。ご近所
の方に話を聞くと、Ａ家の敷地にはかって 12 棟
ほどの蔵が立っていて、すでに火事で半分程がな
くなっていたそうである。私が 11 月 11 日に見た
時は蔵が 5.6 棟あった。その蔵も、12 月末に取り
壊された。
　その日は、救出の依頼のあったＢ家の蔵も見に
行った。その家の蔵は 3 棟あったが、中央の蔵が
完全に破壊されていた。この蔵は味噌蔵として使
われていたもので、上蔵と下蔵をつないで便宜的
に作ったものであった。中央の蔵が壊れたため、

残りの 2 つの蔵の側壁には穴が空き、蔵としての
機能を果たせなくなっていた。崩れ落ちた木材等
のため、この日は蔵の内部に立ち入ることができ
ず、蔵に入ったのは廃材が片付けられたのちの 15
日だった。しかし、その時は下蔵にしか入れなかっ
た。
　下蔵の 1 階の正面の壁一面には箱に入った伊万
里などの陶磁器、右側の壁一面には輪島などの塗
物ぎっしり詰まっていた。陶磁器・塗物を納めた
木箱は一つも落ちていなかった。しかし、この家は、
地震後、避難されていて無人となっていた。穴の
空いた蔵には誰でも入れる状態であった。
蔵に入っている資料の内容をみると、保管場所は
長岡市にある新潟県立歴史博物館にお願いするし
かなかった。11 月 20 日、2 トントラックで蔵の
なかのものを運び出すことにきめた。
　20 日 9 時、小千谷市教育委員会社会教育課のあ
る市民会館に集合し、活動を開始した。参加者は
25 人で、内訳は新潟大学 13 人（教員 6 人・院生・
学生 7 人）・長岡造形大 2 人・県立文書館 3 人・
県立歴史博物館 5 人・新潟市歴史博物館 1 人・高
校教員 1 人であった。この時は、まだヘルメット
は購入することができず、小千谷市にお借りした。
県立歴史博物館の学芸員の方々は歴史資料の受入
先として職務での参加であった。県立文書館の方々
は、小千谷市の別のお宅の資料を受け取ったのち、
こちらの搬出活動に合流した。
　作業をするなかで、2 トントラック 1 台での搬
出という計画は甘かったということがわかった。
蔵に収められているものは、博物館のように一点
ずつ並べられているのではなく、壁にぎっしりと
収蔵されていたので、分量の見積もりを誤ったの
だった。結局、この日、トラックは小千谷市と長
岡市にある県立歴史博物館を 2 往復することに
なった。上蔵からの搬出は後日行なうこととなっ
た。
　解散した時はすっかり日が暮れていた。しかし、
解散後にも作業は続いた。県立歴史博物館に収蔵
する作業担当者を計画のなかに入れていなかった
のである。結局、受け入れ先の県立歴史博物館の
方の作業が続くことになった。収蔵庫への収納が

中越地震被災地からの文化遺産の救出

矢田俊文
新潟大学人文学部・同附属地域文化連携センター副センター長
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完了したのは 8 時をまわっていた。
　残した蔵の搬出は 29 日におこなった。私は、そ
の前日、宮城県公文書館で開催された全国歴史資
料保存利用機関連絡協議会資料保存研究セミナー

「宮城地震と資料保存」で、「新潟歴史資料救済ネッ
トワークの取り組み」という報告をするために新
潟を離れていたので、参加できなかった。41 名で
搬出作業を行なった。内訳は、新潟大学 7 人（教
員 1、院生 4、学生 2）、県立歴史博物館 5 人、県
立文書館 6 人、上越市総合博物館 3 人、上越市史
編さん室 4 人、新潟市歴史博物館 4 人、県外 7 人
であった。蔵からの梱包作業のため、博物館学芸
員の方々に参加していただいた。貴重な文化遺産
の運び出しは慎重に行なわねばならない。多くの
博物館学芸員の方々の参加はありがたかった。こ
の時には県外からも多くの参加があった。この日
の運び出しも2トントラック2台分になったので、
結局、小千谷市Ｂ家の 2 棟の蔵から運び出した資
料は 2 トントラック 4 台分の資料となった。

（2）救出資料のクリーニング・目録作成
　次は救出した資料目録の作成作業がまっていた。
運び込んだ資料のクリーニングと目録作成作業は、
12 月 11 日から開始し、1 月 8 日、同 30 日、3
月 12 日の 4 回行ない、参加者はのべ 111 人を数
えた。目録作成作業には、新潟大学人文学部の日
本史の教員だけではなく、同じ学部の近世文学の
教員や、教育人間科学部の教員（教育史）、附属図
書館の職員の方々にも参加いただいている。
　資料目録を小千谷市教育委員会社会教育課と県
立歴史博物館に送付したのは 3 月 15 日で、小千
谷市にはＢ家にも 1 セット渡していただくようお
願いした。目録といってもたいへん粗いものであ

るが、被災地からの文化遺産の救出とはいえ、所
蔵者にも何を運び出したのかを知らせない、また、
預かっていただいている県立歴史博物館には何を
預かっていただいているのかを知らせないわけに
はいかないので、スピードを第一に考え資料目録
を作成した。その後、その資料目録の電子化の作
業を行ない、5 月 13 日に小千谷市教育委員会社会
教育課に送付し、14 日には、新潟県立歴史博物館
に持参した。目録の電子化により、小千谷市 B 家
から救出した資料は、点数 1565 点、個数 9176
個であることがわかった。
　依頼をうけ救出活動を行なうだけではなく、資
料確認調査も行なった。12 月 19 日には、小千谷
市で 22 人の参加者（新潟大学 7 人、県立文書館 5
人、新潟県民具学会 1 人、上越市史編さん室 2 人、
元高校教員1人、高校教員1人、上越教育大学3人）
で、小千谷市教育委員会・県立文書館が把握して
いる資料所蔵者宅を訪問する確認調査を行なった。

２　シンポジウム「新潟県中越地震からの文化遺
産の救出と現状」とその後の活動

（1）文化遺産救出シンポジウム
　2 月 12 日には、新潟大学人文学部地域文化連携
センター主催で、宮城県北部連続地震の文化遺産
救出の経験に学び、新潟県中越地震被災地からの
文化財・歴史資料救出に携わった県文化行政課・
県立文書館・県立歴史博物館・十日町情報館・長
岡市立中央図書館文書資料室・小千谷市教育委員
会社会教育課・新潟歴史資料救済ネットワークの
取り組みの経験交流を行ない、今後の連携のあり
方を検討する目的で、シンポジウム「新潟県中越
地震からの文化遺産の救出と現状」が開催された。

図１　小千谷市の蔵からの搬出作業 図２　県立歴史博物館でのクリーニング・目録作成作
業
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基調報告を平川新氏（東北大学）が行ない、新潟
歴史資料救済ネットワークは、原直史氏（新潟大
学人文学部・日本近世史）が活動報告を行なった。
このシンポジウムによって、各組織が 10 月 23 日
以後、どのように動き、どのような文書を出した
のか、どのような連携が今後必要なのかが明確に
なった。
　このシンポジウムに向けて、『シンポジウム　新
潟県中越地震からの文化遺産の救出と現状　資料
集』（新潟大学人文学部附属地域文化連携センター、
総 65 頁）を作成した。資料集は、新潟県文化行
政課をはじめとした各組織が、震災後、文化遺産
を救出するために発給した文書がすべて収められ
ているので、被災地からの文化遺産救出のための
文書集という面も持っている。
　その後、本シンポジウムの記録集は 6 月１日に
高志書院から刊行された（矢田俊文編『新潟県中
越地震　文化遺産を救え』高志書院、総 96 頁）。
本書と『シンポジウム　新潟県中越地震からの文
化遺産の救出と現状　資料集』は補完しあう関係
にある。『新潟県中越地震　文化遺産を救え』を読
むと、各組織が出した文書がいつごろ機能しはじ
め、どのような効果をもたらしたのかがわかる。
また、文化遺産を救出するために組織がどのよう
に動き、どのようにそれぞれの組織と連携しなが
ら救出に携わったのかがわかる。

（2）古典籍の目録作成と山古志からの民具・文書
の搬出
　4 月には、十日町情報館で古典籍の資料目録の
作成を行なった。
　3 月 26 日に、人文学部の原直史氏（日本近世史）
と矢田が打合せにいった。その際、十日町情報館
が救出したさまざまな資料を見せていただいた。
打合せの結果、目録作成作業は 4 月 17 日に行な
うこととした。
　目録作成作業の対象は、近世中条村庄屋、明治
期以降は十二大区区長、郡長、県会議員、国会議院、
新潟県の初代民選知事をつとめた岡田隆生家の古
典籍で、十日町情報館が震災以後一時避難させた
歴史資料の一つである。
　17 日の目録作成作業の参加者 23 人で、その内
訳は新潟大学 10 人（教員 5 人、院生 3 人、学生
2 人）、県立文書館 3 人、上越教育大学１人（教
員）、長岡市立中央図書館文書資料室１人、上越市
公文書館準備室１人、高校教員 2 人、中学教員１人、
県外１人などであった。新潟大学教員の内には国

文学の教員 2 人が含まれている。10 時から 15 時
の間で、目録作成作業はほぼ終了した。この日は、
3 台のデジタルカメラですべての古典籍を撮影し
ようとしたが、すべてを撮影することはできなかっ
た。当日の撮影は 2068 コマであった。
　作業し残した資料は、写真から目録を作成し、
写真（CDR2 枚、2068 コマ）とともに、4 月 22 日、
十日町情報館に送付した。
　5 月は山古志からの民具・文書の救出を行なっ
た。2004 年 12 月 23 日に救出のために 49 人の
参加者を募りながら、積雪のため救出を断念した
山古志村（2005 年 4 月以降は長岡市）からの民具・
文書の搬出作業である。
　12 月 15 日、山古志村教育委員会と新潟県立歴
史博物館とともに、山古志村に下見に行った時は
晴天で、民俗資料館の前庭にブルーシートを敷い
て昼食をとるほどであった。2004 年の雪は異常に
遅かった。21 日に大雪が降り救出を断念した。3
月には再挑戦したいと思ったものの、17 年ぶりの
大雪のためそれは無理なことであった。

図３　十日町情報館での古典籍の目録作業　その 1

図４　十日町情報館での古典籍の目録作業　その 2
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　運び出しは 5 月 21.22 日の両日と決まった。山
古志の雪と交通のことを考えるとこの日がいちば
ん予定をたてるなかでの最短の日であった。山古
志の民俗資料館の横にはまだ雪が残っていた。
　山古志からの民具、文書の搬出は、21.22 日の
両日で延べ 105 人の参加で行なわれた。県内の博
物館、大学に勤務されている民俗学研究者は総出
動であった。運び出した民具は 4 トントラック 3
台、2 トントラック 6 台分であった。民具がおか
れていた場所は、旧小学校を民俗資料館として活
用されていたもので、1 階と 2 階、計 6 教室に民
具が置かれていた。廊下、階段にも大量の民具が
あった。古文書は、山古志中学校寄宿舎にあった
坂牧家文書など約 200 箱を搬出した。民具・文書
は４カ所に搬入した。この活動は、県立歴史博物館、
長岡市、新潟県、柏崎市の各機関と新潟歴史資料
救済ネットワークが連携して行なったものである。
新潟大学からも多数参加した。教員・院生・学生
あわせて、21日は30人、22日は20人の参加であっ
た。
　新潟大学からの参加者は、朝 7 時に大学に集合
して、24 人乗り中型バスで一日移動をした。21
日の終了が８時30分、22日が9時15分であった。
これは県立歴史博物館で解散した時間で、22 日に
新潟大学に帰ったときは10時をまわっていた。新
潟大学の院生・学生は、山古志からの搬出だけで
はなく、21 日は新潟市曾和にある県文化行政課が
管理する文化財収蔵館への搬入作業、22 日には柏
崎市立博物館、柏崎市教育委員会文化振興課とと
もに柏崎市旧鵜川小学校への搬入作業も行なって
いる。約束の時間を大幅に超過したにもかかわら
ず、院生・学生はがんばってくれた。

３　被災地からの文化遺産救出の重要点

（1）丸ごとの救出
　私たちは以上のような被災地からの文化遺産の
救出活動をおこなってきた。ここでは、救出活動
を通じて明らかになってきた文化遺産救出の重要
な点について述べることにする。
まず、文化遺産の救出は、被災地からの一時避難
であり、復興の力となるものという観点で取り組
まなくてはならないということである。救出の目
的は被災地域からの一時避難であり、運び出すこ
とだけが目的ではなく、その地が復興すればもと
に戻すことを前提に運び出さねばならない。小千
谷市で 2 棟の蔵丸ごと救出したのはそのためであ
る。
　また、運び出す際には元に戻すことを想定して
運び出さねばならない。もとの保存状態のままに
もどさねばならない。その蔵が旧縮問屋であった
とするならば、縮問屋としての「民具」から商家
として所有していた調度品・屏風までもとの状態
に戻す必要がある。蔵論（歴史資料保管庫論）と
でも言うべき文化遺産救出・再現のための課題を
設定すべきだと考える。民具研究者は民具を、文
書研究者は文書を、美術史研究者は屏風を救出す
ればいいのではない。丸ごと救出する議論をすべ
きであろう。そのために、蔵論（歴史資料保管庫論）
は必要であると考える。現時点で私が小千谷市 B
家の救出を行う中で考えたものである。

蔵論ー歴史資料保管庫論ー
A 歴史資料保管庫としての蔵
 a 蔵に保管されている歴史資料

図５　山古志からの民具・文書の搬出 その 1 図６　山古志からの民具・文書の搬出 その 2
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  陶磁器
  漆器
  文書
  書籍（刊本・写本）　
  軸物
  屏風
 b 蔵の外にある蔵の附属物
  紙製バケツ
  大団扇
  燭台
B 調査法
  a 蔵の内部の配置を図化する
  b 蔵の附属物の配置を図化する
  c 蔵に保管されている歴史資料の調査
  （陶磁器・漆器の調査法の場合）
1. 蔵の内部のどこに配置されているのかを図化す

る
2. 陶磁器・漆器がおさめられる箱に記載されてい

る字を写す
3. 陶磁器・漆器がおさめられる箱のモノの数を調

べる。（空の箱もある）
4. 陶磁器・漆器を包む紙を調べる。（文書の場合は

写す。新聞も同様。モノと文書の関係を明確に
記載する。調査終了後、包んでいる紙を別に保
存するかどうかは議論する必要がある）4 の調
査は、文書廃棄論・再利用論でもある。

5. 陶磁器・漆器を調べる。（陶磁器・漆器の研究者
との共同作業）

　なお、この蔵論は、歴史資料保管庫論という一
般論であるが、被災地から歴史資料を救済するた
めの実践論でもある。急がなければならない調査
は 1 ～ 3 で、4、5 はその後の調査になるが、4 も
急ぐ必要がある。
　この蔵論（歴史資料保管庫論）は蔵だけに適用
されるものではない。元の状態に戻すことを前提
にする運び出しであるならば、どのような施設に
も適用できるものである。山古志の民俗資料館か
らの民具の搬出の際も同様な方法を採用している。

（2）救出の目的と組織
　次に重要な点は、救出の目的を明確にするとい
うことである。震災直後の被災地住民の方々は日々
の生活のために大変な思いをされている。生活の
ためには、震災前であれば大切に保存されていた
歴史資料であってもじゃまになるので、廃棄され
る場合もある。また古美術商・古書店に売却され

る場合もある。しかし、被災地もいずれは復興を
していくであろう。その時になって、自らが大切
にしてきたもの、家が代々伝えてきたものを捨て
ねばよかった、売らねばよかったと思われないよ
うに、一時避難をさせるという方法があることを
明確に住民の方々に示す必要がある。一時避難を
させるということは、元の所蔵者・地域に帰すと
いうことである。
　地域の文化をもとに戻す。その活動を通じて地
域を再認識する。そのことは被災地の復興の力に
なるのではないか。
　最後に重要な点は、文化遺産の救出とその組織
の問題である。生命の救出、生活の復興は重要で
ある。しかし、時間を長くとって考えれば、文化
遺産の救出も命の救出と同様に重要なことである。
かつてすばらしい文化が花開いていたとしても、
震災ともに文化遺産が消滅したとするならば、そ
の地には文化がなかったことになってしまう危険
がある。
　被災地は震災前に長いあいだかけて作ってきた
文化がある。震災後に文化を作るのではない。震
災前の文化を受け継ぎながら新たな文化を作って
いかねばならない。そのためには、自治体の組織
の中に文化遺産救出を職務とする部署を作ること
が必要であろう。そのような組織が被災地の自治
体の文化遺産救出に協力する必要があろう。
　また、自治体は組織なので、動くにはしかるべ
き文書と予算を必要とする。しかし、震災は予想
しない時に起こるので、動くに動けない状態が生
まれる。自治体の組織がただちに対応しにくい人
数の確保にはボランティアを必要とする。それが
文化遺産の救出ならば、博物館・文書館・大学関
係者等の専門的な能力を有する人々のボランティ
ア組織が必要となるであろう。新潟歴史資料救済
ネットワークはそのための組織である。

おわりに

　復興が始まると、家・蔵を改築したり取り壊し
たりと、人々の活動は活発になる。そのなかで、
文化遺産はさまざまな判断をされながら、さまざ
まな運命をたどることになるであろう。
　なんとか多くの文化遺産を救いたい。私たちの

活動はまだ続いていく。
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はじめに

　2004 年 10 月 23 日午後 5 時 56 分，2004 年
新潟県中越地震（以下，中越地震）が発生しました．
地震の規模を表すマグニチュードは 6.8 で最大震
度７が記録され，甚大な被害が発生しました．さ
らに今冬の記録的豪雪による被害の拡大が生じま
した．阪神大震災は大都市での震災でしたが，中
越地震は日本の大部分を占めている山間中間地で
の震災であったと言えます．
　中越地震の発生とともに結成された新潟大学調
査団は，地質構造，地盤，建築，土木，地すべり，
砂防，農地関連，雪氷学，情報工学などの広範な
専門分野の研究者から構成され，現在も震災の調
査・研究にまい進してきました．
　ところで，日本は世界有数の地震国で，マグニ
チュード７以上の地震が頻繁に起こっています．
最近，日本列島を含む周辺地域が地震の活動期に
入ったとも言われています．大きな地震が起これ
ば，大きな地震災害が発生し，人間社会に様々な
影響を及ぼします．地震をはじめとする大規模災
害発生時に，知の拠点である大学は，どのような
組織を作りどのような活動を行うべきかは大きな
問題となります．
　そこで，本稿では，一例として，新潟大学調査
団の発足経緯と構成，調査・研究の概要，調査団
活動の教訓，今後の展望と課題について述べてみ
ます．

新潟大学調査団の発足経緯と構成

　中越地震発生日は土曜日でしたが，その夜，新
潟大学積雪地域災害研究センター，理学部，工学部，
大学院自然科学研究科の有志教員が緊急に連絡を
取り合い，翌２４日の調査地・目的などの協議を
行い，調査団発足を目指すことにしました．２４
日夜には，多数の研究グループが集まって，その
日の調査結果を報告し合い，翌日の調査に関する

協議を行いました．この夜から，調査団としての
ホームページ，メーリングリストの立ち上げ準備
が始まりました．次の２５日夜の調査報告会では，
今後の方針を協議し，調査団を正式に発足させま
した．調査団の名称，組織（団長，事務局，ＷＥ
Ｂ（ホームページ・メーリングリスト）管理者）
がこの時決まりました．コーディネーター・渉外
役としての事務局長，ＷＥＢ管理者には，現地調
査に直接関わらない教員が選出されました．そし
て，ホームページの掲載方針・内容の概要を検討
し，メーリングリスト，ホームページの立ち上げ
も決定した．後述するように，この時決定したホー
ムページとメーリングリストの構築，調査団内部
の役割分担（現地調査者と組織運営・管理者）に
よって，その後の，各人・各グループの調査・研
究だけでなく，調査団としての活動，さらには新
潟大学としての活動を大いに促進させる条件が
整ったといえます．こうした動きについては深沢
理事（副学長）へ逐次報告し，理事会などで緊急
に対策を協議してもらうことを依頼しました．
　続く２６日には，調査団事務局から新潟大学の
自然科学系全教員に向かって，調査団の発足を紹
介し，参加を呼びかけました．また，新潟大学本
部事務局の情報関係や総務部などと協議し，大学
のトップページから直接調査団ページに入れる様
にする事などについて快諾を頂きました．本部事
務局の職員の方々には，その後，緊急車両通行証
の申請に関わる手続きや調査団活動全般について
様々な協力を頂きました．学会や他大学，他の研
究機関等への調査研究に関する連携・協力要請も，
この頃から積極的に開始されました．その夜の調
査報告会では，調査団の活動方針，特に，メーリ
ングリストを通じた情報共有とホームページを用
いた情報発信などのあり方が協議されました．こ
の夜を最後にして，調査後の夜の報告会は基本的
になくなりました．調査団としての調査報告，方
針等の協議は，メーリングリストやホームページ
を通じて行われるようになったからです．これに
よって，より多くの時間・体力を，現地調査に投

中越地震災害への組織的取り組み
-新潟大学調査団の経緯と教訓 -

新潟大学調査団事務局　宮下純夫 *・豊島剛志 **
* 新潟大学理学部・** 新潟大学自然科学研究科
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入することが可能になりました．またどのような
調査がどのような地域で行われているかを相互に
知る事が出来，効率的な調査・研究が進められる
こととなりました． 
　簡単に言えば，「大規模災害に対する地元大学の
役割を意識しながら，異なった専門分野の研究者
が組織的にまとまった形で調査・研究を行う」た
めに調査団が組織されたといえます．現在，調査
団は，５０名を越える主に自然科学系研究者から
構成されています（第三部資料・記録集参照）． 

調査団活動の教訓

　これまで，多くの大規模災害では，様々な機関・
学会がバラバラに調査に入り，地元の大学が情報
を集約・整理・発信した例は殆どありませんでした．
中越地震に対する新潟大学調査団の活動は，その
一つの典型例になると思われます．以下に調査団
活動の教訓をまとめてみましょう．
　（１）緊急調査の組織を素早く立ち上げることが
重要です．
　（２）情報共有・意見交換のためのメーリングリ
スト，情報発信（結果として逆の受信の役割もある）
のためのホームページの立ち上げを早急に行うべ
し．事務局内にはメーリングリストやホームペー
ジ作成・管理に習熟した人材を配置することが必
要です．
　（３）多様な専門分野の研究者の間で，情報共有
や意見交換ができる組織にすること．
　（４）コーディネーター・渉外役としての事務局
や，ＷＥＢ管理者の重要性．全局をある程度見通せ，
かつ緊急調査に直接関わらない人間による情報の
統合・整理・配信が極めて重要です．
　（５）事務局を通した報道機関などへの統一的，
効果的な対応を行う事（報道ステーションなどの
テレビ・ラジオ報道，各種新聞，住宅金融公庫や
証券奨学同友会の雑誌，社会新報など），また，各
種団体からの講演依頼などへ効果的に対応する事
は，社会的関心に応えるという意味で重要です．
　（６）多様な専門家集団である調査団内部の情報
共有と意見交換を行うことで，様々な事象を多面
的に見て，調査精度・質・効率の全体的向上が図
られました．ある専門分野の研究者が得た情報や
データを，異なる分野の研究者が見ることで，別
の重要性が明らかになる場合があります．そして，
様々な学会による調査・研究の情報の集約ができ
ました．例えば，調査団の報告会は関連した 10

学会との共催で行われ，様々な学会が行った調査
内容の紹介がありました．
　（７）調査団の情報発信という意味で，ホームペー
ジが果たした役割は極めて大きいといえます．．さ
らに，市民やマスコミ，他研究機関からの情報や
相談が寄せられること（受信）につながり，より
充実したホームページへと進化する結果となりま
した．へー厶ページには地震雲や発光現象などに
関する情報や，被害の情況に関する問い合わせや
調査依頼が市民から寄せられましたが，これらに
ついては調査団 ML で紹介して事務局もしくは適
切な方から返事を出しました．
　なお，地震雲などに関する情報に関しては，調
査団として見解を示すというのではなく，地震の
前兆現象に関しては未知の事がまだ多く，寄せら
れた情報を記録しておく事は意義があるという立
場からホームページへの掲載を行いました．

復興科学センター設立と今後の活動へ

　教員有志の話し合いから始まった調査団活動は，
新潟大学全体の動きに結びつき，新潟大学主催の，
二回の災害シンポジウムとして結実しました．今
後，大規模災害への対処に向けて，自治体や国公
の関係機関等との，さらなる連携強化を進める必
要があります．また，新潟大学では，中越地震発
生直後から，調査団の活動だけでなく，ボランティ
アや医療支援活動，心のケア，農商工業被害の調
査とその復興計画の立案支援，法律相談，歴史資
料救済等の取り組みが進められてきました．これ
ら全体を統括し，中長期的な視点から組織的な復
興支援活動に取り組むべく，様々な専門分野の教
員から構成される「復興科学センター」を設立す
るに至りました．このセンターの重要課題の一つ
には，災害時に必要な知識を身に付けた人材の育
成もあります．
　今回の中越地震では，新潟大学自体は大きな被
害を被りませんでした．しかし，大学自体が大き
な被害を被れば，今回の調査団活動の中核部分を
占めていた ML やホームページを通じた情報の共
有や発信自体が不可能となったでしょう．自家発
電装置や情報発信機能を備えた緊急危機管理セン
ターの様な組織・設備が求められています．これ
は大学単独で行うというよりは，国公機関や新潟
県などとも連携して，その具体化を推進していく
必要があります．日本周辺の地殻変動が活動期に
入ったという見解もあり．今回の中越地震と同様
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の地震が再び発生する可能性は決して低くありま
せん．また，地球温暖化と関連しているといわれ
ている大規模気象災害も今後ますます頻発する事
が危惧されていることを考えると，地域に根差し
た大学として，また知の提唱・発信の場としての
大学として，今回の調査団活動の教訓から学んで，
中長期対策を講じていく必要があります．
　最後に，本調査団の活動は新潟大学学長裁量経
費や科学技術振興調整費，科学研究費突発災害な
どからの財政的援助を受けました．ここに関係各
位に感謝します．末筆ながら，今回の震災によっ
て犠牲となった方々のご冥福をお祈りしますとと
もに，一日も早い復興を願っています．本調査団
の調査結果が，復興や防災対策へ生かせる様に邁
進したいと考えています．
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はじめに

　2004年 10月 23日に「2004年新潟県中越地震」
が発生した．新潟大学では，「中越地震新潟大学調
査団」が即座に組織され，多分野にわたる現地調
査や情報発信を行った．この際，インターネット
を活用した相互連絡（メーリングリスト）と情報
発信（ホームページ）が重要な役割を担ったと言
われている 1)．
　筆者は今回，この「中越地震新潟大学調査団」
ホームページ（図１）の管理役を担うこととなった．
このたび報告書を出版するにあたり，ホームペー
ジの立ち上げや維持管理に関わる事などについて，
自身の経験に基づいて，教訓や反省も含め，ここ
にまとめておきたいと思う．今後，どこかで自然
災害等が起きた場合，誰かが同様な役割を担うこ
ともあるであろう．その際の一助になれば幸いで
ある．

地震発生からホームページ立ち上げまで

　10 月 23 日，筆者は中越地震を，新潟大学の自
分の研究室で迎えた．期せずして，そのホームペー
ジを作ることになるパソコンに向かっている所で
あった．
　10 月 24 日夜，現地調査から戻ってきた有志教
員の会合で，ホームページとメーリングリストの
立ち上げの必要性が指摘された 1)．
　10 月 25 日朝，筆者がホームページとメーリン
グリストの管理に携わることにし，立ち上げ準備
を始めた．これは，
　（１）災害に関連した専門分野（断層，地滑りな
ど）の人たちは多忙を極めている．
　（２）筆者の専門分野（岩石学）が地震災害とは
やや異なる事から，現場に調査に行く機会は少な
いと思われたほか，当面は長期出張の予定もなかっ
た．
　（３）筆者は，理学部 WEB サーバの地質科学科
ドメインの管理者であったので，WEB ページ立ち
上げに必要なアカウントとそれに必要な領域を自

分で発行し確保することが出来た．
　（４）筆者は，理学部情報処理委員・理学部ホー
ムページ委員でもあり，WEB ページの作成につい
て多少の経験があった．
などの理由からの判断であった．誰かに命令され
たわけではなく，地震発生後の全体の状況を見渡
した上での自発的なものであった．そして，25 日
の午前中には，メーリングリストと仮ホームペー
ジを立ち上げ，内部関係者（調査団員）に URL を
連絡し，内容の点検等をしていただいた．２５日
夜の会合で，調査団の正式発足と共に，筆者が正
式に WEB 管理者になることとなった．
　10 月 26 日，調査団員からの修正意見などに基
づき内容を改良．ほぼ現在のデザインになった．
　10 月 27 日，新潟大学のトップページにリンク
を付けてもらう事により，一般公開ということに
なった．公開と共に，その時点でページ内にリン
クしている代表的なサイト（新潟県庁，各自治体，
関連研究機関，関係学会その他）にリンクを報告
すると共に相互リンクを依頼した．また，11 月
24 日には，Yahoo! の「新潟県中越地震」カテゴ
リに登録されるなど，１が月ほどの間に多くのペー
ジからリンクされ，訪問者数も増加した．
　10 月 27 日の公開以後，団員からの投稿原稿を
受け取り，点検・編集・HTML にして掲載，とい
うルーチンが出来上がった．現地調査に行ってい
る団員は，夕方大学に帰着し，夜に原稿をまとめ，
メールで志村に送信．志村がそれを受けて，主に
深夜に編集しページを更新する，という日々となっ
た．

ページの作成方法

（１）原稿の受取
　調査団員からの原稿は，基本的に電子メールの
本文や添付ファイルとして受け取った．プリント
したものや，CD などの記録媒体でのやり取りは殆
ど無かった．原則として文章はテキストファイル，
画像は JPEG ファイルとした．しかし MS-Word，
一太郎，PDF，HTML，Excel など，いろいろな書
式のファイルが来ることもあった．凝った作りの

中越地震新潟大学調査団ホームページについて

中越地震新潟大学調査団 WEB 管理者　志村俊昭
新潟大学理学部
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原稿が来ても，WEB に載せる作業では結局テキス
トファイルと画像ファイルに分解することになる． 
そこで，お互いの作業量軽減の目的で，当方の事
情を知らせるために投稿規定のようなものを作っ
たこともあった．しかし後で思えば，これは余計
な指図であり失敗であった．現地調査で忙しい人
たちは，投稿規定を細かに見ている時間はないし，
非常事態なのに細かいルールを読ませるのは投稿
意欲をそぎ，かえって互いの仕事を増やすだけで
逆効果だった．非常事態には，「テキストファイル
と JPEG ファイルでください」というような，単
純明快な連絡のみがベストである．

（２）マシン環境
　メールでの投稿原稿の受信，掲載する画像の下
処理など基本的な準備作業は，Mac OS9 のデスク
トップパソコン（Power Mac G4）でおこなった．
ホームページ作成とサーバへのアップロードは，
Windows 2000 のノートパソコン（NEC Lavie C）
でおこなった．これは，どちらも筆者が日常の教
育研究や事務作業に使用しているもので，この作

業のために購入したわけではない．
 
（３）HTML ファイルの作成
　市販のホームページ作成ソフト「IBM ホームペー
ジビルダー８」を使用し，まず大ざっぱに作成した．
そのままだと，無駄なタグが繰り返し入ったりす
る事があるので，ソースリストを見て，適宜タグ
の加除訂正を行った．「IBM ホームページビルダー
８」は，地質科学科のホームページ作成のために
自分で既に持っていたものであり，既にある程度
使い慣れていた．

（４）テキストの変換
　投稿者の PC 環境（Mac，Windows）により，
添付ファイルの日本語コードが異なっているので，
Windows マシン上で QKC 2) を利用して，S-JIS に
変換してから，HTML ファイルを作成した．マル
付き数字などの機種依存文字が含まれていた場合
は，手動で一つ一つ適当な文字に修正した．

（４）画像ファイル

図１　中越地震新潟大学調査団のトップページ．
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投稿してくる写真原稿などは，そのままホーム
ページに載せると重い事が多いので，WEB 上
で最適な解像度とサイズになるように，「Adobe 
Photoshop」を使い，基本的に，
・72ppi (dpi)
・JPEG 標準～低解像度
・ピクセル等倍で見せたい面積になるように
調整したうえで使用した．
　図の加工，題字，バナーの作成などは，「Adobe 
Illustrator」，「Adobe Photoshop」，IBM ホームペー
ジビルダー付属の「ウェブアートデザイナー」．
Windows 付属の「ペイント」などを利用して作成
した．New, Up, 救急車などの小さい画像は，主に，
無料素材サイト 3) からダウンロードした．当該の
無料素材サイトには，断り無く自由に使って良い
と書かれていたが，礼儀の意味で先方に連絡し了
承を得た．トップページの動作が重くならないよ
うに，このような画像は 1kB を基準にした．新潟
大学のシンボルマーク，雪だるま，電車，バスな
どは「ペイント」や「Adobe Photoshop」を利用
して自作した．

作成にあたっての基本的姿勢

（１）被災者の役に立つように
　ただ学術報告を載せるのではなく，被災者も利
用できるページ，復興に役立つページを心がけた．
特にトップページの「被災者支援情報」のリンクは，
この点を重視して作成した．この部分の設計にあ
たっては，筆者の家族が阪神大震災における震度
７の被災者であったので，家族の意見が大いに役
に立った．

（２）被災者の心情とプライバシーへの配慮
　学術的な一面，たとえば地盤の動きの事ばかり
考えて原稿を書いていると，「この地域の田畑に出
来た亀裂は小規模」などの表現をしてしまいがち
である．しかし，亀裂が出来た田の持ち主にとっ
ては死活問題である．被害を受けた建物や土地に
は必ず所有者が居る，という事を忘れないように
注意を促すとともに，不必要な形容詞や主観的な
表現は省き，誤解を招く表現があった場合は訂正
を求めた．また，調査時に被災者に断り無く直接
カメラを向けたりしないように注意を促した．投
稿された写真については，個人が特定される情報
が読みとれるもの（たとえば墓石の人名，家屋の
表札，自動車のナンバープレートなど）については，

マスクやボカシを入れてから掲載した．

（３）閲覧者の PC環境への配慮
　見る人の環境がどんな状況（Mac, Windows, イ
ンターネットエクスプローラ，ネットスケープ）
でも，正しく見えるように心がけた．また，低速
や古いバージョンの環境の閲覧者への配慮のため
に，あえてJAVAやフレームは使わないようにした．
さらに表示具合は，Mac OS9, Mac OSX, Windows 
2000, Windows XP で，ネットスケープ，インター
ネットエクスプローラで表示に問題がないか頻繁
に点検した．
　また，各ページは原則として，一般的なノート
パソコンの画面の横幅をはみ出ないように設計し
た．

（４）重い画像をじかに載せない
　低速な環境の閲覧者でもスムーズに閲覧できる
ように，重い画像をじかに載せないようにした．
詳細な地形図など重い画像が必要な場合は，あら
かじめ予告（容量や，クリックすると拡大，など）
を書いておき，見る意志を示した人だけに提示す
るようにした． PDF ファイルを載せる場合も，す
べてこのような設計にした．

（５）著作権に対する注意
　例えば，トップページ右上の図は，気象庁の図
に加筆した物であるが，引用を明記した上で，気
象庁の許可を得た．逆に，本ページ内の記事の著
作権については FAQ のページを作り，その中に明
記した．その際，このページに投稿したがために
投稿者自身が不便にならないように，投稿者自身
の著作権は失われないようにした．

（６）市民から寄せられた情報
　本ホームページを見た方々から報告や質問など
が多数寄せられた．それらには可能なかぎり対応
してききたが，中には，地震雲や発光現象などに
関する情報もあった．事務局で検討し，「前兆現象
であるかについて判定するものでは無いが，記録
として残しておく事は重要である」との立場で，
WEB 上に掲載することにした．被害状況など，回
答可能な内容については回答も掲載した．また，
掲載する際には，個人情報保護の観点からメール
アドレス・電話番号・詳細な住所等は，ページ上
には掲載せず，原則として「市町村名・姓」で掲
載するようにし，ペンネーム等を希望する人には，
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それに従った．また，このページについても，こ
こに投稿したがために投稿者自身が不便にならな
いように，投稿者自身の著作権は失われないよう
に配慮した．

（７）自己ページと他者ページの明確な区別
　どこからどこまでが自己（新潟大学調査団）の
ページで，どこからが他者のページなのかを明確
にすることは，著作権の観点からも重要である．
　本ページでは，「各ページ末尾の『トップへ戻る』

の明記」・「統一した壁紙の使用」で自己ページに
統一感を持たせた．他者ページにリンクする場合
は，リンク動作が必ず「別ウィンドウを開く動作」
になるように設計した．

訪問者数の推移

　中越地震新潟大学調査団ホームページへの訪問
者数は，理学部サーバの記録のほか，１２月８日
から設置したアクセスカウンタの記録から解析す

図２　理学部サーバの geo ドメイン（地質科学科ホームページや地質科学
科教員のページなどを含む）の月別訪問者数の推移．中越地震により訪問
者数が激増したことが解る．

図３　リアルタイムで計測するアクセスカウンタは，１２月８日に設置した．その日以
降 7 月 2 日までの中越地震新潟大学調査団ホームページへの，１日の訪問者数の推移．
縦線部は日曜日で，曜日単位の周期性が読みとれる．また，大きな地震が起きると直後
に訪問者が増えることが解る．



197

ることが出来る（図２，３，４）．
　まず，地質科学科ホームページが含まれている

「geo ドメイン」全体の訪問者数を見てみる（図２）．
地震前までは１ヶ月あたり 2500 人前後で推移し
ていたものが，地震後に激増し，１１月には１ヶ
月あたり 45000 人を超えるまでになった．その後
は指数関数的に漸減し，現在に至っている．
　日々の訪問者数（図３）を見てみると，平日に
多く土日祝日はその半分程度になる規則性がみら
れる．このことから，このページの訪問者は主に
職場や学校などから閲覧していることがうかがわ
れる．また，スマトラ沖地震（12 月 26 日）や福
岡県北部地震（3 月 20 日）の直後に増加が見られ
る．これは，地震関連の他ページへの入り口とし
てこのページが利用されているためではないかと
思われる．
　時刻別の訪問者数（図４）を見てみると，朝８
時頃から昼にかけて急増し，夕方にかけて漸減，
深夜～明け方はごくわずか，という傾向が見てと
れる．
　当該ホームページの記事は，調査団員が夜にメー
ルで投稿してきて，その深夜のうちに志村が編集
しホームページに掲載する，という事が多かった．
多くの閲覧者は更新された記事を，掲載直後の午
前中～昼休みに読んでいたことになる．期せずし
て更新と閲覧のタイミングがうまくいっていた事
になる．

まとめ

これまで述べたことを，下記にまとめておく．
１．災害時において，ホームページは，速報性，　
情報の共有という面において非常に有効であ　　
る．どんな PC 環境でも正常に動作し，動作が　軽
いページづくりを心がけるのがよい．
２．WEB 管理者には，現地調査に直接関与せず，
　ほぼ常駐し管理に専念できる人員を選定するの
　がよい．
３．非常時なので，あまり細かい規定を作らず，　
必要最小限の申し合わせで原稿をやりとりする　
方がよい．
４．学術的な内容に偏らず，被災者の役に立つよ
　うに設計する．それには災害を体験した者の意
　見が役に立つ．
５．被害を受けた建物や土地には必ず所有者があ
　ることを忘れないようにし，被災者の心情やプ
　ライバシーに配慮する．

あとがき

　このページを作るにあたり，調査団の皆様には
多岐にわたり大変お世話になりました．多くの良
好な原稿のお陰で，充実したページになったと思
います．リンクの許可や相互リンクは，新潟県ホー
ムページ管理担当の市村哲也氏や IAA Alliance 事

図４　中越地震新潟大学調査団ホームページの 12/8 ～ 12/16 の間の時刻別訪問者数の推移．
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務局をはじめ，多くの WEB 管理者に快く了承し
て頂きました．厚く御礼致します．ページを作成
するにあたり，「１キロバイトの素材屋さん」3)・

「Kent Web」4)・「eucaly.net」5) が大変役に立ちま
した．この場を借りて御礼申し上げます．
　また，WEB 管理者宛や調査団宛に，被災者から
励ましのメールを頂くことがたびたびありました．

「こちらが励ますべきところ，逆ではないか？」と
思いつつ，被災者が当方のホームページを利用し
ている事が解り，頑張る事が出来ました．記して
感謝致します．
　最後に，被害に遭われた方々にお見舞い申しあ
げますとともに，被災地の一日も早い復旧・復興
をお祈りいたします． 
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１．調査団構成員の活動の記録

１．各種団体での講演や調査団としての活動
日付 講演者 会合などの名称 主催 内容

����������
新潟大学調査団
�発表者�和泉薫�

第 �� 回自然災害科
学総合シンポジウ
ム

京都大学防災研究所自然災害
研究協議会

���� 年 � 月の新潟県豪雨災害に
ついて－浸水被害－

���������� 青山清道 新潟大学公開講座 新潟大学 積雪地の地震防災を考える

����������
丸井英明、青山清
道

日本雪工学会緊急
報告会 日本雪工学会 中越地震緊急報告

���������� 高濱信行 新潟ブランチ同友
会 中越地震とその教訓

��������� 丸井英明
平成 �� 年新潟県中
越地震による斜面
災害緊急シンポジ
ウム

文部科学省科学技術振興調整
費・平成 �� 年新潟県中越地
震に関する緊急研究「地震時
の土砂災害研究」グループ

中越地震調査報告

����������
青山清道・木村智
博

新潟県中越地震調
査報告会 日本建築学会 新潟県中越地震における避難に

ついて

���������� 丸井英明 ���� 新潟県中越豪
雨災害調査報告会 �社�地盤工学会北陸支部 中越豪雨斜面災害報告

���������� 青山清道・福田誠 新潟県中越地震報
告会 �社�地盤工学会北陸支部 新潟県中越地震における雪崩予

防策の基礎に関する考察

���������� 青山清道 日報カルチャーミ
ーティング 新潟日報社 地域にあった安心な住まいづく

り

���������� 渡部直喜 新潟県中越地震調
査報告会 日本地震工学会

���������� 青山清道 新潟県中越地震調
査報告会 日本雪工学会上信越支部 新潟県中越地震からの復旧と冬

期建設工事の問題点

���������� 高濱信行 信州大学自然災害
科学研究会

新潟県中越地震災害の実態と今
後の課題

��������� 丸井英明 国際地すべり防災
減災シンポジウム 京都大学防災研究所 中越地震斜面災害報告

��������� 和泉　薫 雪崩災害防止連絡
会議 小出労働基準監督署 地震後における雪崩発生の危険

性について

��������� 卜部厚志 三条市市民総合大
学 三条市 三条市域の地震環境と中越地震

における地震災害の概要

��������� 卜部厚志 三条市市民総合大
学 三条市 地震災害に対する対応

��������� 丸井英明
新潟県中越地震土
砂災害調査研究委
員会

�社�砂防学会 中越地震調査報告

��������� 川邉洋・権田豊 同上 同上 新潟県中越地震と崩壊・地すべ
り

��������� 新潟大学調査団
新潟県連続災害の
検証と復興への視
点

新潟大学調査団・新潟大学 � 件の講演と �� 件のポスター発
表�別途記載�

��������� 高濱信行 にいがた自治体研究所 中越大地震の特徴

�������� 高濱信行
地震と土砂災害シ
ンポジウム �富山
県�

新潟県中越地震と被害の特徴

�������� 丸井英明
平成 �� 年新潟県中
越地震災害被害調
査報告会

�社�日本地すべり学会・日本
応用地質学会・�社�地盤工学
会

中越地震調査報告
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日付 講演者 会合などの名称 主催 内容

�������� 阿部信行
森林 ��� フォーラ
ム 東京シンポジウ
ム

衛星データを利用した山地被害
の抽出

��������� 丸井英明 新潟県中越地震報
告会 �社�地盤工学会

���������

卜部厚志・片岡香
子・本郷美佐緒・
鈴木幸治・安井賢

地学団体研究会新
潟支部 ���� 年度支
部例会

地学団体研究会 新潟県中越地震の震源域付近の
建物被害と地盤災害

���������
内藤信明・丹尾貴
志・高濱信行

地学団体研究会新
潟支部 ���� 年度支
部例会

地学団体研究会 墓石転倒調査による異常振動帯
の推定

��������� 宮下純夫
平成 �� 年度技術講
演会「キーワード
は自然災害」

埼玉県地質調査業協会・埼玉
県

中越地震の地質学的背景と新潟
大学調査団の活動

��������� 大川秀雄
中越地震による地
盤と構造物の災害 �

土木構造物の被害
状況－

健康保健組合連合会新潟連合
会

��������� 丸井英明 京都大学防災研究
所研究発表講演会 京都大学防災研究所 中越地震斜面災害調査・対策報

告

��������� 大川秀雄 健康保健組合連合会新潟連合
会

中越地震による地盤と構造物の
災害 �土木構造物の被害状況�

��������� 大川秀雄 新潟土質改良事業協同組合 液状化発生メカニズムと土質改
良の必要性

��������� 丸井英明 雪害に関する研修
会

地すべり・雪害研究推進協議
会・新井地区治水砂防協会 中越地震斜面災害講演

���������
丸井英明、青山清
道

川口町の復興にむ
けての講演会

川口町・本雪工学会上信越支
部 中越地震斜面災害報告

��������� 卜部厚志
地学団体研究会東
京支部 ���� 年度支
部総会

地学団体研究会 中越地震の地震災害の概要と建
物被害の特徴

��������� 片岡香子 地震災害の学習会 福島野尻湖友の会 ���� 年新潟県中越地震における
地盤災害と被害状況

��������� 青山清道 川口町の復興に向
けての講演会

川口町、日本雪工学会上信越
支部

新潟県中越地震からの復興につ
いて

�������� 大川秀雄
新潟県連続災害の
検証と復興への視
点

新潟大学 ��件のポスター発表

��������� 丸井英明 砂防および地すべ
り防止講習会 �社�全国治水砂防協会 中越地震斜面災害講演

��������� 丸井英明 ウィーン工科大学
建築学科講義 ウィーン工科大学 中越地震斜面災害・建築被害講

義

��������� 青山清道 栃尾市の復興に向
けての講演会 日本雪工学会上信越支部 中越地震からの復興と冬期建設

工事

��������� 川邉　洋 同上 同上 新潟豪雨と中越地震による斜面
災害の報告

���������

卜部厚志・片岡香
子・本郷美佐緒・
鈴木幸治・安井賢

中越地震からの復
興全国シンポジウ
ム

にいがた自治体問題研究会 中越地震の地震災害の概要と建
物被害の特徴

�������� 和泉　薫
日本雪氷学会北信
越支部学習会「今
年の雪�速報会」

日本雪氷学会北信越支部 今年の雪崩災害�その特徴
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日付 講演者 会合などの名称 主催 内容

��������
丸井英明、渡部直
喜・青山清道

�社 �地盤工学会新
潟県中越地震災害
調査委員会

�社�地盤工学会

��������� 丸井英明 �社 �地すべり対策
技術協会講演会

�社�地すべり対策技術協会新
潟支部 中越地震斜面災害講演

��������� 川邉　洋 森林部門技術士会
総会 森林部門技術士会 地震動による斜面崩壊の発生と

新潟県中越地震

��������� 卜部厚志
地学団体研究会大
阪支部 ���� 年度支
部総会

地学団体研究会 中越地震の地震災害の概要と建
物被害の特徴

��������� 青山清道 震災に強い住宅フ
ェア ハイブ長岡 震災に強い住まいと地盤の見分

け方

��������� 丸井英明
�社 �地すべり学会
シンポジウム「地
すべり災害と緊急
対応」

�社�日本地すべり学会 中越地震地すべり災害講演

��������� 高濱信行
文部科学省科学技
術振興調整費新潟
県中越地震緊急研
究一般講演会

災害の状況現場からの報告

��������� 丸井英明
小千谷市復興に向
けてのシンポジウ
ム

小千谷市、日本雪工学会上信
越支部 中越地震斜面災害報告

��������� 青山清道 同上 同上 中越地震からの復興と冬期建設
工事

��������� 高濱信行 地すべり学会新潟
支部シンポジウム

���� 新潟県中越地震と被害の特
徴

���������

和泉薫 �河島克久 �

伊豫部勉 �西村浩
一 �山口悟 �伊藤陽
一 �上石勲 �新開龍
三郎

���� 年度日本雪氷
学会北信越支部研
究発表会

�社�日本雪氷学会北信越支部 ������� 年冬期の雪崩災害の発生
状況とその特徴

���������
河島克久 �和泉薫 �

伊豫部勉 同上 同上
気象災害の外力把握における多
数機関の観測データ活用の有効
性 －���� 水害時の降雨分布と
����年豪雪の積雪深分布－

���������

岩下享平・小林健
太・豊島剛志・大
塚洋之

���� 年地球惑星関
連合同学会 地球惑星関連学会連合 ��� 年新潟県中越地震に伴う小千

谷市街周辺の地盤変状

���������

佐藤早苗・氏原英
敏・豊島剛志・小
林健太・渡部直喜

同上 同上 ���� 年新潟県中越地震による地
下水異常

���������
豊島剛志・小林健
太 同上 同上 構造地質学的にみた中越地震の

地表変状と地震断層

�������� 卜部厚志 和歌山大学公開講
座 和歌山大学 中越地震から学ぶ和歌山の地震

災害

�������� 丸井英明 北陸 �� 防雪技術
協会講演会 北陸 ��防雪技術協会 中越地震斜面災害講演

����������

����

豊島・小林・土井・
大川・保坂・加藤・
中村・卜部・中野・
稲葉ほか

企画展「���� 年新
潟県連続災害の現
場から」

新潟大学旭町展示館・新潟大
学調査団

新潟大学旭町展示館において �中
越地震に関するポスター展示（コ
ーディネーター栗田裕司）
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日付 講演者 会合などの名称 主催 内容

���������
豊島剛志・小林健
太

『���� 年新潟県中
越地震の現場か
ら』

新潟大学自然系学部・研究
科・積雪地域研究センター

���� 年新潟県中越地震の地球科
学的特徴�新潟大学駅南キャンパ
ス ����� での公開講座�コーディ
ネーター栗田裕司�

���������
土井希祐・大川秀
雄 同上 同上

建築・土木構造物の被害の特徴�新
潟大学駅南キャンパス ����� で
の公開講座 ��

���������
卜部厚志・渡部直
喜 同上 同上

地盤災害と震動分布および斜面
崩壊の特徴�新潟大学駅南キャン
パス �����での公開講座 ��

��������
中野俊郎・稲葉一
成 同上 同上

農地の液状化に関して�新潟大学
駅南キャンパス ����� での公開
講座 ��

��������� 青山清道 �財 �日本積雪連合
理事会 �財�日本積雪連合 積雪関連地域における地震防災

対策

��������� 宮下純夫
日本地質学会関東
支部総会シンポジ
ウム

日本地質学会関東支部 新潟県中越地震の背景・特徴と
新潟大学調査団の活動

���������
河島克久�和泉　薫�
伊豫部　勉

防災科学技術研究
所長岡雪氷防災研
究所新庄支所談話
会

防災科学技術研究所長岡雪氷
防災研究所新庄支所

平成 �� 年 � 月新潟・福島豪雨時
の気象概況と詳細な降雨分布

��������� 丸井英明 新潟県農村振興技
術連盟研修会 新潟県農村振興技術連盟 中越地震斜面災害講演

��������� 丸井英明
平成 �� 年度土砂災
害防止年間の防災
講演会防災講演会

��� 法人新潟県砂防ボラン
ティア協会 中越地震斜面災害講演

��������� 丸井英明 日本雪工学会総会
記念講演会 日本雪工学会 中越地震斜面災害講演

��������� 丸井英明
平成 �� 年度「地す
べり防止工事士」
登録更新特別講習
会

�社�地すべり対策技術協会 中越地震斜面災害講演

�������� 丸井英明 �社 �地盤工学会災
害調査委員会 �社�地盤工学会 　

�������� 丸井英明
�社 �地盤工学会中
越地震特別セッシ
ョン

�社�地盤工学会 中越地震斜面災害報告

��������

片岡香子・卜部厚
志・本郷美佐緒・
鈴木幸治

新潟応用地質研究
会春季例会 新潟応用地質研究会 新潟県中越地震による地盤災害

と建物被害

��������� 丸井英明 斜面災害対策に関
する技術講演会

フロテックアンカー技術研究
会 中越地震斜面災害講演

��������� 山岸宏光 同上 同上 ���� 年に発生した豪雨と地震に
よる同時多発型斜面災害

��������� 丸井英明 技術講習会 �社�建設コンサルタンツ協会 中越地震斜面災害講演

�������� 宮下純夫 全国自動車短期大
学協会研究発表会 全国自動車短期大学協会 中越地震について

2.新聞報道
発行日 取材対象者 新聞名 タイトル及び掲載内容

��������� 大川秀雄 新潟日報 　
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発行日 取材対象者 新聞名 タイトル及び掲載内容
���������� 高濱信行 新潟日報 危険な地震の巣

����������
高濱信行・卜部
厚志 新潟日報 「空白域」にガツン

��������� 大川秀雄 新潟日報 　
��������� 卜部厚志ほか 新潟日報 激震ゾーンの発見について

���������
高濱信行・卜部
厚志 新潟日報 割れた岩盤地下で活動

���������� 青山清道 産経新聞 全国版 スキーリフト、余震で脱索注意

���������� 山岸宏光
岩手日報、茨城新
聞、北日本新聞、
山口新聞

新潟は問いかける�地震一ヶ月�地すべり地帯を直
撃

���������� 丸井英明 朝日新聞 全国版 山古志村地すべりダム
���������� 高濱信行 新潟日報 異常震動対 ��本以上
���������� 青山清道 毎日新聞 全国版 雪崩予防柵にも被害
���������� 和泉　薫 新潟日報 雪崩予防さく被害大冬期の監視強化呼び掛け
��������� 青山清道 新潟日報 私の視点「被災者の健康管理対策必要」
���������� 青山清道 毎日新聞 全国版 新潟県中越地震、「凍上被害のおそれ」
���������� 高濱信行ほか 新潟日報 異常震動帯の発見について
���������� 青山清道 建設新聞 湿雪全層雪崩に注意必要
�������� 高濱信行 新潟日報 復興へ中越地震
�������� 卜部厚志 新潟日報 川口―堀之内に激震ゾーン
��������� 青山清道 新潟日報 積雪地域の地震防災と住まい
��������� 丸井英明 毎日新聞 全国版 妙見斜面崩壊
�������� 和泉　薫 読売新聞 ずしり雪崩の危険性
��������� 阿部信行 新潟日報 森林 ���フォーラム報告
�������� 青山清道 毎日新聞 全国版 新潟県、雪崩災害
��������� 河島克久 朝日新聞 全国版 中越の雪未経験の春，警戒が必要
��������� 宮下純夫 埼玉建設新聞 埼玉県地質調査業協会平成 ��年度技術講演会
��������� 宮下純夫 日刊建設新聞 埼玉県地質調査業協会平成 ��年度技術講演会

��������� 朝日新聞 見えぬ断層，科学で探る－中越地震，研究者の
取り組み－

�������� 青山清道 読売新聞 福岡版 早い復興祈ります
��������� 青山清道 読売新聞 論点－山間地・離島の地震－

��雑誌�広報誌などへの掲載
発行日 執筆者 雑誌名 号数・ページ タイトル

���������� 高濱信行
新潟日報社特別報
道写真集・新潟県
中越地震

日本列島有数の活動地帯

���������� 高濱信行 住民と自治 中越大地震の特徴と�そこから何を
学ぶか

���������� 山岸宏光 新大キャンパス 検証新潟県中越地震

���������

片岡香子・卜
部厚志・本郷
美佐緒・鈴木
幸治

新潟大学積雪地域
災害研究センター
研究年報

第 ��号��� ������
新潟県中越地震による川口町田麦
山地区における地震災害と建物被
害



204

発行日 執筆者 雑誌名 号数・ページ タイトル

���������

本郷美佐緒・
卜部厚志・片
岡香子・鈴木
幸治

新潟大学積雪地域
災害研究センター
研究年報

第 ��号��������
新潟県中越地震による川口町和南
津地区における地盤災害と建物被
害

���������

卜部厚志・片
岡香子・本郷
美佐緒・鈴木
幸治・安井賢

新潟大学積雪地域
災害研究センター
研究年報

第 ��号��� ����� 新潟県中越地震による魚沼市�旧堀
之内町�新道島�竜光地区の建物被害

��������� 青山清道
新潟大学積雪地域
災害研究センター
研究年報

第 ��号������� 新潟県中越地震における雪崩防止
柵基礎に関する検討

���������

卜部厚志・鈴
木幸治・本郷
美佐緒・片岡
香子・安井賢

そくほう�地学団体
研究会機関誌� ��������� ����

����年新潟県中越地震における震
源付近の建物被害

���������

木村智博・神
田順・三橋博
巳・青山清道

日本建築学会技術
報告集 第 ��号 ��������

積雪寒冷期地震防災に係る既往研
究のレビューに基づく震災対策に
ついて

�������� 卜部厚志 経済アーキテクチ
ャア

���������新春
特別号��� 激震ゾーンについて

��������

本郷美佐緒・
卜部厚志・片
岡香子・鈴木
幸治・高濱信
行

地球科学 第 ��巻��� ��� 新潟県中越地震による地震災害と
建物被害

�������� 青山清道 長岡商工会議所会
報 ��������

新潟県中越地震についてー災害時
に企業がなすべきことー

��������

木村智博・青
山清道・福田
誠・猪爪高
見・神田順・
三橋博巳

土と基礎 第 ��巻 �号
������

新潟県中越地域における積雪期地
震の発生確率に関する試論

��������

木村智博・青
山清道・福田
誠・後藤惠之
輔・後藤健
介・猪爪高見

日本雪工学会誌 第 ��巻 �号 ���

��

新潟県中越地震に見る積雪期地震
の発生確率を考慮した地震防災対
策の展望

�������� 青山清道 新潟発
第 �巻 �号
������������

����

�検証�新潟県中越地震今回の地震
から学ぶべきこと

�������� 青山清道 新潟発
第 �巻 �号
������������

����

�検証�新潟県中越地震自然災害に
強い地域づくり

��������� 青山清道 日経アーキテクチ
ュア �������������� 積雪で生じた建物の複合災害

��������� 丸井英明 日経コンストラク
ション 第 ���号� ��� 山古志村の復旧状況と今後の計画

�インタビュー記事�

�������� 保坂吉則 建築防災
���号� 財団法人
日本建築防災協�
���������

��������発行

新潟県中越地震速報 �地形・地質と
地盤の被害�

�������� 丸井英明
ほっとほくりく臨
時増刊号「平成 ��

年新潟県中越地震
特集」

������ ��� 新潟県中越地震の視点
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発行日 執筆者 雑誌名 号数・ページ タイトル

�������� 保坂吉則
新潟県中越地震被
害報告 ��地盤の被
害�震災予防

���号�財団法人
震災予防協
会�������
���������月発行

�������� 高濱信行 耕�山崎農業研究所
発行� ���号 新潟県中越地震からの復興

�������� 豊島剛志 証券奨学同友会会
報 ����

第 ��号����
�������年 �月
証券奨学同友会
発行

地震と断層�����年新潟県中越地震
を例として�

�������� 宮下純夫 理学部は今�新潟大
学理学部広報誌� ��� ��

新潟県中越地震の特徴と新潟大学
調査団の活動

�������� 豊島剛志
日本大学広報部発
行の桜門春秋 ����

春季号

����������

�������年 �月
日本大学広報部
発行�

中越地震災害への組織的取り組み
－新潟大学調査団の場合

�������� 大川秀雄 高速道路と自動車
�����

���������������

������

高速道路の存在感 �新潟県中越地震
にみる関越道の役割� �論説

��������� 和泉　薫 雪氷北信越 第 ��号������� 今冬の雪崩災害�その発生状況と特
徴�

�������� 卜部厚志 私立大学連盟機関
紙「大学時報」 ���号 座談会「自然災害と大学の関わり」

��������� 川邉洋
森林部門技術士会
会報「フォレスト
コンサル」

第���号��������� 地震動による斜面崩壊の発生と新潟県中越地震

�������� 卜部厚志 住民と自治 ����年 �������
中越地震からの復興全国シンポジ
ウム

�������� 青山清道 新潟バイタリティ ����年 �月
号�������

地震対策の �つの柱地盤、基礎、
建物の耐震性

��������

木村智博・神
田順・三橋博
巳・青山清
道・福田誠・
川原潮子

日本建築学会技術
報告集 第 ��号�������� 災害調査に基づく気象状況と季節

の相違を考慮した病院防災対策

��������

片岡香子・卜
部厚志・本郷
美佐緒・鈴木
幸治

新潟応用地質研究
会誌 第 ��号��� ������ 新潟県中越地震による地盤災害と建物被害�特に激震地区に着目して

��テレビ�ラジオなどでの取材や放送
放送日 名前 番組名 放送局 内容

���������� 小林健太 ���新潟放送 ヘリコプターによる被害調査

���������� 小林健太 ���新潟放送 ����� 朝のヘリコプターによる取材の
打ち合わせ

�����������

��
豊島剛志 ��� ニュースの臨

時番組 ���新潟放送 スタジオにて、中越地震の特性と地
震時の対処法を解説

���������� 卜部厚志 中越地震関係特別
番組

��� 新潟総合テ
レビ

地震発生直後から�番組内でコメント
を行った

���������� 山岸宏光 モーニング テレビ朝日 山古志村の土砂災害について、電話
録音出演

���������� 丸井英明 ���新潟放送 山古志村地すべりダム
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放送日 名前 番組名 放送局 内容

���������� 丸井英明 ��� ラジオ第
一 山古志村地すべりダム

���������� 丸井英明 ���ニュース �� ���他 山古志村現地調査
���������� 丸井英明 ���特報首都圏 ��� 山古志村地すべりダム

��������� 丸井英明 スーパーモーニン
グ テレビ朝日 山古志村地すべりダム

��������� 丸井英明 ���� 夕方ニュー
ス

���� テレビ新
潟 山古志村地すべりダム

��������� 丸井英明 ���ニュース �� ��� 山古志村地すべりダム

��������� 丸井英明
��� ニュースの
森、��� ニュース
ワイド

���新潟放送 山古志村地すべりダム

��������� 丸井英明 スーパーモーニン
グ テレビ朝日 山古志村地すべりダム

��������� 山岸宏光・小林健太 　
ケーブルテレビ
チーリップネッ
ト

中越地震はどんな地震か、土砂災害
はなぜ多数起こったかをコメント

��������� 丸井英明 報道ステーション テレビ朝日 山古志村地すべりダム
��������� 丸井英明 特ダネ フジテレビ 山古志村地すべりダム

��������� 山岸宏光 かぎとみ徹の熱烈
ラジオ ����

���ラジオ
中越地震はどんな地震か、土砂災害
はなぜ多数起こったか、余震はいつ
まで続くか、などを回答

���������� 卜部厚志 特ダネ フジテレビ 激震ゾーンについて
��������� 丸井英明 ���ニュース �� ���取材 山古志村地すべりダム

����������
宮下純夫・豊島剛志・卜部
厚志・小林健太 報道ステーション テレビ朝日

����� の放送内容について打ち合わ
せ。今回の地震発生域の地質学的特
性�中越地震の特徴とメカニズム�激震
ゾーンの認定とその意味などについ
て説明

���������� 丸井英明 ��� ニュース ��

ほか
テレビ、新聞各
社 芋川河道閉塞委員会

���������� 丸井英明 ��� 新潟総合テ
レビ 山古志村地すべりダム

���������� 丸井英明 新潟総合テレビ 中越地震

���������� 丸井英明 ���報道特番 新潟総合テレビ 「再起への課題、中越地震から � ヶ
月」

���������� 丸井英明
��� ニ ュ ー ス
����、���� 夕方
ニュースほか

テレビ、新聞各
社 芋川河道閉塞委員会

���������� 丸井英明 ���ラジオ ���ラジオ 中越地震斜面崩壊
���������� 川邉洋 ���新潟ラジオ ���新潟 山間地の土砂災害について
��������� 丸井英明 全国版 毎日新聞 妙見斜面崩壊

��������� 丸井英明 ������� ニュー
スほか テレビ・新聞 芋川河道閉塞委員会

��������� 青山清道 ���テレビ ���新潟放送 地震に強い住まいづくり 特集番組に
出演

��������� 和泉　薫 ニュース ���� テレビ新
潟

地震被災地における生活道路の雪崩
危険性

��������� 青山清道 ���ニュース ���
温泉旅館の浴場はなぜ崩壊したかー
地震と豪雪の複合災害�

��������� 青山清道 ���ニュース ��� 同上
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放送日 名前 番組名 放送局 内容
��������� 青山清道 ���ニュース ���新潟放送 同上

��������� 青山清道 ���ニュース ��� 新潟総合テ
レビ 同上

��������� 青山清道 ����ニュース ���� テレビ新
潟 同上

��������� 青山清道 ニュース 新潟テレビ �� 同上

�������� 青山清道
「ラジオあさいち
ばん」ニュースア
ップ

���ラジオ 積雪期の地震防災について

��������� 河島克久 ニュース ��ニュー
ス �

���

魚沼市で発生した雪崩災害を受け �地
震被災地における雪崩の危険性と対
策について

��������� 丸井英明 ��� ニュース�夕
方� ���新潟放送 雪崩、融雪斜面崩壊

��������� 青山清道 ���ニュース ���新潟放送 地震と豪雪による雪崩災害の危険性
増大

��������� 和泉　薫 特報首都圏 ���

地震と大雪で雪崩の危険性が増した
中越地方の実状を訴え�融雪期前を前
に監視の呼び掛け

�������� 丸井英明 ���ニュース他 テレビ、新聞各
社 芋川河道閉塞委員会

��������� 丸井英明 夕方ニュース ���� テレビ新
潟 妙見斜面崩壊

��������� 丸井英明 ��� クローズア
ップ現代 ��� 融雪斜面崩壊

��自治体�国公機関等との協力
日付 担当者 自治体等 内 容

���������� 丸井英明 新潟県土木部砂
防課

山古志村�東竹沢及び十二平地区の天然ダムの現況調
査�地上踏査�

���������� 丸井英明 国土交通省湯沢
砂防工事事務所

山古志村�芋川流域全般の天然ダムの現況調査�ヘリ
コプターによる空中調査�

���������� 丸井英明 新潟県土木部砂
防課

調査団構成�大
学、新潟県土木
砂防課、国土交
通省北陸地方整
備局等担当者

山古志村�芋川流域全般について、天然ダムの現況調
査�ヘリコプターによる空中調査��調査団長として調
査結果の取り纏め並びに記者発表

��������� 丸井英明 新潟県土木部砂
防課

山古志村�東竹沢地区について、余震により発生した
と考えられる小規模地すべりの調査�空中調査並びに
地上踏査�

��������� 丸井英明 新潟県土木部砂
防課

山古志村�東竹沢地区について、天然ダムの安定性に
関する調査。排水工事の安全確保のため。�空中調査
並びに地上踏査�

���������

～� 川邉　洋 林野庁治山課 新潟県中越地震に伴う山地災害に関する緊急調査

��������� 丸井英明
新潟県土木部砂
防砂防課�北陸地
方整備局

新潟県庁にて、天然ダム対策会議において所見を述
べる

��������� 丸井英明 新潟県土木部道
路建設課

長岡市妙見町白岩地区の崩壊現場について、遺体収
容作業中の安全確保のための監視並びに助言

��������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局 天然ダム対策会議
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日付 担当者 自治体等 内 容

��������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

山古志村�芋川流域寺野地区について、湯沢砂防工事
事務所担当者と地上踏査。天然ダムの現況調査。排
水工事並びに地すべり対策に関し提言

���������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

山古志村�芋川流域東竹沢地区について、湯沢砂防工
事事務所担当者と調査。地上踏査並びに空中調査。
天然ダムの現況調査。排水工事並びに地すべり対策
に関し提言

���������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

山古志村�芋川流域東竹沢地区、寺野地区及び竜光地
区について、湯沢砂防工事事務所担当者と地上踏
査。天然ダムの現況調査。排水工事並びに地すべり
対策に関し提言。芋川下流部土石流対策に関し所見
を述べる

���������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

湯沢砂防工事事務所において、東竹沢地すべり安定
化工法検討会議に出席し、所見を述べる

���������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局 　

山古志村�芋川流域東竹沢地区。湯沢砂防工事事務所
担当者と現地踏査。東竹沢地すべりの現況調査�源頭
部調査�。地すべり対策工法並びに監視方法に関し提
言

���������� 和泉　薫

国土交通省北陸
地方整備局国道
���号災害復旧
技術検討委員会
委員

国道 ���号不通箇所の工事用迂回道路を現地調査

���������� 和泉　薫

国土交通省北陸
地方整備局国道
���号災害復旧
技術検討委員会
委員

国道 ���号小千谷市東山�山古志村小松倉間の被災
状況をヘリコプターにて調査

���������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

第一回芋川河道閉塞対策検討委員会に出席。ヘリコ
プターにより芋川流域全体の原稿調査。湯沢市公民
館において委員会開催。委員長として議事進行並び
に取りまとめ

���������� 和泉　薫

国土交通省北陸
地方整備局国道
���号災害復旧
技術検討委員会
委員

第 �回委員会 国道 ���号の被災状況と復旧計画の基本的な考え方
について議論

���������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

湯沢砂防工事事務所において、東竹沢地すべり安定
化工法検討会議に出席し、所見を述べる

���������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

湯沢市公民館において、第二回芋川河道閉塞対策検
討委員会に出席。委員長として議事進行並びに取り
まとめ

��������� 和泉　薫

国土交通省北陸
地方整備局国道
���号災害復旧
技術検討委員会
委員

国道 ���号の復旧計画の基本路線をヘリコプターに
て調査

��������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

湯沢砂防工事事務所において、東竹沢地すべり土塊
の強度に関し所見を述べる

��������� 和泉　薫

国土交通省北陸
地方整備局国道
���号災害復旧
技術検討委員会
委員

第 �回委員会 国道 ���号の災害復旧の基本計画の検討



209

日付 担当者 自治体等 内 容
��������� 河島克久 新潟地方気象台 地震被災地の融雪量予報方法に関する検討

��������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

山古志村�寺野地区及び東竹沢地区において、地すべ
り地調査ボーリングのコア鑑定

��������� 河島克久 気象庁予報部�新
潟地方気象台 　 地震被災地の融雪量予報方法に関する検討

���������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局 　

山古志村�小松倉地区、羽黒トンネル周辺、梶金地区、
東竹沢地区の雪崩防止工の被災調査を行い、緊急対
策に関し提言

���������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

芋川河道閉塞対策検討委員会として東竹沢地区及び
木篭地区の現況調査

���������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

寺野地区及び東竹沢地区の地すべり地調査ボーリン
グのコア鑑定。湯沢砂防工事事務所において、第 �

回芋川河道閉塞対策検討委員会に向けた事前検討会
議に出席し、委員長として所見を述べる

��������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

国土交通省砂防部において第 �回芋川河道閉塞対策
検討委員会に向けた事前検討会議に出席し、委員長
として所見を述べる

��������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

寺野地区及び東竹沢地区の地すべり地調査ボーリン
グのコア鑑定

��������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

第 �回芋川河道閉塞対策検討委員会に出席。委員長
として議事進行並びに取りまとめ

��������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

寺野地区及び東竹沢地区の地すべり地調査ボーリン
グのコア

�������� 和泉　薫

国土交通省北陸
地方整備局国道
���号災害復旧
技術検討委員会
委員

第 �回委員会 国道 ���号の復旧計画�案�について検討

��������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

第 �回芋川河道閉塞対策検討委員会に向けた事前検
討会議に出席し、委員長として所見を述べる

��������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

第 �回芋川河道閉塞対策検討委員会に出席。委員長
として議事進行並びに取りまとめ

��������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

湯沢砂防工事事務所の依頼により、ヘリコプターに
て芋川流域における融雪斜面崩壊並びに雪崩の発生
状況に関する調査

�������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

湯沢砂防工事事務所の依頼により、山古志村�東竹沢
地区において発生した融雪斜面崩壊に関する現地調
査

��������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

湯沢砂防工事事務所の依頼により、ヘリコプターに
て芋川流域における融雪斜面崩壊の発生状況に関す
る調査

��������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

湯沢砂防事務所の依頼により、山古志村寺野地区地
すべり地周辺域の現地調査

�������� 丸井英明 国土交通省北陸
地方整備局

湯沢砂防事務所の依頼により、山古志村寺野地区地
すべり地周辺域の現地調査

��審議会等での活動
名前 ポスト 組織名

大川秀雄 新潟県中越地震復旧対策検討業務�土工・舗装�委員
会委員長

�財�高速道路技術センター

大川秀雄 越の国から北陸ハイウェイ技術委員会委員長 日本道路公団北陸支社金沢技術事務所
大川秀雄 山古志復興新ビジョン研究会委員 �社�北陸建設弘済会
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名前 ポスト 組織名
丸井英明 芋川河道閉塞対策検討委員会委員長 国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所
丸井英明 山古志村復興新ビジョン研究会委員 �社�北陸建設弘済会
丸井英明 新潟県震災復興ビジョン策定懇話会委員 新潟県
丸井英明 栃尾市復興計画検討委員会委員 栃尾市
牧野秀夫 新潟県震災復興ビジョン策定懇話会委員・�� 新潟県
牧野秀夫 新潟県震災復興推進アドバイザ 新潟県

��学会などとの連携した活動
学会名 名前 委員会名など 役割 活動内容

地理情報シ
ステム学会

牧野秀夫 防災 ���分
科会

新潟県中越地震
調査支援活動の
連絡係

川口町や十日町の罹災家屋データベース作成作業を実施

衛星データ
利用推進委
員会

阿部信行 　 提供データを利
用した解析

��水害は ����衛星を用いた水田被害の解析����������，
衛星データ利用推進委員会�
林業��で報告及び ����水害における農林被害調査と
次年度農作業への緊急提案、���������
��地震は ������衛星を用いた山地、棚田、養鯉池の被
害抽出

日本建築学
会

加藤大介
保坂吉則・
土井希祐・
中村友紀
子・青山清
道

災害調査�� 副委員長
委員

多数の調査を行い�調査結果は下記の ���へ掲載されて
いる
���������������������������������������������������������

�社 �日本雪
氷学会・日
本雪工学会

和泉　薫・
河島克久・
伊豫部勉

新潟県中越地
震・雪氷災害
調査検討委員
会

委員 ���������：第 �回委員会
���������：雪崩��現地調査雪崩災害の観点からの被
災状況調査
���������：道路��現地調査冬期の道路防災の観点か
らの被災状況調査
���������：融雪災害��・雪崩��合同現地調査融雪災
害と雪崩災害の観点からの被災状況調査
����������：第 �回委員会
����������：第 �回委員会及び中間報告会冬期の雪氷災
害軽減に向けた提言を公表
���������：雪崩��・融雪災害��合同検討会
��������：融雪災害��・雪崩��合同現地調査融雪災
害と雪崩災害の発生状況の調査
���������：道路��現地調査融雪による道路の被害状
況調査
���������：活動報告会・公開討論会委員会の活動報告及
び地震被災地で発生した雪氷災害の総括
������������������������������������������に調査結果等を掲
載

�社 �日本地
す べ り 学
会・応用地
質学会

山岸宏光
丸井英明
渡部直樹

�社�日本地す
べり学会・応
用地質学会合
同調査団

団長
副団長

斜面災害と液状化災害調査（�������������）
地震直後の山古志村の斜面災害調査（�����������）
融雪後の山古志村の斜面災害調査（����� � �������
調査結果掲載 �������������������������������

日本地質学
会

宮下純夫 日本地質学会
中越地震調査
団

地質学会現地調
査団長として�新
潟大学調査団と
の連携を図った

緊急現地調査（千葉大学伊藤・東大地震研との共同調査被
害状況および地盤変状 �������������）
静岡大学狩野ほか被害状況および地盤変状調査
（�������������）
静岡大学第 �回調査狩野ほか �名 被害状況および地盤
変状調査（�������������）
産総研地質調査総合センターによる地盤変状�液状化調査
（ 月初旬）



211

学会名 名前 委員会名など 役割 活動内容
（�������������月初旬）
東北大学大槻ほか �名地滑り �次災害の評価のための調
査（�������������）
信州大学公文ほか被害状況および地盤変状調査
（����������）
愛媛大沿岸環境センター�名�地盤の液状化調査
（�������������）
以上の調査結果は下記の ���に掲載
�������������������������

�社 �日本地
盤工学会

大川秀雄
青山清道，
丸井英明，
渡部直喜，
保坂吉則

����新潟県中
越豪雨災害調
査団

団長 　

大川秀雄
保坂吉則
丸井英明

渡部直喜
青山清道

新潟県中越地
震災害調査委
員会

幹事
委員
委員（斜面・河
道閉塞）
委員（斜面）
委員（防雪施
設・雪氷災害）

�����������������������������������������

�����������������������������������������に調査結果掲載

�社 �砂防学
会

丸井英明
川邉　洋，
権田　豊，
渡部直喜

��年 �月新
潟豪雨土砂災
害砂防学会調
査団

団長 　

　 丸井英明，
川邉　洋，
権田　豊，
渡部直喜

新潟県中越地
震土砂災害調
査研究委員会

第 �回委員会�����������
第 �次現地調査���������������
第 �次現地調査������������
��������������������������

�������������������������������に掲載
�社 �日本地
すべり学会

山岸宏光
丸井英明，
渡部直喜，
アヤレウ・
ルルセゲド

�社�日本地す
べり学会・新
潟大学積雪地
域災害研究セ
ンター合同調
査団

団長 ����豪雨災害調査団

丸井英明
渡部直喜
山岸宏光

中越地震特別
研究委員会

土質力学
応用地質
環境地質学

　

日本雪工学
会

丸井英明 雪崩防災委員
会

雪崩と融雪土砂災害研究会中越震災地域現地検討会

日本雪工学
会
上信越支部

丸井英明
青山清道
西澤輝泰

新潟県中越大
震災対策部会
委員

地すべり・雪崩
積雪期地震防災
雪国の経済振興
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２．調査団の活動経緯と内容

１．地震発生から新潟大学調査団結成まで
　10 月 23 日（土）夜　地震発生を受けて災害研，理学部，工学部の有志教員が連絡を取り合い，10 月
24 日の緊急調査の目的・場所などを協議．
　10 月 24 日（日）　把握しているだけで 7 グループ＋工学部建築グループが緊急調査を実施．夜にそ
れぞれの結果を持ちより，翌日の調査について協議する．調査団としてのメーリングリスト（ML）, ホー
ムページ（HP）立ち上げ準備．夜にそれぞれの結果を持ちより，翌日の調査について協議（仮第１回調
査団会議）．
　10 月 25 日（月）　引続き多数のグループに分かれて調査実施．夜：調査団第２回会議：調査団として
の ML, HP 立ち上げ決定．HP の内容について検討．これまでの調査結果を報告し，今後の進め方を協議
する．調査団名称（中越地震新潟大学調査団），組織（団長：災害研センター長　高浜信行，事務局長：
理学部教授　宮下純夫）を決定．
　10 月 26 日（火）：新潟大学自然系全教員に調査団の紹介と参加呼びかけ．引続き多数のグループに分
かれて調査実施．夜に調査団第３回会議：これまでの調査報告と今後の進め方，メーリングリストによ
る情報共有と HP による情報発信などについて協議．これ以降は調査団 ML と HP を通じた運営，活動へ
と移行した．

２．その後の経過
　調査団活動は調査団 ML と HP を通じて報告・発信された．事務局からの ML への発信は 70 回，ML
への調査予定・結果報告や中間まとめ，情報提供などは 925 通（2005 年 7 月 25 日現在）に達している．

３．中間報告会（2004 年 11 月 11 日）
調査団中間報告会を積雪地域災害研究センターにて開催．10 件の報告がなされた．

４．外部への報告活動
１）新潟大学調査団報告会（2005 年 1 月 29 日）
２）新潟大学公開講座『2004 年新潟県中越地震の現場から』：コーディネーター栗田裕司，新潟大学駅
南キャンパスＣＬＬＩＣ（2005 年 6 月 10 日～ 7 月 1 日）
３）新潟大学学術資料展示館　企画展示「新潟県連続災害の現場から」2005 年 3 月～ 10 月末日

５．調査団の調査概要
災害研（＋理学部）
・卜部・高浜ほか：地盤災害や液状化など
・丸井・渡部ほか：斜面災害など
・河島・和泉ほか：積雪関連の問題
・内藤・墓石被害調査グループ：広域的震動分布の把握
理学部・自然研
・小林・豊島ほか：地震動による断層・変位など
・立石ほか（東大地震研との共同）：物理探査による地下構造解析
・山岸・卯田ほか：斜面災害など
・久保田：地盤と被災状況
工学部
・大川・保坂：盛土や斜面を含む土木構造物の被害状況
・加藤・土井・中村ほか：建物被害と地震動との関連
・牧野：地理情報システムによる震災データベース
農学部・自然研
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・川辺・権田・中野ほか：山地・農地の地すべり、崩壊と営農ヘの影響
・稲葉ほか：農地の液状化など
・有田：農村コミュニティと震災
・阿部：人工衛星画像解析による被害の解析
・早川：降雪・融雪情報
教育人間科学部
・世取山ほか：小中などの教育現場と震災

６．新潟大学の対応
・新潟大学 HP のトップページに中越地震の項を設置．調査団 HP へリンク．
・地震に関する学長のコメント発表．
・学長裁量経費からの予算措置
・新潟県連続災害の検証と復興への視点　シンポジウムを 2 回にわたって開催．第一回は調査団報告会
を兼ねる・第 2 回は 2005 年３月５日に新潟市民プラザにて開催．調査団は被害報告をポスターにて行っ
た．
・新潟大学復興科学センターを発足させ，１，産業政策分野，農業分野，，地域産業分野，情報通信分野，
ここのろケア分野，ボランティア分野，災害法学分野，防災分野，生活セイフティネット分野，危機管
理分野の 10 分野をおいて活動を開始している．

７．研究・解析用図面，地図の提供
　以下の機関・会社から受け，調査団の調査・研究に役立てられた．
・国土地理院：災害対策用地図，崩壊解析図など
・（株）パスコ：地滑り・崩壊解析図
・（株）国際航業：空撮オルソ図

８．調査団構成と組織
調査団長　高濱信行　積雪地域災害研究センター長
事務局長　宮下純夫　理学部
事務局次長　豊島剛志　大学院自然科学研究科
WEB 管理者　志村俊昭　理学部

調査団構成員（下記の教職員以外に多数の院生，学生も参加）
積雪地域災害研究センター：青山清道，和泉　薫，伊豫部勉，卜部厚志，片岡香子，河島克久，本郷美佐緒，
　　丸井英明，渡部直喜
大学院自然科学研究科：稲葉一成，加々美寛雄，小林健太
理学部：赤井純治，栗田裕司，周藤賢治，高澤栄一，田澤純一，立石雅昭，新川　公，松岡　篤，卯田　強，
　　久保田喜裕，山岸宏光
工学部：大川秀雄，保坂吉則，神立秀明，岩佐明彦，加藤大介，寺尾　仁．土井希祐，中村友紀子，南部正樹，
西村伸也，牧野秀夫
農学部：粟生田忠雄，阿部信行，有田博之，川邊　洋，権田　豊，早川嘉一，福山利範，中野俊郎，中
　　村　昇
教育人間科学部：黒川勝己，藤林紀枝，世取山洋介
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新潟大学調査団報告会（2005 年 1月 29 日）

開始に当たって犠牲者への黙祷を行いました 広い会場を多数の参加者が埋め，立ち見も出るほどでした

講演会の会場前では 14 件のポスター展示，テレビによ
る映像紹介などが行われました

報告をおこなう講演者

　新潟大学と本調査団とが主催して，「新潟県連続災害の検証と復興への視点　第１回７. １３豪雨災害
と中越地震の総合的検証」と題したシンポジウムを 1 月 29 日に開催しました．本シンポジウムは，連
携して調査を進めた 10 を越える学会との共催という形で行われました．このシンポジウムには 500 名
を越える参加があり，立ち見が出るほどの盛況でした．参加者は新潟大学教職員や学生のみならず，多
くの新潟市民や被災した地域の市民，新潟県や市町村自治体関係者，防災コンサルタント関係者など多
岐にわたり，今回の連続災害への高い関心を示す場となりました．
　当日の講演プログラムとポスター発表は，次頁に示してあります．
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新潟県連続災害の検証と復興への視点
第１回　７. １３豪雨災害と中越地震の総合的検証

主催：新潟大学・中越地震新潟大学調査団

共催　・日本応用地質学会・日本建築学会北陸支部新潟支所・（社）砂防学会・（社）日本地震学会・（社）日本地

すべり学会・（社）地盤工学会・日本雪工学会・（社）日本雪氷学会・地学団体研究会・日本地質学会・地理情報

システム学会　　　（50 音順）

開催日時：2005 年 1 月 29 日（土）午前 10 時 30 分～午後 4 時 30 分

場所：新潟大学五十嵐キャンパス　総合教育研究棟　Ｅ - ２６０講義室

プログラム：開会（午前 10時 30 分）
　　　総合司会：近藤総務部長
＜学長挨拶＞　長谷川　彰　学長

＜第１部＞「７. １３豪雨災害はなぜ起きたか」（午前 10時 30 分～ 12 時）

　　　司会：河島克久（積雪地域災害研究センター）
黙祷
講演：
１）７. １３豪雨災害の特徴と教訓　　大熊　孝（工学部）
２）豪雨災害調査団の組織と活動経過　　高濱信行（積雪地域災害研究センター）
３）農業被害・土砂と泥水の下でコシヒカリは・・　　福山利範（農学部）
４）質問および討論

＜第２部＞「中越地震の被害の検証」（午後 1時～ 4時 30 分）

　　　司会：豊島剛志（大学院自然科学研究科）
黙祷
講演：
１）2004 年新潟県中越地震新潟大学調査団の活動概要と教訓　　宮下純夫（理学部，調査団事務局長）
２）中越地震の特徴と地質学的背景　　小林健太・豊島剛志（大学院自然科学研究科）
３）中越地震による地盤災害の特徴　　卜部厚志，高濱信行，片岡香子，本郷美佐緒，鈴木幸治（積雪
　地域災害研究センター）
４）建築構造物の被害状況　　中村友紀子・加藤大介・土井希祐（工学部）
５）土木構造物の被害状況　　大川秀雄・保坂吉則（工学部）
６）中越地震で発生した斜面災害　　丸井英明・渡部直喜（積雪地域災害研究センター）・山岸宏光（理
　学部）・川邉　洋・権田　豊（農学部）
７）農地の液状化被害とその対策について　　中野俊郎（農学部）・稲葉一成（大学院自然科学研究科）
８）中越地震にともなう雪氷災害　　河島克久・和泉薫・青山清道・伊豫部勉（積雪地域災害研究センター）・
　早川嘉一（農学部）
９）被災地からの歴史資料救済活動の現状と課題　　矢田俊文（人文学部，人文学部地域文化連携センター
　副センター長）
１０）質問および総合討論
 コメント：国連防災世界会議に参加して　　山岸宏光（理学部）
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ポスター講演

P-1）７. １３豪雨災害と刈谷田川・五十嵐川周辺の失われた地形　　平松由紀子・卯田　強（理学部）
P-2）７．１３新潟豪雨による三条市の水害　　地学団体研究会新潟支部水害調査グループ
P-3）７．１３新潟豪雨災害による浸水被害　　新潟大学調査団・浸水調査グループ
P-4）７. １３新潟豪雨に伴う斜面災害について　　新潟大学積雪地域災害研究センター・（社）日本地す
　べり学会合同調査団
P-5）新潟平野～信濃川構造帯の活断層と地震　　卯田　強・平松由紀子・東　慎冶（理学部）
P-6）構造地質学的にみた中越地震の地表変状　　豊島剛志・小林健太（大学院自然科学研究科）
P-7）墓石転倒調査による異常震動帯の推定　　内藤信明・丹尾貴志・高濱信行・地学団体研究会新潟支
　部中越地震調査団・新潟大学理学部地質科学科
P-8）長岡周辺地域の地震災害と地形・地盤との関係について　地学団体研究会新潟支部中越地震調査団
P-9）柏崎・刈羽地域の地震被害．とくに，荒浜砂丘縁辺部の液状化及び埋立て地の地盤災害　　地学団
　体研究会新潟支部中越地震調査団
P-10）新潟県中越地震　見附市街地における地盤と建物被害の関係　　斉藤浩之・坂東和郎・浦山智晴（株
　式会社興和）
P-11）新潟県中越地震による山地災害　　権田　豊・川邉　洋（農学部）・丸井英明・渡部直喜（積雪地
　域災害研究センター）
P-12）被災家屋写真と各種申請書類（罹災証明など）のデータベース化と時空間 GIS による復興支援（川
　口町，十日町市での復興支援）　　地理情報システム学会防災分科会・内藤信明（新潟大学大学院自然
　科学研究科）・牧野秀夫（新潟大学工学部）・角本繁，山田博幸（防災科学技術研究所）・中島美由紀・
　増田真吉（三重大学）・大阪産業大学・秋田県立大学・秋田高専
P-13）復興ＧＩＳ：山古志村ハイビジョン空撮データと除雪作業への応用の可能性について　　牧野秀
　夫（新潟大学工学部）・NTT データコミュニティプロデュース・ダイアモンドエアサービス・NTT デー
　タ・宇宙航空研究開発機構・情報通信研究機構・アジア防災センター
P-14）山古志地区の積雪・融雪情報　　早川嘉一（農学部）
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編　集　後　記

　昨年の中越地震からまもなく 1 年が過ぎようとしています．今回の中越地震は，日本の大部分を占め
る中山間地で発生したものですが，中越地域は日本でも有数の豪雪地帯であり，また日本有数の地すべ
り地帯であったことも，被害をいっそう重大でかつ長期化させる事にもつながりました．

　中越地震以降もスマトラ沖の巨大地震と未曾有の津波被害を始め，日本では福岡県西方沖地震や東京
都でも震度 5 に達する地震が発生するなど，大きな地震が頻発しており，日本列島が地震の活発な時期
に入ったとの見方が強まっています．被災地の１日も早い復興への努力とともに，今回の震災に学んで，
備えを行っていきたいものです．

　新潟大学中越地震調査団の活動は，資料編に掲載されているように，多くの学会との連携・協力のも
とに進められました．それ以外にも地質コンサルタントや防災関連の会社に勤務されている方々も協力，
参加されました．本報告書にはそうした報告も掲載されています．また，国土地理院や国際航業（株），
パスコ（株）は，災害対策用地図，崩壊解析図などを寄贈されました．これらは調査団の活動に多いに役立ちま

したことを銘記し，感謝します．

　ところで，日頃の研究においては，実は災害とは殆ど関連がなかったのですが，日本海東縁変動帯や
北海道における衝突テクトニクスにかって携わっていたこともあり，また，災害分野の専門の方々は連
日の調査で追われていることもあって，事務局長を引き受けました．災害の専門家ではないのでどこま
でできるか不安もありましたが，ここに報告書をまとめ上げる事ができ，肩の荷を軽くする事が出来そ
うです．

　今回の事務局の仕事を続けながら痛感したのは，我々人間が生存している足下の地球について，人類
は最近，ようやくその鼓動やリズムの実態について理解し始めたばかりだということです．地球表層の
様々な変動をグローバルに理解する事が出きるようになったのは，プレートテクトニクスが提唱されて
からで，まだ 30 年あまりしか経っておらず，地球の深部，核まで含めたダイナミックな運動像について
の学説，プルームテクトニクスに至ってはまだ 10 年を少し越えたばかりで，最近では全球凍結といった
１大事変が過去に生じたとの説も提唱されています．人類の長期的生存と戦略のためには，足下の地球
について，深く理解する事がとても重要ではないでしょうか．

　「死都日本」という小説が刊行されて話題となりましたが，同じ著者による小説「震災列島」が刊行さ
れたのは中越地震の発生前日でした．これらは小説とはいえ，現実に起こりうる事態をかなり正確に描
き出しており，専門家の間でも多いに話題となっています．特に前者は破局的な噴火「カルデラ噴火」
によって引き起こされる恐るべき被害の様子を生々しく描き出しています．しかし，これは決して架空
の話ではなく，これまでの地質学的歴史を辿ると，必ず起こる出来事なのです．短い周期で襲ってくる
巨大地震，それよりは長い周期（一万年前後）で襲ってくる破局的カルデラ噴火，さらに長い周期でい
うと氷河期の来襲など，地球は様々な周期のリズムを奏でているのです．

　本報告書が，震災からの復興と防災に役立つことを願うとともに，生きている地球への関心を高める
事につながれば幸いです．最後に，震災による犠牲者の冥福を祈りますとともに，１日も早い復興を願っ
ています．

2005 年 7 月
中越地震新潟大学調査団　事務局長

宮下純夫



震災前；2004年8月撮影 震災後；2004年10月撮影

長岡市妙見町の土砂崩れ現場

震災被害は旧河川跡で大きかった（109 頁）

人工衛星からの画像でみる妙見の大崩壊（171 頁）

新幹線の高架橋柱のせん断破壊（91頁）

盛り土の崩壊（93頁）

震災前：2004 年 8 月撮影 震災後：2004 年 10 月撮影

1948 年 12 月 9日米軍撮影の空中写真

2004 年 10 月 28 日国土地理院撮影の空中写真
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