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特集：平成28年熊本地震で生じた山地災害

平成28年 (2016年）熊本地震によって生じた山腹崩壊
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V. おわりに

平成28年 (2016年）熊本地震においては， 4月14日21時26分に発生したマグ

ニチュード6.5の地震（前簑）に続いて， 4月16日1時25分にマグニチュード

7. 3の地震（本震）が発生し， ともに最大震度 7を記録した。一連の地震活動

により 50名の方が犠牲となり，林業関係でも約440億円の被害が発生した。前

震発生直後に行った調査においては大規模な山腹の崩壊は確認できなかった

が，本震後の調査においては，緩斜面における地すべり性の崩壊，深層崩壊，

表層崩壊およびそれに伴う土石流等，様々なタイプの土砂災害が発生した。山

腹崩壊は尾根部分の草原から発生している例が多く見られ，斜面下部に存在し

ている森林が崩壊した岩石の移動を抑止している例も見られた。この地震によ

って森林内には上空から確認できない多数の亀裂が発生し．地盤内に雨水が浸

透しやすい状態となっている。

（国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所九州支所 グループ長）
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6月下旬の豪雨では地震時に亀裂の入っていた斜面が拡大崩壊しており，今

後も山腹崩壊の危険性が懸念される状況である。

キーワード：熊本地震，山腹崩壊，地すべり，林地被害

I. はじめに

平成28年 (2016年） 4月14日21時26分，熊本県熊本地方を裳源とするマグニ

チュード6.5の地震が発生した（前震）。さらに28時間後の16日1時25分には前

震を上回るマグニチュード7.3の地震が発生し（本震），いずれの地震において

も最大震度 7を観測したI)。2度の大きな地震によって建物の倒壊や土砂崩れ

等による被害が発生し，一連の地震活動に伴い50名（災害関連死を除く）の方

が亡くなられた。この地震発生により，家屋や公共インフラも被災し，九州地

域の林業関係でも大きな被害を受けた。山腹斜面における崩壊が発生したほ

か，林道の法面崩壊，山腹崩壊箇所における森林の被害木材加工施設きの

こ栽培施設の破損が確認されており，被害総額は約439.7億円と推計されてい

る (2017年4月10日現在） 2)。

今回発生した平成28年 (2016年）熊本地震において，著者は前震発生直後か

ら調査を実施し，表層崩壊，深層崩壊，地すべり性の崩壊等，地震による山腹

崩壊時に見られる特徴的な現象を確認してきており，その概要について報告す

る。

II. 平成28年 (2016年）熊本地震の概要

平成28年 (2016年）熊本地霙は， 4月14日21時26分に発生した。震源は熊本

県熊本地方で日奈久断層帯に位置し，深さは11km, マグニチュードは6.5, 最

大震度 7(上益城郡益城町）を記録した。さらに28時間後の 4月16日1時25分

にさらに大きな地震が発生した。震源は熊本県熊本地方で布田川断層帯に位置

し，深さは12km, マグニチュード7.3, 最大震度 7(益城町，阿蘇郡西原村）

を記録した。これら一連の地震活動について一般的に前者を前震，後者を本震

と呼んでいる。震度 l以上を記録した地震発生同数は2016年9月末時点で

4,068回となり，熊本地震と同じタイプの内陸または沿岸部の地殻内で発生し
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た地震活動としては， 1996年 4月に震度計による震度観測を開始して以来，回

数は最も多くなっている3)。

地震による人的被害は，地震による直接的な死者50名（災害関連死を含むと

238名〈2017年 7月26日時点〉 4))' 重軽傷者2,346名，避難者数最大183,882名

(4月17日9時），家屋の被害は全壊8,146棟，半壊29,009棟，一部破損等

129,433棟であった (2016年 8月30日時点） 5)。また鉄道高速道路，空港や

水道ガス等の公共インフラも被害を受け，復旧するまでに時間を要した。

林業関係の被害は，熊本県に加え大分県，福岡県，佐賀県，長崎県，宮崎県

で発生し，林地荒廃474箇所 (392.91意円），治山施設45箇所 (25.3億円），林道

施設等1,687箇所 (13.4億円），木材加工・流通施設及び特用林産物施設等30箇

所 (8.1億円）であった叫

III. ヘリコプターによる上空からの被害状況調査

4月14日の熊本地震発生を受け，まずはヘリコプターによる上空からの被害

状況調奔を実施した。調査は 2回行い， 1回目の調査は前震翌日の 4月15日に

実施した。前簑後の上空からの調査は阿蘇山周辺およびくじゅう連山を中心に

行ったが，新たな崩壊地の発生は確認できなかった。この時確認できた山腹崩

壊地は2012年の平成24年 7月九州北部豪雨時に発生したものであり，それらの

崩壊地の拡大も見られなかった（写真 I)。

さらに 4月16日の本震発生を受け，翌々日の 4月18日， 2回目の上空からの

調査を実施した。これにより，熊本県阿蘇市および阿蘇郡南阿蘇村周辺を中心

として， 1回目の調査では見られなかっだ深層崩壊，表層崩壊，緩斜面におけ

る地すべり性の崩壊，土石流等，多くの山腹崩壊地および土砂移動現象が確認

できた（写真 2,3)。また地表面には広範囲にわたって多数の亀裂が発生して

いることが確認できた（写真 4)。前震後と本震後の比較から，今回の地震活

動で発生した大規模な崩壊地は本震によるものと考えられる。このほか熊本県

内では菊池郡大津町や菊池市周辺において山腹崩壊地が確認でき，下流域に土

砂が流出している状況が認められた。さらに大分県や宮崎県においても山腹崩

壊が発生しており，被害が広範囲に及んでいることが確認できた。

水利科学 No.359 2018 
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写真 1 前筏後の山地の状況 （阿蘇市坂梨）

写真2 本震後に発生した山腹崩壊 （南阿蘇村立野）
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写真 3 本裳後に発生した土石流（山王谷川）

写真4 本震後に発生した地盤の亀裂
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刊 現地踏査による被害状況調査

4月16日の本震以降，いくつかの山腹崩壊地を現地踏査し，被害状況を調査

した。特徴的な現地の被害状況について，タイプ別に報告する。

1. 深層崩壊

熊本地震による最も大規模な山腹崩壊は，南阿蘇村立野の阿蘇大橋西側の斜

面で発生した。崩壊は尾根部から発生し，規模は斜面長約700mX幅約200m,

源頭部付近の崩壊深は20m程度あり，深層崩壊と言える。この深層崩壊によ

り約50万 m3の土砂が崩落し，阿蘇大橋が流出した。傾斜は上部が35度以下の

勾配で，下になるにつれて緩やかとなっている。地質は斜面上部が輝石安山岩

溶岩，下部が礫砂およびシルトであり，土壌は阿蘇火山灰土，黒ボク土であ

る。現地で崩壊の状況を確認したところ，崩壊した土砂は長距離移動していた

が，堆積していた土砂を見る限り比較的乾燥していたのが特徴的であった（写

真 5)。

ffl ......... 
ぬ

写真 5 南阿蘇村立野で発生した深層崩壊

水利科学 No.359 2018 
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2. 表層崩壊

表層崩壊は，熊本地震により最も多く発生した現象である。深層崩壊も含

め，尾根付近から発生した山腹崩壊が多く見られ，過去の地震災害時と同様の

傾向が見られた。

阿蘇山の北外輪山で発生した阿蘇市狩尾地区の表層崩壊は，崩壊および岩石

の移動範囲が斜面長約550mX幅約100m, 崩壊深 3m程度であった。土壌層

は急崖地に立地するため極めて浅く，主としてその下の岩盤層が地痰により尾

根付近から崩落したものと考えられる（写真 6)。地質は安山岩・火砕岩で，

土壌は，主に阿蘇火山噴出物（主に火山灰ローム）を母材とするものである。

植生は頂上から250m程度まで草原 ・原野で，その下がスギ，ヒノキ林となっ

ており，阿蘇地域でよく見られる土地利用状況となっていた。草原部分の岩盤

崩落に伴い移動した岩石は下部の森林に流入したが，森林内で移動を抑止し被

害拡大を防止していることが確認できた（写真 7)。
うちそうこ・う おかまど

南阿蘇村内早川の御寵門山東側斜面で発生した表層崩壊も尾根付近から発生

しており，斜面長約300m, 幅約200m, 崩壊深は 3m程度と推定される。この

写真6 阿蘇市狩尾で発生した表層崩壊

水利科学 No.359 2018 
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写真 7 表層崩壊に伴い森林内に流入した岩石

山腹崩壊によって黒ボクを上部に持つ土壌層（火山灰ローム層）の下に存在し

ていた火砕流堆積物を起源とする軽石層が 1km以上も流下していた（写真

8)。この崩壊に伴う土砂移動によって，治山ダムが被災している状況が確認

できた （写真 9)。

阿蘇市立野で発生した深層崩壊地の対岸に位置する北向山では，約20箇所の

表層崩壊を確認した （写真10)。崩壊深は l-2m程度のものが多かった。こ

の山森林の一部は国の天然記念物に指定されており広葉樹が多く見られる。

結果として広葉樹，針葉樹どちらの斜面においても山腹崩壊が発生しており，

樹種による違いは確認できなかった。

3. 地すべり性の崩壊

熊本地震で発生した特徴的な山腹崩壊として，緩斜面における地すべり性の

崩壊がある。降雨を誘因とする山腹崩壊の場合，斜面勾配が30度以上の地点で

多く発生するが，本震後に発生した山腹崩壊は10-20度の斜面でも多発してい

た。地震動という外力が加わることにより，通常では崩壊しないような斜面で

も山腹崩壊が発生したと考えられる。

水利科学 No.359 2018 
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写真 8 南阿麻村内早川で発生した表層崩壊

写真 9 一部破損した治山ダム

水利科学 No.359 2018 
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写真10 北向山で発生した表層崩壊

地すべり性の崩壊について代表的な箇所は京都大学火山研究センター周辺の

崩壊であるが現地調査を行ったのは南阿蘇村宇ノ山で発生した崩壊である。

県道上の草地斜面において発生しており，土壌は黒ボクと阿蘇火山灰土層であ

る。崩壊の深さは滑落崖のところで 3m程度あったが，主として表層から数

+cm~lm程度の土壌がプロ ック 状にゆっくりと押し出されたと見られる

（写真11)。崩壊土砂はその後の雨に より長距離流動していた（写真12)。

4. 地盤の亀裂

山腹崩壊には至らなかったものの，上空および地上からの調査においては地

盤の亀裂が目立った。これも地震時に顕著に表れる現象と考えられる。かぶと

岩展望所周辺において発生した亀裂の幅は最大 1m, 深さ 1.5m程度で，最大

50cmのずれが生じていた（写真13)。また阿蘇市湯浦で発生した亀裂は幅が

30cm, 深さは1.5mで，最大で80cmのずれが生じていた （写真14)。また南

阿蘇村火の鳥温泉付近の森林内にも多数の亀裂が存在していた （写真15)。亀

裂の幅は25~50cm, 深さ50~100cmであり ，亀裂の多くは勾配の緩い尾根付

近に発生していた。かぶと岩展望所および湯浦の亀裂は草地で発生していた

水利科学 No.359 2018 
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写真11 南阿群村宇ノ 山の地すべり性崩壊

写真12 崩壊士砂の移動状況

水利科学 No.359 2018 



特集：平成28年熊本地裳で生じた山地災害 黒JII 29 

□ ここ］
_,., 

"---． 

C ;.:, •,. • ... . . • . •、..・:, ,:·•-!. . -・~i'...7:::-•>··~冗．.,, ,-,2<.. .• . .• ... . ~, ..•. 
， ． • ・ 、． ．， ．． ． ， 、>・ ・ ↓ ● ・・；．， ． ’ べ• • • • • ..,.. C • ., .. 

.. 一 真. ..,, ・. • , 
... ,., , .•.. -~.. • .'• • •• ・・ク~浴匹,・,. •>•,H , . •• •, .. ,, . 

- . ,,• . ,,. J'~,·~-.;. -:-: . . 
. :-1丈勺,• • . • • . • ,:・.- . • - . / .、 •.· -. . . .'.-. . . . . 

,..-;: 一， -~ ・， .,.,, ・'・'・<ぅ 、,.が`．； ’・:・・;<・・-・. ら・，-~・'.・:.,、:--,. ,:~ 、:.,_ . . 
. -.・・. ,~ ... ・. a·_-.-!·:,·'·• .,,: 和\-.、ヽ．• ・.. ・. .. ,. . . . 

,． • . • ・'・・・.. ・,. -,~、,.-.:-. ;.. • , • ..-,,•: •• ·•• .. 
, ，． .: • ,,・.. - 、,. • --・... ,.,. —:,• ,,_. ・; , (、. ・'・> . . , .、

✓ • • • . . . ., . ' • • • . ' •,. . -... ,-.、 が ・ . . . . ・し、~
. • . • • •• •• ・．．ゞ•, • • . .... -~' ． 

・し・・~ ． ． .
9
 

•. 
‘・

し

'̀ 
.• 

.
 、

．
＞
 

‘ン -.. , . 鼻．、ヽ ．．
.... ....、.

<. - .'-... 
写真13 かぶと岩展望所で発生した地表面の亀裂

写真14 阿蘇市湯浦で発生した地表面の亀裂
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写真15 南阿蘇村火の鳥温泉付近で発生した森林内の亀裂

が，火の鳥温泉は森林であり，ヘリコプターによる上空からの調査によって確

認できなかった森林内においても亀裂が発生していることが地上調査で確認で

きた。

5. 6月19~30日の大雨による山腹崩壊

これまでに述べたとおり，熊本地裳により山腹斜面は亀裂が発生するなど大

きなダメージを受けており，その後の梅雨時や台風時の豪雨によって山腹崩壊

の新たな発生および拡大が地震直後より懸念されていた。結果として，熊本地

震発生から 2ヶ月が経過した2016年 6月19日から30日にかけて，梅雨前線の影

響で西 日本を中心に大雨となった。期間中の降水量は南阿蘇村阿蘇山で

1053. 5mm, 阿蘇市阿蘇乙姫で943.5mmなど，被災地周辺で特に激しい雨と

なった6)。九州各地では土砂災害等が発生 し，熊本県で死者 6名，福岡県で行

方不明者 1名の人的被害が発生した。林業関係でも 山腹崩壊のほか林道被害，

苗木および苗畑施設の浸水被害等が発生し，熊本県では新たな被害額を 117億

円と推計している (2016年8月 2日現在）7)。この雨により南阿藝村の夜峰

山でも山腹崩壊が発生した（写真16)。地震に よる山腹崩壊は尾根付近か ら発

水利科学 No.359 2018 
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写真16 夜峰山山腹で発生した表層崩壊

生していることが多かったが，この時の山腹崩壊は斜面中腹～下部で表層崩壊

が発生しており，谷筋に集められた雨水によってもともと地震によりダメー

ジを受けていた斜面が崩壊したものと推定される。

V. おわりに

熊本地震により発生した山腹崩壊について，まとめると以下のとおりとな

る。

• 前震においては， 山腹の崩壊は確認できなかった。

• 本震によって，様々なタイプの山腹崩壊および土砂移動現象が発生した。

・山腹崩壊は尾根部分の草原から発生している例が多く見られた。

・斜面下部に存在していた森林が，崩壊した岩石の移動を抑止していたことを

確認できた。

• 林内には上空から確認できない多数の亀裂が発生していた。
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これまでに述べたとおり，林地内では地震により生じた多数の亀裂を確認し

ており，林野庁が実施した航空レーザ測量による調査においても広範囲に亀裂

が分布していることが示されている8)。これらは大雨による崩壊地の拡大およ

び新たな山腹崩壊が発生の一因となっていると考えられることから，新たな被

害の拡大には今後も十分に警戒する必要がある。現地では危険度の高い斜面に

おいて警戒システム，観測機器の設置や，被災箇所の工事が進められるなど，

復旧に向けた作業が現在進行中である。

最後に．熊本地震によって亡くなられた方に対し哀悼の意を表するととも

に．被災された方々に対してお見舞い申し上げます。
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