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シリーズ「近年の土砂災害J
一-2005年台風14号により南九州、|で発生した土砂災害一一

浅野志穂

日次

I はじめに

E 南九州地域の降雨や地質の特徴

E 南九州の大規模土砂災害の例

N. 2005年台風14号災害

1. 災害の概要

2. 鰐塚山山系北側の大規模土砂災害

1) 本田野 I地区の大規模崩壊

2) 本田野 2地区の地すべり

3回大規模崩壊の発生要因

V. おわりに

1.はじめに

九州地域では夏から秋にかけて，梅雨前線や秋雨前線に伴う集中的な豪雨や

台風が，それぞれ個別あるいは同時に来襲することがしばしばある O これらは

太平洋や東シナ海を通過中に大量の水蒸気を含んだ雲となるため，豪雨となる

ことも少なくない。このような大量の雨によって九州地域では，土砂災害や地

すべり，土石流などの土砂災害の発生件数も多い。斜面崩壊の規模で比較する

と発生件数としては表層崩壊が多いが，中には深層崩壊などを含む大規模な土

砂災害も発生している。特に深層崩壊などを伴う大規模な土砂災害は，大量の

崩壊土砂のため広い範囲に被害を及ぼすと共に，大量の崩積土がその後の流域

の不安定土砂となり，長期に渡って下流域に影響を及ぼすなど，大きな社会問

題につながることもある。このため，大規模土砂災害の対策に向けてその特慣

を明らかにすることは重要である。
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そこで本稿では全国的にも土砂災害の発生件数が多い南九州地域における大

規模土砂災害の例として，近年でも顕著な深層崩壊が発生した2005年台風14号

災害時の土砂災害の特徴を述べてみたい。

ll.南九州地域の降雨や地質の特徴

九州地域では台風や停滞前線性の豪雨が発生することが少なくない。特に南

九州地域は，本州に上陸する台風の進入路となることもあり，海洋で十分に水

蒸気を蓄えて発達した雨雲が初めに上陸するため，大量の雨がもたらされやす

い。また降雨は水蒸気量だけではなく空気の収束や発散，上昇や下降などの流

れにも影響を受けるが，地表付近では地形による影響が大きい。九州は火山性

や非火山性の山々が南北に幾重にも連なっており これによる地形性降雨の発

生も多い特徴がある。

また南九州地域の地質的特徴として次の点が挙げられる。北側より臼杵一八

代構造線，仏像構造線などを境界として，秩父累帯 四万十累帯が北東一南西

方向に連なる。仏像構造線より南側の四万十累帯は北帯と南帯に分けられ，延

岡から市房山にかけてその境界となっている。秩父累帯は中・古生界の古い堆

積岩の複合体である。四万十累帯は主に中生界白亜系~新生界第三系の地質帯

であり，秩父累帯と比較して新しい堆積岩が分布する(日本の地質「九州地

方」編集委員会 1992)。これらの多くは外洋からの付加帝であり，営力によっ

て摺曲や破砕が進み，脆弱な地盤となっていることも少なくない。例えば南部

四万十累帝の一部である日南層群などでは脆弱な地質に由来して地すべりが多

く発生している。

南九州地域は霧島火山帯に属する阿蘇火山，霧島火山群，桜島火山など全国

でも有数の活火山が集中する地域であり，姶良カルデラを起源とする入戸火砕

流の堆積物であるシラス層が，川内 霧島一都城付近にかけての広大な範囲を

厚く覆っている O シラス層は浸食に対して脆弱であり 豪雨の際にはしばしば

表層崩壊が発生する。シラス層の表層崩壊は風化や植生などの影響により周期

的に発生するとの指摘もある(下川ほか 1989)。シラス層分布域で層厚が薄い

箇所では，浸食が活発なシラス層は消失し尾根など部分的に残されることもあ

る。
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m.南九州の大規模土砂災害の例

南九州では斜面崩壊に伴う被害の大きな土砂災害は，最近の12年間 (2009年

時点)では， 2007年の台風4号及び梅雨前線による大雨災害や台風5号災害

2006年の台風13号災害や梅雨前線大雨災害， 2005年台風14号災害など毎年，豪

雨により土砂災害が発生している。多くは表層崩壊を中心とした災害である

が，中には深層崩壊などの大規模な土砂災害もあり，その例として1997年鹿児

島県出水市針原川土石流災害(地頭園ほか 2004など)， 2003年熊本県水俣市宝

川内地区土石流災害(水野ほか 2003)，2005年9月台風14号豪雨災害(谷口ほ

か 2005)などが挙げられる。豪雨に伴って発生した深層崩壊は下流域へ大き

な被害を与える。上記の鹿児島県出水市や熊本県水俣市の土石流災害の引き金

となった大規模崩壊については，深層崩壊の発生要因として斜面上部に火山性

堆積物が分布しそれらが深層崩壊発生の要因となる地下水の変動に影響を与

えた可能性が指摘されている(地頭園ほか 2004 阿部ほか 2003など)。しか

し2005年9月台風14号災害は鹿児島県，宮崎県，大分県にまたがる広い範囲で

土砂災害が発生しており，この時の深層崩壊は必ずしも火山性堆積物が分布し

ていない地域でも発生した。

N. 2005年台風14号災害

本稿では，近年発生した深層崩壊を伴う土砂災害の例として， 2005年台風14

号災害で発生した斜面崩壊について，既往の調査報告などを元に特徴を述べる

ことにする。

1. 災害の概要

2005年(平成17年)9月6日から 8日にかけて，台風14号が九州西岸を北上

した後，九州北部を横切って日本海へ進んだ。台風は北方の高気圧に阻まれて

進行速度が遅く，そのため比較的強度の高い降雨が長時間続いた。このため九

州各地で斜面崩壊や地すべり 土石流などの土砂災害が発生した。宮崎県内に

おいては北部の美郷町，南部の鰐塚山周辺などを中心に累積雨量がl，OOOmm

を超えるような降悶により多数の土砂災害が発生した。北部では耳川周辺を中
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心として土石流や規模の大きな崩壊が多数発生し，中でも美郷町野々尾では耳

川沿いの谷壁斜面が大規模に崩落し河道閉塞を引き起こした。この大規模崩壊

の発生要因として地形発達過程で生じた地盤の重力性変形による影響が大きい

との指摘がある(千木良 2004)。また南部では鰐塚山を中心とした山系，規模

の大きな崩壊が多数発生し，崩落土砂は土石流となって下流域へ流れた。これ

らの土砂災害は人命に関わる重大な災害になったと同時に，道路，橋や鉄道な

どの交通網やライフラインにも大きな被害を与えたため，災害対策活動に大き

な障害となった。本稿では鰐塚山周辺で発生した大規模土砂災害を取り上げる

ことにする。

鰐塚山周辺は複数の山体が連なる地域で，複数の河川が様々な方向から侵入

している。周辺で最高峰となる鰐塚山 (1，118m)から宮崎平野まで短い距離

で河川が下がるため，平均的な河床勾配は大きい。崩壊は鰐塚山からいずれの
びゅうたの

方向にも発生したが，特に鰐塚山北側の別府田野川流域では大規模な崩壊が多

数発生し，大量の土砂が河道を流下した。これに対して関係省庁や自治体，学

識経験者らによる鰐塚山山系土砂災害対策検討委員会が設置され，委員会の検

討に基づいて緊急的な土砂災害対策が実施され，現在に至っている。

2. 鰐塚山山系北側の大規模土砂災害

別府田野川流域における主な崩壊地の分布を図-1に示す。ここには大規模

な崩壊地のみを記載しており 規模の小さい崩壊や土石流の分布などは示して

いない。別府田野川流域で発生した崩壊は降同中に発生したものが大半であ

るO また崩壊発生後しばらくした後に地すべりも発生した。このような地すべ

りは破線で示した。崩壊地分布の特徴として，河川の渓岸斜面で発生するもの

がある一方で，標高800m付近の高標高の場所を崩壊地頭部とするような崩壊

があることなどが挙げられる。高標高の斜面で発生した崩壊は，地形的には O

次谷の谷頭斜面に相当する箇所のように見られる。次に特徴的な崩壊地の例と

して，崩壊土量が多く崩壊発生後に地すべりが発生した 2つの地区について述

べることにする。

1) 本田野 l地区の大規模崩壊

別府田野川とうつら谷の分岐付近の右岸斜面で大規模な崩壊が発生した。こ

の場所は朝陣野山の北西斜面にあたり，崩壊地の幅は約120m，崩壊地源頭部

から本流との合流まで、の水平距離約960mである。
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図 1 別府田野JJI流域の大規模崩壊の分布

崩壊地は土砂の堆積状況などから，一|二音11の崩壊発生域と下部の土砂流送域に

大きく区分できる(写真一1)0 崩壊発生域の上端には滑落崖があり，その直

下に崩壊土砂の一部が堆積し緩やかな勾配となっている。それ以外の崩壊土砂

は斜面を流下したが，図-1の地形図を見ると崩壊発生前から谷地形があり，

崩壊土砂はこの谷に沿って流下したものと考えられる。崩壊発生域は斜面の谷

地形の上端部付近に位置する O 斜面の土砂流送域の'1'日は元々の谷より広く，崩

壊発生域の'I'ffiと同程度であった。これは崩落土砂が量が多く速度が速かったた

め谷の中に収まりきらず，周囲の谷壁斜面の部分を通過して流下したためと考

えられる。また土砂の一部は尾根を乗り越えて隣接する谷へ流れた。土砂の流

下に伴い谷壁斜面の一部に土砂の堆積が見られる場所や深く浸食された場所な

どが見られた。谷壁斜聞の横断形状から浸食を受けた深さが10mに及ぶと推

水干IJ科学 No.311 2010 
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写真一 1 本凹野 1地区で発生した大規模崩壊

祭された筒所もあった。土砂は高速で、流下したと考えられており，そのため別

府田野川本流に達すると，土砂は対岸斜面に一度乗り上げた後，本流の下流へ

流れたと考えられている O また崩壊発生後も崩壊発生源付近から多くの湧水が

あり，土砂流送域となった斜国の縦浸食が進んだ。

土砂流送J或のゆ腹付近の谷壁斜面の左岸部分で 崩壊発生後にしばらくした

後に地すべりが発生した。発生した地すべりは長さ約200m，111高約100mであ

った。ボーリング調査結果などによると すべり面深度は深いところでエ約25m

程度であり，地すべりの末端部は浸食を受けた谷壁斜面の中腹部に達してい

た。地すべりの発生要国としては，崩壊地からの土砂の流下で谷壁斜閣が深く

浸食され，これにより斜面が不安定化して地すべりを起こしたものと考えられ

るO

地すべり調査のために行ったボーリング柱状図によると，表層には崩積土が

堆積し，その下の基盤は緑色岩，風化泥岩などの互層となっており，すべり面

は強風化泥岩層部分が主体的となっている O ボーリングを行った25m以浅で

は新鮮な岩層は見られないなど風化が進んでいる O すべり面深度のボーリング

コアには鏡肌面が確認されている。また地下水検層の結果によると栄さ方向

に不連続に地下水の流動が確認されており，地下水の賦損状態として地表付近
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では不庄地下水，深層部分では亀裂などを通過した地下水が部分的に存在す

る。すべり面深度付近には地下水流動層も見られた。本田野 l地区の大規模崩

壊の発生源ではボーリング資料がないため，左岸部分の地すべり地のボーリン

グ結果から類推すると，崩壊発生源においても深層部分にまで風化が進んでお

り，風化による割れ目などを経由して降前浸透による間隙水圧の上昇が深層部

分にも生じたと考えられ それが大規模崩壊の引き金になったと考えられる O

また，地すべり地における動態観測結果によると，崩壊発生産後には地すべり

変位は見られなかったが，その後降雨時に変伎が累積するようになり，更に時

間が経過すると，降雨中の単位時間当たりの移動量が徐々に大きくなるなど地

盤内部の進行性破壊が進んだと考えられている O なお，当地すべり池は現在は

対策工事が実施され安定化している。

2) 本田野 2地区の地すべり

別府田野川上流の本田野 2地区においては 大規模な崩壊とその対岸斜面で

3つの大規模な地すべりが隣り合って発生した(写真 2)0地すべりについて

はそれぞれ下流側から A，B， Cとするブロックの内， Cブロックは斜面上部

の一部を残して土砂が崩落し 河道を土石流として流下した。 Aブロックで

は斜面上部を残して土砂が崩落し末端の土砂が河道を閉塞するなどしたが，

崩壊土砂の大半は斜面上に留まった(宮縁 2006)。また Bブロックは崩壊に

は主っていないが，地表に連続的な亀裂が生じて段差などが見られ地すべり変

位が発生したO 隣接する斜面で土砂の崩落の有無の違いがある点で特徴的であ

写真一2 本凹野 2地IRで発役した大規模崩
壊と地すべり

水利科学: NO.311 2010 
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った。その違いの Iつの要因として，崩壊発生前の地形の違いが考えられる O

多くの土砂が下流へ流亡した Cブロックや前節の本田野 I地区の大規模崩壊

などでは，崩壊発生源の下方に谷が存在していた。このような場所は地形的に

は谷頭斜面にあたり，地表水や地下水が集中し易く，他と比べて地盤中に高い

水分状態、を維持し易い条件下にあったと考えられる。崩土が遠方まで流下しな

かった Aブロックや Bブロックでは，下方に明瞭な谷地形は見られず，特に

水が集中し易いとは言えない場所にあったと考えられる。

また Aブロックや Cブロックの上部， Bブロックなどでは地すべり調査が

行われた。ボーリング調査の結果によると，主に表層の崩積土の下位に風化砂

岩と風化頁岩などが互層となっている。地下水検層の結果によると，強風化の

砂岩や頁岩なと守が地下水流動層となり，弱風化頁岩や砂岩なと守は難透水層とな

り，風化が進んでいる場所では深層でも有圧水の状態で、地下水流動層が存在す

る。 Aブロックや Cブロックのすべり面は崩壊面から連続した高さにあり，

崩壊せずに残った部分が地すべりとなっている。また現地では崩壊地上部で湧

水が見られ，多くの地下水を保持していると推察されている。

3. 大規模崩壊の発生要因

一般的に大規模な崩壊や地すべりは せん断面となるすべり面が地中深い位

置にあるため，表層崩壊などに比べて地中の構造・地質の地域性の影響がより

強く反映される O これにより発生した崩壊や地すべりは特に大規模な場合，痕

跡を地形に残す。この痕跡を調べることで，その場所の大規模な崩壊や地すべ

りの発生の特性が推察できる O

ここでは地すべり地形分布図日向青島(防災科学技術研究所 2007) に今回

発生した崩壊地を重ねて考察した(図-2)。地すべり地形分布図による鰐塚

山の周囲は宮崎県内の他の地区に比べても地すべり地形の分布密度が高い。更

に地すべり地形の多くは幅が100mを超えるものも多く，大規模な崩壊や地す

べりが発生し易い地域であった。一般的に大規模な崩壊は深層崩壊となること

が多いため，深層ですべり面が形成され易い地域的特徴があると考えられる。

また地質的特徴として，この地域は砂岩，泥岩・頁岩の互層が優勢で，これら

は摺曲などの営力を受けており，深層まで風化や破砕が進んでいるものと考え

られる。前述の地下水検層の結果のように，深層でも風化が進んでいる場所で

は，何層もの地下水流動層が存在している O このような場所では深層部分でも
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図-2 地すべり地形分布と大規模崩壊の位霞(防災科学技術研究所 2007に加筆)

地表からの降雨浸透による間隙水在の変化を受け易いと考えられ，深層崩壊が

発生し易い条件にあるものと考えられる O 今回の一連の大規模な崩壊はこのよ

うな場で生じたと考えられる O 今回の大規模崩壊の位置と地すべり地形の関係

をみると，本田野 I地区の大規模崩壊や本田野 2地区の地すべり以外の大規模

崩壊は，地すべり地形と重なっており，過去の大規模地すべりの一部が大きく

崩壊したケースが多いことが分かる。地すべり地形と重ならなかった本田野 l

地区の大規模崩壊においても，伺じ標高付近に隣接して地すべり地形があり，

この標高付近で大規模崩壊を起こし易い水文地質的要閣があるのかもしれな

しミ。
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図-3 2005年台風14号災害時の降雨
(気象庁アメダス雨量観測データ(鰐塚山)より作成)

斜面崩壊の誘因となった降雨の特徴として 比較的降雨強度の高い雨が長時

間続いたことが挙げられる。図-3は気象庁アメダス雨量観測データ(鰐塚

山)をグラフ化したものである O 時間雨量lOmm以上が40時間近く続くなど，

長時間雨が続いたことが分かる。一般的に地盤への降雨浸透に掛かる時間を考

えると短時間で強度の高い降雨に比べて，長時間降雨が続いて累積量の大きな

雨の方が深層の地下水への影響が大きくなる。この点で今回の雨は深層に影響

を及ぼす条件が揃っていたと言える。これまでこのような降雨は発生頻度とし

ては高くはなかったが，降雨発生の統計学的検討から今後このような豪雨が増

加する可能性も指摘されている(久保田 2008)。

崩壊土砂は土石流化して河道を流下した箇所が多数あった。これらは崩壊地

が谷壁斜面の下方に位置し地下水流出域にあたるため，崩壊土砂に水が多く含

まれていたことや，豪雨により河道に多くの流水があったことなどの要因が重

なったためと考えられる。しかし中には本田野 2地区の地すべり Aブロック

のように，河道に接する谷壁斜面の下部に位置しながら崩積土が河道に達しで

も土石流化せず河道を閉塞したケースや，本田野 I地区の大規模崩壊のように

斜面中腹部で発生した崩壊土砂がそのまま土石流化したと見られるケースなど

もあることから，崩壊発生時の崩壊土砂に含まれる水分の量が土石流の発生に

より大きな影響を及ぼしていた可能性も考えられる。本田野 I地区の崩壊頭部

付近には湧水などがあり 土砂流送域の斜面を下刻浸食するほどの流水があっ
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たことなどから，崩壊が発生した部分は，山体斜面が大量の地下水を保持して

いたことが類推され，これが土石流の発生に影響を及ぼしていたものと考えら

れる。

V. おわりに

深層崩壊などの大規模な崩壊は土石流化して下流域にまで大きな被害を与え

ることもあり，その防災技術の向上が必要となっている。今回は2005年台風14

号によって発生した宮崎県鰐塚山周辺の大規模崩壊の特徴について述べたが，

地形や地質などその地域の特性が，深層崩壊に及ぼす影響は大きいと考えられ

るため，さまざまな地域における深層崩壊に関わる要因について検討を重ねる

ことが必要と考えられる。
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