
池谷 浩
いけや ひろし

政策研究大学院大学特任教授
（一財）砂防・地すべり技術センター 研究顧問

谷口 義信
たにぐち よしのぶ

宮崎大学 名誉教授

福山 俊夫
ふくやま としお

応用地質（株）九州支社 上級専門職

2012年7月12日
熊本県阿蘇地方に
発生した土砂災害

寄 稿

はじめに
　2012年7月11日から14日にかけて本州付近に停滞し
た梅雨前線に向かって湿った空気が流れ込み九州北部
を中心に、気象庁が「これまでに経験したことがない
ような大雨になっている」と発表（7月12日6時45分熊
本地方気象台）するほどの豪雨が記録された。
　気象庁の降雨資料によると熊本県阿蘇乙姫では、7
月12日最大1時間雨量108.0㎜という豪雨が、また2時
～6時までの4時間に連続して時間雨量80㎜を超す降雨
により384.5㎜図-1という豪雨が降り、観測所での日最
大1時間降水量の1位の記録を示す値となった。
　この豪雨により熊本県阿蘇市、南阿蘇村を主に崩壊
や土石流が多発し、多くの悲惨な被害を発生させた。
　また、阿蘇地方に降った豪雨は白川を流れ下り、県
都熊本市でも洪水氾濫の被害が発生している。この豪
雨は気象庁により「平成24年7月九州北部豪雨」と名
付けられた。
　九州北部豪雨により各地で被害が発生したが、熊本

図-1 2012年7月12日の豪雨（気象庁阿蘇乙姫観測所）

写真-1 表層崩壊（阿蘇市一の宮町三野三閑）

写真-2 深層崩壊（阿蘇市三久保）
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深層崩壊写真-2ともに数多く発生している。また、崩
壊した土砂や立木が多量の水とともに流れ下る土石流
も多く発生している写真-3。
　これらの崩壊や崩壊土砂の流動化には当然のことな
がら外力が必要である。現地調査をしてみると崩壊土
砂量の多少にかかわらず多量の水が流下している状況
がうかがわれた写真-4。
　一般的に火山地帯では、火山噴出物の堆積状況によ
り、雨水を浸透させやすい層と浸透させにくい層が混
在している。阿蘇地方も阿蘇火山の降下軽石やスコリ
アの影響で、雨水は浸透して湧水となって流れ出てい
るが、溶岩流や火砕流堆積物などが不透水層を形成し
ているところもある。そのためカルデラ壁周縁部でも
水の集まりやすい谷や斜面とそうでないところが存在
していると考えられる。事実、いくつかの現場では崩
壊斜面の中にパイプフローの出口と思われる穴写真-5

が開いていることを確認している。
　すなわち、今回の災害原因は大雨による多量の水の

県下だけをみても死者・行方不明者25名、重・軽傷者
11名、全壊家屋209棟、半壊家屋1,262棟など（8月10
日現在、消防庁調べ）悲惨な被害が発生している。
　本文では、豪雨災害のうち特に阿蘇地方に発生した
土砂災害による死者・行方不明者が際立っていること
から、阿蘇地方に発生した土砂災害の実態と避難の状
況から、どうすれば少なくとも人命を守ることができ
たかについて述べることとする。

１．土砂災害の実態
　熊本県下での豪雨災害による死者・行方不明者のう
ち22名（国土交通省砂防部調べ）は阿蘇地方特に阿蘇
カルデラ壁周縁部での土砂災害によるものである。こ
の悲惨な土砂災害を発生させた土砂の移動現象として
は崩壊や崩壊土砂の流動化に伴う土石流があげられ
る。災害現地では崩壊深の浅い（2ｍ程度もしくはそ
れ以下）いわゆる表層崩壊写真-1と崩壊深が数ｍある

写真-3 土砂の流れの跡が明瞭な渓流（阿蘇市一の宮町坂梨） 写真-5 パイプフローの穴・左側の白いものは野帳を拡げたところ
（阿蘇市一の宮町尾篭）

写真-4 流水により侵食された農地の畔部（阿蘇市一の宮町坂梨） 写真-6 阿蘇市一の宮町坂梨の土砂災害
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係として図示してある。筆者が現地で聞き取り調査を
して、災害発生時刻が特定された10箇所のうち、最も
発生時刻が早かったのは阿蘇市一の宮町三野三閑で発
生した表層崩壊によるもので、午前5時前に災害（死
者1名）が発生した。続いて午前5時頃に3箇所、6時前
に1箇所、6時頃に4箇所、6時30分頃に1箇所で災害が
発生している。5時頃に発生した災害の3箇所のうち、
2箇所の崩壊は表層崩壊によるものであり、6時30分頃
の崩壊は深層崩壊によるものであった。6時前後に発
生の5箇所のうち4箇所は深層崩壊、1箇所は最上流部
未確認である。
　これらから推定できる崩壊メカニズムは、安定を保
っていたカルデラ壁の斜面が豪雨により不安定になり
かけ、比較的早い時間で地下のパイプを通って土層に
加わった水による圧力により崩壊が発生したものと考
えられる。
　崩壊深が深いほど必要水圧が大きくなるため、時間
的には遅れて発生する。もちろん、地下水流のパイプ
の太さや長さによって破壊する時間は異なることか

存在とともに阿蘇火山の地形・地質が関係していると
言えるのである。
　具体的な災害事例として阿蘇市一の宮町坂梨の災害
写真-6を示す。
　死者6名、全壊家屋6棟という悲惨な被害を出した坂
梨地区の土砂災害図-2は、上流域のカルデラ壁での数
箇所にわたる崩壊による土砂と立木が多量の水ととも
に流下したもので写真-7からも水の流れた痕跡がみて
とれる。
　土砂災害の発生状況については現地での聞き取り調
査から、崩壊発生前から泥水が多量に道路を流れてい
て、午前6時頃「ドーン」という音がした直後に杉の
木が立ったまま津波のように押し寄せてきたという住
民の証言（7月14日、西日本新聞）からも分かるように、
崩壊現象が発生して流動化し、すぐに下流域で災害を
もたらしたものと考えられるのである。
　阿蘇地方で被害をもたらした土砂移動現象について
発生時刻を調べたのが図-3である。累加降雨量との関

図-2 阿蘇市一の宮町坂梨の土砂災害状況

写真-7 阿蘇市一の宮町坂梨の土砂災害　　　　　 写真提供：（株）パスコ
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べている。
　また、5名死亡した①宅でも家族のうち1名は命が助
かっている。
　これらからも分かるように同じ家屋の全壊という被
害を受けたところでも土砂の流れが家屋へ衝突する状
況が異なっていることが分かる。なお、屋外の1名に
ついては、土砂氾濫の下流端に近い道路を歩いていて
土砂の流れに巻き込まれたもの（7月14日、西日本新聞）
であった。
　表層崩壊の具体的な事例として、一の宮町三野三閑
で発生した災害を見てみると図-4、道路横の斜面がお
およそ幅15ｍ、高さ15ｍ、深さ0.5ｍで崩れている。
崩壊土砂量は約1,000㎥程度と推定される小規模な表
層崩壊と言えるものである。しかし、直下に人家があ
ったため直撃された家が全壊し1名が死亡した。
　すなわち、流下土砂の直撃をうけた家屋では人的被
害が生じているが、その全壊した家屋が流下土砂のエ
ネルギーのクッション的役割を果たすことによって、
下流側の家屋では全壊はするものの人的被害を免れて
いる事例である。
　人的被害が発生した家屋について調べてみると、他
の被災地でもほぼ同様なことが言える状況であった。
　また今回被災した地域は火山地域の一つの特徴とも
言える透水能が大きい地域であったことから谷の出口
付近では流路が不明瞭になっているところが多い。こ
のことが谷の出口付近での土砂災害の危険に対する防
災意識の醸成に至らず、また水の取りやすさも加わっ

ら、表層崩壊でもすべてが早い時間に発生するとは限
らない。
　いずれにしろ、今回の阿蘇地方の土砂災害のほとん
どは時間雨量80㎜を超す豪雨の最中に発生していたと
いえる。

２．人的被害はなぜ発生したか
　死者を出した家屋の場の条件について現地で調べて
みた。土石流災害による具体的な事例として阿蘇市一
の宮町坂梨で発生した土砂災害を取り上げた。図-2に
は流出土砂の氾濫範囲と住家との関係を示してある。
この災害では死者のうち5名は1軒の家屋で発生してい
て、1名は屋外で亡くなったものである。
　被害を発生させた土砂の流下方向を倒れた木の向き
等から矢印で図-2に記入した。これをみると5名が犠
牲となった図-2 ①宅はまさに流れの直撃をうける場所
に存在している。
　全壊となった図-2 ②宅の住人はマスコミの取材に次
のように述べている。「自宅1階に大量の土砂が流れ込
み、2階で身動きが取れなくなった。外を見ると近く
の古木さん宅が押しつぶされるように流されていた」

（7月14日、毎日新聞）
　同じく全壊となった図-2 ③宅の住人は、「家の前の
道路は流木混じりの濁流、6時過ぎ勤務先に出勤でき
ないかもと連絡した。その直後、台所のガラス戸が割
れ濁流が入ってきた」（7月17日、熊本日日新聞）と述

図-3 土砂災害の発生時刻と累加降雨量 図-4 阿蘇市一の宮町三野三閑の土砂災害状況
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逃げる暇がなかった（一の宮町中坂梨）……前兆
現象で避難することが難しい実態

● 午前5時頃地震のように家がゆれて目が覚めた。外
を見ると目の前の道路と畑は泥水が流れる川とな
った（7月13日、日本経済新聞）……4時の避難勧
告に気付いていない人がいるという実態

　これらからも分かるように避難とは単に避難勧告を
出せばうまくいくというわけではなく、住民が避難行
動を取れるような動機づけが必要となる。結果的に事
前に避難した方も多くいるようだったが、崩壊等の現
象が起きてから避難した方も多くいた。
　事前の避難が大切とよく言われる。気象庁によると
土砂災害の危険性を考慮した大雨警報が発令されたの
が12日午前2時20分、土砂災害警戒情報は2時40分に発
表されていた。阿蘇の災害の場合、果たしてこれら事
前に出された大雨警報や土砂災害警戒情報で避難が可
能であったのだろうか。午前2時過ぎというと降雨資
料からはすでに1時間に約100㎜という豪雨が降ってい
る最中である。
　また、雷もすごく、外は真っ暗闇の中という状況下

て、崖錐上に住居が存在するようになり、その結果、
土砂の流れの直撃を受けやすい場が出来上がったもの
と考えられるのである。
　一方、一の宮町地区では平成2年7月2日最大時間雨
量71㎜という豪雨により土石流が多発し、被害が生じ
ていた。その再度災害防止対策として砂防堰堤等の防
災施設が施工されていた。
　今回の災害ではそれらの砂防堰堤が効果を発揮して
流出土砂や流木を貯留し、下流での被災を防止してい
る箇所を多く見受けた写真-8。防災対策等の基本はま
ず砂防堰堤等のハード対策で安全な国土を創出するこ
とであることが実証されている。

３．阿蘇災害から人命を守るために必要なこと
　国土保全という視点から地域の安全を確保する砂防
堰堤のようなハード対策は、今回の災害でも効果があ
ることが示されているが、対策には多額の費用と時間
が必要となる。財政状況が厳しい現状を考えると危険
なところすべてにすぐにハード対策を実施することは
難しい。ただし、少なくとも人命を守るという防災と
して最も基本的な効果が認められた砂防堰堤等の施工
は、可能な限り計画的に実施して少しでも被害を減少
させることが必要であることは言うまでもない。
　では、ソフト対策と言われている住民の避難で人命
を守ることはできなかったのだろうか。これまで述べ
てきたように土砂災害は午前5時前頃から6時30分頃に
かけてのまさに豪雨の最中に発生している。また、崩
壊の発生と思われる「ゴー」とか「ドーン」という音
を聞いた直後に土砂の流れが住宅地区に到達している
事実も多くの箇所で確認できた。
　阿蘇市では午前4時に避難勧告を出し、防災行政無
線を使って避難を呼びかけた。現地調査時に地元の区
長さんが個別に避難を呼びかけた事実も確認している。
　このような状況の下、避難に関しての現地での聞き
取り調査や新聞記事から、多様な実態が浮かび上がっ
た。
● 避難しようにも外は暗く大雨で、家の前の道路に

は水が勢いよく流れている状況で、とても避難は
できなかった（一の宮町手野）……場合によって
は早期避難も難しいという実態

● 「ゴー」という音とともにすぐに土砂が流れてきた。

写真-8 砂防堰堤の災害防止効果（中園川・写真左側の渓流）　写真提供：（株）パスコ
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土砂災害の危険区域かどうかを知る。区域内である場
合は近くで安全なところはどこかを平時から確認し、
避難勧告等の防災情報が出されたら安全な場所に速や
かに移ることが大切である。
　また、斜面の近くだが危険区域になっていないとこ
ろでも何か変だ、いつもと異なる現象が起こっている、
と感じたら近くの安全な場所に移動する。もしそのよ
うな場所が分からない時は自宅の2階などで山から遠
い部屋に移ることが命を守るために必要である。
　これまでも言われてきたことであるが、土砂災害か
らの避難については、一般的には大雨警報や土砂災害
警戒情報などが発令されたら、早めの避難をすること
が必要である。そして、避難しても災害が起こらなか
った場合には「何もなくてよかった」と思う気持ちを
持つことが大切である。そのためには「楽しい避難」
を実施することが望まれる。そこで「楽しい避難」を
実行するための具体的な方策について検討する必要が
あるだろう。
　また、異常時の避難行動を可能にするためには、防
災情報の発令時期や住民全員に防災情報を確実に伝え
ることが重要となる。そこで住民が容易に避難行動に
移れるような防災情報の伝達・受信方法を平時から確
認し、訓練をしておくことが大切である。

おわりに
　3日間の現地調査で20箇所の災害現場に行き、土砂
の移動現象を確認するとともに、被害の実態を調べ、
また被災住民の方に災害発生時刻や当時の状況、避難
などについてお聞きした結果を基に熊本県阿蘇地区の
土砂災害から学ぶことを整理した。特に土砂災害から
いかに人命を守るかという視点で本文を作成している。
　末筆ながら本災害で亡くなられた多くの御霊に心よ
り哀悼の意を表するとともに、被災された皆様にお見
舞い申し上げる次第である。
　また航空写真を提供していただいた株式会社パスコ
に感謝申し上げる。

で果たして避難という行動に移る勇気を持つことがで
きたのであろうか。平時から安全な避難場所へ移動す
ることを経験している人々ならともかく、その場で判
断をすることとなった人々は多分、避難行動はとれな
いであろう。ましてや一人暮らしのお年寄りなど自分
の家から離れること自体に不安を持つことであろう。
　このほか、前兆現象による事前避難も考えられるの
だが、今回の災害は土砂の移動現象発生の場と被害を
受ける場が近くて避難をするための時間が充分取れな
かった災害で、前兆現象による避難も難しかったもの
と思われる。
　我々が現地調査をした箇所のうち人家に被害のあっ
たところで、土石流や急傾斜地の危険区域に入ってい
なかったのは2箇所だけであり、阿蘇カルデラ壁周縁
部における土砂災害の危険性はすでに指摘されていた
と考えられる。一方で、カルデラ壁周辺部のほとんど
が危険区域となると、近くに避難場所を設定すること
ができず、大雨時の避難行動を難しくしていることも
考えられるのである。
　他方、今回は土砂災害危険区域になっていないとこ
ろでも土砂災害は発生している。このような土砂災害
危険区域外に住んでいる住民の方々は、そもそも自分
のところは安全だと信じているので災害時の避難はよ
り難しい。
　では、どうすれば今回の阿蘇地区の土砂災害から少
なくとも人命を守ることができたのであろうか。同じ
阿蘇地区の土砂災害で命が助かった人々からの話が一
つのヒントになると考えられる。
　具体的な事例を列挙してみよう。
● 家の窓から木が入ってきたので慌てて逃げた（一

の宮町東手野）
● 1階に土砂が入ってきて2階へ逃げた（一の宮町坂梨）
● 家に泥が入ってきて避難した（一の宮町三野）
● 「バキッ」という大きな音がして木と土砂が崩れて

きた。2階に避難した（一の宮町三閑）

４．阿蘇災害から学ぶ
　土砂災害からの避難が大変難しいと考えられる今回
の阿蘇地方の土砂災害から、少なくとも人命を守るた
めにはどうしたらよいのであろうか。
　まず、自分の住んでいるところの地形をよく調べ、
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