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平成28年熊本地震により発生した
熊本県阿蘇地方の土砂災害

1. はじめに
平成28年4月14日21時26分に熊本県熊本地方を震源

とする最大震度7となるマグニチュード6.5の地震が発生
した。当初は本地震が本震と想定されていたが、その後
4月16日1時25分に同地方を震源とする最大震度7とな
るマグニチュード7.3の地震が発生した。熊本県及び大
分県では、この地震の前震あるいは余震と考えられる地
震が多数発生しており、6月2日時点において、最大震度
5弱以上を観測した地震は18回に及んだ。

これらの一連の地震により、熊本県を中心として死者
69名、重傷者345名、軽傷者1,318名、住家全壊6,990棟、
住家半壊20,219棟、住家一部損壊85,635棟もの甚大な被
害が発生した1）（消防庁公表値、5月31日時点）。また、
地震に伴い発生した土砂災害も多数発生し、土石流等
54件、地すべり9件、がけ崩れ62件が報告されており2）

（国土交通省調べ、5月16日時点）、9名の方の命が奪わ
れた2）（国土交通省調べ、5月16日時点）。

当センターでは、4月23、24日に（公社）砂防学会の
平成28年熊本地震に係る第一次調査団として職員（砂防
部：加藤、斜面保全部：相楽、総合防災部：藤澤）が調
査に参加した。（公社）砂防学会による緊急調査の調査
内容は限定されるが、ここでは、現地調査等に基づき確
認された現地状況について報告する。

2. 土砂移動実態
2.1　土砂移動の発生範囲

平成28年4月14日〜 6月2日の期間に最大震度5弱以上
を観測した地震の震央の分布及び防災科学技術研究所が、
2016年4月16日・19日・20日の空中写真、及び情報通信
研究機構（NICT）が作成した2016年4月17日の航空機
SAR画像を元に判読を実施した土砂移動分布3）を図-1に
示す。4月14日及び16日に発生した2つの地震は、阿蘇
山から南西方向に位置する布田川・日奈久断層帯の活動
により発生した内陸型地震であり、余震を含めた一連の
地震は、宇土半島から別府湾を結ぶ北東・南西方向に帯
状に発生している。また、土砂移動現象は、阿蘇山の中
央火口丘及び西部のカルデラ壁に集中して発生している

ことが確認される。
一連の地震の内、写真-1に示した阿蘇大橋地区、本稿

にて現地状況を報告する河陽地区、火の鳥温泉地区等の
人的被害が発生した土砂災害は、4月16日1時25分の本
震に伴い発生したものと考えられている。本震の震央は、
熊本地方に位置し、西原村小森及び益城町宮園において
震度7が観測されている。土砂移動現象が多く見られた
阿蘇カルデラ付近では、南阿蘇村河陽において震度6強
が観測された他、阿蘇市内牧、一の宮町、南阿蘇村中
松、河陰において震度6弱が観測された。

阿蘇地域においては、平成24年7月に九州北部を中心
に発生した平成24年7月九州北部豪雨により、阿蘇市、
高森町、南阿蘇村において、85件（熊本県調べ）の土砂
災害が発生した。図-2に、九州北部豪雨前後に熊本県が
衛星画像・航空写真判読を実施した結果を示す。平成
24年災害においては、阿蘇山外輪部北部では、土砂移動
痕跡は東部に集中する一方で、最大時間雨量のピークは
東側で観測されたものの、総雨量は西側の方が多く、強
雨域と土砂移動の確認された箇所は必ずしも一致しない
結果であった4）。一方、熊本地震に伴う土砂移動現象は、
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図-1　震源分布及び土砂移動分布図

（一財）砂防・地すべり技術センター　砂防部　斜面保全部　総合防災部
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図-2に示すとおり、中央火口丘西部及び外輪部の西側に
集中しており、震度の相対的に大きかった地域と概ね一
致している。

また、外輪部の北西部の一部においては、平成24年の
土砂移動と熊本地震による土砂移動箇所が隣接している
地区が存在する。図-3に拡大図を、写真-2に平成24年
の九州北部豪雨後及び平成28年の熊本地震後に撮影した
写真を示す。九州北部豪雨においては、谷部を中心に土
石流が発生したのに対し、熊本地震においては、集水地
形を呈さない斜面において崩壊が発生している状況が確

認出来る。

3. 現地調査結果
4月23、24日に実施された（公社）砂防学会による第

一次緊急調査では、緊急的課題を中心テーマ、即ち二次
災害防止や応急的な対策の基礎となる考え方について整
理するために阿蘇地域及び周辺地域を対象として概略的
な調査を実施するとともに、成果を基に緊急提言5）を実
施している。また、（公社）砂防学会では、5月28日まで
の期間に第二次、第三次の調査を実施しており、学術的

写真-1　南阿蘇村阿蘇大橋地区の斜面崩壊発生状況（国際航業株式会社・株式会社パスコ撮影）

図-2　平成24年九州北部豪雨災害時及び熊本地震時の
土砂移動分布図

図-3　平成24年九州北部豪雨災害時及び熊本地震時の土砂移
動分布図（阿蘇山外輪部の一部を拡大）
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な詳細な調査については、今後砂防学会誌等で公表され
る予定である。

本稿では、第一次調査の対象地区の内、以下の地区を
対象として、現地調査結果を簡単に紹介する。

● 南阿蘇村河陽地区周辺
● 南阿蘇村火の鳥温泉周辺

3.1　南阿蘇村河陽地区の事例
河陽地区では、京都大学火山研究所の立地する円頂丘

の北側、及び西側斜面にて地すべりが発生した（図-4）。
本円頂丘は、その頂部の標高が567mであり、地質は、
第四紀の溶岩流である火山研究所溶岩、及び沢津野溶岩
を主体としている6）。

以下に、本地区にて発生した地すべりの概要を記す。

【北側斜面地すべり】
北側斜面にて発生した地すべりは、2ブロックに大別

される。ここでは北側よりD、Eブロックとする。
Dブロックは、幅約110m、長さ約200m、Eブロック　

幅約40m、長さ約110mの規模を呈する。現地調査の結
果、 いずれのブロックにおいても頭部背後の上方斜面に
多数の亀裂が存在しており、今後の地震、豪雨の際には
地すべり範囲が拡大する可能性が示唆される（写真-3）。

【西側斜面地すべり】
西側斜面の地すべりは3ブロックに大別される。ここ

ではA、B、Cブロックと定義する。Aブロックの地すべ
り規模は幅約180m、長さ約570mであり、その土砂移
動により高野台地区の家屋が被災し、多くの人命が失わ

平成24年8月24日撮影（  は平成24年九州北部豪雨による土石流発生箇所）

平成28年4月24日撮影（  は平成28年熊本地震による土砂移動現象発生箇所）

写真-2　平成24年九州北部豪雨後及び平成28年熊本地震後のカルデラ壁の状況

図-4　南阿蘇村河陽地区の地すべり発生状況

写真-3　Dブロック上方斜面の亀裂
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される。その様な状況を踏まえて、亀裂における伸縮計
によるモニタリング等の必要性が指摘されている。

また、本地区周辺には多数の崩壊、亀裂等が発生して
おり、詳細な調査の必要性が指摘されている5）。

れた（写真-4）。滑落崖の高さから、地すべりの深さは
概ね10 〜 15m程度と推定される（写真-5）。地すべり
土塊を構成する物質は黒ボク土と褐色〜白色の降下火山
灰であり、降雨等による水分の供給で非常に泥濘化して
いる（写真-6）。

Aブロックの地すべり頭部上方斜面には、その背後10
〜 15mにわたって幅0.1 〜 0.2m、深さ1m程度の亀裂が
連続しており、今後その拡大の可能性がある（写真-7）。

Bブロックは幅約70m、長さ約360m、Cブロックは　
幅約80m、長さ約300mの規模を呈し、濁川に向かって
移動した。いずれの地すべり土塊も、構成物質はAブ
ロックと同様の黒ボク土、降下火山灰であり、今後の降
雨等による流動化が懸念される（写真-8）。

以上のように、今般の地震にて滑動した本地区地すべ
りの周辺には多数の亀裂が生じており、今後の地震、降
雨にて現在のブロック範囲が更に拡大する可能性が示唆

写真-6　Aブロック滑落崖直下の地すべり土塊性状

写真-5　Aブロック頭部滑落崖の状況

写真-7　Aブロック滑落崖背後の亀裂

写真-4　Aブロック末端部からみた地すべり状況

写真-8　B、及びCブロックの地すべり地塊の状況

現 場 から
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3.2　南阿蘇村火の鳥温泉地区の事例
火の鳥温泉地区は、カルデラ内の中央火口丘群の西側

山麓に位置し、西方及び南西方向に延びた尾根地形に挟
まれ、西南西方向に開いた谷地形を呈している。周辺地
域の地質は、基盤岩が約3 〜 7万年の溶岩及び火山砕屑
岩からなり、それを覆うように褐色のローム層と黒色の
腐植土層、および阿蘇火山からの火山灰（九州南部から
の火山灰も含まれる）が厚く堆積している。

火の鳥温泉地区には4箇所の崩壊が確認されたが、そ
のうち崩壊規模が最も大きく2名の尊い命が奪われたロ
グ山荘火の鳥周辺の崩壊を調査した（図-5）。この地区
での崩壊は、谷地形の源頭部から発生した比較的大きな
崩壊と、左岸側の尾根地形の斜面下端での2 ヶ所の小さ
な崩壊がある。比較的大きな崩壊は、尾根の平坦部から
谷地形源頭部への遷急線付近から発生し、崩壊幅約
50m、平均深さ約4m、斜面長約100m、崩壊面の勾配

は約35°である（写真-9）。移動土塊は主にローム、腐
植土、火山灰からなり、多数の流木を伴っている。小さ
な崩壊地では、著しく変質し、白色粘土化した火山砕屑
岩が認められ（写真-10）、震動を与えると容易に軟弱
化して液状となる。この強変質した火山砕屑岩は、大き
な崩壊の崩壊地直下でも認められる（写真-9、遠望で判
断）。

また現地での概略計測ではあるが、比高差約95m、水
平距離約310mと、比高差に比べて移動距離が大きい。
これは他の調査地点でも多数認められ、この流動性が高
い現象は、火山灰等が厚く堆積している斜面崩壊の特徴
と考えられる。

崩壊地の背後の緩斜面および平坦部には、遷急線と平
行に多数の亀裂（幅10 〜 50cm、深さ20 〜 100cm）が
認められ（写真-11・12）、東側に隣接する崩壊地の背
後およびその延長にまで約200m以上連続している。ま

図-5　火の鳥温泉地区の崩壊発生状況

写真-9　火の鳥温泉地区の崩壊の状況 写真-10　強変質により白色粘土化した火山砕屑岩（左上：拡大写真）
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た崩壊地を挟んで延びる尾根稜線部にも、遷急線付近に
等高線と平行するように多数の亀裂（幅30 〜 50cm、深
さ50 〜 100cm）が認められた（写真-13）。さらに尾根
先端付近の斜面には、雁行状の亀裂（幅約20cm、深さ
約30cm）も認められた。

以上のように、崩壊地周辺の尾根部およびその斜面は
亀裂だらけの状況にあり、今後の余震や降雨による拡大
が懸念されている。そのため二次被害防止のため、亀裂
等のモニタリングの重要性が提言されている5）。

4. おわりに
本稿では、公開されている空中写真判読結果と地震動

の位置関係や平成24年九州北部豪雨による土砂移動痕跡
との位置関係を示すとともに、2地区の概要を紹介した。

熊本地震では、多くの尊い人命が失われたほか、原稿
作成段階において多くの方が未だ避難生活を強いられて
いる状況にあります。本地震で亡くなった方のご冥福を

お祈りするとともに、被災地の早期の復興を祈念いたし
ます。
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写真-11　崩壊地直上部で認められる亀裂

写真-13　尾根稜線部で認められる亀裂

写真-12　崩壊地背後平坦面で認められる亀裂
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