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１．はじめに 
2016 年熊本地震 (M6.5, M7.3) において死者は 183 人（うち直接死 50 人），住家全壊は 8408

棟に及んだ（消防庁，2017）。鹿児島県でも内陸の地震は過去に起こっており，また将来も起こ

ることが予想されている。例えば大正桜島噴火の後に起こった地震 (M7.1) では，熊本地震と同

様に，建築物の被害と土砂災害によって 29 人の死者が出た。近い将来，大正規模の噴火が発生し，

それに伴う地震が起こってもおかしくない。また 1997 年鹿児島県北西部の地震，1968 年えびの

地震のような地震は鹿児島県内のどこでも起こりえる。また，熊本地震の被災地との共通点とし

て，火山噴火によって形成された地形や地盤，が挙げられる。本研究では，熊本地震での被害に

ついて調査・研究を進めることで，鹿児島県での将来の地震災害軽減につなげることを目的とす

る。強震動，土砂災害，農地・農業用施設の被害について調査した。 
 
２．熊本地震による強震動 

熊本地震においては強い地震動（強震動）によって様々な被害を引き起こされた。強震動を決

定づける要素は，震源，基盤よりも深い構造，基盤よりも浅い地盤構造の 3 つである。ここでは

そのうち地盤構造に着目した。 
震度は強震動の指標の 1 つで，もっとも被害との関連が強い。熊本地震では，益城町で震度 7

を 2 度記録した。特に 1 度目の地震（2016 年 4 月 14 日の最大前震）は M6.5 で，これまで震度

7 を記録した地震のうちでもっとも小さいマグニチュードである。一般的に M6.5 の地震は震源断

層が地表面に達しないことが多く，地表面に活断層が認められない場所でも起こりうる地震であ

る。そのような地震でどのような条件がそろうと震度 7 に達するのかを知ることは防災上重要で

ある。 
国土地理院によって推定されている震源断層（国土地理院，2016）と震度分布の関係から，震

度 7 を記録した益城町宮園，断層に近いが震度 5 強だった御船町御船，断層から少し離れている

が他に比べて低い震度 5 弱を記録した甲佐町豊内，の 3 点において調査を行うことにした（図－

2.1）。 
 

  
 

図－2.1 （左）気象庁による震度分布図。黒枠は右の図の範囲。（右）今回の調査の観測点分布（青丸）。

赤丸は震央を，赤の実線は国土地理院が推定した震源断層の上端を示す。国土地理院の地理院地図（淡

色地図）に追記したもの。 
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図－2.2 （左）地震発生時に震度計が設置されていた益城町役場本庁舎。（右）本庁舎 1階の窓際にお

かれていた震度計。現在は移設されている。 

 
 

  
 

図－2.3 （左）御船町役場での地震計配置（青丸）。国土地理院の地理院地図（空中写真）に追記した

もの。（右）御船町役場の地震計 1点で観測された微動の波形。上から上下成分，南北成分，東西成分。

比較的静かな 1分間を選んで示している。 

 
(1) 震度計の設置状況 

3 点はいずれも町役場で，敷地内に震度計が設置されている。まず，震度計の設置場所が妥当

かどうかを現地で確認した。震度計の設置場所によっては過大な震度を記録することがあるため

である（気象庁，2009）。 
益城町役場では，ほぼ垂直な段差の上に建物（本庁舎）があり，その中に震度計が設置されて

いた（図－2.2）。段差の下端から震度計までの水平距離が段差の高さと同じぐらい（目測）であ

った。これは気象庁の震度計設置環境基準において調査を要する条件となっている。つまり適切

な条件ではない可能性がある。ただし，周りに建物被害の状況から少なくとも震度 6 強はあった

と思われ，震度 7 でも大きな矛盾はないように思われる。今後詳細な検討が必要である。なお，

現在震度計は別の場所に移設されている。 
他の 2 点（御船町役場と甲佐町役場）に関しては近くに段差はなく，その他の震度計環境基準

からも適切な設置場所であると判断できる。 
(2) 微動探査 
次に，地盤の影響を調べるために地盤の地震波速度構造を求める微動探査を実施した。従来良

く用いられている SPAC 法を用いた。これは円周上と円の中心に地震計を複数個配置して微動を

観測し，表面波（微動を構成する主な波と考えられている波）の位相速度を測定する手法である。

位相速度から地下構造を推定することができる。 
本調査では，各町役場の駐車場において半径 15 m の円周上に 3 点，円の中心の 1 点の地震計

を配置した（図－2.3）。地震計はミツトヨ製加速度計 JEP-6A3，ロガーは白山工業製 LS-8800
で増幅率を 16 倍とした。観測時間は 30 分とした。自動車の通行や工場などの人工的な振動を避

けるため，深夜から未明にかけての時間帯に観測を行った。図－2.3 に益城町宮園での観測波形の

例を示す。位相速度と地下構造については，現在解析中である。 
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３．熊本地震による土砂災害 
熊本地震により阿蘇火山地域では多様な土砂移動現象が発生し，甚大な土砂災害が引き起こさ

れた。火山性地質の地域で発生した地震による土砂移動現象の特徴を明らかにし，今後の地震時

の土砂災害対策の基礎資料を得ることを目的として現地調査を行った。ここではその調査結果を

述べる。 
(1) 地震による土砂移動現象の分布 

図－3.1 は，地震後に撮影された空中写真の判読に基づく土砂移動現象の分布図である。土砂移

動現象は，震源断層の分布域に多く，とくに，カルデラ内壁，中央火口丘群周辺，阿蘇外輪山周

辺に集中している。 

 
図－3.1 熊本地震による土砂移動現象の分布（国土地理院，2016） 

 

(2) 地震による土砂移動現象の特徴 

今回の地震に伴って大きな被害を引き起こした主な土砂移動現象の形態および特徴は以下のよ

うにまとめられる。 
1) カルデラ内壁の崩壊 

カルデラ内壁の草地や林地の急斜面において，表層の火山灰などの降下火砕物とその下位の風

化した溶岩類の崩落が多数発生した（図－3.2a）。崩壊規模は，土砂量数百 m3から阿蘇大橋地区

で発生した崩壊（図－3.1 内 A，図－3.3）のような数十万 m3という大規模なものまで様々である。

同時に斜面脚部に発達した崖錐が崩壊した箇所もみられた（図－3.1 内 B の上の小屋川２流域な

ど）。また，今回の地震ではカルデラ壁の尾根周辺斜面や崩壊地周囲に多数の亀裂が発生したこと

も特徴である。さらに，カルデラ内壁の崩壊は凸地形の急斜面でも発生し，尾根近くから崩壊し

たものが多かった。また，カルデラ内壁の急斜面からは落石も多数発生している。 
2) 中央火口丘群周辺の急斜面の崩壊 

中央火口丘群周辺の草地や林地の急斜面では火山灰を主体とする表層土が滑り落ちる表層崩壊

が多数発生した（図－3.2b）。崩壊規模は土砂量数百 m3から数千 m3であるが，多数発生したた

め，多量の土砂が渓流に堆積している。渓流に入った崩壊土砂が土石流や土砂流となって流下し，

農地等に被害をもたらした箇所もあった（図－3.1 内 C の山王谷川流域など）。また，ここでも崩

壊地周辺には地震で生じた亀裂が多数みられた。 
3) 中央火口丘群周辺の緩斜面の崩壊や地すべり 

中央火口丘群周辺には，火山灰やスコリアなどの火砕物や溶岩類が厚く堆積した丘陵地が分布

している（図－3.2c）。丘陵地の緩斜面において深さ数 m から 10m 程度の崩壊や地すべりが発生

した。崩壊深が大きいため，前項で述べた急斜面の表層崩壊より移動土砂量が大きい。京大火山

研究センター（図－3.1 内 D）が位置する丘陵地では地すべりが発生し，人的被害をもたらしてい

る。また丘陵地の緩斜面でも地震による亀裂が多数生じている。 
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4) 外輪山周辺の台地周縁の崩壊 

阿蘇外輪山周辺域には火砕流堆積物や溶岩からなる台地が広く分布し，台地周縁の急斜面では

多数の崩壊が発生した（図－3.1 内 E の西原村布田川流域など）。表層の火山灰などの降下火砕物

やその下位の火砕流堆積物や溶岩が崩壊した（図－3.2d）。台地に刻まれた渓流には多量の土砂が

堆積している箇所もある。 
 以上のほか，南阿蘇立野地区の白川河岸の急斜面では崩壊や地すべりが発生し，その斜面上部

段丘上の農地や道路が被災した。 

 
図－3.2 崩壊の模式図    図－3.3 阿蘇大橋地区の大規模崩壊（2016 年 5 月 13 日撮影） 

 

(3) 地震で生じた亀裂と崩壊危険性の評価 

地震によって斜面に多数の亀裂が生じた（図－3.4）。図－3.5 は，地震による亀裂とその後の降

雨による崩壊の危険性の関係を現地観察に基づいてまとめたものである。尾根や緩斜面の亀裂は，

その肩部が侵食や崩落によって丸みをおび，内部に土砂が堆積していた（図－3.4a）。一方，急斜

面の遷急線の亀裂付近からは降雨によって表層崩壊が発生していた（図－3.4b）。このタイプの崩

壊は大雨によって今後も発生する可能性が高い。 

 
図－3.4 地震で生じた亀裂       図－3.5 地震で生じた亀裂と崩壊危険性の関係    

 

(4) おわりに 

熊本地震により阿蘇火山地域で発生した土砂移動現象の形態，特徴，地震で生じた亀

裂が崩壊に及ぼす危険性等を調査した。得られた調査成果は火山性地質が広く分布する

鹿児島県における地震防災対策に役立つものと考える。 
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表－4.1 農地・農業用施設等の被害個所と被害額（熊本県農林水産部資料より） 
熊本地震(2016/9/5 現在) 被害個所数 被害額（億円） 備 考 

農 地 
水田 7,674 218 法面崩壊，亀裂， 

クラック，液状化，牧野等

畑 3,498 54 
計   11,172 272 

農業用施設等 

（個数） 

農業用施設 4,970 392 ため池，用排水路，農道等

生活関連施設 3 3 農業集落排水施設等 

海岸施設 70 35 海岸堤防，沈下等 

計   5,043 430   

農地・農業用施設被害 合計 16,215 702 推計額 

 

４．熊本地震による農地・農業用施設の被害 

(1) 地震の概要と農業関係の被害 
平成 28 年 4 月 14 日 21 時 26 分熊本地方を震源とする M6.5（最大震度 7）の地震が発生，同 4

月 16 日 1 時 25 分には前震を上回る M7.3 の大地震が発生した。熊本県，大分県，福岡県，佐賀

県，長崎県，宮崎県で震度 5 強以上が観測された。その後も約 2 千回にも及ぶ余震（震度 1 以上）

が続き，住宅の激しい揺れや倒壊による住民の不安が続き，避難期間は長期化した。震源は，布

田川断層帯，近接する日奈久断層帯に分布が移動することが懸念された。4 月 25 日には激甚災害

に指定され，周辺自治体においても復旧活動が続けられている。 
ここでは，熊本地震後の 4 月 23 日と 9 月 2 日の現地調査および熊本県農林水産部の資料に基

づく農地，農業用施設の被害状況について報告する。 
(2) 農地および農業用施設の被害調査 

熊本県内の農林水産関係の被害額は 1,487 億円で，平成 11 年台風 18 号（約 800 億円）以来，

過去最大の被害額である。内訳は，農業被害が 1,048 億円，林務関係が 406 億円，水産関係が 33
億円となっている。表－4.1 には，被害額の大きい農地・農業用施設等の被害個所数と被害額を示

す。農地・農業用施設に次いで，阿蘇地域周辺での畜舎・農舎，共同利用施設の倒壊等畜産関係

の被害が顕著である。 
農地関係では，水田の液状化（写真－4.1），法面の崩壊，地盤の亀裂とクラック（写真－4.2，

4.3），擁壁の崩壊（写真－4.4），地盤沈下と隆起，牧場草地が被害を受けている。農業用施設で

は，ため池の堤体損傷と沈下（写真－4.5, 4.6），農道の路面沈下（熊本市，益城町秋津地区）・亀

裂（宇城市不知火中腹地区），広域農道（益城町，御船町，甲佐町）の被害が出ている。熊本県で

は，新たな被害を防ぐための緊急対策として，ブルーシートによるため池被災部の保護や仮設ポ

ンプによる放流，被害個所監視用ライブカメラを設置して，継続監視を行っており，営農の継続

や再開に向けた応急復旧を進めている。さらに農家の方々が自ら取り組む復旧活動に支援してい

る。また，稲作に必要な農業用水施設の応急復旧，代替水源の確保，作物転換支援にも推進して

いる。 
農地・農業用施設は平成 30 年までに復旧を完了する予定であり，原形復旧のみならず，将来を

見据えた大区化等の農地集積のための基盤整備が必要で，農村地域の方々の合意形成を諮りなが

ら事業計画が進められることが重要である。 
西原村，大津町でのため池の被害，熊本市のため池堤体沈下，宇城市鐙ヶ下ため池の堤体損傷

など老朽化したため池の地震による被害が大きいため，築堤年の古いため池では老朽化にともな

う地震による強度低下が懸念される。今後も豪雨等による被害拡大を防ぐためにも早急の点検調

査が急がれる。 
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５．おわりに 
鹿児島でもこの調査で見られたような強震動や被害が十分に起こりうる。これらの調査研究の

成果をもとに，鹿児島で活かせる教訓を伝え，地域防災に貢献していきたい。 
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