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１．はじめに 

斜面上の宅地，河川護岸や中山間地域に存在する階段状の石積み擁壁は，未曽有の豪雨や大き

な地震発生時に崩壊を起こす場合があり，コンクリートブロック擁壁と比べ，材料の形状が多種

多様で，連結していないため横方向へ孕み出す現象が見受けられる．石積み構造などのブロック

体を積み上げた擁壁が外力を受けて変形を起こす際，擁壁の背面地盤にすべり線が発生して崩壊

する場合があり，微小変形から破壊に至るまでの地盤内の変形性状を現場において把握すること

は困難である． 

本報では，平成 28年熊本地震の農業・農村の被害状況，平成 29年九州北部豪雨災害の現場調

査，平成 29年 5月大分県豊後大野市で発生した農地地割れ等，九州で発生した中山間地域での被

害調査を中心に報告する．さらに，調査結果に基づき，擁壁の転倒や斜面移動による崩壊地盤の

安定性を評価するために，アルミ棒積層体を砂地盤と仮定した模型実験装置を用いて，ブロック

擁壁が孕み出す場合を想定し，補強材を敷設したアルミ積層体地盤の変形性状を視覚的に観察す

る実験を試みた．加えて，ブロック擁壁の崩壊に影響を及ぼす補強材の位置や敷設幅，材質の違

いについて検討をおこなった． 

 

２．熊本地震の概要 

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．熊本市のシンボ

ルとも言える熊本城の石垣も大きな被害を受けた

（写真-1）． 

 

３．熊本地震による農林水産関係の被害 

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-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，法面の崩壊，地

盤の亀裂とクラック，擁壁の崩壊（写真-2），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，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

 
写真-1 熊本城の石垣の崩壊（熊本市） 

 
写真-2 地震による擁壁の崩壊（益城町） 



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点検調査が急がれる． 
 
表-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） 

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 

 

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 

 
４．九州北部豪雨災害 

 平成 29 年 7月 5日梅雨前線を刺激し，線状降水帯が形成，維持されたため，朝倉市，東峰村，

日田市の狭い領域で猛烈な降雨となった．500ミリを超える激しい雨はこれまでの観測記録を更

新した．福岡県，大分県で死者 40 名，行方不明者 2名の人的被害となった．福岡県や大分県では，

平成 24年 7月にも九州北部豪雨で被災を受けており，局所的に激しい雨が降る傾向が続いている

ため，斜面の崩壊による大量の流木や土砂が河川や水田，ため池に流れ込み被害を大きくしてい

る．写真-3～写真-20 は，8月 17日に実施した朝倉市の現地調査の状況である． 

  
写真-3 土砂撤去後の三連水車（朝倉市）  写真-4 中学校横の護岸の崩壊（朝倉市） 

 

   
写真-5 校舎基礎下の剥きだしの支持杭   写真-6 河川増水による橋梁の被害 

 



 

  
写真-5 ため池堤体の流出（朝倉市）    写真-6 土砂で埋没したため池と余水吐 

 

  
写真-7 ため池堤体の喪失（朝倉市）    写真-8 ため池護岸の崩壊（朝倉市） 

 

  
写真-9 流木による水田埋没        写真-10 山林の斜面崩壊 

 

  
写真-11 家屋内の土砂の撤去作業    写真-12 災害ボランティアによる作業 

 

行方不明者の捜索も継続中で，民家の土砂撤去に多くの災害ボランティアが活動していた． 



 

  
写真-13 河川沿いの道路被害（東峰村）    写真-14 道路を埋めた流木（東峰村） 

 

   
写真-15 土石流による家屋の被害      写真-16 竹の棚田（朝倉郡東峰村） 

 

  
写真-17 棚田親水公園の埋没（東峰村）  写真-18 赤谷川の増水による護岸崩壊 

 

  
写真-19 井堰の崩壊（赤谷川）     写真-20 大分自動車道下に堆積した土砂 



５．大分県豊後大野市の農地地割れ 

豊後大野市朝地町綿田地区で 5月 16 日に地割れが見つかった．豊後大野市は 22日，亀裂は東

西 300メートル，南北 400メートルの範囲に，地割れが 81カ所で確認されたと発表した．豊後大

野市総務課の弓氏からの情報より，本年度に耕作できなかった水田の面積は 14.35ha（約 90枚）

で，対象戸数は 15戸との報告であった．一帯は地下水が豊富で 1964年にも長さ 100メートル，

幅 80メートルの地すべりが発生しており，地すべりの危険性が高い地域であった．大分県は 26

日に亀裂幅などを常時観測する機器を５カ所に設置し，ボーリングで地下水の状況を調べる予定

である．総務課によると，付近の 3世帯 10人が避難しているとのことであった．周辺の水田へ流

す水を止めたため，3.2ヘクタールで稲作ができない状態になっていた．階段状に連なる水田，

コンクリートの路面に亀裂が走っており，陥没で段差が生じ，道路が隆起したところもある．最

初に民家の敷地で見つかり，最も大きいのは水田で長さ 80メートル，幅 30センチ，深さ 1.5メ

ートルに及んだ．大分県は，伸縮計と傾斜計を設置して，高精度で地すべりの観測を継続中であ

る．写真 21～写真 28 は，豊後大野市，日田市の現場を視察した時の状況を示す． 

  
写真-21 豊後大野市の地割れ現場     写真-22 地下水調査のための集水井 

   
写真-23 地すべりにより屈曲した農道    写真-24 地割れによる農地法面の崩壊 

 
写真-25 崩壊した農道（朝地町綿田）  写真-26 地すべりによる砂防ダム堰堤の崩壊 



 

６．UAVによる斜面崩壊位置の把握 

 今回，地すべり斜面崩壊の規模を把握するために，UAVによる空撮を行った．現地の状況の詳

細が明らかでない場合，短時間での地盤災害調査に有効な手法である．画像-1に空撮した画像を

合成したものを示す．また，画像-2はオルソデータにした後，タイル画像で表示したもので，崩

壊区域の状況が視覚的に判断できる．DEMからの土砂移動量などの詳細な解析はこれからである． 

 

７．実験装置の概要 

実験装置内のモデル地盤は，長さ 50mm，直径 1.6mm と 3.0mm の 2 種類のアルミニウム製の円

柱棒を重量比 3：2 で混合し，砂地盤を想定した．図-1 に実験装置の概略図を示す．モデル地盤の

ブロック擁壁高さを 232mm（58mm×4 個）に設定し，上方から載荷板（フーチング）を一定の速

度で操作して荷重を加える．ブロックの水平変位量は，非接触型レーザー変位計（精度 0.003mm）

を設置して，荷重がブロックに直接加わらないように測定した．孕み出し実験では，地盤上端か

ら 2 番目，3 番目中央部 2 個のブロックの変位量を計測した．荷重計と変位計はアンプで増幅さ

れ，デジタル指示器で表示される．ブロック擁壁の変位状況やすべり面の位置などの崩壊メカニ

ズムの可視化のためにデジタルカメラで一定間隔に撮影した． 

 

８．石積み擁壁を想定した室内実験 

実験に使用したブロック体が転倒しないようにアルミ棒を所定の高さまで積み上げ，均等に突

き固めながら順次ブロックを設置した．地盤上部から 1.0mm/min の速度でフーチング載荷し，

0.5mm 毎に水平荷重，レーザー変位計による水平変位を記録し，1.0mm 毎にデジタルカメラで撮

影した．また，垂直に載荷するフーチングが 50mm 変位するか，レーザー変位計の許容測定範囲

である 30mm を超えた時点で実験終了とし，せん断面の形状，ブロック体の変形状況を記録した．

  
写真-27 日田市小野地区の斜面崩壊   写真-28 土砂流入による家屋被害（小野地区） 

  
画像-1 朝地町綿田の棚田地域の合成画像   画像-2 地すべり斜面崩壊区域の把握 



   
図-1 実験装置の概略図      図-2 ブロック擁壁の傾斜と載荷位置図 

    
図-3 地盤の垂直変位とブロック変位 図-4 地盤の垂直変位とブロック変位 

    
図-5 補強材が紙の場合の変位  図-6 補強材がガーゼの場合の変位 
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実験に使用した花崗岩のブロック体の大きさは幅 50mm，高さ 58mm，奥行き 50mm，平均質量

235.5g，平均密度は 1.62g/cm3 であった． 

図-2 に示すように，ブロック一体傾斜型の擁壁モデルを設定して，1 分勾配（84°），2 分勾配

（78°）3 分勾配（73°）の計 3 種類の傾斜角度とした．さらに，垂直荷重の載荷の位置(L)を擁

壁から擁壁高さ(H)の 0.5 倍（116mm），また荷重をかけるフーチング幅(B)を 75mm で実施した．

補強材料は紙とガーゼの 2 種類を選択した．紙（PPC 用紙）の引張強さは 4.20kN/m である．また

ガーゼの引張強さ 1.79kN/m である．せん断面の位置を目視でも観察できるように，アルミ棒積

層体の表面に 20×20mm の正方形メッシュをマジックペンで描いた．  

９．実験結果と考察 

９-１．補強材料の違いによる比較 

補強材料の有無によ

る一体傾斜型擁壁のブ

ロックの変位量（孕み出

し量）を比較するために，

地盤上端から 2 番目と 3

番目のブロックに設置

したレーザー変位計に

よる変位量（平均値）と

地盤の垂直変位量の関

係を図-3に示した．地盤

の垂直変位量が小さい

段階では勾配による違

いは顕著では無かった

が，変位量が大きくなる

と違いが表れた．変位量

が大きくなるとアルミ

地盤が再配列を起こす

ため，不規則な性状を繰

り返す．一方，図-4に示

すように，地盤から 1/2H

の位置に補強材（紙）を

敷設するとブロックの

孕み出し量を抑えてい

ることがわかる．図-5と

図-6には，補強材の位置



の違いによるブロックの変位量（平均値）と地盤の垂直変位量の実験結果を示した． 

図-5の 1分勾配の一体傾斜型擁壁において，補強材（紙）を地盤から 3/4Hの位置と 1/2Hに位

置，さらに両方に敷設した結果，変位量の小さい段階での補強効果は，紙では 2 枚敷設した方が

孕み出し量をかなり抑えることができた．ただし，垂直変位量が大きくなると地盤の崩壊やすべ

り線が発生するため，ブロックの変位量が乱れる傾向がうかがえた．今回の場合，補強材にガー

ゼを使用した場合は，紙を使用した場合と異なる傾向となった．孕み出し量が抑えられる補強材

の敷設方法が存在することが考えられるため，詳細な考察のためには，今後も実験データの蓄積

が必要である．  

９-２．地盤の変形と補強効果 

補強材を敷設した地盤

の可視画像から地盤の変

形状況とすべり線の位置

を把握した．図-7は，補強

材が紙 2枚を敷設した画像

である．補強材 1/2H の下

では変形していないこと

から，紙 2枚で変形を抑制

していることがわかる．図

-8は，補強材がガーゼ 2枚

の場合を示す．擁壁のブロ

ックが孕み出していることが観察できる．図中には，実験終了時のせん断によるすべり線の形状

を実線で加筆した．上端と下端のブロックは孕み出しを起こさせるために固定したため変位は無

いが，補強材がガーゼの場合は，地盤の圧縮からせん断が発生した．以上のことから，引張強さ

（4.20kN/m）がガーゼの引張強さ（1.79kN/m）の 2 倍以上あるため上部から伝わる圧力を抑え，

下方へ伝えていないことが画像からも把握できた．補強材が存在すると地盤崩壊は上方で起こり，

下方に変形が起こらないため，擁壁ブロックが大きく孕み出す現象が抑えられた．  

１０．おわりに 

石積み擁壁を想定したブロック擁壁の孕み出し量を抑えるために，補強材の種類と敷設位置に

ついて実験的に検討した．一体傾斜型の擁壁モデルにおいて，補強材の無い場合は，勾配が緩や

かなほど変位量が小さくなる．また，補強材を敷設することで垂直変位が抑えられたことから，

縦方向への変位量も小さくなり，ブロックの孕み出し量も小さくなる現象が可視画像からも観察

できた．さらに補強材の種類においては，引張強さの大きい紙を利用した方が地盤の変形を抑え

ることでき，下方への圧力を伝え難くすることで，孕み出し現象を抑制することができた． 

一方，引張強さの弱いガーゼにおいては，地盤が押し潰されることでせん断破壊が発生して，

ブロックが横方向へ変位することが示された．石積み擁壁の設計においては，石積みの勾配を考

慮することで変形の影響範囲をより小さくすることが可能である．ところが，宅地や農地造成に

おいては，広い土地面積を確保する必要がある場合，擁壁の勾配が急になるため，補強材を敷設

することは，地盤の崩壊や擁壁の孕み出しを抑制するのに有効である．また，室内試験より，引

張強さの異なる材料の選択が地盤の変形量を抑え，擁壁ブロックの孕み出し量を最小に抑えられ

ることが室内実験から明らかとなった．以上の結果を地盤崩壊の対策に役立てたいところである． 
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図-7地盤の変形（紙 2 枚補強） 図-8 地盤の変形（ガーゼ 2 枚補強） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


