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１．はじめに  

平成 28 年 4 月 14 日の午後 9 時 26 分熊本県熊本地方において、日奈久断層の活動によるマグ

ニチュード 6.5 の地震が発生した。益城町では、震度 7 を観測し、9 人の命が奪われた。その後、

震度 3 から 4 を観測する余震を繰り返したため、益城町から熊本市にかけて多くの住民は各避難

所等へ避難、あるいは車中泊を強いられた。翌 4 月 15 日には、すぐに各種学会の地震被害調査

団が結成され、迅速に現地入りし調査が開始された。余震が続くものの熊本全域は快晴に包まれ

ていたため、ツイッターなどに挙げられた情報にもとづいて著者も液状化の現場などを確認する

ため原付バイクで市内を回った。14 日の地震で、すでに熊本市西区の小学校の運動場の一部が液

状化しており、このほかも西区、南区を中心に広域に液状化被害が出ていることが次第にわかり、

被害は主に熊本平野やそこを流れる２本の河川周辺を中心とするものであった。しかし、14 日の

地震からほぼ 28 時間後の 4 月 16 日の午前 1 時 25 分、今度は布田川断層の活動によるマグニチ

ュード 7.3 の地震が発生した。市内では、はじめにドンと突き上げるような衝撃を感じた後、徐々

に横揺れが始まり、すぐに停電した。前震による恐怖で心身ともに疲れ、ちょうど睡魔が襲い掛

かってきたころのまさかの大地震であった。この 2 回目の地震では、32 人の命が奪われた。2 回

目の地震発生を受け、気象庁は、4 月 14 日の地震を「前震」、16 日の地震を「本震」と位置づけ、

一連の地震を平成 28 年熊本地震と命名した。前震では、熊本平野部では液状化被害と白川や緑

川河川堤防の被害報告が相次いだが、阿蘇地域では震度 5 弱の被害に治まっていた。しかし、本

震では被害が大分県別府・湯布院にまで拡大し、南阿蘇地域を中心とする山岳域にも大規模土砂

災害が多数発生した。大分では、人命が奪われる被害はなかったものの、深夜における標高が高

い周辺での非難は、住民を苦しめた。またこの時、大分に通じ熊本阿蘇地域の観光の大動脈であ

る国道 57 号線の阿蘇大橋がかかる立野地域付近においては、岩盤がむき出しになるほどの大規

模な深層崩壊が生じ、推定 50 万 m3の土砂が阿蘇大橋まで飲み込んだ。さらに阿蘇大橋を挟んで

そのおよそ対岸に位置する高野台地区では、わずか傾斜角 15 度未満にも関わらず土砂災害が発

生し、人命が奪われる被害が生じた。またその南部に位置する西原村へ通ずる道も破壊され、一

部地域も孤立するなど、阿蘇周辺の主要な道路は致命的な打撃を受けた。一方益城町は、２度の

震度 7 の地震動を経験することとなってしまった。九州自動車道益城インターチェンジ付近では、

上り線が崩落し一部全面通行止めとなった。熊本市内全域は、ガス・水道が共に使えなくなるな

ど、ライフラインも深刻な被害を受けた。水の都と呼ばれる熊本にとって、水で困ることはない

と考えていたが、その地下水が濁り井戸水が一時使える状況になく、ポンプ車の到着を待つこと

となった。 
 熊本地震では、幸い津波と火災による被害がなかった。よって、被害の多くは地盤に起因する

ものと言って過言ではないと考える。本稿では、山岳地域の特徴的な土砂災害と平野部の液状化

被害に着目した内容についてダイジェスト的に報告する。なお、速報の詳細に関しては、参考文
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献 Mukunoki et al. 2016 を参照されたい。 
 

２. 地震動 

 今回顕在化した活断層は、いわゆる布田川と日奈久断層帯に沿って、西原、益城、嘉島、御船、

南熊本と甲佐のまわりで基本の表面の地上亀裂と複雑な変形で観察された。そして、熊本平野部

と山岳地域で被害状況を区別すると、平野部は益城町を中心として震度７の地震が 28 時間以内

に 2 度作用しており、山岳地域は南阿蘇地域を中心として本震による推定震度 6 強による被害と

いえる。益城町の地震波については、早くから諸学会が報告しているので、本稿では益城町河陽

地区において気象庁の地震計によって観測された地震波を紹介する。図－1 は、益城町と河陽町

で観測された東西方向の加速度波形である。本震発生から約 20 分後にも震度 5 弱クラスの地震

が発生しているが、本震は、河陽のほうが５秒程度早く加速度計が動き始めており、20 分後の波

形は明らかに河陽のほうが早く地震動が到達していることがわかる。本震の最大加速度は、益城

町は 1,156gal で、河陽町では 953gal であり、益城町のほうが少しだけ大きい加速度が観測され、

震度 7 を計測していた。次に、河陽で観測された東西・南北・上下方向に関する加速度波形を観

察すると、河陽については、東西方向よりも南北方向に最大加速度が観測されていた。図－2 に

示すように変位分布も確認したが、明らかに南北方向のほうが大きく変位していることがわかる。

この結果と各山岳地域の斜面災害との因果関係にまでは言及できないが、今後、熊本平野、山岳

地域の被害状況を詳細に分析する上で、入力地震動には違いがあったことを明記しておきたい。
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図－1 益城（熊本平野部）と河陽（山岳地域）で観測された本震時の加速度波形 
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３. 山岳地域の被害 

 はじめに阿蘇地域の 4 月の阿蘇地域の降水量を確認したい。図－3 は気象庁が発表しているデ

ータを図化したものであるが、4 月 7 日のみ 1 日当たり雨量が 100 ミリを超える降雨が確認され

たが、それ以外はほとんど雨は降っておらず、明らかに梅雨時期と比較して 4 月の雨量は少ない。

このことから山岳地域の被害は地震による被害であった考えられる。 
平成 28 年度地盤工学会岡山大会で開催された特別セッションにおいて地盤工学会地盤災害調

査団（以下、調査団）の報告によれば、本震により阿蘇地域で発生した斜面災害は、地震動によ

る慣性力に起因するものと地震動による間隙水圧の増加にともなう強度低下によって引き起こさ

れていると報告された。特に慣性力によって崩壊された代表的な被害は阿蘇大橋を飲み込んだ深

層崩壊であり、50 万 m3とされるほどの崩壊土量が推定された。前節で述べた振動方向を考える

と、土砂が流れた方向は東西方向で、国道 57 号線に沿う方向が南北方向という関係になってい

る。写真－1 の下部からもうかがえるように、岩盤がむき出しになるほど崩壊していた。調査団

は、山岳地域で生じたほとんどの崩壊現場は谷部ではなく、尾根部であり、明らかに豪雨災害と

崩壊形態が異なることを報告していた。またこの地点の傾斜角は 35 から 37 度であり、国道から

の比高は約 330m、水平崩壊長は 750m にも及んだ。7 月末までは、梅雨の時期も重なり阿蘇地

域の土砂災害域は、豪雨との複合災害に発展する領域が多々あり、この深層崩壊域もその一つで

あった。写真にある斜面の地肌の両脇部分が非常に不安定化したブロックと断定された。本来で

あれば、これらを一気に除去して崩壊を逃れたいところであるが、土量が多いためそういうわけ

にもいかない。今後は遷急線付近に砂防目的の擁壁を作り、57 号線復旧の作業を続ける計画であ

ると伺っている。 
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図－3 2016 年 4 月および梅雨時期の阿蘇地域の降水量 
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写真－1 九州東海大学キャンパス側から撮影した深層崩壊域の写真（5 月 25 日撮影） 
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 次に、上記の深層崩壊とは阿蘇大橋を挟んで反対側にある高野台地区では、崩壊前の台地の勾

配はわずかに 10－15 度程度であるにもかかわらず、台地のすそ野にあった家を飲み込むような

土砂災害が発生した。また高野台地区内には東急リゾート地があるが、そこに濁川と呼ばれる川

があり、その谷部を補強していた補強土壁も崩壊して、補強材が露出しているような箇所も見ら

れたほどであった。この周辺は梅雨時期に入ると押し寄せた赤ボク黒ボクがさらに水を多量に含

んで完全に道を防いでしまい、崩壊域まで近づけない状態と変化した。8 月末に入り、ようやく

周辺の県道 28 号線が開通したため、高野台地区の調査に入った。地震発生から 5.5 か月が経過し

ても、写真－3 と写真－4 にみられるように一部草がついた状態で地盤が崩壊している様子が残っ

ており、地震発生 2 週間後に発生した状態とあまり状態が変化していない様子であった。我々は、

写真－2 中の A 点付近を目指して歩き始めたが、遠目にオレンジ色の層が時折見え隠れするよう

になった。写真－4 中に矢印で示した地層の色は、実際にはオレンジ色をしており草千里が浜降

下軽石層と呼ばれる。これは、九州地盤情報データベースにも格納されていた情報であり、層厚

は薄いところは 10cm 程度、厚いところは 1.5m と示されていた。また、その上下には硬化質粘

土が軽石層を挟むように存在していることが分かった。今回発見された数箇所は、ほとんど 10cm
から 20cm であった（写真－4 は、比較的厚い層である。）さらにその近くを踏査してみると、写

真－5 に示すように硬化質粘土の上面にちょうど貼り付いたような状態の草千里が浜降下軽石層

らしき地表面を複数箇所発見した。この軽石層のコンシンステンシー試験では、塑性なしと判定   

土砂が流れた方向 

地表面の草がついたまま崩れている 

写真－2 高野台地区の地すべり崩壊現場（5 月 5 日撮影、熊本大学佐藤宇紘氏撮影） 

A 

写真－4 写真 2 の A を歩いて見つけた草
千里ヶ浜降下軽石層（撮影日：9/27） 

草千里ヶ浜降下軽石層 

硬化粘土層 

写真－3 写真 2 中の A 付近の写真 
（撮影日：9/27） 
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されている。写真－3 を見てもわかるように、崩壊土砂表面は、崩壊前の草木がついた状態であ

った。このような状態になるためには、例えばテーブルクロスを上に食器を置いて、そのテーブ

ルクロスをゆっくりと手前に引こうとしたとき、一緒の食器も引っ張られるような挙動が、この

高野台の土砂災害域においても生じたことが想像された。つまり、ここでは草千里ヶ浜軽石層が

テーブルクロスに相当する。あとは、テーブルクロスを引くための駆動力がなんであったかとい

うことである。 
以上のことから高野台に生じた土砂崩壊は、地震動によりこの軽石層の間隙水圧が上昇して強

度低下につながった結果、軽石層が滑りそうとなって、高野台地区の土砂災害を引き起こしたの

ではないかと考えられる。これについては、他の研究機関で軽石層を対象とした定体積一面せん

断試験を実施される予定であり、その結果が期待される。  
 
４. 平野部の被害 

 熊本市を中心として、熊本平野には広く沖積層が堆積している。阿蘇地方に近づくにつれて、

阿蘇火砕流堆積物などが徐々に分布するような地質構造になっている。熊本平野の西側には有明

平野が広がり、そこに向かって阿蘇方面から白川と緑川が広がっている。また、九州自動車道上

り線が崩壊したあたりは、益城町惣領地区と呼ばれ、このあたりから緑川の支流として木山川と

秋津川が流れている。この周辺は、地下水面が非常に高く、また被圧帯水層も存在するため多く

の自宅が井戸水を引いていた。例えば、崩壊した河川堤防付近の柱状図を確認すると、図 4 に示

すような特徴が見えてきた。 
 
1) 地表面近くにシルト系砂層の下に緩い砂層があり、さらにその下に厚い粘土層が堆積 
2) 地表面近くに緩い砂層が堆積 
 
1)については、地表面近くがシルト主体の砂層であるため、その層自体とその下部砂層が共に液

状化したのか？下部の砂層だけが液状化したのか？現場では、噴砂が確認できた場所、できなか

った場所があり、沈下は広域的に起きつつも、その要因は局所的に異なるのではないかというの

が印象であった。また、平野部において忘れてはならないのは、地下水が豊富であるということ

である。特に、今回九州自動車道上り線一部が崩壊した益城インターチェンジ付近の惣領地区に

写真－5 硬化粘土層にへばりついた草千里ヶ浜降下軽石層 
（撮影日：9/27） 
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は、秋津川と木山川の支流が存在するが、このあたりの約 40ｍの深さにおいて砥川溶岩層を帯水

層とする地下水層がある。その地下水層は被圧地下水層であるため、自噴する井戸水を利用でき

る世帯がたくさんある。今回、現地を視察しながら声をかけた方からは、地震の影響で一時的に

湧水が止まったという証言が聞けた。地下水脈も何らかの影響を受けたということについては、

熊本市内にある通称水前寺公園で親しまれている水前寺成趣園の池が一部干上がった（写真－6）

ことが報道されたように、地上では観察できない地下水脈にも何らかの影響があったと推察され

た。 
河川堤防の周辺の住宅近辺の電柱が地中に吸い込まれているような様子をいくつも発見した。

写真－7 は、地震から時間がたちすぎているため、おそらく液状化によるものだと推測するが、

それ以上に印象だったのが、電柱の根元部分に水が溜まっていたことである。この自宅には、井

戸水がひかれてあり、前震か本震かのいずれかにおいて、井戸のポンプが破壊し、水がダダ漏れ

の状態が続いていた。もともと地下水位が高い状態に被圧状態から湧き上がってきた水がさらに

地表面付近の飽和度を高くするような状況で観察された。付近で河川堤防の改修工事をしていた

復旧作業員に方に話を聞いたところ、「工事の対象地盤が柔らかく、改修工事をしようとすると、

一気に堤防が壊れてくる状況にあり、まだ様子を見ています」というコメントが得られたが、こ

れに加えて梅雨時期の降雨量がさらに改修工事を遅延化させたというのが当時の状況であったい

写真－7 沈んだ電柱の根本部分に 
見える水溜(撮影日:7/2) 

干上がって、池底が見えている 

水溜まり 

(a) 地表面近くにシルト系砂層の下に緩い砂層が

あり、さらにその下に厚い粘土層が堆積 
(b) 地表面近くに緩い砂層が堆積 

図－4 緑川周辺にみられる地盤図（出典：熊本市周辺地盤図） 

写真－6 一部干上がった水前寺公園内の池 
（撮影日:5/1） 
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える。熊本にとって地下水は大事な資源であり、シンボルである。しかしながら、今回、特に白

川、緑川河川沿い、また熊本市南区あたりでは多数の液状化被害が発生したことと、豊富な地下

水との因果関係があることは間違いないだろう。地下水が豊富な熊本において今後液状化対策を

どのように提案し、実行していくかは重要な課題と考える。 
 
４. おわりに 

写真－9 は、隣接していた家屋について、全壊、半壊、問題ないと評価できるような状況を示

している。ほぼ同じ領域でどうしてこのような差が生じたのかについては、構造物そのものの耐

震性の違いとやはり基礎地盤の違いについても調査すべきであろう。なぜならば、今回熊本地震

では基準を満たした構造物で、家屋自体は半壊にも至っていないかかわらず液状化などの地盤の

不同沈下によって家屋が傾く被害が多数出ている。1964 年以降、わが国は震度 7 クラスの地震

を 4 度体験し、その都度被害メカニズムの解明は追及されてきたが、防災技術の発展は今後さら

にますます要求されるものと考える。このとき、我々が直面する大きな課題は、地震動の不確実

性をどう乗り越え、そして地盤の不均質性を設計等においてどのように評価するのかということ

であろう。熊本平野の地盤は、熊本平野は沖積層であり、火山灰質性の細粒土が交互に存在する

地域もあることから、地域によっては粘土地盤に挟まれた砂層が存在している。粘土層に挟まれ

た砂層が仮に液状化したとすると、その後その砂層はどのように変化していくのか？砂層上部に

ある粘土層が噴砂を妨げるため、噴砂可能な場所を見つけてようやく噴砂した後に沈下が起きる

とすれば、時間遅れの変形沈下問題が発生したのではないかなど、液状化の拡大メカニズムの解

明も地盤の不均質性の評価を乗り越えるための研究課題の一つなりうるのではないかと考える。 
もう一つ触れておきたいことは、余震による影響評価である。我々は余震の規模とその回数が

示す意味と地盤強度の変化の関係についても分析する必要があると考える。最近余震について分

析結果が精査され、新しい情報では震度 1 以上が 4,123 回（10 月 31 日時点）と記録された。こ

こで、各震度が地盤にもたらす影響については、履歴を考える必要があろう。表－1 は、前震発

生後から 4 日間と 5.5 か月間の各震度別の地震発生回をまとめたものであり、図－5 はそれらを 

浮き上がったマンホール 
噴砂跡 

道路に沈んだ電柱 

沈んだ電柱 

写真－8 液状化による被害の様子
日:7/2) 

(a) 浮き上がったマンホールと傾いた電柱 (b) 沈んだ電柱周辺に分布する噴砂 
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比率として円グラフにまとめたものである。これによれば、4,123 回中 6 割が震度 1 の地震であ

ることがわかる。また、前震発生から 4 日間のデータでは、震度 3 以上地震発生回数が 324 回で

あり、これは全体の 17％に相当する。地盤工学的には、震度 7 の地震を経験していない地盤が、

震度 1-3 の地震が何度作用しても問題はないかもしれない。しかしながら、震度 7 を経験した地

盤においては、その後の繰り返される震度 3-4 の地震動も侮れないのではないか？震度 6 以上を

地震動を 2 度経験することによる地盤強度の変化に加えて、震度 6 以上の地震動の後に繰り返さ

れる震度 3-4 程度の余震による地盤強度の変化についても着目してきたいと考えている。 
熊本地震を契機として、今後も防災工学の発展に努める研究者・技術者に指導を受けながら、

地域性を考慮した地盤材料の力学特性を把握する研究を進める所存である。 
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写真－9 同じ領域内で家屋の被害の比較(撮影日:7/2) 
 

(a) 比較的新しい家屋（左）と倒壊した家屋（右） 
 

(b)倒壊した家屋（左）と液状化によって傾いた家屋（右） 
 

60%
27%

10%
3%

0%

震度1
震度2

震度3

震度4

53.4%

29.9%

11.5%
4.3%

0.5%

震度1

震度2

震度3

震度4

震度5

 
4 月 14 日 4 月 15 日 4 月 16 日 4 月17 日 4 日間累計 5 か月半間累計比 

震度 1 43 119 647 222 1031 59.8% 

震度 2 40 73 361 103 577 27.1% 

震度 3 21 19 153 29 222 9.8% 

震度 4 12 10 51 11 84 2.8% 

震度 5 弱 2 1 6 0 9 0.3% 

震度 5 強 0 1 1 0 2 0.1% 

震度 6 弱 1 0 2 0 3 0.1% 

震度 6 強 0 1 1 0 2 0.0% 

震度 7 1 0 1 0 2 0.0% 

日ごと累計 120 224 1223 365 1932 
 

震度 3 以上の

累計 
37 32 215 40 324 

 

 

表－1 前震発生以降の余震データ（出典：気象庁） 

図－5 前震発生から４日間（左）と 5.5 か
月間（右）の各震度の比率 

問題なし 

全壊 
全壊 半壊 
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