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―気候変動下、繰り返される地盤災害への備えー 

 

 

  九州大学大学院工学研究院 安福 規之 

 

 平成 24 年 7 月、九州北部を襲った豪雨は、熊本県阿蘇地方、大分県竹田や福岡県筑後地方など

に大きな被害をもたらし、気象庁によって「これまでに経験したことのないような大雨」と表現さ

れた。この豪雨は、多くの土砂崩れや土石流、河川堤防の決壊などの地盤災害をもたらし、今もな

お多くの方々が仮設住宅での生活を余儀なくされている状況にある。 

今回の地盤災害の学術的調査から、いくつかの特徴が指摘されている。その中のひとつは、これ

までの豪雨記録を多くの地域で更新するような激しい雨によって、主として中山間地の広い範囲で

土石流を中心とした土砂災害が多発したことである。中山間地では、過疎化と高齢化が進んでおり、

いわゆる社会構造が脆弱になりつつある地域である。こうした地域において、今後、地盤災害への

備えをどのように整えていくのか、地域の地形や地質などの物理的な視点とコミュニティーの特色

を踏まえた適応策の早急な検討が望まれる。また、阿蘇地方や竹田地区に代表される多くの地域で、

過去にも同様の地盤災害履歴があり、災害が繰り返されていることも今回注視すべき特徴の一つで

ある。例えば、阿蘇地方は、1990年にも梅雨前線性の集中豪雨により土石流が多発した記録があり、

その時と比べると、重なって発生しているところもあるし、新たに発生し、今までになかったよう

な長距離・広範囲に被害をもたらした箇所もみられるのである。 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）や各種研究機関の調査報告などによると、局地的な集中

豪雨は今後も増加の傾向にあることが指摘されている。想定される気候変動下において、これまで

に繰り返されている地盤災害の状況を比較・分析し、その結果を今後の減災・防災に活かすことが

求められよう。少なくとも生命だけは守るとの観点から、過去の災害履歴を記録（データベース）

として残し、それをわかりやすく次の世代に伝承するための仕組みづくりは、早急に推進すべき課

題と認識される。こうした記録の蓄積が進めば、それは地形判読と地質状況による事前崩壊地のス

クリーニングの高度化に結びつき、既存のハード対策の有効性や補強すべきポイントの検証、想定

される災害外力の増加に効果的・効率的に対応できるハード・ソフト対策のあり方などを議論する

上で、有効な情報を与えるものと考えられる。 

 本特集では、4名の先生方に「平成 24年 7月九州北部豪雨災害」に関する寄稿をお願いし、それ

ぞれの立場から、災害の概要を紹介いただいている。守田治氏は、気象学の専門家であり、今回の

豪雨特性を気象データに基づいて分析するとともに、温暖化に伴って豪雨が増加する物理過程につ

いて紹介されている。矢野真一郎氏は、現在、土木学会の災害調査団の幹事長であり、専門である

河川工学の立場から、今回の河川災害の特徴と教訓を簡潔にまとめられている。北園芳人氏は、地

盤防災の専門家として、今回の熊本での土砂災害を過去のそれと対比しながら、被害の概要を紹介

されている。最後に久保田哲也氏は、砂防学や森林保全学を専門とされており、今回の土砂災害の

実態と砂防・治山施設との関係などついて報告されている。いずれの寄稿も示唆に富む内容となっ

ている。 

  

                                           （専門：社会基盤部門・地盤学） 
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平成 24年 7月九州豪雨災害の 

 

 

福岡大学環境未来オフィス 

守田 治 

 

１．はじめに 

7 月上旬には北部九州を中心として、7 月中

旬には北部九州と中部九州を中心に豪雨にな

った。図-1に 7 月 1 日～7 日の総降水量分布

を示す。南部九州と北部九州に降水ピークが

あり、鹿児島県と宮崎県の県境付近では降水

量が約 500mm、福岡県南部と大分県西部では

降水量が 350mm を超えた。図-2に 7 月 11 日

～20 日の総降水量分布を示す。降水ピークは

北部九州にあり、福岡県南部では 800mm を

超え、熊本県北部では 1000mmに迫っている。

今回の豪雨は梅雨前線に沿って発達するメソ

スケール(水平スケール：20km～200km)の

線状降水系によるものであったが、2 本のメ

ソスケール線状降水系の合流が起こった事

例もあり、合流時には特に激しい降雨になっ

た。また今回の豪雨で、1 時間降水量、3 時間

降水量、日降水量の極値(観測史上の最大値)

が多くの観測点で記録された。地球温暖化に

伴う短時間降水量の増加がこの背景にあり、

今後もこの傾向は続くと予想される。 

 

２．７月上旬の降雨 

(1) 総観規模の気象状況 

7 月 1 日、日本海北部の低気圧の東進に伴

い、寒冷前線が南下し九州北部にかかった。

寒冷前線は停滞前線となって 7 月 503:00JST

（日本標準時）まで北部九州にとどまった。

このため、北部九州では 6 月 30 日から 7 月 4

日にかけて豪雨になった。 

(2) 降雨の状況 

図-3aに 7 月 3 日の日降水量分布を図-3bに

7 月 4 日の日降水量分布を示す。福岡県南部

から大分県北西部にかけて強い降水域が見ら

れる。福岡県久留米市耳納山では、6 月 30 日 

 
 

 

 
 

 

 

～7 月 4 日の期間総降水量 330.0mm、最大日

降水量 134.0mm(7 月 3 日)、最大 1 時間降水

量 79.5mm(7 月 3 日、07:30JST～08:30JST)を

記録した。大分県日田市日田では積算降水量

335.0mm、最大日降水量 168.5mm(7月 3日)、 

気象特性 

図-1 7月 1日～7日の総降水量(mm) 

 

図-2 7月 11日～20日の総降水量(mm) 

 



 

 

 

 

 

 

最大 1時間降水量 79.5mm(7月 3日、07:00JST 

～08:00JST)であった。7 月 3 日 09:00JST の気

象衛星赤外画像を図-4に示す。梅雨前線に沿

う雲列の中で輝度の高い楕円形のアンビル

(鉄床雲) がほぼ九州全域を覆っている。積乱

雲群が発達し雲頂が対流圏界面に達している 

 

図-4 7月 3日 09:00JSTの気象衛星赤外画像 

 

 
 

 

 

ことを示している。 

対流圏下層の降水系の様相は、図-5に示す

レーダエコー図からうかがえる。梅雨前線に

沿うメソスケール線状降水系が活発に活動

している。地表付近の強い水平集束帯におい

て豪雨をもたらす積乱雲群が発達し、対流圏

界面でアンビルが水平方向に拡がる、マッシ

ュルーム状構造をとることが分かる。これが

梅雨期降水系の代表的な構造である。 

アンビルの形状は積乱雲の自己発散と上層

の風の場によって決まり、円形、楕円形、テ 

図-3a 7月 3日の日降水量分布 

 

図-3b 7月 4日の日降水量分布 

 

図-5 7月 3日 09:20JSTのレーダエコー 

 



 

 

 

ーパー形等々をとる。けっして特定の形状の

アンビル、例えばテーパー形(人参雲)だけが

豪雨をもたらすわけではない。 

 

３．７月中旬の降雨 

7 月 11 日から 14 日にかけて熊本県北部、

大分県北西部、福岡県南部、佐賀県南部で期

間総降水量が最大で 800mm を超える豪雨に

なった（図-2参照）。 

(1) 総観規模の気象状況 

図-6に示すように、7 月 11 日 03:00JST に黄

海を東北東へ進む低気圧から東に延びる温暖

前線が九州南部から対馬海峡まで北上した。 

 低気圧は日本海に達した後も東進を続け、

それに伴って寒冷前線が南下し、12 日には九

州北岸付近に達して停滞した。13 日には停滞

前線(梅雨前線)上、黄海で発生した低気圧が

東進し前線活動が活発になった。 

13日 15:00JSTから梅雨前線は北上したが、

14 日 00:00JST ころから南下し始め、九州中

部まで達して、15:00 JST から活動を弱めなが

ら再び北上した。 

(2) 降水の状況 

降水は 7 月 11 日から 14 日まで続いた。こ

の期間中、総降水量が 500mm を超えた観測

点は、福岡県久留米市耳納山(599.0mm)、八

女市黒木(649.0mm)、大分県日田市日田 

 

 

図-7 7月 11日の日降水量分布 

 

 

 

図-8 7月 12日の日降水量分布 

 

 

(462.0mm)、日田市椿ケ鼻(656.5mm)、熊本

県阿蘇市阿蘇(570. 5 mm)、阿蘇市阿蘇乙

(814.5mm)であった。 

図-6 7月 13日 12:00JSTの地上天気図 

 



 
 

図-9a 7月 12日 02:40JSTのレーダエコー 

 

 
 

図-9b 7月 12日 05:40JSTのレーダエコー 

 

a)7月 11日の降水状況 

朝鮮半島西岸に位置していた低気圧の東進

に伴って温暖前線が北上し 09:00JST には日

本海に達した。寒冷前線はゆっくり南下し対

馬海峡に停滞した。日降水量分布図(図-7)か

ら、九州全域でほぼ一様な降水があったこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 7月 12日 03:00JSTの気象衛星赤外画像 

 

がわかる。特に福岡県久留米市耳納山では強

い降水があり、日降水量は 115.0mm、また最

大 1 時間降水量は 70.0mm(23:00JST～24:00 

JST)であった。11 日 21:00JST ころから梅雨

前線に伴うメソスケール線状降水系が発達

し、強い降水が始まり 12 日の豪雨へとつなが

った。 

b)7月 12日の降水状況 

梅雨前線は 12 日も九州北岸に停滞し、梅雨

前線近傍に発達したメソスケール線状降水

系による降雨が続いた。日降水量分布図(図

-8)を見ると 2 つの降水ピークが存在する。こ

れはメソスケール線状降水系が次第に南下

したことと、その活動度の時間変化の関係で

生じた。この有様はレーダエコー分布図を時

系列で眺めれば明瞭に分かるが、紙面の都合

上 02:40 JST と 05:40JST のレーダエコー分布

だけを示す(図-9a、図-9b)。熊本県阿蘇市阿

蘇乙姫では日降水量 493.0 mm、3 時間降水量

288.5mm(02:00JST～05:00JST)、1 時間降水量

106.0mm (02:00JST～04:00JST)という未曽有

の豪雨となった。その他日降水量の多かった

観測点は熊本県阿蘇市阿蘇 383.5mm、熊本県

五木村五木 344.5m熊本県芦北町田 339.0mm、

熊本県菊池市菊池 309.5mm、大分県竹田市竹

田 251.0mm であった。特に降水が強かった時

刻の気象衛星赤外画像を図-10に示す。九州上

空に輝度の高い円形のアンビルが見られる。 

また、その北東には初め円形だったが時間

の経過とともに変形し始めているアンビルが 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11 7月 13日の日降水量分布 

 

見られる。阿蘇乙姫では 02:00JST～03:00JST

に 106.0mm、02:20JST～03:20JST に 104.5mm、

04:50JST～05:50JSTに 104.5mmの 1時間降水

量を記録し、02:40JST から 06:10JST まで 1

時間降水量 80.0mm～90.0mmを越える豪雨が

間断なく続いた。0:00JST から 06:00JST まで

の 6 時間に 449.0mm、02:00JST から 05:00JST

までの 3 時間に 288.5mm の降水となった。 

C)7月 13日の降水状況 

12 日から引き続き九州北岸に停滞してい

た梅雨前線は 15:00JST ころから北上し朝鮮

半島南部に達して停滞した。このため豪雨は

15:00JSTまでに終息し、それ以後は孤峰や孤

島の下流に発達する地形性線状降水系による

降水が残った。図-11に日降水量分布を示す。 

佐賀県南部から福岡県中部にかけて強い降

水域が見られる。大分県西部でも日降水量が

140.0mm を超えた観測点が 2 ケ所あった(日

田市椿ヶ鼻、中津市耶馬渓)。日降水量が

200mm を超えた観測点は、佐賀県白石町白石

258.5mm、佐賀県佐賀市佐賀 228.5mm、福岡

県久留米市耳納山 232.0mm、福岡県久留米市

久留米 219.0mm であった。1 時間降水量の最  

大値は耳納山 41.0mm(12:00JST～13:00JST) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12a 7月 13日 11:40JSTのレーダエコー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12b 7月 13日 14:30JSTのレーダエコー 

 

であった。この頃が梅雨前線近傍のメソス

ケール降水系の活動のピークと思われるので

11：40JSTのレーダエコー図を図-12aに示す。 

九州北岸にかかるやや幅の広い降水系がメ

ソスケール降水系であり、その南に数本見

られる幅の狭い降水系は地形性線状降水系で

ある。北から西彼杵ライン、長崎ライン、天

草ラインと呼ばれている。甑島を起点とする 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図-14a 7月 14日 03:00JSTのレーダエコー 

 

甑島ラインが有名だが、この時刻は梅雨前線

との距離が遠すぎて顕在化していない。14:30 

JST になると、梅雨前線は朝鮮半島に達し、

地形性線状降水系だけが残った。 

d) 7月 14日の降水状況 

梅雨前線は14日0:00JSTから次第に南下し、

黄海北部の低気圧が東進するのにともなって 

 
 

図-14b 7月 14日 05:30JSTのレーダエコー 

 

 
 

図-14c 7月 14日 09:00JSTのレーダエコー 

 

14:00JST から北上し始め 19:00JST には対馬

海峡に達した。日降水量分布を図-13に示す。 

福岡県南部、熊本県北東部、大分県北西部

に強い降水域が見られる。日降水量が 200mm

を超えた観測点は福岡県八女市黒木 415.0mm、

福岡県久留米市耳納山 232.0mm、福岡県添田

 

図-13 7月 14日の日降水量分布 



町添田 279.0mm、福岡県添田町英彦山

225.5mm、大分県日田市日田 237.0mm、大分

県日田市椿ケ鼻 368.5mm であった。日降水量

が最も多かった福岡県八女市黒木では

01:30JSTから10:30JSTにかけて1時間降水量

が 60.0mm～90.0mm のピークが 3 つあり、豪

雨が断続的に続いた。最大 1 時間降水量は

90.0mm (08:50 JST～09:50JST)であった。14

日 03:00JST、05: 30JST、09:00JST のレーダエ

コー分布を図-14に示す。図-14aにおいて一番

北の線状降水系が梅雨前線に伴う降水系で、

その南に何本かの収束線が見られ、その中の

1 本の活動が特に強い。2 本のメソスケール

線状降水系は 05：00JST 頃から合流し始めさ

らに活動を強めた。合流点に近い久留米市耳

納山、八女市黒木ではこの時間帯に 1時間降

水量が 80.0mm を超える豪雨になった。その

後合流した線状降水系は合流点の風上側で間

隔を拡げ、それぞれの降水系は 14:00JST ころ

まで強い活動を維持した(図-14c参照)。 

 

４．短時間降水量の増加傾向 

2012 年 7 月九州豪雨では、4 観測点で最大

1 時間降水量の極値を更新し、7 観測点で最大

3 時間降水量の極値を更新し、8 観測点で最大

日降水量の極値を更新した。本事例に限らず、

最近の豪雨では短時間降水量の極値更新が頻

繁に起こっており、背景に地球温暖化がある。 
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１．はじめに 

平成 24 年(2012 年)7 月 3 日、ならびに 11 日

～14日に九州北部を2度にわたり襲った梅雨前

線性の豪雨は、特に後者において気象庁より国

内で初めて「これまで経験したことのないよう

な大雨」と表現され、甚大な河川災害を熊本・

大分・福岡・佐賀県域を中心に九州北部にもた

らした 1-3)。被災した主な河川(水系)は、矢部川

水系、筑後川水系、山国川水系、遠賀川水系、

白川水系、菊池川水系、大野川水系、牛津川水

系の一級河川 8 水系の本川・支川であり(表-1、 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1)、その他にも例えば福岡県の祓(はらい)

川などの 2級河川における被災も見られている。

これら河川の流域では多数の地点で既往最大

降水量が観測され、それに伴う既往最大水位(流

量)が各河川で観測された。特に、7 月 14 日に

矢部川本川では越流しなかったにもかかわら

ず 5時間以上氾濫危険水位以上の状態が続いた

ためパイピングにより堤防が決壊するという

重大な事象が発生した。その他、矢部川の派川

である沖端川(福岡県管理)において 2 カ所、筑

後川支川の花月川(国直轄区間)においても 2カ

所(7月3日)で堤防の決壊が発生した。さらに、

山国川と筑後川支川花月川では、7 月 3 日豪雨

で氾濫し、その応急復旧が終了した直後の 7 月

14 日に再度続けて被災するという地域住民に

とっても大変苦しい事態となった。また、熊本

県の阿蘇地方を筆頭に、土砂災害も多数発生し

物的・経済的損失に加えて、人的被害も多数出

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-1 九州北部豪雨により被災した主要河川一覧 4-6)。（注：赤字は既往最大。水位・雨量は国土交通省観

測所のデータ。出水規模中○囲みの数値は観測史上順位(1位以外)。*は大分県観測所。） 

水系名 被災河川 
出水規模：期間最高水位 

(発生日，観測地点) 

計画高水位 

(下線:氾濫危険水位) 

降雨規模 

(期間ピーク時間雨量) 

流域面積 

(km2) 

延長 

(km) 

矢部川 矢部川・沖端川など 9.76m(7/14 船小屋) 9.53m(船小屋) 94mm(7/14 黒木) 647 61 

筑後川 花月川・高瀬川・隈上

川・巨瀬川・小石原川

など 

4.16m(7/3 花月②),  

4.37m(7/14 花月) 

7.41m(7/14 荒瀬) 

3.36m(7/14 西隈上③) 

2.97m(7/14 中央橋②) 

4.48m(花月) 

 

10.43m(荒瀬) 

3.06m(西隈上) 

3.11m(中央橋) 

81mm(7/3 花月),  

63mm(7/14 花月), 

76mm(7/14 妹川) 

2,860 143 

山国川 山国川 7.46m(7/3 下唐原)， 

7.14m(7/14 下唐原②) 

8.845m(下唐原) 73mm(7/3 下郷),  

59mm(7/14 下郷), 

 

540 56 

遠賀川 遠賀川・彦山川・中元

寺川など 

8.17m(7/14 日の出橋) 

4.97m(7/14 春日橋) 

8.462m(日の出橋) 

5.184m(春日橋） 

96mm(7/14 小柳) 1,026 61 

白川 白川・黒川 6.32m(7/12 代継橋) 6.68m(代継橋) 124mm(7/12 坊中) 480 74 

菊池川 合志川 4.92m(7/12 佐野) 3.30m(佐野) 98mm(7/12 平真城) 996 71 

大野川 玉来川 観測所被災のため欠測 5.9m(桜瀬橋*) 111mm(7/12 波野中学校*) 1,465 107 

六角川 牛津川 5.88m(7/14 妙見橋②) 5.45m(妙見橋) 66mm(7/13 小城) 341 47 

 

豪雨による 

 

河川災害について 

平成24年7月に発生した九州北部 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、災害直後の 7 月 17 日に公益社団法

人土木学会では水工学委員会を中心に災害調

査団を組織することを決め、広大な範囲で発生

した各河川災害の基礎調査とその発生機構の

解明、ならびに今回の災害から得られた教訓を

抽出することを試みることにした。重点的な調

査地点は、熊本県：白川、福岡県：遠賀川、矢

部川、大分県：筑後川支川花月(かげつ)川、山

国川、大野川支川玉来(たまらい)川、佐賀県：

六角川支川牛津(うしづ)川などである。なお、

気象庁により 7 月 11 日～14 日に発生した豪雨

が「平成 24 年 7 月九州北部豪雨」と命名され

たが、本調査団では 7 月 3 日豪雨も含んで調査

を行った。 

 

２.全体の被災状況について 

今回の豪雨災害においては、九州北部 4 県で

多大な被害が発生した。大半は土砂災害によっ

たが、死者・行方不明者合計 34 名うち 7 名の

死者に関しては、洪水氾濫に起因するものであ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り、うち 3 名が車での移動中の被災であった。 

 表-2に各県別の家屋被害数の一覧を示す。床

上・床下浸水については、筑後川・矢部川・遠

賀川の 3河川の被災があった福岡県が最も多か

ったが、全壊・半壊については土砂災害が顕著

であった熊本県が最も多く、災害形態の違いが

見られた。 

 平成 25 年 1 月段階で、熊本県阿蘇市で 48 世

帯 145 人、福岡県八女市で 20 世帯 62 人が仮設

住宅に居住しており、帰宅の目途が立っていな

い状況である 7)。JR 豊肥線の宮地(熊本県阿蘇

市)－豊後竹田(大分県竹田市)間は不通であり、

完全復旧は 8 月が予定されている。熊本県の阿

蘇や大分県の耶馬溪などの観光地では、観光客

の減少が回復していない状況である。 

 

３．今回の河川災害の主な特徴 

今回の豪雨に伴う河川災害の詳細は、調査団

の最終報告書にそれぞれの河川について報告

されるが、ここでは全体を通じて見られた主要 

図-1 主な被災河川（赤字は氾濫発生河川、茶色は氾濫危険水位を超えた河川） 

玉来川

白川

合志川

矢部川

花月川

山国川

巨瀬川
隈上川

遠賀川

彦山川

中元寺川

牛津川

菊池川

筑後川

小石原川

上内田川

沖端川



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な特徴を示す。 

1) 九州北部全域で同時多発的に既往最大規模

の水害が発生した： 

表-1でも示したとおり、全ての被災一級河川

水系で既往最大もしくは観測史上 2～3 位の規

模の出水が発生した。花月川では花月地点の整

備計画流量が 1,100m
3
/s、計画高水流量が 1,200 

m
3
/s、基本高水流量が 1,400 m

3
/s であるが、推

定された氾濫流量を含まない発生ピーク流量

は 7 月 3 日が 1,300 m
3
/s、7 月 14 日が 1,400 m

3
/s

となっていた。その他、矢部川(船小屋)、筑後

川水系隈上川(西隈上)、菊池川水系合志川(佐

野)、六角川水系牛津川(妙見橋)、大野川水系

玉来川(拝田原)で計画高水位を超えていた。 

2) 10日間に 2度の既往最大規模流量の発生(山

国川・花月川)：  

山国川と筑後川水系花月川では、7 月 3 日に既

往最大の出水が発生し大きな被害が出たが、そ

の応急復旧作業や被災住宅などの後片付けが

終了した直後である 7 月 14 日に同規模の 2 度

目の洪水が発生した。特に、花月川は 7 月 3 日

に 2 カ所で堤防の決壊が発生しており、応急復

旧が完了したのがそれぞれ 7 月 11 日 8:30 と 7

月 13 日 12:00 であり、7 月 14 日 7:30 に既往最

大水位に達したことを考えると綱渡りの状態

であったことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

3) 多数の堤防決壊が発生した (矢部川・沖端

川・花月川) ：  

7 月 14 日に矢部川本川 7k300 右岸において約

50m 幅で堤防が決壊した(写真-1)。本川の堤防

決壊であり、また越水が起こっていないにも関

わらず湾曲部の内岸側が破堤したこともあり、

国は 8 月に矢部川堤防調査委員会を立ち上げ、

決壊メカニズムについての検証を行った。その

結果、計画高水位を長時間にわたり超えたこと

により、基礎地盤内の砂層に水が浸透し、最終

的にパイピングが発生し決壊に至ったという

結論が得られている 8)。花月川については、7

月 3日に国直轄区間の 5k800左岸と 6k200右岸

の 2 カ所において決壊が発生した。現状では、

水衝部に強い流れが当たり堤防前面基礎部分  

全 壊 半壊
一部
損壊

床上
浸水

床下
浸水

総数 非住家

福岡県
（H24年10月5日現在）

75 433 125 1,139 4,955 6,727 1,287

熊本県
（H24年11月22日現在）

169 1,293 35 544 1,367 3,408 -

大分県
（H24年8月24日現在）

36 192 88 1,006 1,507 2,829 587

佐賀県
（H24年8月2日現在）

2 15 17

4県合計： 280 1,918 248 2,691 7,844 12,981 1,874

表-2 県別家屋被害数（単位：棟） 

 

写真-1 矢部川本川の堤防決壊 6) 



に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2 石橋の被災状況（星野川宮ヶ原橋(4連眼鏡

橋)。上：桁上面、下：全体。平成 24.10.16撮影） 

 

に洗堀が生じ決壊に至ったと考えられている。

矢部川支川の沖端川(福岡県管理)では、現状で

は越水の発生により決壊したとみられている。 

4) 多量の流木発生による流水阻害の発生： 

山腹崩壊や河岸の侵食に伴い発生した多量

の流木が、主に橋梁に集積することにより流下

能力を低下させ、氾濫を助長した箇所が多数の

河川で見られた。また、山国川や矢部川上流の

支川星野川(写真-2)などでは、石橋が多数架か

っているが、アーチ状になった橋脚の構造上水

位が上がるにつれ幅が狭くなり、水面付近を流

れる流木が引っかかり易い構造により破損す

る事例が多く見られた。文化財としての側面も

あるこれらの石橋を治水上どのように取り扱

うかについては、昭和 57 年の長崎大水害の際

に同様な問題となった長崎市内中島川の眼鏡

橋のように幅広い議論が求められる。 

5) その他： 

 今回のように、広範囲に同時に起こった災害

では、応急復旧のための資材や工事のための重

機や人員の調達、河川管理者による工法の選択

などの過程で十分な余裕が無い状態が発生し

た。また、本復旧するに当たって応急復旧に使

用した資材はリサイクルされる予定であるが

それらを保管する用地が不足している。これら

大規模水害時の応急措置に対する備えを十分

に行う必要が認識された。 

 また、九州電力管内で 15 箇所の水力発電所

が被災し発電を停止する事態に至った。福島第

一原発事故後の原子力発電所が再稼働できな

い電力供給が切迫する状況下での発電停止で

あり、安定的な電力供給体制を維持するために

既存水力発電施設の災害脆弱性について再認

識させられた。 

 

４．おわりに －得られた教訓－ 

九州北部豪雨による河川災害について調査

団を組織し、被災した一級河川水系について調

査を実施した。最後に、今回の調査から得られ

た今後の大規模水害に対して考慮すべきこと

を列挙して結びとしたい。 

・同時多発的に大規模水害が発生した場合への

“事前防災・事前復興”の必要性：事前防災・事

前復興とは、災害が発生した際のことを想定し、

被害の最小化につながる都市計画やまちづく

りを推進することと定義されている。今回の災

害では交通が麻痺し、河川管理者による迅速な

現場サポートができないような状況も発生し

た。大規模災害への適応が可能な総合的な計画

の策定が求められる。 

・充実した応急復旧体制の確保：応急復旧に必

要な資材・重機類などの充実化を図り、迅速に

適切な工法が選択できるようにする．そのため

には、ある程度の範囲毎にそれらを集積させる

などの体制が必要であると考えられる。 

・河岸近辺の流木発生源対策の必要性：河川上

流域の河岸付近まで侵食した樹林について整

理し、水害時の流木発生をできるだけ抑制する

ことが必要である。 

・橋梁の設計における洪水防止の視点の必要

性：道路計画の立場からはコスト面から川幅の

9) 



狭い場所へ橋梁を架けることが多いが、今後は

特に中小河川において河川計画との整合性を

とりながら橋梁を設計すべきであると考えら

れる。 

・水位計、監視カメラの運用強化の必要性：大

野川水系玉来川では水位計が被災しデータが

得られていないため、検証が困難になった。ま

た、近年監視カメラの運用が多点で行われてい

るが、リアルタイムでの画像配信に重点が置か

れており、記録データとしてはほとんど残され

ていない。少なくとも数日間分は記録し、洪水

発生後に保存できるような運用方法をとるこ

とで、被災メカニズムの解明などへ利用できる

と期待される。 

本調査団の最終報告書は、平成 25 年 3 月か

ら配布されるが、土木学会の WEB サイトに電

子版を掲載する予定であることを付記する。 
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平成 24年７月の熊本地方の 

 

熊本大学大学院 

 北園 芳人 

 

まえがき 

平成24年7月に九州北部豪雨災害が発生し、

熊本県内でも大きな災害となった。特に阿蘇

地方では、熊本気象台が「これまでに経験し

たことないような大雨」1)と称したように激

しい雨が長時間継続し、斜面崩壊の崩壊土砂

が豪雨による多量の雨水によって土石流化し

多数の人的被害をもたらした。阿蘇地方にお

いては、平成 2 年 7 月にも阿蘇一の宮土石流

災害があった。根子岳を源流とした古恵川で

土石流が発生し、国道 57 号線の松原橋が流木

で閉塞され、流れ下ってきた土石流が氾濫し

多くの犠牲者が出た。その後、災害復旧で古

恵川を始め、土石流が発生した渓流について

は大規模な土石流対策が施された。これまで

平成 2 年 7 月の降水量は阿蘇地域の日最大降

水量を記録していた。しかし、平成 24 年 7

月 12 日の降水量はこれを上回る降水量を記

録したため、平成 2 年の土砂災害を上回る災

害になった。 

 

1. 気象概要 

 平成24年の熊本県(九州北部)の梅雨入りは

5 月 30 日頃で平年より 1 週間程度早く、平成

23 年より 10 日程度遅かった 2)。しかしなが

ら、6月中の降水量は阿蘇乙姫(熊本地方気象

台)で 829.0mm と平年値の 579.8mm の 1.4 倍

を記録している(図-1)。また、阿蘇乙姫の平

年の 7月中の降水量は 570.1mmであるが、平

成 24年 7 月の降水量は 1262.5mmと 2.2 倍を

記録し、平成 24年は非常に降水量の多い梅雨

であったと言える。 

 平成 24 年 7 月 12 日未明から降り出した雨

(図-2)は 12 日 0 時過ぎから激しさを増し、熊

本気象台の観測 1)では阿蘇乙姫で 3 時には 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間降水量288.5mmの観測史上1位の値を更

新した。この激しい雨は 8 時頃に小康状態に

なるまで降り続け、阿蘇谷地域では熊本県の

雨量観測所の防中(図-3)の 6 時間雨量 479mm

をはじめ、阿蘇(458mm)、県乙姫(467mm)、狩

尾 (513mm)、阿蘇土木 (440mm) 、一ノ宮

(431mm)、坂梨(452mm)と平年の 7 月の降水量

の 75％～90％に相当する降水量がわずか 6

時間で降っており、その激しさが分かる。一 

土砂災害 
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方、南郷谷地域では、この時間帯では湯の谷

(415mm)は多いが、その他の地域は 350mm以

下で少ない所(例：久木野・図-4)は 200mm程

度と阿蘇カルデラ内でも中央火口丘を境に降

水量が大きく異なっていることが分かる。 

阿蘇地方では平成 2年、平成 13 年にも豪雨

による土砂災害が発生しており、平成 2 年の

時の降水量を図-5に示す。平成 2年時は 6月

の降水量は 500mm 程度で平年値よりも少な

い雨量であったが、災害の発生した 7 月 2 日

までの連続雨量は 600mm を越えており、大

きな土石流が発生した。平成 24 年は 7 月 12

日以前の無降雨が 4 日間あったが、それ以前

の降水量が 1000mmを越えており、地盤内は

飽和に近い状態にあったことと、時間 80mm

を越える猛烈な降雨が 3～4 時間続くという

これまで経験したことの無い降雨によって阿

蘇谷の至る所で土砂災害が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．被害状況 

この記録的な豪雨により、阿蘇谷地域(黒川 

流域)では山腹崩壊が至る所で発生し、豪雨と

一緒に崩壊土石が土石流となって多数の箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で人的被害をもたらし、10 月 12 日現在死者

23 名、行方不明 2 名の大災害となった 3)。ま

た、住家被害は阿蘇市・南阿蘇村で全壊 69

棟、半壊 1068 棟である。 
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図-4 久木野(南郷谷)の 7月 12日の降水量 
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図-5 平成 2年の阿蘇乙姫の降水量 

図-6  主な災害発生箇所と調査箇所 
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 県内全体の被害の概要は以下の通りである。 

山地崩壊：543 箇所、林道施設：748 箇所、林

地荒廃防止施設：58 箇所、作業道施設：324

箇所、土砂災害：103 箇所、砂防：163 箇所、

道路：482 箇所と莫大な被災状況となった。 

 

３．阿蘇地域の主な土砂災害発生箇所 

（調査箇所） 

阿蘇地域の主な土砂災害は阿蘇谷のカルデ

ラ壁内側を中心に発生したが、中央火口丘北

側の牧野地帯でも無数の表層崩壊が発生した。

崩壊土砂は多量の雨水と混ざって土石流とな

って流下した。阿蘇谷では平成 2 年にも豪雨

による斜面崩壊とその崩壊土砂を巻き込んだ

土石流で被災している。わずか約 20 年の間隔

で同じような土砂災害が発生した。さらに、

人的被害は無かったが平成 13 年にも豪雨に

牧野地帯では多数の表層崩壊が発生している。 

それを考慮すると 10 年間隔ということに

なる。そこで、航空写真が入手できた部分の

平成2年と平成24年の崩壊地を重ね合わせた

ものが図-7である。図-7には平成 2 年の土砂

災害箇所を黒枠で、平成 24 年の土砂災害箇所

を赤枠で示している。 

さらに、平成 2 年の災害後に設置された砂

防堰堤や谷止工を加えて示している(但し、砂

防堰堤は場所を示しているのみで大きさは実

際と異なる。数については最下流部の堰堤の

みを示している)。東手野地区(中園川、土井

川付近)と三野地区(阿蘇品川 1、大門川、塩井

川 2)とその南側の北坂梨地区は平成 2年の土

砂災害は少なく、今回の場合は拡大あるいは

新規の箇所が多い。 

一方、坂梨地区(福岡、豆札川)～妻子ヶ鼻

地区にかけては平成 2 年の土砂災害箇所が多

いため、今回は新規の箇所は少なく、崩壊範

囲の拡大した箇所が多くなっている。また、

坂梨地区から妻子ヶ鼻に掛けては JR 豊肥線

が通っており、平成 2年時は、JR 豊肥線の盛

土部分が大部分被災していた。JR豊肥線はそ

の後の復旧対策で補強盛土や橋梁化したため、

この部分の被災は少なかった。しかし、今回 

 

は坂の上トンネルの波野側で、河川からの出

水によるトンネル内への多量の水の流入でト

ンネル底部の洗掘によると考えられる落盤や

レールがトンネル外へ押し出される想像し得

なかった被害が発生した。 

防災対策(谷止工・砂防堰堤)については、

図-7 平成 2年と平成 24年の土砂災害箇所図 



豆札川や平保の木川等の坂梨地区については、

十分に機能し下流側への流木や巨岩の流出は

無かった。三野地区については塩井川 2 につ

いては崩壊土砂量が多かったため、谷止工や

砂防堰堤でも大量に受け止めては入るが、流

木や巨岩が流出し、下流の家屋数軒に全壊の

被害が発生した。大門川については流木や巨

岩は止められたが、大量の流水については止

められず、下流域の豚舎や田畑は水を被った。

阿蘇品川 1 は下流域への流木や巨岩の流出は

少なかった。ただし、すぐ隣の斜面の崩壊に

より、家屋が被災している。東手野地区の土

井川では、砂防堰堤のある渓流では大きな土

砂流出がなく、隣の渓流からは複数の斜面崩

壊による大規模な土石流が発生し想像を超え

るような巨岩が集落付近まで流出した。中園

川では崩壊による流木や巨岩が流出したが、

複数の谷止工と砂防堰堤で受け止めていた。 

 

４．土砂災害の形態とその特徴 

平成 24 年の豪雨災害の最大の特徴は圧倒

的な降雨が短時間に集中したため、崩壊土砂

が土石流化したことである。今回の阿蘇地域

の豪雨災害では、それこそ至る所で、まるで

爪痕のように表層崩壊が発生している。表層

崩壊は草地（草本のみで被覆された阿蘇特有

の斜面）のみならず、大規模土石流の源頭部、

土石流発生渓流流域の側面斜面でも数多く発

生している。 

「何故ここから」と言うように、遠望する

と何等その予測を助ける特徴は判別できない。

しかし、現地調査を重ねると、ある一つの共

通点を見いだすことが出来る。それは、地形

的に崩壊の源頭部が遷急線に沿っていること

である。更に、集水地形をなしている場合が

多いようである。これらは微地形観察によっ

て判別できる。 

地質の上では、表土は概ね黒ぼくでその下

に赤ぼくや火砕流堆積物の風化層が分布し、

透水性とせん断強度に大きな差がある。 

滑落崖の上部斜面を詳細に観察すると、次

のような特徴的な 2つのタイプの痕跡が見ら 

 

 

 

 

 

 

写真-1 比較的緩勾配エリアの表面浸食 

写真-2 浅いガリー浸食 

写真-3 ガリー浸食による表層崩壊 

ガリー谷 

 

図-8 タイプ①の模式図 



れた。 

タイプ 1：表面水が集まり、浅い表面浸食→

浅いガリー浸食→遷急線で流速を増し深く下

刻し崩壊に至っているものである。 

この場合、 

・滑落崖上部緩斜面の微地形が集水域であるこ

とを示すエリアに、浅い流水痕が認められる(写

真-1)。 

・流水痕は、斜面勾配が変化しなければ、斜面

下方に向かってその深さを微増する。 

・僅かな斜面勾配の変化地点（遷急線）で流水

痕がガリーに変化する（写真-2）。 

・流量の増加と流速の増加によりガリーは深

く下刻され、崩壊地に連なる(写真-3)(図-8)。 

タイプ 2：遷急線で潜在的に黒ぼく層に引っ

張り亀裂(写真-4)を生じていたところに、上

流の集水地形の緩斜面からの表面水が浸透し、

下位の不透水層との境界で滑り落ちたもので

ある(写真-5)(図-9)。 

この場合、 

・滑落崖の背面斜面には微細な集水地形が認

められる。 

・人工林の根曲りに統一性がなく、顕著な根曲り

木の傍には数 cm～数十 cm の段差とクラックが

認められ、表面水が浸透したような痕跡が認め

られる。 

・滑落崖は不規則な平面形状を示し、残存部の

立木の根曲りは小さく、山側に深く滑落した箇所

では顕著な根曲りをしている。 

何れの場合も、滑落崖背面の集水面積は大

きなものでは無い。通常の降雨では大事に至

らなかったものの、浸食や変形は降雨の度に

進行蓄積されていたところに、今回の先行降

雨+記録的短時間豪雨が引き金となって大規

模な崩壊に至ったものと考える。 

また、表層崩壊と多量の雨水によって土石

流化し急崖を滑落するときに巨岩を巻き込み、

更に崖下の崖錐堆積物を浸食し、大規模な土

石流となり集落まで達する土砂災害となった

(図-10)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5 黒ぼく層との境界で表層崩壊 

 

 

写真-4 根曲がりした樹木と微妙な段差 

図-9 タイプ②の模式図 

図-10 外輪カルデラ急崖の土砂災害地の模

式断面図 



５．まとめ 

わずか 20 年の間隔で繰り返した梅雨末期

の集中豪雨による阿蘇地域の土砂災害だった 

が、斜面崩壊の形態は平成 2 年と今回では大

きな違いは見られなかった。それならば、平

成 2 年の時の経験は活かされていなかったの

か。いや活かされていたと考える。平成 2 年

の災害後に整備された谷止工や砂防堰堤は完

璧とは言えないが、ほぼ流木や巨岩を捕捉し、 

被害の拡大を防いだ。そのため、平成 2 年時

の被災箇所での人的被害は無かった。しかし

ながら、土砂災害の発生箇所は、降雨時間帯

が集中ししかも降水量も多かったため、平成

2 年時は崩壊しなかった斜面の崩壊とそれが

土石流化した渓流が増えたため、被災箇所が

増加した。それらの箇所で多数の犠牲者が出

た。 

これに対して、避難に経験は活かされたの

か。平成 2年の時は 1週間前から、降雨が続

き 7月 2日朝からの豪雨で 11時に最大 1時間 

雨量 67mmを記録し、この時間帯に土砂災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が発生している。それに対して今回は前 4 日

間降雨がなく7月12日0時頃から降り出した

雨は、3 時には 80mm～100mm を超える降水

量となりそれが 3～4時間連続した。この真夜

中の「これまで経験したことのないような大

雨」ということで、避難が非常に困難な状況

にあったと考えられる。この時間帯と降水量

の違いが「避難」に経験を活かせなかった要

因だと考えられる。今後、避難対策を考える

には深夜の豪雨時を想定した対策が必要と考

えられる。 
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1．はじめに 

  福岡県、大分県、熊本県など九州北部の広

範囲において甚大な被害を出した平成24年7

月の梅雨末期の豪雨においては、「これまで経

験したことのないような大雨」が生じ、熊本

県阿蘇地方を中心に種々の土砂災害が発生し

た。「平成 24 年 7月九州北部豪雨」は 12 日未

明～14日が中心であるが、既に 7月 1 日にも

大分県由布市などで、7 月 3 日には福岡県と

大分県でやはり大雨が降り、土石流や斜面崩

壊が発生した。そこで、ここでは、7 月中旬

から 9 月中旬に実施した延べ 8 日間の現地調

査に基づき、この「平成 24 年 7 月九州北部豪

雨」とそれに先立つ豪雨に伴う土砂災害の実

態と砂防・治山施設との関係を気候変動の観

点も交えて報告する。 

 

２．降雨状況 

 太平洋高気圧の縁辺を回る時計回りの南風

が多量の水蒸気を梅雨前線に供給し、7 月 1

日に大分県湯布院では 87.5mm/day、最大 1 時

間雨量 45.5mm/hr、最大 2 時間雨量 75.5mm

（県庁舎）が降った。先行雨量は 6 月 24日か

ら 30日までの 1週間に 299mmの降水があっ

た。 

 7 月 3 日には福岡県朝倉市で 125mm/day、

最大 1 時間雨量 62.5mm の降雨が生じた他、

大分県耶馬渓で 250mm/day、最大 1 時間雨量

91mm を記録して災害が生じた。次の豪雨期

間である 7 月 11 日～14 日では、熊本県阿蘇

市阿蘇乙姫で 507.5mm/day、最大 1 時間雨量

108mm、総雨量 816.5mm、福岡県八女市黒木

で 486mm/day、最大 1 時間雨量 91.5mm、総

雨量 649mm。大分県日田市椿ヶ鼻でも

396mm/day、最大 1 時間雨量 85.0mm、総雨 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 福岡県八女市黒木の年最大時間雨量の増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 熊本県阿蘇市乙姫の年最大時間雨量の増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 大分県由布市由布院の年最大時間雨量増加 

 

量 656.5mm などと記録的な雨量に達してい

る。 通常南方から流入した空気は梅雨前線帯

で上昇してその北側に積乱雲を発生させるが、

大量の水蒸気が流入すると、今回のように前

線の南縁で積乱雲が発生してその位置で豪雨

となる。7 月 11日～14 日では、複数の線状降

水帯が長時間停滞することで強雨がもたらさ

れ、大雨となったが、これら線状降水帯の形

成は、積乱雲が風上（西側）で繰り返し発生

するという、バックビルディング形成（吉崎

他 2007）であった（気象庁 2012）。さらに、

これらの地域では降雨が長期間に増加傾向に

ある（図-1、図-2、図-3）。福岡県八女市黒木、

九州北部の山地災害 



熊本県阿蘇市乙姫、大分県由布市由布院など

同様な傾向が見られる。この降雨の増加は、

後述する砂防施設の効果を上回る土砂流出を

引き起こし、災害の激化に関係すると考える。 

 また、災害発生地域では、南西斜面などに

山地における気塊の強制上昇に伴う地形性降

雨（堀口他 2004、二宮 2001、吉崎他 2007）

が発生したと見られる。次に、山地特有のこ

の現象を凝結水蒸気量から推定する。地形に

より強制上昇させられる空気塊の含む水蒸気

量すべて（上昇した単位気柱内の凝結水蒸気

量の総和がすべて）が地形性降雨になるもの

と考える簡便な計算から、地形による強制上

昇のみ考えると（災害直前の地上・高層気象

から気象力学に基づき計算し）、降り始めから

災害発生時点頃までに、阿蘇カルデラ壁の場

合、カルデラ壁斜面上部の崩壊箇所ではカル

デラ内より約 80mm雨量が多かったと推定で

きる。実際には、シード・フィーダーモデル

の考えから降雨強度についても大きかった可

能性がある。 

 ちなみに総観規模気象条件による阿蘇地域

広域土砂災害予測（公開中の Java アプレット

下記 URL）を使用し、7 月 11 日 21 時のデータ

から半日後～1 日後を予測した判定結果は

「発生可能性大」と予測が的中しているので、

上空の風速、露点温度と気温の差など総観規

模気象条件も豪雨の発生条件を満たしていた

と思われる。 

http://ffpsc.agr.kyushu-u.ac.jp/control/baiu1.html 

 

３．災害状況（位置：図-４） 

 図-5は大分県由布市湯布院町における 7月

1 日の土石流氾濫状況で、砂防ダム 2 基がか

なりの部分を捕捉したにも関わらず、流下し

た土砂が被害を及ぼした。この湯布院岳本川

の土石流については、崩壊起源ではなく渓流

堆積土砂起源と考えられ、砂防堰堤上流の渓

流の流下痕跡（高さ約 5m）より流速が約

11.6m/s と計算できる。この時土石流は堰堤

（高さ 7.5ｍ、貯砂量 4783m
3、2011 年 2 月完

成）の袖を越流して下流にまで到達した。上 

 

図-4 2012年 7月九州北部災害位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 由布市湯布院町での災害状況（上流から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 由布院上流部における砂防ダム越流の状況 

 

流の森林はスギ林であるが間伐が行き届かず、

林内雨による雨滴浸食に伴う浸透能の低下と

表面流出の増加が長期の雨量増加傾向と相ま

って土石流規模の増加につながった可能性も

あり、このため設計規模を超えた土石流とな

って堰堤を越流したとも考えられる（図-6）。 

杷木・うきは地区 

阿蘇地区 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 阿蘇市における災害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 阿蘇市における治山堰堤越流後の下流被災

状況）（上流から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9 阿蘇市における治山堰堤被災例（上部損壊） 

 

また、今回、熊本県阿蘇市では尋常ではな

い雨量に伴い崩壊土砂量の増加と崩壊の流動

化を招き、このことが流出土砂の威力を増大

させ、治山施設の破壊や下流の被害（図-7）

にもつながったと思われる事例が見られた

（図-8、図-9、久保田他 2012）。この中には 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 阿蘇市箱石峠の表層崩壊例 

 

従来の雨量に基づき設計された山腹工など斜

面対策が施された斜面でも崩壊が発生し、災

害は軽減されたが被害が生じた場合もあった。

ただし、斜面直下山脚の 80m
2程度の平坦な畑

が緩衝帯となって家屋の手前で崩壊土砂が停

止した箇所もある。従って、土地利用規制で

このような平坦地を確保し、警戒避難対策と

併用するなどの柔軟な対策が望まれる。 

 

４．阿蘇地区における浸透解析-斜面安定

解析による気候変動（降雨増加）の影響

の事例検討 

 雨量の長期的増加の影響を検討するために

阿蘇市の崩壊からとりあえず 2 事例を選んで、

FEM による飽和不飽和雨水浸透解析と安定

解析の連成解析を行った。雨量の増加率は、

回帰分析により図-2から推定し、年間 5mm/hr

増加しているとした。今回の 7 月豪雨に相当

する雨が 10 年前に降った場合の雨量を推定

して入力すると、崩壊深が 0.9m 程度の箱石

峠の表層崩壊（図-10）では、斜面安全率 Fs

が 1.0 と今回の崩壊時の Fs＝0.99 より約 1%

安全になった。ただし、手野地区の崩壊深約 

2.0m の事例（図-11）では Fs＝0.99 となり上

昇は見られず、10 年前であっても同じ降雨パ

ターンの雨が生じていれば崩壊する結果とな

った。浸透解析と安定計算に用いる土質強度 

や係数はせん断試験や透水試験などの現地サ

ンプル試験結果と類似地質の標準的なものを

用いた。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11 阿蘇市手野地区の崩壊例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12 八女市黒木における土石流により破壊され

た浸食防止用治山堰堤（上流から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-13 八女市黒木における治山堰堤破壊後の下流

被災状況（下流から撮影） 

 

５．福岡県八女地区の災害 

 これら阿蘇などの災害に引き続いて7月13

日～14 日には福岡県の八女市黒木町の山地

にも豪雨により同様な土砂災害が発生したが、

主に中生代に属する結晶片岩など三郡変成岩

地帯に発生した崩壊と崩壊が流動化した土石

流により被害が生じた。中には侵食防止用の

鋼製枠治山堰堤を破壊して流下し、下流に被

害を生じた場合も見られた（図-12）。源頭部

は片岩からなる斜面の幅約 16m、長さ約 18m、

深さ約 7m、勾配約 35 度の崩壊であり、この

崩壊土砂が下流の農地や渓流の土砂を侵食し

ながら土石流となって下流に被害を生じた

（図-13）ものと思われる。 

 このときの土石流流速などは渓流の流下痕

跡より、流速約 11.5m/s、流量約 750m
3
/s、と

推定され、崩壊土砂量も簡便な測量から約

950 m
3 と見積もられる。  

 

６．おわりに 

 今回の九州北部豪雨災害では、良く機能し

た砂防堰堤が数多くある一方で、越流または

破壊された砂防・治山施設も多く見られるの

で、降雨の増加傾向に鑑み、今後は計画雨量

や土石流対応などを見直す必要も考えられる。

また、構造物による対策のみではなく、間伐

など森林の適切な管理による表面流出の増加

防止や根系の発達促進による表層崩壊の軽減

を図るとともに、土地利用規制や警戒避難と

組み合わせた土地利用の適正化により災害を

軽減することが有効かと思われる。 
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平成24年度自然災害研究協議会西部地区部会研究発表会プログラム 
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高橋 和雄 

後藤 健介・○
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○

 
高谷 精二・緒方 一・鈴木 恵三 

閉会の辞（18:10～18:15） 
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