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１．はじめに 

一般に、大規模地震後は崩壊や土石流が発生しやす

くなるため、土砂災害警戒情報の雨量基準（CL）を一

時的に引き下げて運用される例えば 1）。（以下、通常時の

CL を通常 CL、通常時より引き下げた CL を暫定 CL
という）。平成 28 年（2016 年）熊本地震では、国内で

発生した他の大規模地震の中でも特に強い揺れ（震度

７）が観測され、阿蘇外輪周辺では、多数の亀裂の形成

とともに多くの崩壊・土石流が多発した。また、さらに

その 2 箇月後の 2016 年 6 月豪雨時にも、新規の拡大崩

壊や土石流等が発生している 2）。

2016 年 6 月豪雨時の土砂移動に関して、熊本地震前

に比べて少ない降雨で発生したことが報告されている

が 3）、暫定 CL による捕捉率の調査事例や、2016 年 6
月豪雨時の土砂移動発生に影響した熊本地震の地震動

の諸元や地形的特徴などを分析した事例は少ない。

そこで、本稿では、阿蘇外輪エリアで 2012 年 7 月と

2016 年 6 月の豪雨時にそれぞれ発生した土砂移動を対

象として、通常 CL および暫定 CL での捕捉率 4）を調査

し、熊本地震前後の各 CL における捕捉率の比較検討を

行った。また、熊本地震時と 2016 年 6 月豪雨時に発生

した土砂移動について、それぞれ勾配、平均曲率、最大

加速度からなる内田ら（2004）5）地震時の崩壊危険度 F
（以下、「F 値」という）との関係性を調査し、両者の

特徴の比較を行った。

２．調査手法 

2.1 土砂移動データ 

今回の検討では、図-1 の阿蘇外輪周辺の 3 次メッシ

ュ内において、熊本地震前後、熊本地震時の 3 つの期

間にそれぞれ発生した土砂移動を対象とした。

土砂移動データは、災害報告ベースの土石流・がけ崩

れの災害データに加え、熊本地震時と 2016 年 6 月豪雨

時は、LP データに基づき判読された土砂移動箇所を使

用した。具体的には、熊本地震時の土砂移動データは、

図-2 に示される①の時期の LP の判読結果に基づき土

砂移動箇所を特定した。また、①の時期と②の時期の

LP による判読結果の差分から得られた熊本地震以降

の新規・拡大崩壊箇所・新規の土石流箇所を 6 月豪雨

時に発生した土砂移動データとした。なお、検討は 3 次

メッシュ（1 ㎞メッシュ）単位で行った。

2.2 調査方法

2.2.1 熊本地震前後の捕捉率の調査

2012 年 7 月豪雨と 2016 年 6 月豪雨時に発生した土

砂移動を対象として、各メッシュでの実況雨量からス

ネークラインを作成し、それぞれ通常 CL および暫定

CL における捕捉率を求めた。

暫定 CL は、熊本地震後に運用された通常 CL に対す

る 7 割、8 割の基準を使用した。また、2016 年 6 月豪

雨時は、熊本地震時の各メッシュにおける推計震度毎

の捕捉率を確認した。LP の判読結果に基づき追加した

土砂移動データなど、詳細な発生時刻が不明な土砂移

動については、一連の豪雨の中で RBFN 値(Radial  
Basis Function Network）が最低となった日時を土砂

移動発生のタイミングと推定し、捕捉率を算定した。
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熊本地震 6月豪雨

計測時期①：熊本地震後

※大部分は6月豪雨前に計測

計測時期②:2016年6月豪雨後

図-1 調査エリアと土砂移動箇所 

※陰影図は基盤地図情報の 10mDEM データを基に作成

図-2  LP の計測時期 
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2.2.2 F 値と土砂移動の発生率との関係の調査

熊本地震時と 2016 年 6 月豪雨時を対象として、土砂

移動の発生率％（土砂移動発生メッシュ数/メッシュ全 
数）を F 値のカテゴリ別に算出し、比較検討を行った。

なお、F 値は下式で表される。 
F＝0.075I－8.9c＋0.0056a－3.25） 
I：勾配（°） c：平均曲率 a:最大加速度(cm/s2) 
地形条件は、基盤地図情報の 10mDEM データ、最大

加 速 度 は QuakeMap6) の 250m メ ッ シ ュ の 値

（2016.4.16 熊本地震の本震のもの）から 3 次メッシ

ュ内の最大値を採用した。F 値は 10m 四方で算出した

ものを 3 次メッシュ単位で平均化して代表値とした。 
３．結果 

3.1 熊本地震前後の捕捉率 

図-3に示すように 2012 年 7 月豪雨時は、通常 CL で

の捕捉率 90％以上である。2016 年豪雨時は、主に土砂

移動の発生時刻を RBFN 値の最低値とした推定である

点に留意する必要があるが、通常CLでの捕捉率は66％
程度と 2012 年 7 月豪雨時より低く、震度エリア別にみ

ると震度が大きかったエリアほど捕捉率が低くなって

いる。また、2016 年豪雨時は、通常 CL と比べて暫定

CLの捕捉率は大幅に向上しており、震度 6弱エリアは、

暫定 CL（8 割）の捕捉率が通常 CL より 40％も向上し

ている。また、すべての震度エリアにおいて、暫定 CL 
（7 割）での捕捉率が 100％となっている。 
3.2 F 値と土砂移動の発生率との関係 

図-4 に示すように、熊本地震時には F 値が大きいメ

ッシュほど土砂移動の発生率が高い傾向が認められる。 

2016 年 6 月豪雨時は、熊本地震時に比べると全般に

発生率％は低いものの、熊本地震時と同様に、F 値が大

きいメッシュのほうが発生率は高い傾向となっている。 
４．まとめ 

熊本地震より 2 箇月後の 2016 年 6 月豪雨では、熊本

地震時に震度が大きかったエリアほど、地震による影

響が大きく、地震前よりも少ない降雨規模で発生した

可能性があり、震度が大きいエリアほど暫定 CL を用い

ることの有効性が示唆される結果となった。また、2016
年 6 月豪雨で新規・拡大崩壊した箇所は、内田ら

(2004)5)による地震時崩壊危険度 F の高い箇所が多く

含まれており、熊本地震による地震動の影響が大きい

箇所で発生した可能性が高いと考えられる。このため、

地震後の降雨による土砂災害への影響も地震時の影響

評価の適用や応用が可能である可能性も考えられる。

熊本地震後の阿蘇外輪周辺にて確認された多数の亀

裂の存在は、地表からは不可視の地盤内部に亀裂が存

在する可能性も示唆しており、本稿の結果はこのよう

な地表面の変状等から推察できる地盤影響の大きさを

反映したものと考えられる。そのため、大規模地震後に

警戒すべき地域の抽出は、震度のみならず UAV 等によ

る地表面調査の結果が参考となる可能性が考えられる。 
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図-4 土砂移動の発生率と F値との関係

図-3 各 CL での土砂移動の捕捉率 

※捕捉率は降雨数に基づいた算出法に基づく 4)
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