1975 年大分県中部地震の被害と地形条件の関係
石澤 彩佳
落ごとに異なる被害件数や程度の差について，

１．はじめに

詳細な地形判読結果に基づいて，被害程度と
地形条件との関係性について検討していく
（図 1）
。
２．調査地域の地震概要
大分県中部地震は，1975 年 4 月 21 日午前 2
時 35 分 51 秒に発生した，大分県中部を震源
とするＭ6.4 の地震である。地震発生時，夜
半であったため地震の衝撃が強かったが，負
傷者の数は少なく，死者は出なかった。建物
の被害は東西の約 25 ㎞，
南北に 7-8 ㎞という
比較的狭い，帯状の地域において壊滅的な被
害があった。また道路や水田の被害も甚大で
あった。全壊家屋 54 戸，半壊家屋 92 戸，一
部破壊家屋 2071 戸，非住宅の全半壊 102 戸，
道路の欠壊 140 ヶ所であった（伯野ほか，
1975）
。
３．調査方法

図 1 調査地域

本調査では，
まず 1976 年国土地理院撮影の
空中写真を判読し，対象地域の地形分類を行

地震の被害程度と地形条件との関係につい

った。現地では由布市庄内町内山地区，阿蘇

ての研究は多くなされている。碓井（2003）

野地区（上重，井出下，原中，日ヶ暮）にお

や藤沢ほか（2010）では，どのような地形条

いて，地震被害の状況と発生時の様子，避難

件が被害差に関係するのかについて述べてい

の様子に関して聞き取り調査を行った（図 1）
。

る。また石川ほか（2000）では，
「震災の帯」
と呼ばれる箇所の被害差の原因について，地
形・表面地質・地盤特性の面から検討してい
る。内陸直下型地震では九州最大と言われる
大分県中部地震に関しても，震災の帯を確認
することができた（伯野ほか，1975）
。しかし
ながら帯内と帯外での被害差の地形条件との
関係性については，詳細な研究はなされてい
ない。そこで本研究では帯内の内山地区と帯
外である内山の隣の阿蘇野地区について，集
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図 2 内山地区被害分布図

からなくなるまでであった。さらに水田にも

由布市全地図 1：25000 を使用

墓石と同じく南北方向に亀裂が入っていた
（写真１－5）。また，道路被害に関しては，

※段丘面は高位面から 1-5 となっている。

山腹部の切り取り部・盛土部に被害が多かっ
た。また既存研究の川崎（1976）より，地震

４．調査結果

直前に 120-130mm の雨により斜面がゆるん

各地区の地形分類と被害状況について，詳
細を述べる。

でいたことや風化凝灰岩による切り取り斜面

１）内山地区

であるため元来もろかったことが崩壊の原因

内山地区（図 2）は最も被害が大きかった

として挙げられる。

集落の一つである。総戸数 12 がすべて全壊
した。大規模な地滑りや火災等が起こらなか
ったこともあり，死者は出なかったが，民家
は石垣で土溜めをしたところに建てられてい
るため，石垣が崩れて家屋に大きな被害を出
した例が多い（写真 1－1）
。また，家屋とし
ての原型は保っているが全体的に傾倒したり
（写真 1－2）
，基礎の石積が崩壊して全壊し
たりしたものもある（写真 1－3）
。ほとんど
すべての家屋が木造平屋建てであることに加

写真 1-1 全壊した石垣（株式会社応用地質

え，過去に大きな地震をまったく経験してお

調査事務所（1976）写真－143）

らず，建物の耐震対策が進んでいなかったこ
とも，被害を大きくした一因と言える。内山
地区での墓石の倒壊率は 100%で，そのほと
んどが南北方向に転倒していた（写真 1－4）
。
どの竿石がどの台石に乗っていたのか全く分
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写真 1-2 傾斜した畜舎（株式会社応用地質
写真 1-5 水田の亀裂（大分合同新聞

調査事務所（1976）写真－9）

1975/04/23）
２）阿蘇野地区
図 3 上重・井出下地区被害分布図
由布市全地図 1：25000 を使用
※段丘面は高位面から 1-5 となっている。
＜上重＞
写真 1－3 基礎の石積の崩壊（株式会社応用
地質調査事務所（1976）写真－3）

写真 1-4 内山地区の墓石の倒壊（地震研究
所（1975）Fig60）
家屋の傾斜はあったものの，全壊被害は本地
区ではなかった。家屋被害よりも畜舎被害が
多く，これらは堀立て柱に板張りし，屋根に
波形鉄板を敷いた比較的粗末な構造であるた
め，畜舎は老朽化していると考えられる。家
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屋は基礎から上部建造物が移動したもの（写
真 2‐1）や墓石の被害の多くも大部分は基礎
に異常がなく，下位から 2～3 番目の石が移動
している（写真 2－2）ところが多い（図 3）
。
＜井出下＞
建物の石積に亀裂の入ったもの（写真 2‐3）
や聞き取り調査では激しい倒壊や沈下などの
全壊に至るケースも見られた。また石垣の崩
れや道路の亀裂，水田への亀裂も認められた

写真 2-3 盛土練積みへの亀裂（株式会社応

（図 3）
。

用地質調査事務所（1976）写真－13）

写真 2-1 木造モルタル住家のコンクリート
基礎からのズレ（株式会社応用地質調査事務

図 4 原中・井出下地区被害分布図

所（1976）写真－22）

由布市全地図 1：25000 を使用
※段丘面は高位面から 1-5 となっている。
＜原中＞
この集落は阿蘇野地区の 4 つの集落の中で
は最も被害が小さかった。
聞き取り調査では，
地震の揺れのみで家屋や水田の被害はなく，
家具の転倒もなかった。また阿蘇野小学校で
は木造校舎のモルタル壁に小さなひび割れが

写真 2-2 墓石の転移（株式会社応用地質調

認められる程度の被害であった（図 4）
。

査事務所（1976）写真－166）

＜日ヶ暮＞
原中より震央から離れているものの，被害は
原中より大きかった。家屋への被害は外壁の
ひびや屋根瓦の落下程度であり，石垣の崩れ
が多く，これがこの集落で最も大きい被害で
あるという。また聞き取り調査の結果から，
余震を何度も感じた上重・井手下に比べると，
余震の大きさ・数ともに少なかった（図 4）。
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日ヶ暮は段丘面１から５の段丘によって構

５．考察
調査地域の被害差の要因について

成されている。最も高位である段丘面１では

１）内山地区

半壊家屋の被害を確認することができた。原

ここは最も震央に近い地域の一つである。

中よりも震央からは離れた地域であるが，前

したがって家屋のある場所ではほぼすべてが

述の聞き取り調査からも，日ヶ暮の方が全体

被害を受けたと言える。しかしながら，開析

的に被害が大きい。

谷での水田被害が段丘面２よりも多いことか
ら，開析谷の軟弱地盤がこの被害に影響を与

６．まとめと今後の課題

えたと考えられる。またこの地域の地質に関

地形条件と各地区の被害差との関係性につ

する既存研究，首藤（1976）では，この地域

いて調査をした。既存研究にある地盤被害が

の地質は酸性岩質凝灰岩であり，水を吸収し

起こりやすいとされる扇状地面では被害を確

て膨張する性質を持ち，
一般に
「地滑り粘土」

認することができた。地形条件からみると，

と呼ばれていると述べている。したがって，

開析谷では家屋のみならず，水田や道路など

この鉱物を含む崖錐堆積物が崩壊の要因を持

被害の種類が多かった。軟弱な地質であるこ

っており，さらに地震直前の降水によって地

とに加え，水を含みやすい地質であるため被

盤が緩み，被害が拡大したと考えられる。

害が発生したと考えられる。また被害件数だ

２）阿蘇野地区

けを見ると，段丘面で最も被害件数が多く，

＜上重＞

次いで沖積扇状地面，
山地丘陵となっている。

この集落は阿蘇野地区で最も震央に近く，

しかしながら地形条件で見ると段丘上に家屋

また集落の多くは沖積扇状地面であり，既存

数が多く，また調査を行えていない地形条件

研究によると地震動による災害が大きくなり

や家屋もあり，単純な比較では述べることは

やすい軟弱地盤であるため，被害が大きくな

難しい。開析谷など局所的地形条件と被害の

ったと考えられる。

関係は議論できたが，本調査の結果が一般的

＜井出下＞

に言うことができるかをさらに検討の余地が

この地域も上重と同様沖積扇状地面が多く

ある。

を占めているが，その中でも道路の被害が多
く，ある一か所に集中している（図 3）
。開析
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調査地域の中で唯一，家屋，道路，水田そ
の他の被害を確認することができなかった。
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