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ま え が き

昭和57年 7月 23日 ,17時から24時 にかけて長

崎市とその周辺地域は, 7時間降水量において

500111111以 上の梅雨前線豪雨に襲われ,死者0行方

不明者は299名 に及んだ。この災害で長崎県が受

けた被害金額の総額は3,153億 円に達したが,項

目別では,商工の963億 円(30.55%),農林の843

億円 (26.72%),土木の556億 円 (17.76%),家

屋の431億円 (13.67%)と いう大災害であった。

またこの中,長崎市のみでも約2,120億円の被害

をこうむった。

長崎豪雨による299人 の被災者中,土砂 くずれ

による死者は262人 (87.6%)で あり,残 りの37

人 (12.4%)が 出水による犠牲者であった。こ

れは,昭和32年 7月 25日 の諫早大水害による782

人の犠牲者の殆んどが水死したのとは対照的で

ある。これを長崎市のみに限定すると,被災者

は262人 で全体の87.6%を 占めている。その中で

土砂 くずれでは231人 (88.2%)が死亡し,性別

内訳が男94人 (39。 3%),女 137人 (60.7%)と

*日 本応用地質学会九州支部

昭和58年度総会にて講演

(昭和58年 6月 4日 ,妙福岡市)

なっているのは,豪雨の始まる時刻が19時頃で

あり,男性が勤務先より帰宅できなくなってい

る中で災害が発生 したためと考えられる (岡

林・高橋,1982)。

長崎の豪雨災害は,異常な降水量を伴つた梅

雨末期の大雨に起因して発生したものであるが,

同時に長崎市のような山腹斜面に住宅地が発展

してきた都市構造が原因となった典型的な都市

災害ともいえよう。この豪雨災害の発生条件を

要約すると,次の諸点が考えられる。

素因として

1)崩壊土砂の起原をなす山腹斜面の崩積土

や,渓流堆積物などを蓄積してきた,地形・

地質 (風化 0侵食 0運搬作用も含む)。 地史

的条件。

2)傾斜地に宅地を発達させた地理的 。社会

的条件。

3)溺れ谷の湾奥部や,河川下流域の氾濫原

などを,埋立工事により下町地域として発

展させてきた歴史的変遷。

誘因として

1)7月 10日 から21日 にかけての,300-800

11mの 先行降水量による地表部の湿潤化 と,
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0 最大 1時間降水量 (lllll:23日 9時から
24日 9時 まで)

自由地下水面の上昇。

2)7月 23日 夜の,梅雨末期の記録破 りの集

中豪雨。

1。 長崎豪雨時の気象状況

長崎地方における昭和57年の梅雨入りは,平

年より7日遅れて6月 13日 であったが, 6月 の

降水量は66mmで あり,平年 (333.711ull)の およそ

20%に すぎなかった。この状態が 7月 9日 まで

続いたため,深刻な水不足が懸念されていた。

しかし, 7月 10日 頃から梅雨前線が北上して長

雨となり,20日 までの長崎海洋気象台における

総降水量は59311ullに 達した。とくに,豪雨災害発

生の 3日 前の20日 の降水量は243.Ollllnと なり,梅

雨末期にふさわしい大雨となった。

7月 23日 になると,九州南海上まで南下して

いた梅雨前線が再び次第に北上し,長崎市周辺

においては,17～ 22時の間に雷まじりの集中豪

雨に見舞われた。市の北郊の西彼杵郡長与町で

は,19～ 20時の最大 1時間降水量が18711urlを 記録

し,本邦気象観測史上の第 1位 を更新した。最

大 3時間降水量では,東長崎の矢上団地で観測

された19～22時の366mmが ,史上第 2位の記録 と

なった。また,最大 7時間降水量では,23日

17～24時 に矢上団地で観測された531。 511mが最

大値であるが,こ の時間帯の降水量が今回の大

(B)7時間降水量 (llIIl:23日 17時～24時 )

雨の大部分を占めていた (荒生,1982)。 (第 1

図)

2。 長崎地域の地質の概要

長崎市の市街地を取 り巻 く標高200～ 400mの

山地は殆んど火山岩類よりできている。現在で

はかなり侵食が進んでいるため,全体的な火山

体としての形態が失われているものの,溶岩台

地の名残 りを留めている所もある。火山活動は

完全に終わっているので,長崎市周辺の火山岩

類の分布地域を長崎火山と呼ぶにはいささか抵

抗を感ずるむきもあるが,雲仙岳や多良岳など

に充分比較できる分布面積を占める火山岩類で

構成される地域であり,あ えて「長崎火山」の

名称を用いている。

長崎火山の占める地域は,東西15km,南北20

kmに及んでいる。火山岩類の基底部は,北部の

多良・長与町と,東部の長崎市古賀・矢上では

古第二紀層を,南部の長崎市茂木から唐八景を

経て小ヶ倉に至る地域では野母半島を構成する

結晶片岩や白亜紀～古第二紀層を,ま た西部の

式見 0手熊では西彼杵半島を構成する結晶片岩

を基盤として,大 きな不整合関係で重なってい

る。

長崎火山を構成する最も主要な地質状況は,

九州の中部の大分・熊本両県で認められている,

第 1図  1982年 7月 23日 ～24日 雨量分布 (荒生,1982)
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:沖 積 層・埋 立 地

:洪 積 層

:流紋岩質火山岩類

:角閃石安山岩 (井樋ノ尾岳 )

:無斑晶質安山岩 (英彦山型 )

:輝石安山岩質火山岩類

7匿コ :変朽安山岩(プロピライト)

8囲  :玄武岩質火山岩類

9囲  :閃緑岩 (川平閃緑岩)

10目  :古第三紀層

11匡ヨ :花闇岩

12回  :結晶片岩 (西彼杵変成岩類)

第 2図 長崎地域地質図
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第四紀更新世の豊肥火山活動の噴出物によく類

似している。この火山活動の初期には,軽石を

含む凝灰質の水底堆積物を形成し,本地域では

茂木植物化石層が堆積している。引続いて凝灰

角礫岩の厚い火山砕屑岩が重なり,最後に輝石

安山岩の溶岩の大規模な流出があって,溶岩台

地を形成している。

長崎市街地を取 り巻 く岩屋山・稲佐山・金比

羅山 0英彦山 0唐八景・星取山などでは,山麓

部に安山岩の溶岩が見られる所もあるが,中腹

には厚い凝灰角礫岩が発達し,山頂部はいずれ

も灰色の輝石安山岩で構成されている。長崎火

山の北部に当たる大村湾南岸地域の鳴鼓岳・琴

ノ尾山・鎌倉山などにおいても同様な状態で火

山岩類が重なっている。

長崎市の浦上川上流地域より時津町にかけて

は,豊肥火山活動に先立つ古い火山活動によっ

て噴出した火山岩類が分布する。岩質は変化に

富み,流紋岩質・安山岩質 0玄武岩質の溶岩や

火山砕屑岩があり,部分的に後火山活動の熱水

変質の影響を受けて,脱色・粘土化・鉱化作用

を受けている。とくに浦上水源池の周辺部や,

東長崎の現川地域にはプロピライ ト (変朽安山

岩)が広 く分布する。また浦上川上流の川平や

三ッ山付近には川平閃緑岩と呼ぶ細粒の閃緑岩

が分布する。そのため,隣接する長与付近に分

布する古第二紀層は熱変成により,軽度のホル

ンフェルス化作用を受けている。

長崎火山地の東部は八郎川を隔てて井樋ノ尾

火山と呼ぶ黒雲母角閃石安山岩よりなる溶岩円頂

丘が分布する。山体の傾斜も強 く,山腹部には

30～ 40° にもおよぶ傾斜度をもっている。この火

山地の麓に分布する古第二紀層の泥岩層の一部

には, この角閃石安山岩の貫入による熱変成を

受けて硬化している部分がある。

長崎火山岩類の基盤をなす結晶片岩類は西彼

杵変成岩類 として一括されている。西彼杵半島

におけるこの変成岩は主として黒色片岩 (絹雲

母石墨石英片岩)よ りなる。また野母半島では

黒色片岩と互層する緑色片岩 (緑泥石緑簾石片

岩)が発達している (第 2図 )。

3。 長崎豪雨 によ る斜面崩壊

長崎地方を襲った 7月 23日 夜の異常な集中豪

雨により,長崎県下でおよそ4,500個 所で斜面崩

壊が発生した。とくに,長崎市と北側に隣接す

る時津0長与町では,約3,770個 所が崩壊し, 1

厨あたりの崩壊数が70個所以上の範囲は,時津

町元村郷と長与町高田郷付近,及び長崎市東長

崎の矢上付近にみられた(大八木,1982)。 これ

らの地域は,いずれも長崎のベッドタウンとし

て近年急速に人口が増加し,ま た交通網も密に

なってきている所だけに, この災害によって市

民生活へ及ぼした影響はきわめて大きかった。

これらの斜面崩壊 (山 くずれ,土石流,地す

べりなど)は ,基岩の地質をとくに選択するこ

となく,は げしい降雨域に集中的に分布し,最

大 1時間降水量では150111111以上,7時間降水量で

は4501nm以 上の範囲に著 しく発生個所が集中し

ている。しかし,崩壊の形態や崩壊物質の性状

は,それぞれ由来する地質条件や岩石 0地層の

種類によって異なっている。

長崎豪雨によって発生した斜面崩壊の地質的

な分布地域には,次の 6つ の識別がなされる。

( )内は主な災害発生個所である。

1.長崎火山岩類地域 (鳴滝,奥山,芭塚 ,

第 1表 長崎市における地質地域別人的被害

割 合 (%)

1.長 崎 火 山 岩 類

2。 井樋 ノ尾火 山岩

3。 川 平 閃 緑 岩

4。 西浦上変朽安山岩

5。 古 第 二 紀 層

6。 西彼杵変成岩類

53.3

17.5

14.4

10.5

3.5

0。 9

被災者 (人 )
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第 3図 長崎市西北部における地質別土石流・ 山くずれの分布
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第 4図 長崎市東部における地質別土石流・ 山くずれの分布
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西山本場,小江原,上浦)

2.西浦上変朽安山岩地域 (昭和町,三川町,

田川内,平間)

3.川平閃緑岩 (川平,六枚板)

4.井樋ノ尾火山岩地域 (瀬古,侍石,上戸

石,川内,千東野,船石,補伽)

5。 古第二紀層地域 (古賀中里,矢上,赤松)

6.西彼杵変成岩類地域 (西彼杵半島大瀬戸。

琴海,野母半島宮招 。大崎・八郎岳)

4.地質別斜面崩壊の特徴

(1)長崎火山岩類地域

長崎火山岩類は豊肥火山活動による噴出物で

あ り,基 底 部 に は茂 木 植 物 化 石 層 (Late

Pliocene)の 様な湖成層を伴う。一般に下半部は

凝灰角礫岩～火山角礫岩よりなり,中部では輝

石安山岩の溶岩を狭んで互層をなし,最上部は

輝石安山岩の溶岩となって,溶岩台地を形成し

ている。 (第 3, 4図 )。

今回, とくに人的被害の著しかった鳴滝 (24

人),奥山 (24人 ),芭塚 (17人 ),宿町 (11人 )な

どは,いずれも基岩が溶岩流状の輝石安山岩と

凝灰角礫岩が互層する所である。この崩壊の原

因としては,山腹斜面の浅い谷地形に降雨が集

まり,表層部の安山岩の転石混 りの崩積土が洗

掘されて山崩れに発展したことが考えられる。

とくに,塊状 。無層理の凝灰角礫岩の上を覆っ

ていた崩積土は,す っかり剥脱されて洗い流さ

れる場合が多かった。

芭塚や小江原では,安山岩の転石混 りの崩積

土や渓流堆積物が土石流として流下し,下流部

の住宅地に多量の転石を運び入れて,家屋を倒

壊させ,人的被害を発生させている。また,長

崎市南東部の茂木地区の大田尾 。飯香ノ浦・北

浦などにおいても,延長の長い土石流が発生し,

谷頭部に分布する安山岩分布域より巨大な岩塊

が流送されると共に,流路の側方浸食も起して,

ビワ・ ミカン畑に甚大な被害を与えた。

(2)西浦上変朽安山岩地域

長崎市内の浦上川上流地域 と,そ の西側の時

津・長与町,及び東側の東長崎地区の現川・田

川内一帯には,変朽安山岩 (プロピライト)が

広 く分布する。この地域の斜面崩壊としては,

長崎市昭和町や三川町において,隣接した 5箇

所のミニ開発住宅地の背後斜面における崖 くず

れがあり,15人の犠牲者を出している。 くずれ

た崩積土は必ずしも厚いものではないが,基岩

との間は不連続であり,剥脱し易い状態にあっ

たものが落下している。

東長崎地域の田川内においては,変朽安山岩

の丘陵に地すべりが発生し, ミカン畑や道路が

欠壊した。

(3)川 平閃緑岩地域

33人 もの犠牲者を出した川平の筒 水 平にお

いては,川平閃緑岩の風化帯の山くずれに端を

発した土石流が,渓谷中の渓流堆積物を洗掘し

たり,側方侵食をともないながら,長崎バイパ

スを越流して本流の浦上川にまで一気に流下し

て大惨事 となった。谷頭の崩壊斜面は平均して

約30° の傾斜をもち,閃緑岩の風化帯の厚さは約

3mに及んでいるが,マサ状の部分には玉ねぎ

状構造が形成されているため,流送された崩壊

物の中には多量の閃緑岩の玉石を含んでいる。

天竺山 (385m)の 頂きをはさんで反対側の六枚

板においても,同様な山くずれと土石流が発生

し,田畑に被害を与えている。

(4)井樋ノ尾火山岩地域

東長崎地区の八郎川以東においては,角閃石

安山岩で構成された溶岩円頂丘があり,普賢岳

(439m),行仙岳 (456m),船石岳 (451m),

井樋ノ尾岳 (407m)な どの山が寄 り集ってい

る。これらの山塊では,山頂近 くに端を発した
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第 2表 安山岩の比重及び吸水量

地 質 岩石の種類 産 地 上ヒ匡巨
量%

長崎火山岩類 複輝右安山岩 奥 山 2.734 0.960

井樋ノ尾火山岩 角閃石安山岩
侍石 2.570 3.206

瀬古 2.543 3.482

(昭和57年 9月 濃J定 )

放射状の多くの土石流が発生し,谷の出口に拡

がった扇状地的な緩斜面上の住宅地を襲って58

人 (長崎市40人,飯盛町18人)の犠牲者を出し

た。主な土石流の発生個所と被災者数は,長崎

市では,瀬古 (5人),長竜寺 (3人 ),侍石 (4

人),上戸石 (15人 ),川内 (8人 ),飯盛町では

補伽 (15人 ),里名 (3人)である (第 4図 )。

土石流により流送された運搬物は,殆んどが

自色の角閃石安山岩であり,角のとれた円礫の多

いことは,長崎火山岩類の輝石安山岩の転石が

かなり角ば'っ ているのと対照的である。これは,

吸水量の比較で明らかなように,い くらか多孔

質で軟弱であることによる(第 2表 )。 土石流の

末端部の前面には砂が堆積するが,崩積土中の

粘土質の細粒物質は川の運搬物として流失して

いる。

(5)古第二紀層地域

東長崎地域の八郎川流域や多良見町喜々津付

近に分布する古第二紀層地域は,地形的にも斜

面崩壊の箇所数も少ない。しかし,東長崎矢上

地区の赤松 0館 0平間や,古賀地区の中里と四

牛山西斜面,及び喜々津ゴルフ場付近では,泥

質岩の風化帯の山くずれや,砂岩層の
｀
流れ盤す

べりによる斜面崩壊が発生している。

(6)西彼杵変成岩類

西彼杵変成岩類は,西彼杵半島では主として

黒色片岩が,ま た野母半島では黒色片岩と緑色

片岩の互層として発達する。一般に黒色片岩の

分布する所では,片理面にそった流れ盤的な山

くずれを起す場合が多い。緑色片岩をともなう

場合は,風化した黒色片岩に由来する砂質土中

に,緑色片岩の岩塊を取 り込んだ崩積上が山く

ずれを起している所が多い。千々石湾 (橘湾 )

に面した長崎市の茂木南部の宮招・大崎・千々

一帯では,特産の茂木ビワを古 くから栽培して

いるが,ビ ワ畑の流出決壊1,394箇所,土砂の流

入423箇所に及んでいる(池永,1982)。 長崎市の

最高峰の八郎岳 (590m)の 西斜面にも結晶片岩

中の土石流が発生している。

む す び

昭和57年 7月 23日 に長崎地方を襲った梅雨前

線にともなう集中豪雨は,日 没から真夜中まで

の,わずか数時間に大災害をもたらした突発的

な異常現象であった。降水量の著 しい地域に

あっては,大規模な山くずれや土石流が発生し

て住宅密集地を直撃し,多 くの死傷者を出した。

また,下流域の下町地域においては2mを越す

浸水被害を受けた所があり,都市防災における

多くの課題を残すことになった。

災害地質学の立場から長崎水害の実態を調査

し,種々考察を加えてきたが,そ の結果の報告

として次の 2篇 を公表している。参考文献等に

ついてはこれらの刊行物を参照して頂ければ幸

いである。

1。 鎌田泰彦・松岡数充 0近藤 寛 (1982):

地質的条件からみた災害の特性.昭和57年

7月 長崎豪雨 による災害の調査報告書

37-52.(長崎大学学術調査団)

2。 鎌田泰彦・近藤 寛 (1983):日召和57年 7

月長崎豪雨による都市地質災害.地質学論

集 23号,167-185.

―-24-一


