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１．はじめに 

 

島は海に囲まれ、狭隘性、脆弱性という特徴を持ち、そこには独自の自然、文化、社会経済シ

ステムが存在している。また、地球温暖化や経済のグローバル化など、さまざまな環境変動の影

響を強く、しかも迅速に受ける地域でもある。 
鹿児島県は、南北 600 ㎞に広がる地域に有人離島 28 を有する全国でも有数の離島県である。

その離島は、毎年のように集中豪雨、台風などの自然災害や、ときには火山の噴火に見舞われる。

また、島外への人口の流出問題や高齢化の進行なども深刻化している。そのため、島の歴史や文

化が流出・消滅の危機にあるといえよう。そのことは、島の人びとがこうした自然災害や火山噴

火に対応し、そこから復興してきた過程、すなわち自然とともに生きてきた証拠（記録）が消滅

することを意味する。 
わたしは 2013 年度より「鹿児島県歴史資料防災ネットワーク（準備会）」を立ち上げ、歴史資

料の悉皆調査を全県で実施してきた（http://kagoshima-shiryounet.seesaa.net/）。その矢先のこ

とである。 
2015 年 5 月 29 日午前 9 時 59 分、鹿児島県口永良部島の新岳で爆発的な噴火が発生し、火砕

流が海岸まで到達した。気象庁では午前 10 時 7 分、「噴火警報」を発表し、噴火警戒レベルを 5
の「避難」に引き上げた。 
気象庁によると、噴煙は火口から上空 9000 メートルの高さまで上がり、火口周辺に噴石が飛

散しているのが確認されており、島のほぼ中心に位置する新岳から流れ出した火砕流は、南西側

から北西側の向江浜地区にかけての海岸ま

で到達した。 
ただちに全島避難となったが、12 月 25 日

に一部地域を除いて避難指示が解除され、住

民を帰島させる「帰島宣言」が発せられた。

復興・復旧への道をようやく歩きはじめた。 
それに先立つ 2014 年 8 月 3 日、34 年ぶ

りに新岳が噴火した。接近する大型台風 11
号のなかで、再度の噴火が起これば避難のし

ようがなくなるとの危惧から、消防団の判断

で子どもたちや年配者、約 70 名が、島外に

自主避難したのである。島民が、かつての経

験を活かして自主的に判断したことが注目

される。 
今後、噴火のたびに全島避難が繰り返され、

「噴火＝全島避難」の図式が定着することに

なれば、自主的に判断する知恵や文化がなく

なってしまう。そのことは、島の人びとがこ

うした自然災害に対応し、そこから復興して

きた過程、すなわち自然とともに生きてきた

証拠（記録・記憶）を奪い取ってしまうこと

になりかねない。 
さらに、歴史資料の保管は、ほとんどの場
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合、個人単位で行われているわけだが、自

然災害や火山災害から守り伝えられてき

た資料は、その地域の歴史を語る公的な資

料ともいえる。一方で、それらは一度災害

が起こればなすすべもなく消滅してしま

うだろうし、個人所有であるが故に消滅し

てしまう資料も多い。 

しかしながら、こうした歴史資料に対す

る所蔵者の愛着や思いは並々ならぬもの

がある。 

わたしが県内各地の歴史資料の悉皆調

査を行っているのは、災害が起きるとそれ

を契機に家や蔵に古くから置かれていた

歴史資料が廃棄・処分されてしまうことが

よくあるからである。 

家々にはさまざまな形で家の記録や地域

の歴史を伝えるものが数多く残されている。

しかし、自然災害により長く伝えられてき

た古い文書や記録などがなくなってしまう

とすれば、それは家にとっても地域にとっ

ても残念なことといわざるをえない。 
1995 年の阪神・淡路大震災以降 20 年を超えて、現在まで全国各地で 20 を超える資料保全ネ

ットワークが組織され、日々活発な活動が行われている。こうした活動を行うさい、「なにを歴史

資料と考え、なぜそれを保全しようとするのか」ということが問われる。歴史資料は、文化財に

指定されているような著名なものだけではない。昔の人の暮らしぶりなど、地域の歴史を知る手が

かりとなるものが歴史資料である。 
 
 ◎古文書（くずした文字で和紙に書いたものなど） 
 ◎古い本（和紙に書かれて冊子にしてあるものなど） 
 ◎明治・大正・昭和の古い本・ノート・記録（手紙や日記など）・新聞・写真・絵 
 ◎古いふすまや屏風（古文書が下貼りに使われている場合がよくある） 
 ◎自治会などの団体の記録や資料 
 ◎農具、機織りや養蚕の道具、古い着物など、物づくりや生活のための道具など 
 
 これらのものは母屋や蔵、あるいはそのなかの箱やタンス、長持などに収められていることが多

い。一見すれば紙くずやゴミに見えるものでも、実際には貴重な歴史資料である場合がよくある。

したがって、地域の風景が失われても、地域の記憶を失わず、それを次世代に引き継いでいくこと

が歴史資料を保全する目的であると考える。 
東日本大震災の津波によって流されてしまった写真をはじめとした思い出の品々（賞状、卒業

アルバム、ランドセルなど）を持ち主やその家族へ届ける取り組みが行われた。「写真を取り戻す

ことは生きた過去を取り戻すこと」（『朝日新聞』2014 年 2 月 25 日朝刊）。「家や地域の歩みを示

すものは、まさに家や地域の存在証明そのものである。家や街、地域の歴史の保全は、コミュニ

ティー復興の基礎となることが経験的にもあきらかになっている。被災した方々の日常性の回復

のため、また生活復興の一環として、歴史資料や記録を残す活動はますます重要視されるように

なってきたといえよう」（松下正和「歴史資料ネットワークの取組にみる史料救済事業」動産文化

財救出マニュアル編集委員会編『動産文化財救出マニュアル』クバプロ、2012 年）と指摘されて

いる。 
 自然災害を乗り越えて古文書・写真・日記、さまざまな個人や団体の文書や記録、民具・石造物

など地域遺産が保全されれば、被災地域の社会や文化の復興に大きな力となる。 
 「歴史資料＝指定文化財」という枠組みを超え、地域の歩みを伝える貴重な歴史資料を守る活動

の輪を広げていかなければならない。 
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２．口永良部島の歴史 

 
口永良部島について、『角川日本地名大辞典 46 鹿児島県』には以下のように記されている。 

 
くちえらぶじま 口永良部島 〈上屋久町〉 
永良部島・口永良部ともいう。琉球の属島沖永良部島に対する呼称といい、屋久島の属島。

永田村の西方3里にある周囲6里18町の丘状の島で山林は少なく竹が多い（三国名勝図会）。 
〔近世〕口之永良部島村  
江戸期～明治 22 年（1889）の村名。大隅国馭謨郡屋久島のうち。永良部村・口永良部村

とも呼ばれる（天保郷帳・地理纂考）。「薩藩政要録」では、「屋久島之内」と見え、「三国名

勝図会」では屋久島の本村の 1 つで属村はない。村高は、「天保郷帳」では 142 石余。「県史」

によれば享保 11 年（1726）・天明 7 年（1787）・文政 9 年（1812）・弘化 4 年（1847）・嘉永

2 年（1849）ともに 184 石余で、すべて島役扶持米として払うことになっていた。「薩藩政

要録」では、所惣高 184 石余、用夫 89。「要用集」によれば、所総高 184 石余、用夫 80。島

の広い野原を利用し数百頭の馬が飼われていた。島の南西には良港があり、琉球諸島から上

下する船は必ずこの港に停泊したという（三国名勝図会）。安政 4 年（1857）から甘蔗作が

始まる（県史）。明治 11 年設置された小学校は、同 19 年簡易小学校となり、同 20 年には金

岳簡易科と改称（県熊毛郡郡治要覧）。同 22 年上屋久村の大字となる。 
〔近代〕口永良部島 
 明治 22 年～現在の大字名。はじめ上屋久村、昭和 33 年からは上屋久町の大字。明治 25
年尋常小学校設置、同 40 年校名を金岳と改称。明治末期、本村・前田・向浜・新村・岩屋泊・

田代・湯向の集落があった。昭和 25 年上屋久村役場の支所設置。 
 
 2013 年 3 月現在の人口は 138 人で、本村、岩屋泊、新村、田代、向江浜、湯向の集落がある

（「口永良部島ポータルサイト」http://kuchi-erabu.org/）。 
 「口永良部島ポータルサイト」では、縄文時代から現在までの「歴史年表」および「集落の歴

史」、「先達の紹介」がまとめられている。これらは「屋久島町（旧上屋久町）の町誌や文書、公

的機関から公表された資料を中心にし、その他に、書籍、学術論文など出版物や、直接の聞き取

りなど、確かな情報源によって構成しました。出典に記載された文意を損なわないように、簡略

化しました。」との編集方針のもと、島の歴史を知るうえで最も優れた成果といえる。 
 このほかに、うえやまとち「南海孤島編〈前編・後編〉」、「特別付録 うえやまとちの口永良部

島はパラダイス！！」（『クッキングパパ』第 33 巻、1993 年、1992 年『モーニング』第 39 号か

ら第 42 号に掲載された作品を収録）、根岸泉『南の島へ行かないか―離島の中の離島 口永良部島』

（南日本新聞開発センター、1997 年）によって、島の様子を知ることができる。 
 
３．口永良部島の噴火を伝える記録 

 
 有史以降の火山活動については、気象庁のホームページで次頁のようにまとめられている。 
このほか噴火に関する記録に、①鹿児島測候所編『口永良部島新嶽の噴火』（鹿児島測候所、1931

年）、②鮫島幸明『口永良部島新岳爆発状況の記録』（上屋久町、1966 年）、③安山登『口永良部

島の歴史』（安山登、1966 年）、④安山登『口永良部島噴火の記録』（安山登、1967 年）がある。 
 ①は、昭和 6 年 4 月 2 日と昭和 8 年 12 月 24 日の噴火に関する記録である。同書の冒頭には、

昭和 6 年 4 月 2 日午後 7 時に新岳が爆発し、本村および向江浜の住民のほとんどが屋久島の一湊

および永田に避難したため、上司より実地調査を命じられ、9 日午前 10 時に八重嶽丸にて鹿児島

港を出港し、10 日未明に本村海岸に上陸、微動計を据え付け、火山性微動の観測を開始し、島内

の視察を行ったことが「後日の参考とす」るためとして記されている。避難した住民は、噴火後

8 日目の 10 日から帰村が始まり、12 日までに 1,097 名全部が帰島したことが知られる。12，13
日に火山に対する一般的講話や向江浜集落における今後の洪水の注意を行って人心の安定を図り、

13 日より平常通りに就業するに至ったという。10 日から 13 日にかけて行った微動計の観測にお

いて、なんら微動することなく静穏であったため、13 日の午後に出帆、一湊を経て帰所したこと

が記されている。 
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 また、昭和 8 年 12 月 24 日の噴火にさいし、記録者である河西有は噴火山を登る趣味をもち、

かつ参考資料を取り扱う業務上の責任から直ちに出張し、元日に鹿児島に着き、種子島、屋久島

を経由して 4 日夕方に口永良部島に到着した。早速、「登山準備ヲナスベク、先ヅ村民ニ山ノ模様

ヲ尋ネタルニ三十一日再度ノ爆発アリ、火焔天ニ冲シタルヲ見、更ニ三度目ノ襲来有ルベシト戦々

恐々タル織柄登山人夫ニ応ズル者ナク、且ツ警吏、新聞班其他ノ調査者アリタルモ皆中途ニテ引

返シタル為、山路破壊ノ程度モ知レズ、恐ラク頂上ノ踏破ハ不可能ナラントノ事ニ、折角遠路来

島ノ苦心モ徒労ニ終ランカト当惑ノ折柄、村ノ青年渡邊、本吉ノ両君同行ヲ承諾セラレ一行三名

先ヅ行ケル処迄行ク事トシ本村ヲ発シ、向江濱ヲ経テ六年噴火ノ熔岩数多転落セル急坂ヲ登レバ

頂上火口ノ瓦斯白煙濛々トシテ硫気鼻ヲ突ク、呼吸困難ヲ冒シ頂上ニ近ク熔岩転落ノ磊々タル古

嶽トノ鞍部ヲ更ニ右ニ登攀シ遂ニ新噴火口ニ達シタルハ正ニ五日午前十時半ナリ、火口附近ヲ仔

細ニ実査セルニ前回（六年）ニ接シ稍々東部ニ於テ爆発シ其噴出物ハ前回ハ主ニ西方ニ放出セル

モ今回ハ殆ンド反対ニ東部七ツ釜方面ニ向ケ噴出セリ、其火口壁ハ今ニモ崩レン許リ頗ル危険ヲ

極メ、充満セル亜硫酸瓦斯ハ轟々トシテ物凄キ鳴動ヲ発シ其硫臭ハ風下ニ居ルヲ許サズ、一行ハ

素早ク写真撮影等ノ作業ヲ終リ噴出物ヲ験スルニ大體富士、浅間、桜島等ノ如ク熔岩（Lava）ノ

流出セルニ非ズシテ只ダ熔岩塊（玻璃質トシテハ軽石）及砂、灰ノ噴出程度ナルモ相当遠距離ニ

達シ海上数里ニ及ビタル模様ナリ」と報告している。帰宿後、「爆発後火口ニ達シタル先着者」と

称して村人が押しかけてきたという。帰路、屋久島では「早クモ私ノ永良部島行キヲ聞伝ヘ、上

屋久村助役塚田岩助氏外数氏ノ訪問アリ、皆同島ノ模様ヲ甚ダ熱心ニ聞訊ネ極度ニ心配セリ。隣

島民ヲ思フノ情厚キニ感服セルモ、ソハ六年爆発ノ際此ノ際此ノ屋久島ヨリ百十何艘ノ漁船ヲ出

動シテ全島民ヲ屋久島各村ニ収容シタリト、然ルニ其後山モ鎮マリタルニモ拘ワラズ、ナカ々帰

島セズ中ニハ数十日ヲ経ルモ動カズ、之ニハ屋久島ノ連中殆ンド手古摺タル由。蓋シ屋久島々民

ノ心痛ノ真意爰ニアリ。実際貧弱ナル一島村ニ突然千数百人ノ御来客ノ長逗留ニハ閉口セシナラ

ント察セラル」という状況であったことが記されている。河西にとって口永良部島は「真ニ天與

ノ楽土ト称スベキモ只ダ恨ムラクハ噴火山ト云フ厄介物ノ存在ナリ」であった。 
 

年代 現象 活動経過・被害状況等
▲1841(天保12)年 噴火 5月23日。噴火場所は新岳。

8月1日。村落焼亡、死者多数。噴火場所は新岳。
1914(大正3)年 鳴動、地形変化、溶融硫黄噴出 1月。火口底陥没。
▲1931(昭和6)年 噴火 噴火場所は新岳火口西縁。

3月から鳴動。4月2日に爆発(新岳の西側山腹)。土砂崩壊、負傷者2名、馬、山林田畑被害。5月15日
にも爆発、降灰。硫黄流出、土地隆起。

1932(昭和7)年 噴煙、鳴動 7月23日頃～。
▲1933～34(昭和8～9)年 噴火 噴火場所は新岳火口。

1933年12月24日から翌1月11日にかけて数回噴火。七釜集落全焼、死者8名、負傷者26名、家屋全
焼15棟、牛馬や山林耕地に大被害。

▲1945(昭和20)年 噴火 11月3日。噴火場所は新岳火口東外壁。
割れ目噴火、噴石、降灰。

▲1966(昭和41)年 噴火 11月22日。噴火場所は新岳。負傷者3名、牛被害1頭。
空振は、鹿児島市や種子島でも体感。小規模火砕流の発生。

▲1968～69(昭和43～44)年 噴火 12月～翌年3月。噴火場所は新岳。
▲1972(昭和47)年 噴火 9月2日。噴火場所は新岳。
▲1973(昭和48)年 噴火 11月5～19日。噴火場所は新岳。
▲1974(昭和49)年 噴火 6月3日。噴火場所は新岳。
▲1976(昭和51)年 噴火 4月2日。噴火場所は新岳。山麓で爆発音が聞こえる。降灰が北西約2kmの向江浜、前田で約1cm積

もる。
▲1980(昭和55)年 小規模：水蒸気噴火 9月28日。噴火場所は新岳東側斜面。多数の爆裂火口が新岳の東側斜面に南北800mのほぼ直線

上の割れ目に沿って生じた(昭和20年の割れ目と同じ場所)。 マグマ噴出量は0.0001 DREkm 3。
(VEI1)

1982(昭和57)年 噴気 10月。新岳火口北東に噴気孔4ヶ所生成。
1996(平成8)年 地震 1～6月。火山性地震増加。
1999～2000(平成11～12)年 地震 1999年7月～翌年2月。火山性地震増加。北東海域で地震多発。
2003(平成15)年 地震、火山性微動 1～2月。火山性地震増加。火山性微動が2月から観測されるようになる。
2004(平成16)年 地震、火山性微動 2月。火山性地震増加。火山性微動は引き続き時々発生。
2005(平成17)年 地震、火山性微動、地殻変動、噴気 火山性地震はやや多い状態。火山性微動は引き続き時々発生。2～4月にかけ、噴気活動がやや活

発化。1月から5月まで新岳火口付近の膨張を示す変化が認められた。
2006(平成18)年 地震、火山性微動、地殻変動 火山性地震や火山性微動がやや多い状態。9月から12月まで新岳火口付近の膨張を示す変化が認

められた。
2007(平成19)年 地震、火山性微動 火山性地震や火山性微動は消長を繰り返しながらやや多い状態。
2008(平成20)年 地震、火山性微動、地殻変動 9月4日に振幅のやや大きな火山性地震が一時的に増加。9月頃から翌年2月にかけて新岳火口付近

の膨張を示す変化が認められ、火山性微動もやや多い状態が続いた。 10月から新岳南壁で白色噴
煙活動が始まる。

2009(平成21)年 地震、火山性微動 火山性微動は4月に増加。火山性地震は9月に増加。
2010(平成22)年 地震、火山性微動、地殻変動 火山性地震は、1月から4月に増加。火山性微動は3月と12月に増加。新岳火口付近の膨張を示す変

化が9月から始まる。
2011(平成23)年 地震 火山性地震は12月に増加。
▲2014(平成26)年 噴火 新岳で噴火。噴煙高度 800m以上。噴火警戒レベル3。
▲2015(平成27)年 噴火 新岳で爆発的噴火。噴煙高さ9,000m以上。火砕流が海岸まで到達、噴火警戒レベル5。

有史以降の火山活動（▲は噴火年を示す）

気象庁・「有史以降の火山活動」（http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/fukuoka/509_Kuchierabujima/509_history.html）に2014年以降を追加。



－ 123 －

 
 
 ②は、金岳中学校の鮫島幸明校長による昭和 41 年 11 月 22 日午前 11 時 35 分、「前ぶれなく突

如新岳爆発」から 12 月 19 日にかけての記録である。被害状況、噴煙の様子、地震の回数（11 月

28 日より記録）はもちろん、いつ、誰が、来島したのか、詳しく記されている。多くの人たちの

来島によって、「今まで述べた噴火では救援活動は勿論のこと、各方面からの見舞電報その他の便

りをはじめ、見舞客も島を訪れているが、これらに要した経費も多額に上った事であろう。」（④

「昭和八年十二月二十四日の噴火の被害」）や、「気象庁や大学の研究者の来島、町役場関係、消

防団関係の援護活動の為、湯向部落の鶏は殆どいなくなったと云われている。勿論、新聞、ラジ

オテレビは特種提供であり、学者には研究資料の提供であったかも知れないが、船、飛行機等海

上保安部、警察の費した経済的そして物質的損害も少くない。更にその夜島民が準備した、懐中

電灯、電池、ローソク等店は売り切れ、避難食糧として買ったお菓子等、商店は大売行き、品切

の大繁昌であったが、島民としては不必要の経費がかさみ家計を大いに狂はした。限られた商店

の品はたちまちに売り切れ、次の船では今までにない注文品が運び込まれた。それは照明具、食

糧品のみではなかった。」（④「昭和四十一年百十一月二十二日の噴火」）と、島民の経済的負担が

大きかったことを記しておかなければなるまい。 
 ③は、「天保十二年六月十五日の真昼に大爆発があり、男は殆ど猟に出ており、女子供は畠に出

て、家には人は居ず、火災をおこし、昔からの文書・器具・建築物が全焼したが、死者は老婆が

一人であった。その後人々は本村に移住し、墓も本村の岡の上移された。」や、「鹿児島県史に明

治七年八月七・八日の大暴風で家屋の破損作物の被害甚大にして県より九二石余給与されとあ

る。」、昭和 26 年 10 月 14 日「ルース台風の被害は大きかったらしく中学校前にルース町と云は

れる厚生省の住宅街が出来た程である。」が記されている。 
 ④で著者である安山登は、 
 

はじめに 
   私達は明日から始まる生活の為に履歴書が必要である。現在の私達はこの履歴書により、

自分の正確な位置を社会に認めて貰い、それ相応の職務が与えられ、自らも又、その職務遂

行に関する対策を立てなければならない。 
   このように私達は今日からの生活の為に、口永良部島にある限り、新旧両岳の爆発につい

ての歴史を知り、さらに地学的、地震学的な口永良部島の現況を、好むと好まざるとにかか

わらず知り、爆発時の避難対策を考慮する必要がある。私達は過去の文献や新聞記事を収集

し、更に古老や爆発体験者の話を広く収集し、口永良部島噴火の記録を作製したが、学問的

な事は学者諸先生の御研究の結果を俟つ事にして、私は名もなき一般庶民の爆発時の体験に

ついて記録する事に努めた。勿論この道の専門家からみれば、非難される点がある事は千も

万も承知の上で、浅学無知も省みず、短い冬休みに原稿も書かず、以下ぶっつけ本番で原紙

をきる事にした。 
   昭和四十二年新春   本村にて 
                安山 登 
 
と記している。その記録は、新聞記事（「朝日新聞」、「鹿児島新報」、「南日本新聞」）にはじまり、

『金岳小学校沿革史』、『南日本文化史』（川越政則）、『口永良部島沿革史』、「九州の火山噴火史」

（『福岡管区気象台要領』20 号）、体験談から収集されたものであった。なかでも特筆すべきは、

「島民の爆発体験記録」である。昭和 41 年、安山は金岳小学校 PTA 会員戸数 80 戸およびその

他 100 戸について、28 項目にわたって詳細に書いてもらうよう相談し調査を実施した。「結果は

思う様ではなかった」と記しているが、調査用紙は 1 人 5 枚で総計 1,500 枚を使用したという。 
 

１．昭和六年四月二日午後七時、噴火直前かなり大きな地震があり、柱時計がとまった。噴

石は向江浜に落下、馬が一頭死んだ。一湊、永田から漁船数十隻が救助に来た。学校は授

業を休んだ。 
２．昭和七年七月二十三日、一月二三回の鳴動があったが噴石は落下しない。午後八時一回

ふきあげた。前田で落石により馬一頭が死んだ。前田方面は灰が少し積った。地震は何回

もあった。天気は晴天。地震で瓦が落ちた。向江浜の人は海岸に避難した。津波はなかっ

た。山火事はあったが人家の火事はなかった。オサエバイが怪我をした。口永良部全部灰



－ 124 －

 
 

をかぶった。草木に灰がついて牛馬の草がなくなった。道に穴があいた。家に穴があいた

等と記入されたのを見ると噴石の落下もあったらしい。その他あきれて杏然として眺めて

いた。岩屋泊から一湊に避難した。サバ船二十隻が来た。枕を持って逃げた。学校は休ん

だ。鶏や米が盗まれた等と記している。 
３．昭和八年十二月二十四日、午後四時頃噴火後地震があって障子がガタガタゆれた。人体

がゆれる程の地震があった。その後噴火した。死亡八名、三十六戸焼失、砂ケ迫部落民及

び周辺の山仕事の人夫十三名死亡、数名負傷、死んだ人、竪山末次郎父娘、池田次三郎、

尾辻宗之栄、基万吉他数名、岩屋泊に一泊後永田に十五日間依避難、栄進丸他上屋久のサ

バ船八〇隻位が来た。本村から大神丸が岩屋泊に避難した。本村では灰が降り雨傘をさし

て歩いたが横から下から舞い上って困った。屋久島に避難した人の家の家畜を食べた。新

岳山腹の杉山の大部分が枯れた。田代方面の家は四五度位倒れたが、又その地震の反動で

元にかえった。柱時計が飛んで五、六米先に落ちた。新村も灰が降った。向江浜の人は灰

をまっ白くかぶって逃げて来た。 
これらの記事の中で興味のあるのは次の事である。 
噴火する三日前に新村まで岳の神が松明を持って叫んできた。爆発した時の風は北西の

風で、後向きに吹き真赤に焼けた石で頭を打たれて死んでいた。 
４．昭和九年一月十四日、午後四時頃被害なし、三回ふきあげた。地震はあった。向江浜に

石が落ちた。前田方面は灰は降らなかった。学校は休まなかった。鍋すけを持って逃げた。

牛が死んだり鶏が二羽死んだ。七釜の植物が枯れた。地震は一分位で柱時計は止まった。

噴火の前ぶれはあった。 
 

 調査用紙 1,500 枚の行方が気になるところだが、災害発生後、時間の経過のなかで人間や地域

社会がどのような被害や影響を受け、どのように乗り越えていったのか。体験記録を通して、「具

体的になにをすべきかイメージ」を持つことができ、それが防災意識へとつながるに違いない。 
 
４．歴史災害からの教訓 

 
 わたしたちは歴史災害からなにを学び、そして、それをどう防災に活かすことができるのだろ

うか。 
 ①昭和 6 年 4 月 22 日の「噴火日時刻及前兆」では、つぎのように記されている。 
 

大正三年一月十二日、桜島大爆発一週間前に鳴動し、𦾔𦾔噴火数数、、然然没しし、黄火火
を噴出したれども、桜島爆発後終熄し、其後は時々鳴響を聞きたれども噴煙なく、本年三月
二十日頃よりゴー々と云ふ地鳴を屡々聞き、数日間引続き、其後は「エンヂン」の唸る響き
の如き振動を屡々聞き、山頂にて黄火採取に従事せし工夫の人体にわ「ビリ々」と感じたる
ことあり、其後引続き四月二日午前七時頃には地下より突き上げる様な振動を感じ、仝十時
正午及び午後三時過ぎ烈しき振動「ゴゴー」と云ふ大振動を感じ、之れ迄の振動より最も著

しく、黄火採取工夫も不安を感じたれども爆発の前兆とも知らず、仝午後四時半頃工夫約八

十名牛馬約七、八十頭全部下山し終業し、其後即ち午後三時四十分過、仝六時四十分過、振

動鳴響等引続き、仝七時半過ぎ一大音響とともに爆発し、火煙天に冲し黒煙中より電光を見

たる者もありたりと云ふ 
 
 これによれば、黄火採取工夫は地鳴や振動に不安を感じていたものの、それが爆発の前兆とは

知らなかったという。終業後に爆発したことは不幸中の幸いであったといえよう。 
では、なぜそれが爆発の前兆であることに気づかなかったのだろうか。①の「将来に於ける注

意」のなかに、「過去の歴史に乏しく習性等が明かでないから今後如何に変動するか断定すること

は出来難い」と述べている箇所がある。ここに歴史研究が災害研究に関わる意義を見出すことが

できる。すなわち、過去の災害と比較し、その習性をあきらかにするとともに、その周期性を解

明することである。 
 ②において、昭和 41 年 11 月 22 日午前 11 時 35 分に「前ぶれなく突如新岳爆発」とされた噴

火は、④において、 
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昭和四十一年十月九日、夜の事である。寝待立神の下で突如大砲のような音がした。湯治

客は早速戸外に出て見たが何の異常も発見せず不安な一夜が明けた。翌朝早速付近一帯を見

て回ったが、不思議な出来事は僅かな地割れが見当たっただけであった、と･･･。崖之上の大

岩（直径一米三十糎位）が松の木を押し倒し、竹を押して転がって来た。驚いた湯治客は気

もそぞろに、その日のうちに本村に逃げ帰った。その翌日、何も知らない安山フジエ、尚登

の親子連れが当時に行き、魚も釣って帰ったが何の異変も気付かなかった。それと前後して

泊が浦でもこのような爆発音を釣人が聞いている。これが噴火の前兆であったかどうかはわ

からないが、とにかく、寝待と泊が浦の一大怪音だけは事実であった。 
南日本新聞南風録に依ると、十月十日から十一日にかけて、西日本磯釣クラブの釣大会で

百三十人位が釣を楽しんだが、硫黄臭い匂いがして、不思議に魚が釣れなかった。 
白浜にある洞穴は正常は大変涼しい所で、木こりが水を冷やす所であるが噴火直前（二時

間位前）は暑気が強かった。 
田代の温泉の附近は無気味に硫黄臭かった。脇田栄蔵、大山繁雄、日高喜久雄の諸氏が網

立てに行って不思議がっていたのは、噴火前一週間位の事である。 
その頃はヘビが出て這い回っていたといわれる。 

 
と、寝待と泊が浦で爆発音が響いていること、釣大会で魚が釣れなかったこと、白浜にある洞穴

の暑気が強かったこと、田代の温泉付近が不気味に硫黄臭かったこと、蛇が這い回っていたこと、

など噴火後から考えれば、それが前兆ともいえるような現象が起こっていた。 
 また、「今回爆発崩壊せし面積は約百町歩にして樹木は埋没され殊に傾斡急峻なる地勢なるが故

に今後大雨の際は此附近一帯より流出せる雨量のため洪水を起し易く向江濱部落は特に注意を要

する事と思はる。（昭和六年四月十六日記す）」（①「将来に於ける注意」）という指摘が、「五月十

一日午後より大豪雨のため、向江浜部落は大洪水、午後五時半頃のこと、埋没家屋五棟、流失人

家三棟に及びたり。」（④「学校沿革史に現れた新岳爆発の記録」）と的中している。 
 さらに、安山は④で「これから先の私達は先輩の体験談を研究し、非常の場合、あわてない度

胸を養っておくべきである」と述べ、つぎのような体験記を収録している。 
 

○加世田初男氏（田代部落）四十八才 
大正三年の爆発は知りませんが、昭和六年と昭和八年十二月二十四日の爆発を思う時、爆

発で負傷した吉永福義（四十九才）は私の友達で現在大阪で生活しているが、その時の話に

依ると一分でも早く風の方向を見て逃げる事だという事です。私は幾多の爆発に会いました

がその方の学者やラジオでは風はかまわないとの事ですが私は一番風の吹く方向が大切で爆

発と同時に本村から番屋が峯に逃げて中腹で灰をかぶりました。一番こわいのは落石です。
ですから火口に近い所の人はその落石がある間は一分間か二分間と思いますから、この時、

田代の人達が爆発だ西の浜に走れというて長山を通り中平の畠を通って行くのは、かえって

危険な事と思います。それで一分間か二分間大丈夫な岩かげか、よいところ（シャエイする
ところ）にかくれる事だと思います。吉永福義君は七釜で暮らしていたのでありますが爆発

して二分後に落石にやられて気を失い倒れた所に焼石があり胸の所に丸く大きなやけどをし

た後が現在も残っています。後から逃げて来た人が足に掛って倒れ、その人が助けて現在元

気でいます。 
最後に私達に教えて下さる事は次の通り。 

Ａ、牛や馬はつなを切って放すと同時に火の用心をする事 
Ｂ、落石が一番危い。一分間か二分間だから注意する事 
噴火があったら地ゆれがない限り、一二分間ですから岩穴が一番よいと思います。今度（Ｓ

四十一年十一月二十二日）の場合も私は爆発一日後、寝待―湯向間を見にゆきましたところ、
土の土手は駄目です。あんな五メートルもある落石では岩穴の外駄目だと考え、早速岩穴の
ところに道を造りました。 

 
○渡辺勝重氏（本村部落）四十二才 
二年生の頃だったと思います。その日は日曜日でした。その日の風は南の風向きで突然爆

発し、母もびっくりし昼食前だったので辨当箱に飯をつめ、家を出たのはよかったが豆腐と
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間違って新村のおじの家で開いてみたら御飯が豆腐に早がわりしていた事を今でも思い出し

て母のアワテぶりが思い出されます。 
そして避難の注意を次の通り教えてくださいます。 
先ずその日の風向きに気を配り、戸締りを厳重にし、貴重品はひとまとめにして自分の手

許に置き、いざという時に持てるようにして火の元に気をつけ完全に消して、決められた避
難場所にゆく。落石などがある場合は座布団等頭に乗せて家から出ず、床下等安全な場所に
避難する。 

 
   昭和の噴火（昭和 8 年 12 月 24 日）で湯向部落は戸を開けたまま避難した後に、牛馬、鶏

が部屋にあかり糞を垂らすやら、牛馬が屋根にふいてある竹や茅まで食べて後かたずけに大
変だったそうである。 

本村では降灰の為、傘をさして歩いたが、それでも横から舞い落ちて因った。これらの事

から避難する時は雨戸を閉めて出る必要があると考えられる。 
 
  ○第三回の噴火（Ｓ八．十二．二十四日推定） 

渡辺助市さんは当時三十三才の働き盛り、七釜に一戸を構え、妻のヨシノさん（三十二才）

との間に長女フクエ、二女ハツエ、三女ミサエの三人の娘と妹ケサ（二十四才）が前記の茅

葺きの住宅に住んでいたが十二月二十五日夜明三時頃、一大轟音に目覚め爆発を知った。何

等の前ぶれもなく大した地震もなく天候は晴れ吊り下げられたランプ、棚の上の焼酎びん等、

何等の異常もなかったが、赤い噴石が屋根を突き抜けて落下した。噴石の大きさは大きな物

で直径二十糎、小さいので小指の瓜位で、何れも水をかけたら物凄い煙をあげて消えた。こ

の事実から七釜部落の噴石さえ、茅葺の屋根を突き抜けても床下まで届いていず、水をかけ
て消せば火事は充分防ぎ得ると自信を持って語る助市さんの瞳は明かるかった。 

 
  山口丈吉氏訪問記 
   第三回目の噴火の時は二回の噴火で噴石が部屋に落ちても床下まで通らない事をまのあた

り見せつけられたので、全員床下に避難したまではよかったが、肝心の噴石に依る火災の消

火に手ぬかりがあった。家と馬小屋との間に落ちた噴石から火災が起り家屋が燃えだし、床

下から這い出して逃げなければならなかった。 
 
 以上のような体験記から、わたしたちは防災にむけた教訓を導き出すことができるのである。 
 
５．おわりに 

 
 自然現象・被害発生のメカニズムといった抽象的な事象・理論は、災害や防災に興味のある人

ならまだしも、大多数の人たちにとって理解することが難しく、興味・関心を集めることができ

ない。しかし、災害という非日常において、人や地域がどのような被害・影響を受け、それをど

のようにして克服したのかという被災体験には耳を傾けやすいのではないだろうか。 
わたしたちは、歴史災害をただ単に「終わってしまったこと」として済ますのではなく、「これ

から起こること」への想像力を搔き立て、ひいては防災意識を醸成するものとして再認識しなけ

ればならない。 
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