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はじめに 
 

地域防災教育研究センター 
センター長  浅野 敏之 

 
 本年度は、平成 24 年度から実施しておりますプロジェクト事業「南九州から南西諸島にお

ける総合的防災研究の推進と地域防災体制の構築」の最終年度にあたります。そのため、平

成 27 年度報告書はかなり分厚い報告書となりました。組織の活動の真価は報告書の厚さで評

価されるものではありませんが、これまで 4 年間にわたり、本プロジェクト事業で実施して

きた諸活動・調査研究成果の到達点を示す報告書になることを目指して作成致しました。本

書を手に取られた皆様方に、鹿児島大学地域防災教育研究センターのさまざまな活動実態を

理解していただき、ご支援・ご指導・ご助言を頂きますようお願いする次第です。 
 
 さて、地域防災教育研究センターは、鹿児島大学の学内共同教育研究施設として平成 23 年

6 月に創設され、まもなく満 5 年目を迎えようとしております。本センターは「教育部門」、

「調査研究部門」、「地域連携部門」の 3 部門で組織され、それぞれが連携して活動実績をあ

げております。「教育部門」は鹿児島大学学生を対象として防災学に関する授業科目を設立し、

毎年の受講生の中から防災士の資格を取得する学生を誕生させています。また県・市等の教

育委員会、地方気象台・消防局などの地域の防災機関と連携して、小・中・高等学校におけ

る防災教育の企画運営を継続して行っています。「調査研究部門」は、本学教員や学生だけで

なく、学外の研究者・防災機関職員にも開放して、最新の災害事例や防災対策技術について

意見交換をする鹿児島大学防災セミナーを定期的に開催しています。「地域連携部門」は、こ

れまで収集・整備を行ってきた「地域防災支援データベース」をさらに充実・体系化すると

ともに、地域住民の方々の防災意識の醸成のためにシンポジウムの実施を行っております。

以上の活動は日常的で地味なものも含まれますが、地域の防災教育・研究の拠点としての本

センターが、今後も継続的に取り組まなければならない重要な課題と考えております。 
 
 本センターは､大学の多様な人材を生かして、地域社会から求められている総合的防災対応

の支援を行うことを任務としています。災害時の応急対応には医療・福祉職者の防災・減災

への取り組みがきわめて重要であり、復旧復興期にも医療や心のケアは引き続き大きな課題

として残ります。私どものセンターの特徴は、医療・看護を専門とする教員が多数参画して

いることです。現在、特任教員・兼務教員併せて 70 名の組織ですが、医歯学域/医学系、歯

学系、医歯学総合研究科・附属病院からは 21 名の先生方が活動されています。さらに獣医学

域､共同獣医学部からも 2 名の先生方が参画されています。本報告書の「プロジェクト報告」

の冒頭に、島嶼・へき地における災害を含めた緊急時の医療体制の構築、それを支える医療・

福祉職者への防災教育の取組みについて八代利香教授による報告があります。次いで放射線

看護の専門看護師の養成を目指して教育研究を実施している松成裕子教授による緊急被ばく



医療体制の構築強化に関する報告があります。どちらも国内のみならず諸外国の先進的研究

機関との連携のもとに実施された興味深い報告であり、是非ご一読頂ければと考えておりま

す。 
 
 さて、今年度の 2015 年 5 月 29 日には口永良部島新岳の爆発的噴火があり、島民全員の方

の避難がありました。本センターはこの噴火災害の応急対策支援活動を実施いたしました。

本報告書にも、岩船昌起特任教授による報告をはじめ､災害時、災害発生後のさまざまな課題

に対する調査・研究が掲載されています。一方、霧島山えびの高原硫黄山周辺では昨年秋か

ら火山性微動・火山性地震が断続的に発生しています。また桜島では今年 2 月 5 日に爆発的

噴火が発生し、大きな噴石が 3 合目まで到達しました。現在噴火警戒レベルもレベル 3（入

山規制）に引き上げられています。桜島は国内でも有数の活発な火山であり、過去の大噴火

の発生間隔から、近い将来にも大正噴火クラスの大噴火が発生する可能性が指摘されていま

す。鹿児島市をはじめとして本県は､火山と共存する形で町が形成され発展してきました。こ

うした大規模噴火災害にどのように備えるのか、発生時には何が起こるのか､それに対処する

ためには何を準備しておくべきか、こうした問題は、地域住民の方々や事業機関、企業､工場、

学校等にとって重大な関心事であり、本センターの火山噴火災害への取組みに対して、地域

社会の要請はますます高まっています。 
 
本センターでは､平成 28 年度から「大規模火山噴火にレジリエントな地域社会の実現に向

けた防災・減災の取り組み」を開始することになりました。平成 27 年度補正予算では、「大

規模火山噴火被害の定量的予測・分析システム」の設備整備費補助金が交付されました。こ

のプロジェクトの目的は、火山灰、噴石などの降下火砕物の空間的分布の予測手法ならびに

噴火被害の定量的評価手法の開発を行うこと、火山災害に対する事前の備えから災害発生時

の防災対応、復旧復興までの全過程を通じた防災・減災対策を提案することにあります。鹿

児島大学の平成 28 年度からの次期中期計画の中に掲げられた「地域特有の課題解決につなが

る、．．．．火山や地震等の防災研究．．．．を推進する」計画と、軌を一にするものであります。

詳細については､本報告書の眞木雅之特任教授の報告を参照してください。 
 
以上、鹿児島大学地域防災教育研究センターは、現在の地域防災研究に求められている喫

緊の課題を集中的に実施すると同時に、教育・地域貢献などの日常的ではあるが重要な課題

にも着実に取り組むことによって、地域の防災力向上に引き続き貢献していきたいと考えて

います。 
 

平成 28 年 3 月    



組 織 
 
 
センター長         浅野敏之（理工学域工学系教授と兼任） 
 
教育部門長         岩船昌起（地域防災教育研究センター特任教授） 
調査研究部門長       地頭薗隆（農水産獣医学域農学系教授と兼任） 
地域連携部門長       井村隆介（理工学域理学系准教授と兼任） 
              下川悦郎（地域防災教育研究センター特任教授） 
 
総合防災分野責任者     黒光貴峰（法文教育学域教育学系准教授と兼任） 

岩船昌起（地域防災教育研究センター特任教授） 
 
水害・土砂災害分野責任者  安達貴浩（理工学域工学系教授と兼任） 

眞木雅之（地域防災教育研究センター特任教授） 
 
火山災害分野責任者     松井智彰（法文教育学域教育学系准教授と兼任） 
 
地震・津波災害分野責任者  小林励司（理工学域理学系准教授と兼任） 
 
放射線災害分野責任者    秋葉澄伯（医歯学域医学系教授と兼任） 
 

（平成 28 年 3 月現在） 
 
 
 
 





総合防災
水害・土砂

災害
火山災害

地震・津波
災害

放射線災害

1 教育部門長 岩船　昌起 防災センター 特任教授 ○ ○ ◎

2 下川　悦郎 防災センター 特任教授 ○ ○

3 眞木　雅之 防災センター 特任教授 ○ ○ ○ ○

1 松田　忠大 法文教育学域/法文学系 教授 ○

2 森尾　成之 法文教育学域/法文学系 教授 ○ ○ ○

3 菱山　宏輔 法文教育学域/法文学系 准教授 ○ ○ ○ ○

4 小林　善仁 法文教育学域/法文学系 准教授 ○ ○ ○

5 南　直子 法文教育学域/法文学系 助手 ○

6 長岡　良治 法文教育学域/教育学系 教授 ○

7 分野責任者：総合防災 黒光　貴峰 法文教育学域/教育学系 准教授 ○ ◎ ○

8 佐藤　宏之 法文教育学域/教育学系 准教授 ○ ○

9 関山　徹 法文教育学域/教育学系 准教授 ○ ○

10 分野責任者：火山災害 松井　智彰 法文教育学域/教育学系 准教授 ○ ◎

11 福満　博隆 法文教育学域/教育学系 准教授 ○

12 深瀬　浩三 法文教育学域/教育学系 講師 ○ ○

13 生見　朗 教育学部附属幼稚園 副園長 ○ ○

14 宮町　宏樹 理工学域/理学系 教授 ○ ○ ○

15 後藤　和彦 理工学域/理学系 教授 ○

16 地域連携部門長 井村　隆介 理工学域/理学系 准教授 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

17 分野責任者：地震・津波 小林　励司 理工学域/理学系 准教授 ○ ◎ ○ ○

18 八木原　寛 理工学域/理学系 助教 ○

19 センター長 浅野　敏之 理工学域/工学系 教授 ◎ ○ ○ ○ ○

20 分野責任者：水害・土砂 安達　貴浩 理工学域/工学系 教授 ○ ◎ ○

21 武若　耕司 理工学域/工学系 教授 ○

22 本間　俊雄 理工学域/工学系 教授 ○

23 柿沼　太郎 理工学域/工学系 准教授 ○ ○ ○ ○ ○

24 齋田　倫範 理工学域/工学系 准教授 ○

25 澤田　樹一郎 理工学域/工学系 准教授 ○ ○

26 酒匂　一成 理工学域/工学系 准教授 ○ ○ ○ ○

27 佐藤　紘一 理工学域/工学系 准教授 ○

28 山本　健太郎 理工学域/工学系 助教 ○ ○ ○ ○

29 長山　昭夫 理工学域/工学系 助教 ○

30 加古　真一郎 理工学域/工学系 助教 ○

31 調査研究部門長 地頭薗　隆 農水産獣医学域/農学系 教授 ○ ○ ○ ○

32 寺岡　行雄 農水産獣医学域/農学系 教授 ○ ○

33 岡　勝 農水産獣医学域/農学系 教授 ○ ○

34 久保　達也 農水産獣医学域/農学系 准教授 ○ ○

35 角　明夫 農水産獣医学域/農学系 准教授 ○ ○

36 肥山　浩樹 農水産獣医学域/農学系 准教授 ○

37 寺本　行芳 農水産獣医学域/農学系 准教授 ○ ○ ○

38 平　瑞樹 農水産獣医学域/農学系 助教 ○ ○ ○ ○

39 西　隆一郎 農水産獣医学域/水産学系 教授 ○

40 山本　智子 農水産獣医学域/水産学系 准教授 ○ ○

41 小澤　真 農水産獣医学域/獣医学系 准教授 ○

42 松鵜　彩 共同獣医学部 特任准教授 ○

43 分野責任者：放射線 秋葉　澄伯 医歯学域/医学系 教授 ○ ○ ◎

44 有田　和徳 医歯学域/医学系 教授 ○

45 乾　明夫 医歯学域/医学系 教授 ○

46 垣花　泰之 医歯学域/医学系 教授 ○

47 佐野　輝 医歯学域/医学系 教授 ○

48 松成　裕子 医歯学域/医学系 教授 ○

49 八代　利香 医歯学域/医学系 教授 ○

50 吉留　厚子 医歯学域/医学系 教授 ○ ○

51 丸谷　美紀 医歯学域/医学系 教授 ○ ○ ○ ○ ○

52 吉浦　敬 医歯学域/医学系 教授 ○

53 吾郷　一利 医歯学域/医学系 准教授 ○ ○ ○ ○ ○ ○

54 宇都　由美子 医歯学域/医学系 准教授 ○

55 兒玉　慎平 医歯学域/医学系 講師 ○

56 稻留　直子 医歯学域/医学系 助教 ○

57 日隈　利香 医歯学域/医学系 助教 ○

58 森　隆子 医歯学域/医学系 助教 ○

59 馬嶋　秀行 医歯学域/歯学系 教授 ○

60 菊地　聖史 医歯学域/歯学系 教授 ○ ○

61 速見　浩士
医歯学域
医学部・歯学部附属病院 准教授 ○

62 市村　カツ子（看） 医学部・歯学部附属病院 副看護部長 ○

63 西郷　康正（放） 医学部・歯学部附属病院 診療放射線技師長 ○

64 升屋　正人
学内共同教育研究学域
学術情報基盤センター 教授 ○ ○ ○

65 福徳　康雄
学内共同教育研究学域
自然科学教育研究支援センター 准教授 ○ ○ ○

66 尾上　昌平 自然科学教育研究支援センター 技術専門職員 ○

67 冨永　茂人 かごしまCOCセンター 特任教授 ○ ○ ○

◎…分野責任者および部門長 13 44 22 14 16 10 15 16

13

地域連携
部門

（分野・部門別小計）

（分野・部門別合計） 106 31

（平成28年3月現在）

職名 氏名 部局等名1
職名

（部局等）
運営委員

調査研究部門 教育
部門

<特任教員・兼務教職員>
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平成２７年度地域防災教育研究センター活動概要 

 

 

１．防災セミナーの開催 

本センターでは３か月おきに学内外から講師を招いて防災セミナーを実施している。セ

ミナーは学内外に公開している。平成 27 年度においては、第８回から第 11 回まで４回の

セミナーが開催された。 
〈平成 27 年度〉 
(1)  第８回セミナー 
 開催日 平成 27 年４月 23 日（木） 
演題・講師 災害時の心理と基本的対処  関山 徹 

       学校教育における防災教育の充実に向けて  黒光貴峰 
(2)  第９回防災セミナー 
開催日 平成 27 年 10 月２日（金） 

 演題・講師 平成 18 年７月豪雨における川内川流域住民の避難行動について   
安達貴浩 
土砂災害対策について  戸田洋一 

(3)  第 10 回防災セミナー 
開催日 平成 27 年 12 月 10 日（木） 

 演題・講師 噴煙の映像観測・衛星画像解析と火山防災  木下紀正 
       三島村・喜界カルデラジオパークにおける防災への試み  大岩根 尚  
(4)  第 11 回防災セミナー 
開催日 平成 28 年２月 26 日（金） 

 演題・講師 気象庁の津波警報について  緒方 誠 

       津波観測波形を用いた津波波源の逆解析とリアルタイム津波予測 

浅野敏之 

 
（参考） 平成２６年度以前の開催 

〈平成 26 年度〉 

(1)  第４回セミナー 

 開催日 平成 26 年５月 30 日（金） 

演題・講師 2001 年～2012 年の桜島火山ガス高濃度事象  坂本昌弥 

       地形と環境、防災 －鹿児島の低地を例として  森脇 広 

(2)  第５回防災セミナー 

開催日 平成 26 年７月 28 日（月） 
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 演題・講師 福島原子力事故の経験をどう生かすか？  秋葉澄伯 

鹿児島県の緊急被ばく医療体制について  垣花泰之 

(3)  第６回防災セミナー 

開催日 平成 26 年 10 月 27 日（月） 

 演題・講師 気象台の発表する防災気象情報について  山下一実 

       指定公共機関としての防災・減災への役割  古川憲洋 

(4)  第７回防災セミナー 

開催日 平成 27 年１月 23 日（金） 

 演題・講師 火災と現場に潜む危険性  齋藤栄次 

鹿児島県の防災対策 －自然災害への対策を中心に－  幸 進也 

〈平成 25 年度〉 

第１回防災セミナー 

開催日 平成 25 年６月５日（水） 

演題・講師 気象レーダを用いた極端現象の監視と予測 －現状と今後の研究計画－ 

眞木雅之 

被災者と仮設住宅 －東日本大震災での現状から南九州を考える－   

岩船昌起 

第２回防災セミナー 

開催日 平成 25 年 10 月２日（水） 

 演題・講師 鹿児島県における地震・津波リスク －高頻度から低頻度まで、大規模か

ら小規模まで－  小林励司 

       地域の歴史文化をどのように形成し、豊かにしていくのか－歴史資料の防

災ネットワーク構築にむけた取り組み－  佐藤宏之 

第３回防災セミナー 

開催日 平成 26 年 1 月 16 日（木） 

演題・講師 降雨時の斜面崩壊予測システムの構想と研究の進捗状況  酒匂一成 

      川内川における水害対策の取り組み  宗 琢万 

 

２．シンポジウム等の開催 

平成 27 年度に本センターが主催あるいは共催して開催したシンポジウム等は以下の通り

である。 

（主催） 
(1)  「口永良部島新岳噴火災害緊急対応」報告会 

主催 地域防災教育研究センター 

開催日 平成 26 年７月２日（木） 
会場  鹿児島大学農学部連合農学研究科会議室（鹿児島市） 
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(2) シンポジウム「霧島山の火山ハザード」  
主催 地域防災教育研究センター 

日本地形学連合 

開催日 平成 26 年 10 月 11 日（日） 
会場  鹿児島大学稲盛会館（鹿児島市） 

(3) 講演会「看護師に必要な放射線防護の知識－被ばく低減のために」  

主催 地域防災教育研究センター 

開催日 平成 27 年 12 月４日（金） 

会場  鹿児島大学医学部保健学科・保健学研究科棟６０１号室（鹿児島大学桜ヶ丘キャ

ンパス 鹿児島市） 

(4)  第４回かごしま国際看護フォーラム「島嶼・へき地のルーラルナーシングと災害看護」 
主催 地域防災教育研究センター 

共催 医学部、医学部・歯学部附属病院看護部、鹿児島県看護協会 

開催日 平成 28 年２月６日（土） 
会場  生涯学習プラザ・男女共同参画センター（鹿児島市） 

(5) 緊急被ばく医療講演会・研修会 

主催 地域防災教育研究センター 

開催日 平成 28 年２月７日（日） 

会場  鹿児島大学医学部保健学科・保健学研究科棟６０１号室（鹿児島大学桜ヶ丘キャ

ンパス 鹿児島市） 

(6)  シンポジウム「２０１４年広島豪雨災害に学ぶ －警戒避難対応を中心に－」 
 主催 地域防災教育研究センター  
共催 鹿児島地方気象台 
開催日 平成 28 年２月 20 日（土） 
会場  鹿児島大学稲盛会館（鹿児島市） 

(7)  防災ワークショップ「大規模火山噴火時の地域防災」第１部－何が起きるのか、何を

なすべきか、同第２部－大規模火山噴火時に立ち向かう最新技術開発 
主催 地域防災教育研究センター 

次世代安心・安全ＩＣＴフォーラム 
開催日 平成 28 年３月５日（土） 
会場  鹿児島大学共通教育棟１号館１２５号講義室（鹿児島市） 

（共催） 

(1) 平成 27 年度東串良町防災教育シンポジウム「東串良での地震・津波避難を考える  

－最先端の防災科学と学校や家庭、地域における防災教育の在り方－」 

 主催 東串良町教育委員会 

 共催 地域防災教育研究センター 
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 開催日 平成 27 年８月５日（水） 

 会場  東串良町総合センター（東串良町） 

 

（参考） 平成２６年度以前の開催 

〈平成 26 年度〉 

（主催） 

(1)  オープンフォーラム「南九州・南西諸島域における巨大津波災害の想定」  

主催 地域防災教育研究センター 

日本自然災害学会 

開催日 平成 26 年９月 23 日（火） 

会場  鹿児島大学稲盛会館（鹿児島市） 

(2)  防災・日本再生シンポジウム「桜島火山と地域防災－大正噴火の経験を生かす－」 

 主催 地域防災教育研究センター  

共催 一般社団法人国立大学協会 

開催日 平成 26 年 10 月 25 日（土） 

会場  県民交流センター（鹿児島市） 

(3)  鹿児島大学シンポジウム「島嶼災害の特徴と防災」 

主催 国際島嶼教育研究センター  

地域防災教育研究センター  

開催日 平成 27 年１月 31 日（土） 

会場  鹿児島大学共通教育棟（鹿児島市） 

(4)  連携シンポジウム「奄美での津波避難を考える－最先端の防災科学と学校での防災教

育－」 

 主催 地域防災教育研究センター 

奄美市教育委員会 

 共催 奄美市 

鹿児島地方気象台・名瀬測候所 

開催日 平成 27 年２月８日（日） 

会場  奄美文化センター（奄美市） 

（共催） 

(1)  公開シンポジウム「山田での東日本大震災を検証する」 

 主催 日本地理学会「被災地再建研究グループ」 

東北地理学 

 共催 岩手県山田町 

トヨタ財団 

地域防災教育研究センター 
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開催日 平成 26 年９月 13 日（土） 

会場  山田町中央公民館（岩手県山田町） 

(2)  公開シンポジウム「大槌での東日本大震災を検証する」 

 主催 日本地理学会「被災地再建研究グループ」 

東北地理学 

 共催 岩手県大槌町 

トヨタ財団  

地域防災教育研究センター 

開催日 平成 26 年９月 14 日（日） 

会場  大槌町中央公民館（岩手県大槌町） 

 

〈平成 25 年度〉 

（主催） 

防災・日本再生シンポジウム 鹿児島大学出前シンポジウム「地震・津波に対する学校と

地域の防災を考える」 

主催 地域防災教育研究センター  

共催 一般社団法人国立大学協会 

開催日 平成 25 年 11 月９日 

会場  志布志市文化会館（志布志市） 

（共催） 

日韓共同シンポジウム「３．１１以降の人間社会」 

 主催 人文社会科学研究科 

高麗大学校日本研究センター 

 共催 地域防災教育研究センター 

 開催日 平成 25 年 10 月 23 日 

 会場  鹿児島大学（鹿児島市） 

夏休みこども火山スクール in えびの高原 

 主催 自然公園財団えびの支部 

 共催 地域防災教育研究センター 

 開催日 平成 25 年８月３日 

 会場  えびの高原（宮崎県えびの市） 

 

〈平成 24 年度〉 

（主催） 

地域防災教育研究センター１周年企画シンポジウム「地域防災力の向上を考える」 

 主催 地域防災教育研究センター 
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 開催日 平成 24 年 10 月６日 

 会場  鹿児島大学稲盛会館（鹿児島市） 

 

〈平成 23 年度〉 

（主催） 

防災・日本再生シンポジウム「奄美豪雨災害から学ぶ －2010 年奄美豪雨災害の総合的調

査研究－」 

 主催 鹿児島大学（地域防災教育研究センター） 

 共催 一般社団法人国立大学協会 

開催日 平成 23 年 10 月 22 日 

 会場  奄美市文化会館（奄美市） 

 

３．学内における防災教育の実施 

共通教育において防災に関する科目を提供するとともに、防災士養成等に取り組んでい

る。 
(1)  共通教育の提供 

共通教育科目４科目の実施  
いのちと地域を守る防災学Ⅰ（前期毎週） 
いのちと地域を守る防災学Ⅱ（後期毎週） 
地域防災学実践Ⅰ（同時開講 かごしま教養プログラム）（前期集中） 
地域防災学実践Ⅱ（同時開講 かごしまフィールドスクール）（前期集中） 

(2)  防災士養成の取り組み 
救急救命講習 3回の実施  
日本赤十字社鹿児島県支部と連携 
日本防災士機構による防災士資格取得試験の実施（年 1 回） 

 

４．地域との連携による事業の実施 

(1)  文部科学省実践的防災教育総合支援事業の支援（平成 24 年度～） 
県教育委員会「防災教育モデル実践事業」（文部科学省「実践的防災教育総合支援事業」

委託）において、県・市町教育委員会からの要請を受けてモデル校へ防災教育アドバイザ

ーの派遣および防災実践指導を行っている。平成 26・27 年度は奄美市と東串良町で実施し

た。なお、平成 24・25 年度は志布志市と霧島町で実施した。 
 

５．調査研究の実施 

(1)  文部科学省地域防災対策支援研究プロジェクト事業「南九州における地域防災支援デ

ータベースの構築」（平成 25 年度から平成 27 年度） 
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四つのデータベースの構築に向けて作業を行っている。  
ゲリラ豪雨データベースの構築 
土砂災害データベースの構築 
桜島対象噴火デジタルアーカイブスの構築 
鹿児島県市町村ハザードマップ  

(2)  文部科学省プロジェクト「南九州から南西諸島における総合的防災研究の推進と 
地域防災体制の構築（平成 24 年度から平成 27 年度） 

① 平成 27 年度報告書の発行 
② 平成 26 年度報告書の発行 
③ 平成 25 年度報告書の発行 
④ 平成 24 年度報告書の発行  

(3) 気象庁気象研究所 「気象レーダを活用した火山噴煙に関する研究」（平成 26 年４月

から平成 29 年３月） 
(4) 国立研究法人防災科学技術研究所「気象レーダによる極端現象の監視と予測に関する

研究」（平成 25 年８月から平成 28 年３月） 
(5) 一般財団法人日本気象協会 「マルチパラメータレーダの観測精度向上及び観測デー

タを用いた短時間気象予報に関する研究」（平成 27 年４月から平成 28 年３月） 

 
６. その他  
(1)  熊本大学大学院自然科学研究科附属減災型社会システム実践研究教育センターとの

合同セミナー 

   開催日 平成 27 年 8 月 24 日（月） 

   会場 熊本大学自然科学研究科附属減災型社会システム実践研究教育センター 

(2) 噴煙火山ガス研究会 

① 第１回 

  開催日 平成 27 年 10 月９日（金） 

  演題・講師 噴煙・火山ガスと大気環境  木下紀正 

② 第２回 

  開催日 平成 27 年 10 月 16 日（金） 

  演題・講師 大規模噴火を想定した火山灰対策  岩松 暉 

③ 第３回 

  開催日 平成 27 年 10 月 30 日（金） 

  演題・講師 気象レーダによる噴煙観測  眞木雅之 

④ 第４回 

  開催日 平成 27 年 11 月 27 日（金） 

  演題・講師 火山灰雲のレーダデータ３次元解析  高橋 忍 
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        レーダデータの三次元可視化  鈴木郁子 

⑤ 第５回 

開催日 平成 27 年 12 月 11 日（金） 

  演題・講師 活火山桜島における農業  富永茂人 

⑥ 第６回 

開催日 平成 28 年１月 15 日（金） 

講演・講師 火山噴火後の侵食と土砂流出  下川悦郎・寺本行芳 

⑦ 第７回 

開催日 平成 28 年１月 22 日（金） 

  演題・講師 G-EVER 火山災害予測支援システム、アジア太平洋地域地震火山災害情

報図プロジェクトによるハザード評価  宝田晋治 

⑧ 第８回 

開催日 平成 28 年１月 29 日（金） 

  演題・講師 火山噴煙・ガスの教材化  飯野直子・今村 唯 

⑨ 第９回 

  開催日 平成 28 年 2 月 12 日（金） 

  演題・講師 気象庁の新しい降灰予報について  古田仁康 

⑩ 第１０回 

  開催日 平成 28 年 2 月 19 日（金） 

  演題・講師 噴煙火山による呼吸器疾患について  樋口健太 

 (3) 企業等からの相談等 

自然災害に対する事業継続計画（BCP 計画）策定をはじめとした企業等の防災活動につ

いて相談に応じた。 
① 鹿児島県高圧ガス保安協会第５６回通常総会で講演 
 開催日 平成 27 年６月 26 日（金） 
 演題・講演者  桜島の大規模噴火災害に備える  センター特任教授 
② トヨタ自動車株式会社車両物流部物流計画室スキルド・パートナーの来訪  
 平成 27 年８月４日（火）、トヨタ自動車株式会社車両物流部物流計画室スキルド・パ

ートナー奥村氏が、桜島噴火時 BCP 作成のための情報入手の相談のため、センターを訪

問された。 
③ 株式会社 IHI 総務部総務グループの来訪 

  平成 27年８月 25日（火）、株式会社 IHI 横浜事業所の防災責任者橋本氏はじめ６名が、

火山のリスクと備えに関する情報収集のため、センターを訪問された。 
④ ソニーセミコンダクタ株式会社鹿児島 TEC からの来訪 
 平成 27 年 12 月３日（木）、ソニーセミコンダクタ株式会社鹿児島 TEC 総務部安全環

境課統括課長梅野氏ほか 3 名が、火山（桜島、霧島）の大噴火時の BCP 作成に資する情
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報入手のため、来訪された。  

(4) 「防災ネットワーク」設立 

 平成 27 年 8 月 10 日、日本防災士機構「防災士」の資格を取得した学生による「防災士

ネットワーク」が、地域防災教育研究センターの教職員を顧問として設立された。防災知

識と防災技術の向上を図るとともに、大学および地域での防災意識を高めるための活動を展開

することを目的としている。 
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平成 27 年度 活動報告 
 

 

 教育部門 
 

 

 

１．はじめに 

 

 教育部門では、本学での防災力を高めるために共通教育科目において授業を実施するとともに、

鹿児島県を中心に「地域防災力の向上」に資するために、鹿児島県教育委員会等と連携して、平

成 27 年度「防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業」等に取り組んでいる。 

 

２．本学における防災教育の実施 

 

 共通教育で防災に関する科目を提供するとともに，防災リーダーの育成に取り組んでいる。な

お、「防災士」養成にかかわる部分については、別稿で詳述しているので、そちらを参考にして頂

きたい（本報告書 P93～111） 

 

 (1) 共通教育科目６科目の提供 

 

A.いのちと地域を守る防災学Ⅰ Disaster mitigation to guard lives and communities I 

 前期毎週講義／2単位／a. 実践・判断・精神力／3. 地域・体験を学ぶ／全学部対象 

担当教員：岩船昌起 他 14 名／メインキーワード：社会問題への理解と実践 

授業概要（目的・内容・方法） 

 授業では、自然災害やその対策について正しい知識を持つと同時に、地域自治体や防災組織が

現在行っている防災への取り組みや新しい技術を理解し、災害時にはいのちを自ら守ることがで

き、かつ支援やボランティア活動を担うことのできる態度・志向性を獲得することを目的とする。

この講義は、自然・人文に及ぶ複合的・総合的な「防災学」のかなりの範囲を網羅するものであ

り、本学のさまざまな学部・大学院・教育研究施設に所属する「防災学を専門とする教員」がそ

れぞれの得意分野をオムニバス形式で担当講義する。後期の「いのちと地域を守る防災学 II」と

対になる構成となっており、前期の本授業では、災害を知り、それに対する対処・対策を考える

ことに重きが置かれている。なお、この授業の概要・性格から本授業は、「防災士」受験資格取得

科目の１つとなっている。 

学習目標 

 1.さまざまな自然災害の発生のしくみを始めとして、防災にかかわる知識や技術などを理解し、

災害種ごとに説明できる。 2.災害種ごとに一般的な対策・対処のしかたを理解し、地域の特性

に応じておおよそ適当な対策などを選択できる。 3.万が一に災害が生じた場合、いのちを自ら

守ることができ、かつ支援やボランティア活動を担うことができる態度・志向性を獲得する。 

授業計画（回数，授業内容，分担担当者） 

1．講義の目的/防災士とは/最近の災害事例 (地域防災教育研究センター；岩船昌起） 

2．地震のしくみと被害/地震に関する知見・情報 （理工学研究科；小林励司） 

3．津波のしくみと対策 (理工学研究科；柿沼太郎） 

4．火山噴火のしくみと被害 （理工学研究科；八木原 寛） 

5．鹿児島の自然災害史 （理工学研究科；井村隆介）  

6．島嶼災害と対策 （地域防災教育研究センター；下川悦郎）  

7．風水害と対策 (理工学研究科；安達貴浩） 

8．土砂災害と対策（農学部;地頭薗 隆） 

9．地域防災と地域社会 （法文学部；菱山宏輔） 

10．避難と避難行動 （理工学研究科；浅野敏之） 
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11．耐震診断と補強 (理工学研究科；澤田樹一郎） 

12．災害と危機管理(理工学研究科；山本健太郎） 

13．福島に学ぶ －放射線災害と情報伝達－ （自然科学教育研究支援センター；福徳康雄） 

14．中山間地域における地盤災害と農地復旧対策 (農学部；平 瑞樹） 

15．学校教育における防災教育の実情と課題 （教育学部；黒光貴峰） 

  
写真 1 共通教育棟４号館４２１教室①    写真 2  共通教育棟４号館４２１教室② 

 

B.いのちと地域を守る防災学 II Disaster mitigation to guard lives and communities II 

 後期毎週講義／2単位／a. 実践・判断・精神力／3. 地域・体験を学ぶ／全学部対象 

担当教員：岩船昌起 他 12 名／メインキーワード：社会問題への理解と実践 

授業概要（目的・内容・方法） 

 授業では、自然災害やその対策について正しい知識を持つと同時に、地域自治体や防災組織が

現在行っている防災への取り組みや新しい技術を理解し、災害時にはいのちを自ら守ることがで

き、かつ支援やボランティア活動を担うことのできる態度・志向性を獲得することを目的とする。

この講義は、自然・人文に及ぶ複合的・総合的な「防災学」のかなりの範囲を網羅するものであ

り、本学のさまざまな学部・大学院・教育研究施設に所属する「防災学を専門とする教員」がそ

れぞれの得意分野をオムニバス形式で担当講義する。前期の「いのちと地域を守る防災学 I」と

対になる構成となっており、後期の本授業では、災害にかかわる情報を知り、新たな減災や危機

管理の手法を身に着けることに重きが置かれている。また、鹿児島市消防局、鹿児島地方気象台、

県危機管理課、県原子力安全対策課からの授業を用意しており、行政の防災関係機関の現場対応

などを知ることができる。なお、この授業の概要・性格から本授業は、「防災士」受験資格取得科

目の１つとなっている。 

学習目標 

 1.災害にかかわる情報の種類やその発信・入手方法の概要を理解し、災害種や災害ステージ等

に応じてそれらを説明できる。 2.新たな減災や危機管理の手法を一般的なレベルで理解し、地

域の特性に応じておおよそ適当な手法を選択できる。 3.万が一に災害が生じた場合、いのちを

自ら守ることができ、かつ支援やボランティア活動を担うことができる態度・志向性を獲得する。 

授業計画（回数，授業内容，担当者） 

1．災害と流言・風評 （理工学研究科；小林励司） 

2．防災と防犯からみる地域のセキュリティ （法文学部；菱山宏輔） 

3．トラウマの理解と心理的ケア I （教育学部；関山 徹） 

4．トラウマの理解と心理的ケア II （教育学部；関山 徹） 

5．気象災害の監視と予測 （地域防災教育研究センター；眞木雅之） 

6．火災と防火対策 （鹿児島市消防局；齋藤栄次） 

7．鹿児島県の災害と危機管理 （鹿児島県危機管理防災課；小田健治） 

8．自然災害に対する行政の危険防止責任 （法文学部；森尾成之）  

9．ハザードマップ （理工学研究科；井村隆介） 

10．大規模災害と情報通信 I  （学術情報基盤センター；升屋正人） 

11．大規模災害と情報通信 II （学術情報基盤センター；升屋正人） 
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12．地域の再建と復興 （法文学部；小林善仁） 

13．鹿児島県の原子力防災対策（鹿児島県原子力安全対策課；池亀昭紀） 

14．火山の監視と防災情報 （鹿児島地方気象台；原田智史） 

15．避難所運営と仮設住宅の暮らし（地域防災教育研究センター；岩船昌起） 

  
写真 3  県危機管理防災課の小田健治氏        写真 4  県原子力安全対策課の池亀昭紀氏 

 

  
  写真 5  鹿児島地方気象台の原田智史氏       写真 6 鹿児島市消防局の齋藤栄次氏 

 

C.地域防災学実践 I Regional Disaster Prevention: Practice and Activity I 

 前期集中講義／2単位／a. 実践・判断・精神力／3. 地域・体験を学ぶ／全学部対象 

担当教員：岩船昌起／メインキーワード：社会問題への理解と実践 

授業概要（目的・内容・方法） 

 この講義では、地域防災に係わる諸機関が開発してきた、防災・減災に係わる自然現象や社会

問題等を素材にした授業を持ち寄り、鹿児島県を中心とした南九州から南西諸島までを対象地域

として、３日間の夏季集中授業で講義とグループ学習を行う。学生間でよく話し合い、切磋琢磨

しながら学習し、グループテーマについて取りまとめと発表を行う。なお、「グローカルな視点か

ら見たかごしま再発見」というテーマに基づくリベラルアーツ教育にも大いに係り、本学で取得

可能な「防災士」資格科目の１つでもある。 

学習目標 

 1.講義で提示される南九州から南西諸島の防災・減災に係わるさまざまなテーマについて内容

をよく理解し、自分の考えに従って問題点を正しく整理できる。 2.グループ学習により、テー

マに関連する問題を独自の視点で討論を行い、グループとしての考えと方策などを具体的にまと

め上げ、それを適切に発表できる。 3.テーマに関してグループで検討し得られた結論等につい

て、受講生全員がそれぞれレポートにまとめて提出する。 

授業計画（回数，授業内容） 

 ８月の夏季休暇中の８月１７日～１９日の３日間で実施する。 

初日：午前９時に集合し、オリエンテーションの後、班に分れて、課題検索を行う。 

午後に講義 Iを受け、夕刻までグループ活動を行う。 

 １回：オリエンテーション等 
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 ２回：グループ学習 I （課題検索等） 

 ３回：グループ学習 II  

 ４回：グループ学習 III 

 ５回：講義 I：徳田 純（霧島市危機管理監）「危機管理・防災について」 

２日目：午前に講義 II、午後に講義 III を受け、その後グループに分れて討論と発表の準備を行

う。 

 ６回：講義 II：岩船昌起「自然の動きと体力との関係を考え、災害からいのちを守る」 

 ７回：講義 III：桐野秀吾（南日本新聞社）「命を守る災害情報～現状と課題」 

 ８回：グループ学習 IV 

 ９回：グループ学習 V 

 １０回：グループ学習 VI 

３日目：午前中に、班別に発表の準備を進め、午後に発表を行う。 

 １１回：グループ学習 VII 

 １２回：グループ学習 VIII 

 １３回：成果発表会 I 

 １４回：成果発表会 II 

 １５回：まとめおよびレポート執筆の指示等 

約１週間後に最終レポートを提出して、終了とする。 

 １６回：期末試験は行わない（指定期日までにレポートを提出） 

 なお、講師としては、霧島市安心安全課など、地域防災に係わる関係機関の実務者等を予定し

ているが、台風の襲来や大規模災害等の発生やその懸念がある場合には、突然変更される。 

 

  
 写真 7  霧島市危機管理監の徳田 純 氏       写真 8 南日本新聞社の桐野秀吾氏  

 

※ なお、「地域防災学実践 I」では、次の「かごしま教養プログラム」の「クラス１」の受講生

も受け入れ、同時に授業を実施した。 

 

D.かごしま教養プログラム 

Kagoshima Liberal Arts Program: Developing Critical Skills for Thinking about the Future 

of Kagoshima 

前期集中講義／2単位／a.実践・判断・精神力／3.地域・体験を学ぶ／全学部対象 

担当教員：飯干 明 他 5名／社会問題への理解と実践・自己の確立 

授業概要（目的・内容・方法） 

 この講義では，鹿児島県内のすべての大学等が伝統を活かして開発してきた、鹿児島を素材に

した授業を持ち寄り、「グローカルな視点から見たかごしま再発見」というテーマに基づき、リベ

ラルアーツ教育を行います。3つのクラスに分かれての 3日間の夏季集中授業で、講義とグルー

プ学習を行います。学生間でよく話し合い、切磋琢磨しながら学習し、グループテーマについて

取りまとめと発表を行います。地域防災教育研究センターでは、クラス１を担当した。 

学習目標 

(1)講義で提示される鹿児島独自の文化，自然，社会，産業などのテーマについて，内容をよく理

解し，自分の考えに従って問題点を正しく整理できる。 

(2)グループ学習により，テーマに関連する問題を独自の視点で討論を行い，グループとしての考
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えと方策などを具体的にまとめ上げ，それを適切に発表できる。 

(3)テーマに関してグループで検討し得られた結論等について，受講生全員がそれぞれレポートに

まとめて提出する。 

担当大学・学生数等 

クラス 1（鹿児島大学担当）：25 名  ※地域防災教育研究センターで運営 

クラス 2（鹿児島国際大学担当）：27 名 

クラス 3（志學館大学担当）：26 名 

クラス１の概要 

テーマ：地域－自然環境の地域性を踏まえて，防災にかかわる人間関係やまちづくりを考える 

実施日：2014 年 8 月 17 日（月）～19 日（水） 

担当教員：岩船昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター特任教授）・飯干 明 （鹿児島大学教

育学部教授） 

対象学生：1年生を中心とした学生 25 名（および「地域防災学実践 I」受講生 15 名） 

参加校：鹿児島大学 4名・鹿児島工業高等専門学校 17 名・鹿児島県立大学 2名・志學館大学 2 名 

日程：「地域防災学実践 I」に準じる。 

 

  
 写真 9  学術情報基盤センターで実施     写真 10 デザイン・ソフトで描画する学生 

 

E.地域防災学実践 II Regional Disaster Prevention: Practice and Activity II 

 前期集中講義／2単位／a. 実践・判断・精神力／3. 地域・体験を学ぶ／全学部対象 

担当教員：岩船昌起、小林善仁、南 直子／メインキーワード：社会問題への理解と実践 

授業概要（目的・内容・方法） 

 霧島市消防局の全面的な協力を得て、霧島山麓での防災や救急救命に係わる諸施設や各地区を

学習の場とし、そこに内在する特徴や課題について実践的に学び、諸課題の解決につながり「地

域の防災力・救急救命力」を向上させるための方策について考察する。このような活動を通じて、

地域社会における防災や救急救命に係わる本質と問題点をよく理解し、かつ鹿児島や日本や世界

の諸地域と霧島山麓との違いを比較考察できる「グローカルな素養」と自己開発の能力を身につ

ける。具体的には、実践的な学びの場において体験的な学習能力を向上し、考察・討論・発表を

通した理解力と問題解決能力の修得を促進するとともに、発表後の意見交換を加味して本授業全

体を通した総合的な成果を文書化することにより、日本語コミュニケーション能力の向上を図る。

なお、３千５百円程度の宿泊経費等が必要となる。 

学習目標 

 1.霧島山麓の調査地区の実地視察や関係者との交流を通して、同地区の自然環境、住民生活、

商業活動等の特徴を把握し、防災・減災および救急救命の観点から独自の問題を調査する。 2.

同地区等の防災力・救急救命力のさらなる向上のために、今後どのような展望が望ましいか、ど

のような可能性があるか等の視点でテーマを考え、グループでの実地調査に基づき改善策等を具

体的に討論しその成果を発表する。 3.実地調査、討論、発表を通して得られた成果を総合的に

とりまとめたレポートを作成する。テーマ別に編成されたグループにおいて、これら三つの学習

目標を達成する。 

授業計画（回数，授業内容） 

 8 月の夏季休暇中の３日間（8月 26 日～28 日）で，次の通り実施した。 

◎第 1日目（8月 26 日）： 
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 (1)早朝に鹿児島大学からバスで出発し、霧島市消防局に到着後、現地で開講式を行う。 

  １回：オリエンテーション等 

 (2)消防職員等による救急救命に関する総合的な説明を受け、グループ分けを行う。 

  ２回：消防職員等による解説 

 (3)昼食の後に、北消防署に移動して救急救命に係わる説明や講習（普通救命講習?）を受ける。 

  ３回：救急救命に係わる説明や講習 I 

  ４回：救急救命に係わる説明や講習 II ５回：グループ学習 III 

２日目：午前中に講義 II、午後に講義 III を受け、その後グループに分れて討論と発表の準備を

行う。 

  ５回：救急救命に係わる説明や講習 III 

 (4)霧島自然ふれあいセンターに移動し、国立公園での防災に係わる講話を環境省の自然保護官

から受ける。 

 (5)グループ毎に説明や講話の内容について討論し、防災または救急救命に係わる調査のテーマ

を決定する。 

  ６回：講義 I ：松本 晃 氏（環境省えびの自然保護官） 

     およびディスカッション 

◎第 2日目（8月 27 日）： 

 (6)早朝に、自然保護財団えびの支部所長からの講義を受け、その後夕刻まで実地調査を行う。 

  ７回：講義 II：坂本謙太郎氏（自然公園財団えびの支部長） 

  ８回：フィールドワーク I 

  ９回：フィールドワーク II 

  １０回：フィールドワーク III 

 (7)夕刻から、調査結果についてグループ毎に取りまとめ、発表準備を行う。 

  １１回：グループ学習 I 

◎第 3日目（8月 28 日）： 

 (8)早朝から発表の最終準備を行う。 

  １２回：グループ学習 II 

  １３回：グループ学習 III 

 (9)13 時頃から北消防署関係者の前で成果発表を行い、意見交換を行う。 

  １４回：成果発表会 I 

  １５回：成果発表会 II およびまとめ等 

 (10)終了後、修了式を行い（普通救命講習?「救命技能認定証」を合格者は受け）、バスで鹿児

島市へ戻る。 

１週間以内に、調査ノートに最終報告レポートを記入して、共通教育係へ提出する。 

１６回：期末試験は行わない（指定期日までにレポートを提出） 

 

  
写真 11  霧島市消防局が全面的に協力      写真 12 頸椎固定の器具を装着される学生 

 

※ なお、「地域防災学実践 II」では、次の「かごしまフィールドスクール」の「フィールド１」

の受講生も受け入れ、同時に授業を実施した。 
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F.かごしまフィールドスクール Kagoshima Field School: Volunteer Activities in Kagoshima 

前期集中講義／2単位／a.実践・判断・精神力／3.地域・体験を学ぶ／全学部対象 

担当教員：飯干 明 他 6名／社会問題への理解と実践／自己の確立 

授業概要（目的・内容・方法） 

地場産業，農業，商業，文化，観光，環境，暮らし，防災などに関する地域や施設などを学習の

場とし，そこに内在する特徴や課題について実践的に学習して，課題を解決する方策について考

察し，若者のグローバルな視点でそれらを発展させる方策などについて考えます。このような活

動を通して，鹿児島の本質と問題点を理解し，国際社会の中での鹿児島の個性化・活性化を考え

る「グローカルな素養」を身につけるとともに，自己開発の能力を身につけます。具体的には，

実践的な学びの場において体験的な学習能力を向上し，考察・討論・発表を通した理解力と問題

解決能力の修得を促進するとともに，発表後の意見交換を加味して本授業全体を通した総合的な

成果を文書化することにより，日本語コミュニケーション能力の向上を図ります。なお，地域防

災教育研究センターでは，フィールド１を運営した。 

学習目標 

(1)指定地域内の調査地区の実地視察や関係者との交流を通して，同地区の住民生活，商業活動，

文化活動等の特徴を把握し，選択したテーマに関する独自の問題を調査。 

(2)同地区等のさらなる活性化のために，今後どのような展望が望ましいか，どのような可能性が

あるか等の視点でテーマを考え，グループ討論により改善策等を具体的に討論しその成果を発表。 

(3)実地調査，討論，発表を通して得られた成果を総合的にとりまとめたレポートを作成。 

テーマ別に編成されたグループにおいて，これら三つの学習目標を達成する。 

担当大学・学生数等 

フィールド 1（鹿児島大学担当）：16 名 ※地域防災教育研究センターで運営 

フィールド 2（鹿児島国際大学担当）：27 名 

フィールド 3（志學館大学・鹿児島大学担当）：10 名 

フィールド１の概要 

テーマ：霧島山麓の救急救命と防災を考える 

目標：フィールドワークを通じて霧島山麓の自然環境と地域社会を知り，これに応じた救急救命

と防災のあり方を消防職員も交えて議論する。 

実施日：2014 年 8 月 26 日（水）～28 日（金） 

担当教員：岩船昌起（鹿児島大学地域防災教育研究センター特任教授）・ 

小林善仁（鹿児島大学法文学部准教授）・南 直子（法文学部助手） 

対象学生：1年生を中心とした学生 16 名（および「地域防災学実践 II」受講生 15 名） 

参加校：鹿児島大学 4名・鹿児島工業高等専門学校 8名・鹿児島県立大学 2名・志學館大学 2名 

協力機関：霧島市消防局・環境省えびの自然保護官事務所・自然公園財団えびのエコミュージア

ムセンター・ 

移動手段：鹿児島大学スクールバス（鹿児島市‐霧島市牧園往復，巡検） 

宿泊施設：霧島自然ふれあいセンター 

活動内容 

第１日目（8月 25 日） 

9:00            鹿児島大学 出発（8:55 鹿児島大学 集合） 

9:00 ～ 10:30   バスで移動（車内でオリエンテーション） 

10:40 ～ 12:00  霧島市消防局（情報司令室および消防車両等見学など） 

12:00 ～ 12:50  昼食（手配を霧島市消防局に依頼） 

12:50 ～ 13:40   バスで移動 → 霧島自然ふれあいセンター  

13:40 ～ 14:10  霧島自然ふれあいセンター着，入所式と荷物入れ 

14:10 ～ 14:30  バスで移動 → 北消防署 

14:30 ～ 17:40  BLS 講習会（心肺蘇生・AED・三角巾法など） 

17:40 ～ 18:00  徒歩で移動 → ふれあいセンター 

18:30 ～ 20:00  夕食・入浴 

20:00 ～ 22:00   講義：松本 晃 氏（環境省えびの自然保護官） 

22:30 ～      解散・就寝 
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写真 13  環境省えびの自然保護官の松本晃氏   写真 14 自然保護財団の坂本謙太郎氏  

 

第２日目（8月 26 日） 

6:30 ～  8:30   起床・身支度・掃除・朝の集い・朝食 

8:30 ～ 10:00   牧園巡検（丸尾温泉街・森林セラピーロードなど） 

10:10 ～ 11:40    講義：坂本謙太郎氏（自然公園財団えびの支部長） 

11:50 ～ 12:50   昼食（お弁当）および調査計画立案（班ごと） 

12:50 ～ 17:30  救急救命・防災の現地調査（班ごと）【牧園地区】 

17:30 ～ 19:30  入浴・夕食 

19:30 ～ 21:30  調査のまとめ（班ごと） 

22:30 ～      解散・就寝 

第３日目（8月 27 日） 

6:00 ～  8:30   起床・身支度・清掃・朝の集い・退所式・朝食 

8:30 ～  8:50   徒歩で移動 → 北消防署 

9:00 ～ 12:10   まとめ（班ごと）or 予備調査 

12:10 ～ 13:10  昼食（お弁当） 

13:10 ～ 13:40  発表会と総括（※北消防署員も参加） 

15:30 ～ 17:30   バスで移動 → 鹿児島に到着後 解散 

※ 「かごしま教養プログラム」および「かごしまフィールドスクール」については，大学地域コ

ンソーシアム鹿児島 HP に掲載される報告書を参照してください。 

＜参考文献・HP＞ 

・岩船昌起 2016．教養プログラムクラス１｢自然環境の地域性を踏まえて防災にかかわる人間関

係やまちづくりを考える｣『大学地域コンソーシアム鹿児島 HP（公開予定）』 

・岩船昌起 2016．フィールドスクール１「霧島山麓の救急救命と防災を考える」『大学地域コン

ソーシアム鹿児島 HP（公開予定）』 

・大学地域コンソーシアム鹿児島 HP https://www.kagoshima-u.ac.jp/renkei/index.html 

 

  
写真 15  フィールドワークの成果を発表   写真 16 北消防署員から救急救命を学ぶ  
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３．地域との連携による事業の実施 

 

(1) 文部科学省「防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業」の支援 

 

 鹿児島県の教育・文化・交流を推進する鹿児島県教育委員会では，「学校安全」の充実を図る取

組として「防災教育モデル実践事業」（文部科学省「防災教育を中心とした実践的安全教育総合支

援事業」委託）を実施している（鹿児島県教育委員会 HP）。本センターでは，県・市町教育委員

会からの要請を受けて、平成 24・25 年度に霧島市と志布志市、平成 26 年度に奄美市と東串良町

に専門家を派遣してモデル校で地震・津波・火山噴火・豪雨・山地崩壊等による災害の解説や警

戒避難対応への助言を行った（表１）。平成 27 年度には文部科学省の事業名が「防災教育を中心

とした実践的安全教育総合支援事業」に変更となり、総合的に学校等の「安全」力を高めること

が主目的となったが、引き続き「防災教育」を中心とすることから、平成 26 年度と同様に奄美市

と東串良町に専門家を派遣してモデル校で地震・津波・山地崩壊等による災害の解説や警戒避難

対応および災害応急対応への助言を行った。 

 

表１ 鹿児島県「防災教育モデル実践事業」でのモデル校 

 
 

●奄美市 「防災教育を中心とした奄美市実践的安全教育総合支援事業」 

 

・第１回推進委員会および出前授業等 

  日時：平成 27 年 7 月 14・15 日（火・水）  

  場所：奄美振興会館第１会議室および小湊小学校，大川小中学校等 

【7月 14 日】 

 第１回推進委員会 10:00～12:30 奄美振興会館第１会議室 

  内容：(1) 「防災教育を中心とした奄美市実践的安全教育総合支援事業」の概要について 

     (2) モデル校からの説明等 

     (3) 鹿児島大学地域防災教育研究センター・鹿児島地方気象台からの助言等 

     (4) 意見交換等 

  モデル地区内小中学校での出前授業 14:10 ～14:55 

    地頭薗 隆「大雨や土砂災害時の避難について」 

  大川小中学校で職員への講義 15:30～16:45 

    岩船昌起「避難所での生活について」 

【7月 15 日】 

 防災教室 10:00～12:30 ※ 両校それぞれで実施 

  小湊小学校 9:05～9:50 視聴覚室 ※全児童対象 

    岩船昌起「避難所での生活について」 

  大川小中学校 10:35～11:20 体育館 ※全児童生徒対象 

    岩船昌起「避難所での生活について」 

  笠利町手花部小学校および赤木名中学校訪問 13:30～14:50 

    避難場所の確認および助言・指導 岩船昌起 

 

・避難訓練指導 

  日時：平成 27 年 11 月 5 日（木）  

  場所：大川小中学校、小湊小学校  

【11 月 5 日】 

霧島市教育委員会 志布志市教育委員会 奄美市教育委員会 東串良町教育委員会

市立大田小学校 市立通山小学校 市立小湊小学校 町立柏原小学校

市立霧島中学校 市立有明中学校 市立大川小中学校 町立池之原小学校

県立霧島高等学校 県立志布志高等学校 町立東串良中学校

平成２４・２５年度 平成２６・２７年度
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 小湊小学校「緊急地震速報を利用した避難訓練」9:30～10:30  

  ・小湊小学校全児童および全教職員参加 

  ・小湊地区住民および奄美看護福祉専門学校生徒および教職員も参加 

  ・避難訓練視察後に助言・指導 岩船昌起 

 大川小中学校「緊急地震速報を利用した避難訓練」10:50～11:45 

  ・大川小中学校全児童・生徒および全教職員参加 

  ・避難訓練視察後に助言・指導 岩船昌起 

 

・第２回推進委員会および授業参観と指導・助言等 

  日時：平成 26 年 11 月 30 日（月）  

  場所：奄美市役所別館 3階会議室および小湊小学校，大川小中学校 

【11 月 30 日】 

 小湊小学校「防災教育授業参観および講話」9:05～10:10  

  ・体育館にて全児童対象の授業の実施。 

       指導・助言：地頭薗 隆・岩船昌起 

 大川小中学校「防災教育授業参観および講話」10:45～12:35 

  ・学年ごとに分かれて、5つの授業の実施。  

       指導・助言：地頭薗 隆・岩船昌起 

 第２回推進委員会 14:00～15:00 奄美市役所別館 3階会議室 

  内容：(1) 奄美市実践的防災教育総合支援事業の経過について 

     (2) モデル校からの説明，取り組みの総括等 

     (3) 鹿児島大学地域防災教育研究センター・名瀬測候所からの助言等 

     (4) 意見交換等 

 

  
  写真 17  第 2 回推進会議の様子      写真 18 岩手県山田町婦人会長の講話 

（奄美市教育委員会提供 2015 年 11 月 30 日）  （奄美市教育委員会提供 2015 年 11 月 30 日） 

 

・第３回推進委員会および避難訓練指導等 

  日時：平成 27 年 2 月 8・9日（月・火）  

  場所：奄美市役所 4階大会議室および小湊小学校 

【2月 8日】 

 小湊小学校「緊急地震速報を活用して、車両を使用した避難訓練」14：20～16：40  

  ・小湊小学校および同校区にて全児童および全教職員が参加して実施。 

       指導・助言：岩船昌起 

【2月 9日】 

 第３回推進委員会 10:00～11:30 奄美市役所 4階大会議室 

  内容：(1) 平成 27 年度事業について 

     (2) 平成 28 年度の取り組みについて 

     (3) 今後の連携について 等 
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写真 19  緊急地震速報活用した避難訓練   写真 20 連携する専門学校（避難場所）へ向かう 

（2015 年 11 月 5 日 奄美市立大川小中学校）  （2015 年 11 月 5 日 奄美市立小湊小学校） 

  
写真 21  専門学校の屋上への外付け階段へ   写真 22 地域と連携して高齢者の方々も参加 

（2015 年 11 月 5 日 奄美市立小湊小学校）  （2015 年 11 月 5 日 奄美市立大川小中学校） 

 

・平成 27 年度 奄美市の防災教育を考えるシンポジウム 

    「学校での実践的防災教育を地域に広げる取組」 

主催 奄美市教育委員会 

共催 鹿児島大学地域防災教育研究センター 

日時：平成 27 年 11 月 29 日（日）13:00～16:50 

場所：名瀬中央公民館 ホール 

参加者：180 名 

趣旨 奄美市では，26・27 年度，県の委託事業を受け，大川小中学校と小湊小学校をモデル校と

して実践的な防災教育の推進に努めている。2校は，昨年度から緊急地震速報受信端末装置を利

用し，年間を通して地震・津波の実践的なショート避難訓練を実施し，学校や地域の実態に応じ

た避難の在り方について検証している。また，地域と連携した避難についても検証しており，地

域の防災力を高める拠点としての取組も行っている。更に公開避難訓練を実施し，先進的な取組

を公開し，本市の防災教育の推進校としての役割を担っている。今年度は，被災してからの避難

所生活について学習しており，地震・津波だけでなく，台風，大雨，土砂災害などの奄美に特徴

的な災害について効果的な取組となっている。 

 奄美市は，昨年度末，全ての小中学校に緊急地震速報装置が設置され，学校が地域防災の情報

を発信する拠点としての役割が高まりつつある。しかしながら，緊急地震速報装置を利用した避

難訓練の実施や市民への周知は進んでいない。 

 奄美市としては，夏休み期間中に市内の児童・生徒の希望を募り，防災キャンプを実施した。

自分の住む地域のハザードマップの作成や災害後の応急手当，避難所生活などについて，名瀬測

候所や奄美市消防組合，奄美市総務課などの協力で実践的な体験活動を通して，防災教育の推進

に努めることができた。今後も継続していくことで，防災に対する意識を高めることと，防災リ

ーダーを育成することにつながっていくと予想される。 

 本市の子どもたちは，将来島を離れて生活することが多い。これから住む地域で発生する可能
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性のある災害から命を守るために，自分の命は自分で守る資質や態度が必要である。しかしなが

ら，防災に対する意識や家庭，地域で防災に取り組む態勢は不十分である。8月 30 日（日）の奄

美市防災訓練では，参加人数や参加者の年齢を考察した場合，地域住民の防災に対する意識の低

さが窺える。参加人数も少なく，参加者の年齢も高く，小中学生の参加率も低いものであった。 

 そこで，このシンポジウムを通して，学校を中心とした防災教育を発表することで，地域を巻

き込んだ防災力の向上を図ることができ，学校での防災教育への協力態勢が構築できるのではな

いかと考える。 

 今年度のシンポジウムでは，防災に係る生徒の発表の場を積極的に設けることを目標とし，発

表を通して学校で取り組んでいる防災教育の周知や協力態勢を構築してくのを目的としたい。ま

ずは，福島民報社から募集を受け，南日本新聞社のオセモコ特派員として福島で学んできた渡邊

望未さんに命の大切さと災害に備える大切さについて発表を依頼する予定である。また，防災キ

ャンプに参加した中学生 2人に防災キャンプの発表を依頼する予定である。そして，緊急地震速

報についての説明を実施し，学校周辺に住む住民の方への周知や各自治体への協力態勢を構築し

たい。その後，パネルディスカッションを通して，学校の課題や地域の課題を共有し，市全体と

して取り組める方向性を見つけていきたい。 

プログラム 

総合司会 森 希生（名瀬中学校防災キャンプ参加生徒） 

開会挨拶 地頭薗 隆（鹿児島大学農水産獣医学域農学系教授） 

事例発表 

○「奄美市防災キャンプ実践例発表」中尾 亮太，松野 伊吹（名瀬中学校 2年・金久中学校 2年） 

○「緊急地震速報装置を利用した避難訓練について」石井 良一 （㈱センチュリー 常務取締役） 

○「福島リポート－南日本新聞社オセモコ特派員」渡邊 望未（小宿中学校 1年）：  

講話 

○「東日本大震災の避灘所での生活について」 野田和子（岩手県山田町婦人団体連絡協議会会長） 

パネルディスカッション 

司   会 ：岩船 昌起（地域防災教育研究センター 特任教授） 

パネラー：地頭園 隆（鹿児島大学理工学研究科 教授） 

     森実 英夫（名瀬測候所） 

     八木 章久（大島支庁建設課長） 

     外戸口 浩春（小湊小学校 校長） 

     前野 俊浩（大川小中学校 校長） 

     奥田 敏文（奄美市総務課長） 

     中尾 亮太（名瀬中学校） 

     松野 伊吹（金久中学校） 

     渡邊 望未（小宿中学校） 

閉会挨拶 森山 直樹（奄美市教育委員会事務局長） 

 

  
    写真 23 シンポジウム開始直前      写真 24 パネルディスカッション時の様子 

  （名瀬測候所提供 2015 年 11 月 29 日）     （名瀬測候所提供 2015 年 11 月 29 日） 
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平成27年度奄美市の防災教育を考えるシンポジウム
―学校での実践的安全教育を地域に広げる取組―
開会挨拶 地頭薗 隆（鹿児島大学農水産獣医学域農学系教授）

事例発表
○ 奄美市防災キャンプ実践例発表

中尾亮太，松野伊吹（名瀬中学校２年，金久中学校２年）
○ 緊急地震速報装置を利用した避難訓練について

石井良一 （株式会社センチュリー 常務取締役）
○ 福島リポート（南日本新聞社オセモコ特派員）

渡邉望未（小宿中学校１年）
講話
○ 東日本大震災の避難所での生活について

野田 和子（岩手県山田町婦人団体連絡協議会会長）

パネルディスカッション
司会 ：岩船昌起（地域防災教育研究センター特任教授）
パネリスト
地頭薗 隆（鹿児島大学農水産獣医学域農学系教授）
森実 英夫（名瀬測候所長）
鍋田 慶一郎（大島支庁建設課技術主幹）
圓 和之（奄美市総務課参事兼防災対策監）
前野 俊浩（大川小中学校校長）
外戸口浩春（小湊小学校校長）
中尾 亮太（名瀬中学校２年生）
松野 伊吹（金久中学校２年生）
渡邉 望未（小宿中学校１年生）

閉会挨拶 森山 直樹（奄美市教育委員会事務局長）

日時 平成27年11月29日（日）13:00～16:50
会場 名瀬中央公民館（奄美市役所横） 駐車場名瀬小学校

お申込み Ｅ-mailあるいはFAXで，参加者の氏名，所属，連絡先を御連絡ください。
FAX.0997-53-9501 Email:kyoigk@city.amami.lg.jp
※ 当日の参加も可能ですが，資料等の事前準備のためにできるだけ御連絡ください。

お問い合わせ TEL.0997-52-1128（内線1729 担当 当田）

主催 奄美市教育委員会
共催 国立大学法人鹿児島大学地域防災教育研究センター

防災キャンププログラム

南日本新聞社の子ども記者の交流会で語る渡邉さん東日本大震災後の津波で大きな被害を受けた岩手県山田町

26年度開催されたシンポジウムのパネルディスカッション

 
図１ 平成 27 年度 奄美市の防災教育を考えるシンポジウムポスター 

 

● 東串良町「防災教育を中心とした東串良町実践的安全教育総合支援事業」 

 

・第１回推進委員会および避難訓練 

  日時：平成 27 年 7 月 13 日（月）  

  場所：東串良町役場 3階会議室 

 第１回推進会議 10:00 ～ 11:30 

  内容：(1) 防災教育を中心とした東串良町実践的安全教育総合支援事業の概要について 

     (2) 今後のスケジュールについて 

 3 校合同避難訓練（災害時引き渡し訓練）等 

  池之原小学校 14:20 ～ 15:00 

  柏原小学校  14:15 ～ 15:00 

  東串良中学校 15:20 ～ 16:10 

       指導・助言：浅野敏之、井村隆介 
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・第２回推進委員会および東串良町防災訓練等 

  日時：平成 27 年 10 月 22 日（木） 

  場所：東串良町役場 3階委員会室 

 第２回推進委員会 14:30 ～ 16:30 

  内容：(1) 各学校等における取組状況について 

     (2) 今後のスケジュールについて 

     (3) その他(東串良町防災訓練等) 

 

・平成 27 年度東串良町津波災害避難訓練 

  主催 東串良町，東串良町教育委員会 

  日時：平成 27 年 11 月 14 日（土）9:00 ～ 11:00 

  場所：東串良町総合センター大ホール（東串良町） 

  参加者 1100 名 

趣旨 南海トラフ大地震による大規模災害を想定した東串良町地域防災計画に基づく避難対策等

を検討するもので，避難経路や避難場所の確認並びに要援護者の避難対策等の検証を行うととも

に，関係機関の連携を図ることを目的として実施する。なお，実施に当たっては，学校の土曜授

業実施日に行うことで，町内の防災拠点としての機能が期待される学校と町防災部局等との連携

強化を図るとともに，学校と地域等が一体となった避難の在り方や災害ボランティアの心構えを

体験を通して学ぶ機会として設定した。 

【池之原小学校（防災連携校）での訓練実施後の取組】 

・ 講 演 「地震・津波に対する備えについて」 

  井村 隆介（鹿児島大学理工学研究科准教授） 

・ 池之原小児童による災害ボランティア体験（応急給水訓練，簡易ベッド設置訓練） 

   
  写真 25 応急給水訓練（柏原小）     写真 26 井村准教授による講演（池之原小） 

(東串良町教育委員会提供 2015 年 11 月 14 日）(東串良町教育委員会提供 2015 年 11 月 14 日） 

 
写真 災害ボランティア講話（東串良中） 

(東串良町教育委員会提供 2015 年 11 月 14 日） 
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・第３回推進委員会および東串良町防災訓練等 

  日時：平成 28 年 2 月 4日（木） 

  場所：東串良町役場 3階委員会室 

 第３回推進委員会 15:00 ～ 16:40 

  内容：(1) 各学校等における取組状況について 

     (2) 本年度の取組の検証及び今後の取組について 

     (3) その他 

 

・平成 27 年度東串良町防災教育シンポジウム「東串良町での地震・津波避難を考える～最先端の

防災科学と学校や家庭，地域における防災教育の在り方」 

主催 東串良町教育委員会 

共催 鹿児島大学地域防災教育研究センター 

後援 鹿児島地方気象台、鹿児島県教育委員会 

日時：平成 27 年 8 月 5日（水）19:00 ～ 21:00 

会場：東串良町総合センター大ホール 

参加者：110 名 

趣旨 

 平成 27 年度文部科学省委託「防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業」の一環とし

て，保護者や教職員，町民を対象にした防災教育についてのシンポジウムを計画し，南海トラフ

巨大地震津波被害想定地域を含む本町の状況や防災教育の在り方について，最新の知識や情報を

学ぶ機会とする。 

東串良町では，平成 26 年度において，町内 1小 2中の児童生徒や教職員を対象に防災アドバイ

ザーによる出前授業や教職員研修を実施し，防災教育に対する理解と意識の喚起に努めてきた。 

そこで，平成 27 年度においては，学校と家庭，町防災部局，地域等とが連携し，一体となった

防災教育の推進や合同訓練等を通じた対応行動の検証に努めることにした。 

そのための手だてとして，8月に町民を対象とした防災教育シンポジウムを計画し，町民の災

害に対する意識を高めるとともに，想定外の事態が生じる災害時に備えた実践的な訓練の必要性

を感じ取らせる機会とした。 

 

   
 写真 27 基調講演で登壇した井村准教授   写真 28 パネルディスカッションの様子 
(東串良町教育委員会提供 2015 年 8 月 5 日）（東串良町教育委員会提供 2015 年 8 月 5 日） 

 

プログラム開会挨拶 別府 俊昭（東串良町教育委員会教育長） 

開会挨拶 別府 俊昭（東串良町教育委員会教育長） 

講  演  

井村 隆介（鹿児島大学理工学研究科准教授）「東串良での地震・津波避難を考える」  

パネルディスカッション 

「学校や家庭，地域における防災教育の在り方」 

司  会：浅野 敏之（鹿児島大学理工学研究科教授） 
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パネリスト：井村 隆介（鹿児島大学理工学研究科准教授） 

      緒方  誠（鹿児島地方気象台地震津波防災官） 

      満枝 賢治（鹿児島県教育庁保健体育課指導主事） 

      中島 孝一（東串良町総務課長） 

      岩下 徳男（東串良町立柏原小学校長） 

      淵上  修（柏原校区コミュニティ協議会長） 

 

 
図２ 平成２７年度東串良町防災教育シンポジウムポスター 
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４．その他 

  

● 鹿児島大学地域防災教育研究センター・日本地形学連合 

 一般公開シンポジウム「霧島山の火山ハザード-2011 年を事例として」 

 

日時：2015 年 10 月 11 日（日）13:00 ～ 17:00 

会場：鹿児島大学（〒890-0065 鹿児島市郡元１丁目 21‐40） 

       稲盛会館（キャンパスマップの「郡元キャンパス」参照） 

       メモリアルホール：一般研究発表（口頭）・一般公開シンポジウム 

主催：鹿児島大学地域防災教育研究センター・日本地形学連合 

 

内容 

  司会：下川悦郎・岩船昌起（鹿児島大） 

13:00-13:05 開会挨拶 浅野敏之（鹿児島大） 

13:05-13:40  小林哲夫（鹿児島大）：霧島火山の防災マップと新燃岳 2011 年噴火 

13:40-14:10 磯 望（西南学院大）： 霧島火山 2011 年噴火後の降下テフラと河床地形の変化 

14:10-14:45 地頭薗 隆（鹿児島大）：霧島火山地域における土砂災害 

14:45-15:15 原田智史（鹿児島地方気象台）：霧島火山 2011 年噴火における気象庁の防災対応 

15:25-16:55 総合討論 

16:55-17:00 閉会挨拶 倉茂好匡 （日本地形学連合会長） 

 

趣旨 

 2014 年 9 月 27 日の御嶽山噴火災害を機に、わが国の活火山の監視・観測体制および噴火に対

する警戒避難体制の見直しが行われ、火山噴火予知連絡会が選定した 47 火山を中心に早急な改

善・強化が図られることとなった。その 47 火山の一つである霧島山では、20 を超える火山体が

識別でき、2014 年 10 月 24 日に硫黄山で火口周辺警報が発表されるなど、特に、御鉢、新燃岳、

硫黄山、大幡山などで近い未来の噴火が懸念されている。このように潜在的に噴火の危険性高い

火山体の集合である霧島山では、2015 年 7 月 8日の「活動火山対策特別措置法の一部を改正する

法律」の公布とも関連して、火山防災対策、火山監視・観測体制、火山防災情報の伝達、火山噴

火からの適切な避難方策、火山防災教育や火山に関する知識の普及、火山研究体制の強化などを

総合的に強化する必要がある。 

 新燃岳では、2011 年 1 月 26 日に噴煙が 3000m 上空まで上がる噴火が確認されて以来、2013 年

10 月 22 日まで噴火警戒レベル 3が継続され、新燃岳周辺約 3km の範囲が立ち入り規制された。

この間、1月 26～29 日に風下の東南側山麓を中心に降灰が及び、道路や観光施設の閉鎖や学校の

休校や農作物の被害などが生じた。また、2月1日の爆発的な噴火では火山弾が新燃岳から約3.2km

まで飛来して直径 6m 深さ 2.5m のクレーターを形成して、立ち入り規制が約 4km まで一時拡大さ

れた。そして、梅雨期には降灰が及んだ山地斜面で土石流の発生が懸念され、砂防施設による緊

急減災対策等もなされた。 

 この 2011 年新燃岳噴火に係わる一連の自然の動きおよび災害、そして災害対応については、約

4年を経た現在までにさまざまな分野で研究がなされ、調査研究データに基づきその実態が解明

されてきた。本シンポジウムでは、火山地質学、地形学、砂防学、火山物理学の視点から多角的

に考察し、特に火山災害およびそれに起因して生じる土砂災害に係わる自然特性に注目して、今

後、霧島山で想定される火山噴火に係わる多様な災害の可能性について市民とともに議論する。 
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図３ シンポジウム「霧島山の火山ハザード-2011 年を事例として」ポスター 

 

 

文責：教育部門長 岩船昌起 
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平成 27 年度「鹿大防災セミナー」報告 
 

 

調査研究部門 

 

 

防災に関する教育・研究や行政等の取り組みについて，本センターに係わる教職員および関係

機関の情報交換や交流を目的に平成 25 年度から「鹿大防災セミナー」を実施している。以下，平

成 27 年度に開催した第 8 回から第 11 回の概要を報告する。 
 
 
第 8 回 平成 27 年 4 月 23 日（木）（担当：総合防災分野責任者 黒光貴峰准教授） 
講演 
「災害時の心理と基本的対処法」法文教育学域教育学系 関山徹氏 
「学校教育における防災教育の充実に向けて」法文教育学域教育学系 黒光貴峰氏 
概要 
関山氏は，災害時における心理的支援の必要性を説明し，被災直後の心理的支援と中・長期的

な心理的支援のあり方を提案した。黒光氏は，学校教育における防災教育の重要性を説明し，教

科の中に防災の視点を取り入れた授業例や行政・教育現場・大学が連携して開発した防災教育学

習プログラムを紹介した。セミナーには，教職員，学生のほか，鹿児島地方気象台，霧島市等の

学外関係者を含めて 67 名が参加した。 
 

 
関山氏の講演の様子 

 
 
第 9 回 平成 27 年 10 月 2 日（金）（担当：水害・土砂災害分野責任者 安達貴浩教授） 
講演 
「平成 18 年 7 月豪雨における川内川流域住民の避難行動について」理工学域工学系 安達貴浩氏 
「土砂災害対策について」鹿児島県土木部砂防課 戸田洋一氏 
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概要 
 安達氏は，甚大な洪水被害が受けた川内川流域住民へのアンケート結果から，リスクの過小評

価と避難行動の遅れが原因で避難しなかったこと，正常化の偏見と認知的不協和が避難を妨げた

こと等を説明した。戸田氏は，鹿児島県で最近発生した土砂災害の実態と特徴を説明し，土砂災

害を防ぐために土砂災害警戒区域等のマップ，土砂災害警戒情報，鹿児島県河川砂防情報システ

ム等の活用する方法を解説した。セミナーには，教職員，学生のほか，国交省，鹿児島地方気象

台等の学外関係者を含めて 45 名が参加した。 
 

 
戸田氏の講演の様子 

 
 
第 10 回 平成 27 年 12 月 10 日（木）（担当：火山災害分野責任者 松井智彰 准教授） 
講演 
「噴煙の映像観測・衛星画像解析と火山防災」鹿児島大学名誉教授 木下紀正氏 
「三島村・鬼界カルデラジオパークにおける防災への試み」三島村役場総務課 大岩根尚氏 
概要 
木下氏は，噴煙の映像観測や衛星画像解析の方法を紹介し，南西諸島の火山，桜島，霧島等の

観測結果を示した。さらに火山ガスの危険性と防災体制について説明した。大岩根氏は，三島村・

鬼界カルデラジオパークについて紹介し，地元ガイドの育成や地元住民・観光客への防災教育な

どのジオパークが行っている防災への取り組みについて講演した。セミナーには，教職員，学生

のほか，鹿児島県，鹿児島市，鹿児島地方気象台等の学外関係者を含めて 43 名が参加した。 
 
 
第 11 回 平成 28 年 2 月 26 日（金）（担当：地震・津波災害分野責任者 小林励司 准教授） 
講演 
「気象庁の津波警報について」鹿児島地方気象台 緒方誠氏 
「津波観測波形を用いた津波波源の逆解析とリアルタイム津波予測」理工学域工学系 浅野敏之氏 
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平成 27 年度 活動報告 
 

地域連携部門 
 
１．はじめに 
地域連携部門では、鹿児島地方気象台や地方公共団体等と連携して、シンポジウムやワ

ークショップの開催を通じ防災啓発活動等に取り組んだ。また、防災に関する外部からの

問い合わせや相談に応じた。以下は主な活動の報告である。 
 
２．シンポジウム等の開催 
(1) 平成 27 年度東串良町防災教育シンポジウム「東串良での地震・津波避難を考える  

－最先端の防災科学と学校や家庭、地域における防災教育の在り方-」 
 平成 27 年８月５日東串良町総合センターで「東串良での地震・津波避難を考える－最先

端の防災科学と学校や家庭、地域における防災教育の在り方－」と題するシンポジウム（主

催 東串良町教育委員会、共催 鹿児島大学地域防災教育研究センター）が開催された。 

このシンポジウムは、東串良町立柏原小学校を津波災害モデル地域とした文部科学省実

践的防災教育総合支援事業の一環として企画され、地域防災教育研究センターが協力して

実施されたものである。当日は町内小中学校教員や保護者、地域住民 80 名ほどの参加者が

あった。 

地域連携部門長井村隆介は、「東串良での地震・津波避難を考える」と題する講演で、地

域で想定される津波災害から子どもの命をどう守るか、いまいちど町が公開している防災

情報を確認し、災害は防げるという問題意識をもって防災に取り組むことの大切さを説い

た。 

続いて、地域防災教育研究センター長浅野敏之の司会で、井村隆介、鹿児島地方気象台

地震津波防災官緒方 誠氏、鹿児島県教育庁保健体育課指導主事満枝賢治氏、東串良町総

務課長中島孝一氏、柏原小学校長岩下徳男氏、柏原校区コミュニティ協議会長淵上 修氏

をパネリストに討論が行われた。パネル討論では、小中学校における津波防災対応、標高

の低い地域に住む児童生徒の家庭での津波防災、津波防災における地域振興会と学校の連

携など、東串良町での学校および地域における地震・津波災害防災を巡って活発な議論が

なされた。 

(2) シンポジウム「霧島山の火山ハザード」  
 平成 27 年 10 月 11 日（日）稲盛会館にて、鹿児島大学地域防災教育研究センターと日本

地形学連合の共同主催で「霧島山の火山ハザード～2011 年を事例として～」と題する一般

公開シンポジウムが開催された。 

このシンポジウムでは、2011 年に発生した新燃岳噴火災害に焦点を当て、特に火山災害
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およびそれに起因して生じる土砂災害に係る自然的特性に注目して霧島山の火山ハザード

を多角的に考察した。講演は、鹿児島大学名誉教授小林哲夫氏（火山地質学）、西南学院大

学教授磯 望氏（地形学）、鹿児島大学教授地頭薗隆氏（砂防学）、鹿児島地方気象台次長

原田智史氏（火山物理学）の４名によって行われた。 

その後の総合討論では、本センター特任教授下川悦郎と岩船昌起の司会で、４名の講師

の講演内容をもとに、活発な質疑応答がなされた。学会関係者や防災関係者だけでなく市

民も多く参加し、今後霧島山で想定される火山噴火に係わる多様な災害の可能性について

考える貴重な機会となった。 

(3) 第４回かごしま国際看護フォーラム-島嶼・へき地のルーラルナーシングと災害看護- 

  平成 28 年２月６日（土）生涯学習プラザ・男女共同参画センター（サンエールかごし

ま）で、「島嶼・へき地のルーラルナーシングと災害看護」と題し、フォーラムが開催され

た。主催は地域防災教育研究センター、共催は医学部、医学部・歯学部附属病院看護部、

鹿児島県看護協会。 

(4)  シンポジウム「２０１４年広島豪雨災害に学ぶ －警戒避難対応を中心に－」 
 平成 28 年２月 20 日（土）稲盛会館で、「２０１４年広島豪雨災害に学ぶ －警戒避難対

応を中心に－」と題し、平成 27 年度地域防災教育研究センターシンポジウムを開催した。

本シンポジウムでは、２０１４年広島豪雨災害を中心に据えながら、時間的空間的に集中

性の強い豪雨によって引き起こされる災害から住民の命を守るために、我々はどうすべき

か、行政はどのような責任を担っているのか、一方住民はどのような責任を担っているの

か、について議論した。 
 基調講演には広島大学大学院教授海堀正博氏、話題提供者には鹿児島地方気象台長海老

原 智氏、鹿児島市危機管理課長木口屋博文氏、垂水市総務課安心安全係長森 秀和氏。

パネル討論は上記の方々に垂水市自主防災連合会会長永吉信矢氏を加え、５名のパネリス

トで行った。 
(5)  ワークショップ「大規模火山噴火時の地域防災」 

 平成 28 年３月５日（土）鹿児島大学共通教育棟で、「大規模火山噴火時の地域防災 第

１部何が起きるのか、何をなすべきか  第２部大規模火山噴火時に立ち向かう最新技術

開発」と題し、ワークショップを行った。主催は地域防災教育研究センターと次世代安心・

安全ＩＣＴフォーラム。 

 
３．外部からの問い合わせや相談への対応 
自然災害に対する事業継続計画（BCP 計画）策定をはじめとした企業等の防災活動につ

いて相談に応じた。 
① 鹿児島県高圧ガス保安協会第５６回通常総会で講演 
 開催日 平成 27 年６月 26 日（金） 
 演題・講演者  桜島の大規模噴火災害に備える  センター特任教授 
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② トヨタ自動車株式会社車両物流部物流計画室スキルド・パートナーの来訪  
 平成 27 年８月４日（火）、トヨタ自動車株式会社車両物流部物流計画室スキルド・パ

ートナー奥村氏が、桜島噴火時 BCP 作成のための情報入手の相談のため、センターを来

訪された。 
③ 株式会社 IHI 総務部総務グループの来訪 

  平成 27年８月 25日（火）、株式会社 IHI 横浜事業所の防災責任者橋本氏はじめ６名が、

火山のリスクと備えに関する情報収集のため、センターを来訪された。 
④ ソニーセミコンダクタ株式会社鹿児島 TEC からの来訪 
 平成 27 年 12 月３日（木）、ソニーセミコンダクタ株式会社鹿児島 TEC 総務部安全環

境課統括課長梅野氏ほか 3 名が、火山（桜島、霧島）の大噴火時の BCP 作成に資する情

報入手のため、来訪された。  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクト報告 
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島嶼・へき地における医療体制と看護職の防災教育に関する連携構築 

 

 

医学部保健学科総合基礎看護学講座 八代利香 

 

 

 

１．はじめに 

近年、未曾有の災害が各地で発生しており、災害時における危機管理が重要かつ緊急の課題とな

っている 1)。また、東日本大震災以降、離島における防災・減災対策の必要性についての認識が高

まっている 2)。災害対策は未知の不確実な出来事に対する備えという点で、行政や住民に対策の重

要性が意識化されにくいという特徴があり、それに加えて島嶼やへき地においては、人口減少や高

齢化、財政規模が小さいこと等の影響が加わり、防災・減災対策は遅れている 2,3)。また、島嶼やへ

き地では保健師等の専門職の定着が不十分であることも影響して、自治体職員の防災意識が低い傾

向にあることや、防災対策および災害発生時の医療対策が当該自治体で取り組む必要性の高い優先

事項として挙がりにくい傾向にあることも報告されている 2)。 
島嶼やへき地では少子高齢化と過疎化が進行していることもあり、災害対策に取り組むことは容

易なことではない。このような特徴を持つ島嶼やへき地での災害対策においては、住民と密に関わ

り一人ひとりの状態を把握している医療・福祉職者の防災に対する取り組みを支える自治体や国の

支援システムを整えることが重要である。 
 島嶼・へき地における災害を含めた緊急時のための医療体制の構築には、看護職の役割はき

わめて重要である。特に、医師の常駐しない島嶼のへき地診療所で働く看護師は、住民にと

って最も身近で頼りにされている唯一の医療者であり 4)、その存在価値は非常に大きい。北

米や韓国では、修士レベルの高度実践看護師であるナースプラクティショナー（以下 NP と略

す）がへき地において、自律して高度な医療実践を行っているが、日本では NP システムは導入さ

れていない。そのため、看護師が必要に迫られ、葛藤を抱えながら外科的処置や救急時の対応をし

なければならない現状があることが報告されている 5)。本事業においては、北米および韓国の災

害看護およびルーラルナーシングの専門家と連携して、島嶼を含めた地域における看護職の

防災教育、および医療体制を構築する土台作りに取り組む。 
 

２．本事業の計画 

 本事業は、以下の4点について計画した。 
１）昨年までの研究成果の発表と追跡調査の実施 

島嶼における医療体制および医療者の教育体制に関する研究は、すでに看護師や介護職

を対象とした調査を終えている。昨年には、無医島住民を対象とした保健医療ニーズ調査

を終えており、その成果を今年 6 月に開催される国際学会で発表する。発表内容には、島

嶼における医療体制への提言が含まれており、世界の研究者らとディスカッションを行う

予定である。その後、十島村宝島を訪問し、そのディスカッションの結果に基づいて追跡調査

を行う。調査には、将来島嶼での活躍が期待される学部 4 年生 2 名を同行する。 
２）米国と韓国の大学および専門家との連携 
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鹿児島大学医学部の部局間学術交流協定校である中央大学校赤十字看護大学（韓国）の

災害看護の専門家であるDr. Ogcheol Lee、および米国サンフランシスコ大学看護学部の学

部長であり災害看護の専門家であるDr. Judith Karshmerと、今後の連携および国際看護フォ

ーラムへの招聘について打ち合わせを行う。各国への訪問には、医学部・歯学部附属病院の副看

護部長および救急看護認定看護師を同行し、病院看護部を含めた連携についても検討する。また、

学部の授業科目「離島看護学」において学生海外研修支援事業に申請する医学部保健学科看護学

専攻3年生5名を同行し、学生交流の実績を作り、2月に部局間学術交流協定を締結する予定で計

画を進めつつある。中央大学校赤十字看護大学とサンフランシスコ大学看護学部とのあいだでは、

すでに学術交流協定が締結されているため、鹿児島大学医学部とサンフランシスコ大学看護学部

とのあいだの協定締結が実現すれば、今後3カ国間での学術・教育交流、および災害看護に関す

る連携が実現可能となる。 
３）放射線災害時の医療に関する研修会への参加 

総合防災の観点から、放射線災害時の医療に関する研修会に参加し、放射線専門家との

ディスカッションを行う。申請者は日本放射線看護学会の理事であり、同じく同学会理事

（前理事長）で、放射線看護の専門家である鹿児島大学医学部保健学科総合基礎看護学講

座客員研究員の小西恵美子氏を同行する。 
４）第4回かごしま国際看護フォーラムの開催 

九州内の看護職を対象として国際看護フォーラムを開催する。テーマは「島嶼・へき地

におけるルーラルナーシングと災害看護」であり、米国と韓国から災害看護の専門家およ

び、カナダからルーラルナーシングの専門家を招く。また日本からは、昨年法案が可決さ

れ、今年10月から施行される「特定行為に係る看護師の研修制度」が、防災を含めた島嶼

・へき地の看護実践に果たす役割と政策について、自らも看護職である参議院議員の石田

昌宏氏を講師として招く。講演後には総合討論の場を設け、テーマに関して聴講者とディ

スカッションを行う。 
 
３．本事業の成果 
１）International Council of Nurses 2015 Conference での発表 

平成 27 年 6 月 19 日から 23 日にかけて韓国ソウルで開催された International Council of 
Nurses 2015 Conference において、研究課題「無医島に暮らす住民の新しい看護サービスに対す

るニーズ調査」についてポスター発表する予定であったが、韓国における中東呼吸器症候群

（MERS）の感染拡大が懸念されたため、発表を予定していた 2 名は渡航を取りやめ、所属する

施設から許可が得られた 1 名のみが参加した。感染拡大により、参加者が大幅に減少した中での

開催となり、当初予定していた研究者らとのディスカッションは実施できなかった。また、部局

間学術交流協定締結校である中央大学校赤十字看護大学の災害看護の専門家である Dr. Ogcheol 
Lee との打ち合わせについても実施できなかった。 
発表ポスターを図 1 に示す。島嶼・へき地の看護・保健活動の範囲は幅広く、診断活動や治療

行為、急変時の対応から、訪問看護として寝たきり・ターミナル期のケアまで様々である。特に、

医師の常駐しない島嶼・へき地の診療所で働く看護師は、住民にとって最も身近で頼りにされて

いる唯一の医療者であり、その業務は幅広い。離島・へき地において住民の健康を守るためには、

看護師の持てる力を充分に引出し活用することが重要であり、その体制作りが求められている。

今回、無医島の住民に看護サービスに対するニーズについて調査を行い、その成果を報告した。 
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図 1. International Council of Nurses 2015 Conference における発表ポスター 
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２）十島村宝島での追跡調査 
  平成 27 年 8 月 1 日に十島村宝島のへき地診療所および小規模多機能ホームたからを訪問し、

前年度に行った研究課題「離島・へき地における医療・福祉職者の防災に関する認識」について、

学会誌への投稿の許可とその後の防災認識についての確認を行った。また、十島村の災害対策に

ついて、十島役場の企画消防係職員から話しをうかがった。当該研究は、島嶼・へき地における

防災の課題を検討する際の資料とするために、島嶼・へき地における医療・福祉職者の防災への

認識を明らかにすることを目的とし、文献調査および面接調査を行ったものである。災害はいつ・

どこで起こるか予測がつかない為、災害への危機感や対策には結びつきにくいという傾向があり、

特に島嶼やへき地では、人口減少や高齢化、財政規模が小さいこと等が関係し、防災対策は進ん

でいないことが示された。隔絶性の高い島嶼では地理的環境を考慮した対策がとられており、住

民の防災意識は地理的環境が大きく影響していた。また、実際に被災した経験や近隣地域での災

害が、災害対策の必要性の意識や積極的な取り組み、および物資の備え等の具体的検討につなが

ることが示唆された。人的資源が限られている島嶼・へき地においては、住民主体の防災・減災

体制づくりが必要である。住民一人一人の日頃の状態を把握している医療・福祉職員においては、

防災意識を高く持ち、その活動を支援することでよりよい体制づくりに貢献していくことが課題

とされた。研究成果は現在、日本職業・災害医学会会誌に投稿中である。 
 

  
写真 1. 宝島診療所           写真 2. 島民との交流（種まき） 

 
３）米国のへき地訪問と資料収集 
（１）学生海外研修支援事業における米国のへき地訪問 

鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻の「離島看護学」の講義科目では、諸外国におけるへき

地医療の現状を知り、わが国のへき地医療のあり方と看護専門職が果たす役割について学習する

ことが目的の一つとなっている。医師が常駐しておらず、医療の恩恵に十分に浴することのでき

ない島嶼・へき地の多い鹿児島の医療状況においては、看護師の担う役割は大きい。平成 27 年

度の学生海外研修支援事業では、医学部保健学科看護学専攻学部 3 年生 5 名、および研究資料収

集目的の 4 年生 1 名が、2015 年 8 月 31 日から 9 月 7 日までの 8 日間に、サンフランシスコ大学

看護学部を拠点として、へき地における保健医療施設と NP の活動の実地見学および研修を行っ

た。また、看護学部生が受講している講義と看護技術演習への参加やディスカッションを通して

米国の看護学生との交流を行った。今回の海外研修には、鹿児島大学医学部・歯学部附属病院看

護部の教育担当副看護部長として鹿児島県の「地域における訪問看護職等人材育成事業」に携わ

っている田畑千穂子氏と、同病院の救急看護認定看護師の内山美香氏の 2 名が同行した。 

NP は、病気の診断と治療・処置および対象者の健康管理を役割とし、高度実践看護師として



－ 39 －

 
 
修士レベルの専門的な訓練を受けた登録看護師である 6)。米国では 1960 年代初めに NP 教育が

始まり、臨床現場のみならず、地域医療においても重要な役割を担っている 7)。しかし、NP に

相当する看護職種は、現在日本には存在していない。日本においては、「特定看護師」という位置

づけで、2014 年 6 月に「特定行為に係る看護師の研修制度」が創設され、2015 年 10 月より研

修制度が開始されたが 8)、特定の医療行為を実施できるのはあくまで「医師の指示の下」で「特

定の医療行為を遂行できる」ことが前提となっている。つまり、医師の指示を受けることなく医

療行為を施すことは不可能であり、この点で米国の NP とは大きく異なっている 9）。 
今回、サンフランシスコから車で 4 時間かけて、カリフォルニア州の中央を占めるセントラル・

バレーに位置するフレズノ市のリードリーという地域を訪問し、NP としてその地域医療に携わ

る看護師から NP の仕事内容および経験を直接聴く機会を得た。農場が広がるその地域は移民が

多く、人口の 76.3％はヒスパニック系であり、23.9％は貧困層である。そのため、病院を受診し

ない家庭が多く、NP への依存度が高いとのことであった。異なる文化の人々に気軽に医療を受

けてもらうため、学校に保健センターが併設されており、児童・生徒を通した保護者への教育的

取り組みがなされていた。NP は医学的な診療的側面のみならず、全人的ケアという側面を併せ

持つ医療者として医療活動の実践に当たっており、身体的疾患のみならず、患者個人の社会的背

景、家庭、経済状態、個人のアイデンティティなどの多様な要因を加味した立場から、地域医療

の実践者として第一線で活躍していた。 
へき地とはいえ、他職種や行政機関と連携を図りながら、その地区特有の健康問題を捉えた取

り組みがなされており、学生たちは NP の活動を通じて理想的なへき地医療のあり方について学

ぶことができた。また、異なる文化や習慣を持つ人々に、医療の専門家としてどのようにアプロ

ーチするかについて学びを深め、異文化理解は、「国際看護」と「離島看護」とでは共通したコ

アエレメントであることについても理解を深めた。研修成果は現在、学生が筆頭著者となり、鹿

児島大学医学部保健学科紀要に投稿中である。 
                      

    
写真 3. 移動中の車内からの景色   写真 4. 保健センターにて関係者らと 

 
（２）米国におけるルーラルナーシングに関する資料収集 
  米国では、へき地での看護活動を、人口密度の低い地域に対する専門的な看護師によるヘルス

ケアの供給であると定義し 10)、ルーラルナーシングとして発達させている。日本では、大平ら 11)

が、相対的に人口が少ない地域、人口密度が低い地域、第一次産業従事者の居住率が高い地域、

交通アクセスの困難さなどが存在する地域を考慮し、現行法規にある過疎地域自立促進特別措置

法、離島復興法、山村復興法、へき地教育振興法などで定義されている地域をルーラルとし、こ

のルーラルにおける看護活動がルーラルナーシングであるとしている。2005 年に設立されたルー

ラルナーシング学会は、へき地看護をルーラルナーシングとしている。 
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表 1. 米国のルーラルナーシングテキストブックの内容 

 

1 2 3 4 小計 合計

65 17 11 93

31 26 66 1 124

9 9

31 31

47 1 48

25 3 28

11 12 23

13 13

1 1

18 1 19

14 19 1 2 36

地域の特性 1 1 11 1 14

食 2 30 32

職業 11 31 42

17 15 32

321 12 3 15 351

1 51 1 53 404

63 3 66

15 15

20 20

18 13 9 40

25 25

12 2 14

2 2

2 1 3

事例 医療職 9 9

看護 1 5 6

医師 12 12

心理学者 8 8

89 17 1 107

13 13

10 1 1 9 21

37 37

2 1 23 1 27

7 7

10 1 43 50 104

1 1

1 2 9 1 13

10 10

3 23 25 51

理論 78 30 1 109 109

13 13

16 16

18 1 19

16 16

13 8 21

20 20

9 56 65

21 21

健康ニーズ・リスク 59 2 21 82 82

21 3 24

8 8

8 8

953 321 413 295 1,982合計

国別特徴

倫理課題

340

271

105

86

40

生命倫理

看護教育

医師教育

チーム医療

教育

カナダ

オーストラリア

アメリカとカナダ

カナダとオーストラリア

カナダ・アメリカ・オーストラリア

倫理

社会サービス

保険

公衆衛生

格差

理論

アメリカ

健康探索行動

介入

健康アセスメント

実践

ヘルスサービス

救急

医療供給

遠隔医療

介護老人保健施設

ヘルスケア

終末期

急性期

精神保健

地域保健

HIV

agricltural health nursing

ネットワーク（グループ）

研究

疫学

住民

研究

実践

小児

高齢者

ホームレス

受刑者

家族

文化

文献毎データ数
カテゴリー 項目

地域

対象

（看護を受ける対象）

人種・民族・マイノリティー

移民

成人

女性

545
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日本ではルーラルナーシングについて記された教科書はまだ出版されていないが、公衆衛生看

護学（第二版、2013 年版、各論 2、日本看護協会出版社）と公衆衛生看護活動Ⅰ（医歯薬出版社

株式会社）の中でそれぞれ「へき地における公衆衛生看護活動」、「へき地（島嶼）・保健」として

触れられている。今回、ルーラルナーシングが進んでいる米国のテキストブックの内容分析を行

うことで、ルーラルナーシングにおいて重要視されている項目やスキルを明らかにすることを目

的とし、米国で資料収集を行った。 
サンフランシスコ大学の NP プログラムの主事であり、自身も NP としてへき地での実践経験

をもつ Alexa Colgrove Curtis 氏が、前述のへき地保健医療施設の訪問に同行された。Curtis 氏

にアメリカの学部教育で使用されているルーラルナーシングの代表的なテキストブックの紹介を

依頼し、平成 27 年 9 月 4 日に現地にてテキストブックを 4 冊入手し、すべてを調査対象とした。

そして、記述内容のデータ化を、①チャプターの名称から分類、②チャプターに含まれる項目の

記述内容により分類、③内容の共通性に従いカテゴリーと項目へと集約、④各項目、カテゴリー

ごとに単位数を算出、の手順で行った。 
結果を表 1 に示す。米国のルーラルナーシングの教科書の記述内容は、【理論】【研究】【教育】

【対象】【健康ニード・リスク】【実践】【ヘルスサービス】【倫理問題】【国別特徴】の 9 カテゴ

リーに分類された。 
米国のルーラルナーシングのテキストブックは看護を受ける対象についての記述が多く、対象

者や対象地域に対しての理解について重点が置かれている。また、疫学的なデータや対象者や地

域に実際にインタビューなどの調査を行うことにより得られた住民の言葉を入れるなど、ルーラ

ルの実態をより鮮明にすることができる内容となっている。日本ではルーラルナーシングの教科

書は出版されていないが、日本の教科書においても、多様性のある対象についてデータに基づい

て書かれることが望ましい。たとえば、今回調査対象としたテキストブックでは記述がみられな

かった、日本に多い中国や韓国といったアジア系民族について研究をもとに記述されることや、

生活保護受給者やホームレスといったリスクが高いものの医療サービスから漏れやすいマイノリ

ティーの人々の実態についても記述されることが重要である。 
 
３）第 4 回かごしま国際看護フォーラムの開催および講師との今後の連携 
（１）第 4 回かごしま国際看護フォーラムの開催 
  島嶼およびへき地のルーラルナーシングと災害看護について、諸外国の状況や特定行為研修制

度の影響を参考にして議論を深め、看護活動に活かすことを目的として、平成 28年 2月 6日（土）

13:00-17:30、生涯学習プラザ・男女共同参画センター（サンエールかごしま）で、第 4 回かごし

ま国際看護フォーラムを開催した。主催は鹿児島大学地域防災教育研究センター、共催は鹿児島

大学医学部、鹿児島大学医学部・歯学部附属病院看護部、鹿児島県看護協会である。テーマは、

「島嶼・へき地におけるルーラルナーシングと災害看護」であり、国内外から 4 名の講師を招い

た。サンフランシスコ大学看護学部教授・学部長（米国）の Dr. Judith F. Karshmer は、直前に

学内で緊急を要する事態が起こり、来日することができなかったため、許可を得て演者の一人で

あるサスカチュワン大学看護学部講師（カナダ）の Dr. Mary E. Andrews に原稿の代読を依頼し

た。他の演者は、中央大学校赤十字看護大学（韓国）の Dr. Ogcheol Lee と参議院議員の石田昌

宏氏であった。3 つの講演の通訳（逐次訳）は、客員研究員の小西恵美子氏が勤めた。講演詳細

を表 2 に示す。 
講演後には総合討論の場を設け、テーマに関して聴講者とディスカッションを行った。
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鹿児島県内のみならず東京都、埼玉県、長野県、兵庫県、福岡県、佐賀県、熊本県、沖縄

県からも参加があった。実際に島嶼で看護活動を行っている看護師、へき地医療や災害対

策に携わっている行政保健師や職員、地域医療に力を入れている病院や特定行為研修制度

を取り入れようと考えている病院看護師、災害看護やルーラルナーシングの教育に携わっ

ている看護教員および学生ら、計 164 名の看護職が参集し、活発なディスカッションが行

われた。 
総合討論でのディスカッションの内容は、島嶼・へき地で看護師が行い得る特定行為の範囲に

ついて、島嶼・へき地医療を担う NP の日本における必要性とその政策、島嶼・へき地における

看護職の獲得について、島嶼における災害時の看護職の役割について、災害看護やルーラルナー

シングの魅力について等であり、海外の状況を参考としてわが国における島嶼・へき地医療や災

害対策のあり方について多方面から活発に議論された。 
フォーラムには、読売新聞社記者がプログラムすべてに参加して取材をされ、翌 2 月 7 日の読

売新聞鹿児島版朝刊で、「離島、へき地の看護を考える」というタイトルで報道された。記事を図

2 に示す。 
  フォーラム後には場所を移し、島嶼・へき地のルーラルナーシングと災害看護に関する今

後の教育研究交流を目的とした懇親会を企画した。懇親会には、鹿児島大学医学部保健学科教

員および鹿児島大学医学部・歯学部附属病院看護部以外にも鹿児島県介護福祉課参事、鹿児島県

看護協会専務、十島村看護師、三島村保健師・職員、防衛医科大学校教員等 30 名が参加し、フ

ォーラム講師との交流を深めた。交流が実を結び、フォーラム講師の一人である参議院議員の石

田昌宏氏が本年 5 月に三島村の硫黄島を訪問することを約束され、今後島嶼医療の充実に向けて

連携していくことが確認された。 
   
表 2. 第 4 回かごしま国際看護フォーラムの講演詳細 

 
 
 

講演 演題 演者 講演概要

1
へき地や災害時に開設する診
療所での第一線医療

Judith F. Karshmer,　サンフランシ
スコ大学看護学部教授・学部長
（米国）

　島嶼やへき地における外来ケアのシステムと災害準備とを
一体化するアプローチについて紹介。主な内容は、外来ケア
（診療）の5つのレベルに災害準備と緊急医療をどう組み込む
か、外来ケアと災害看護の実践ができる看護師を育成する
上での困難や課題、遠隔地において災害に対応できる看護
師の育成戦略について。

2 韓国における災害看護の現状
Ogcheol Lee,　中央大学校赤十字
看護大学教授（韓国）

　導入として、韓国の主な災害、法律が考慮している災害の
タイプ、韓国の災害看護について紹介。主な内容として、災
害看護の教育、実践、および研究の領域で進行していること
について、最新の知見を紹介。政府の助成を受け、自らの研
究成果として作成した安全教育マップは、参加者から多大な
関心が寄せられた。

3
カナダのへき地における看護
実践の課題

Mary E. Andrews,　サスカチュワン
大学看護学部講師（カナダ）

　カナダの農村・遠隔地における看護実践について多角的な
角度から紹介。主な内容は、自身の研究の状況、カナダの
地理と医療提供との関わり、看護師不足等の問題、そして結
びに遠隔地看護発展のチャンスについて。自身もNPであり、
カナダの農村・遠隔地で活躍しているNPについて、総合討論
で活発に議論された。

4
日本における特定行為研修制
度が島嶼・へき地での看護活
動に与える影響

石田　昌宏, 　参議院議員

　導入として、看護師の業務について、保健師助産師看護師
法を基本として多角的な視点から問題提起。島嶼での実際
の看護活動を紹介し、特定行為研修制度が島嶼・へき地で
の看護活動に対し、どのような可能性を秘めているかについ
て、教育・実践の面から分かりやすく提言。総合討論では特
定行為研修制度および日本におけるNPの可能性について活
発に議論された。
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写真 5. フォーラムでの総合討論の様子     図 2. 平成 28 年 2 月 7 日読売新聞記事 
 

（２）第 4 回かごしま国際看護フォーラム講師との今後の連携 
平成 28 年 2 月 8 日（月）10:30－13:30、Dr. Mary E. Andrews、および鹿児島大学医学部・

歯学部附属病院看護部副看護部長の田畑千穂子氏と共に三島村役場において、三島村役場保健

師、三島村役場地球科学研究専門職員、三島村ブロードバンド開発 NEC 職員を交えた研

究打ち合わせを行った。 
まず、地球科学研究専門職員より三島村の環境について説明があった。中でも硫黄島は

火山を有し、山頂は常に噴煙が上がっている状況であるが、環境省からは入山規制がされ

ていないため、村の職員は定期的に防煙マスクとヘルメットを着用し、山頂の様子を視察

するとのことであった。また、三島村を知ってもらうために、あらゆる分野の学生を実習

生として県内外から受け入れているとのことであった。次に保健師より、住民の健康状況

について説明があった。三島村では高齢化率が 35.8%であり、全国のドクターヘリ緊急搬

送の 3 大疾病である心筋梗塞、脳卒中、外傷に対する予防に力を入れているとのことであ

る。そして三島村で先駆けて取り入れた高齢者参加型の遠隔見守りシステムについて説明が

あった。一人暮らしおよび夫婦二人暮らしの高齢者世帯から優先して住民宅にパソコンを

設置し、現在 60%の世帯住民が毎日 2 回、パソコンのタッチパネルを通して、診療所の看

護師と役場の保健師に健康状態を通知しているとのことである。島民は、最初はタッチパ

ネルに戸惑いがあったが、見守ってもらえているという安心感があり、今では「家族が増

えたようだ」と喜んでいるとこのことである。今後、すべての世帯に設置する予定でシス

テムの整備が進められている。最後に、鹿児島県の「地域における訪問看護職等人材育成事

業」の一環として鹿児島大学医学部・歯学部附属病院が取り組んでいる島嶼・へき地での

「コードブルーシミュレーション」が紹介された。島嶼で心筋梗塞の救急患者が発生した

との設定で、ドクターヘリ搬送までのシミュレーションを実際に現地の消防団、医療・福

祉職が参加して行われた様子がビデオで流された。 
Dr. Andrews は、鹿児島大学医学部･歯学部附属病院看護部が取り組んでいる島嶼・へ

き地を対象とした人材育成のための事業に対し、先進的で有効な取り組みであると評価さ

れた。カナダのへき地であるサスカチュワン州北部に住む人々は、就学率と就業率が低い

ため、狩猟で生計を立てている者も多く、貧困が課題となっているとのことである。カナ

ダのルーラルナーシングの定義と活動が三島村にも適用可能であり、今後、サスカチュワ

ン州北部のへき地での取り組みと鹿児島県の島嶼での取り組みを互いに融合させよりよ

いものにしていくために連携していくことが確認された。 
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日程 科目番号 科目名 形式

1 REAC/TS概要 講義

2 保健物理の基礎 講義

3 放射線生物学基礎 講義

4 放射線事故の歴史 講義

5 放射線計測 実習1

6 急性放射線障害 講義

7 チーム編成 講義

8 放射線源と利用 講義

9
Yanango事故

(ペルー )
講義

10 汚染患者の処置 講義

11 線量評価 講義

12 緊急被ばく医療 講義

13 汚染患者の処置 実習2

14 東海村JCO事故 講義

15
American Museum of
Science & Energy 見学

16 被ばく患者の医療処置 実習3

17 実習振り返り 討議

18 局部被ばくCase study 講義

19
ゴイアニア被ばく事故

（ブラジル)
講義

20 対公衆コミュニケーション 講義

21 放射線災害と公衆衛生 講義

22 実習総括 討議

1日目
2月9日

2日目
2月10日

3日目
2月11日

4日目
2月12日

      
写真 6. 健康状態を伝えるタッチパネル   写真 7. 昼食を挟んだ打ち合わせの様子 
 
４）放射線災害時の医療に関する研修会への参加 

  平成 28 年 2 月 9 日から 11 日にかけて米国テネシー州オークリッジの Radiation Emergency 
Assistant Center/Training Site (REAC/TS)で開催された研修会「 Radiation Emergency 
Medicine (REM)」」に、日本放射線看護学会理事（前理事長）で、放射線看護の専門家であ

る鹿児島大学医学部保健学科総合基礎看護学講座客員研究員の小西恵美子氏が参加した。

REAC/TS (https://orise.orau.gov/reacts/) は、1976 年に設立された全世界の Radiation incidents
における Medical Response を強化する専門機関であり、Medical doctor、Nurse/Paramedic、
Health Physicist（放射線防護専門家）、Radiation biologist 等、多数の専門家を擁している。 
今回の参加者は英国 3、米国 17、日本 2（小西恵美子氏と鹿児島大学医学部・歯学部附属病院看

護師）の全 22 名で、職種は看護師、保健師、核医学技師、Physician assistant、毒物専門医師、       

救命救急士、軍の緊急安全技術者等であった。コース Faculty は、医師、救急専門看護師、        

Health Physicist、放射線生物学者、リスクコミュニケーター等の専門家 15 名と、補佐スタッフ 5
名であった。プログラムを表 3 に示す。極めて濃密な内容で、参加者は放射線の基礎知識所持者で

あることを前提としているようであったが、初心者でも英語が母国語であれば、教授方法がわかり

表 3.REM コース内容            やすく、十分に理解可能と思われた。 
授業の模様と所感：①初日は 4 つのクイズで始まっ

た。例えば、「透過性放射線に急性大線量局所被ばく

をして数分以内にでる症状はどれか? a.当該局所

の疼痛、b.火傷の感覚、c.局所水泡、d.異常なし」（正

解は d）。最終日に、同じ質問を含むクイズ 66 項目

と正解が示された。コース内容に沿った実際的な問

題で、研修成果の振り返りに有効な手法と思った。 
②科目 1 で、REAC/TS の世界的ミッションが紹介

された。被ばく患者の診断・治療コンサルテーシ

ョン、専門家現地派遣、教育・訓練コース提供

の他、全世界放射線事故の登録、被ばく患者の

外部・内部被ばく線量評価、および染色体分析

による生物学的線量評価等であった。国連科学

委員会が定期的に報告する世界の放射線事故の

登録機関がここであることは余り知られていな

い。世界の放射線事故・災害が専門機関で登録

され、専門的支援と科学的検討がなされ、科学
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的知見が系統的に整理蓄積されていることを、我々専門家は銘記しておく必要がある。 
③科目 2「放射線防護の基礎」では、放射線防護における Common sense が強調された。危険

に遭遇した時の人間の自然な行動は?と問いながら、Time/Shield/Distance という外部被ばく

防護の原則を受講者自身から引き出す教授法は見事であった。もう一つの強調点は

Communication であった。被ばく医療は医師-看護師-放射線専門家の協働が不可欠で、その

ためには、放射線防護の基礎知識をこれら職種間で共有することが基本であり、それがあっ

て始めて、多職種間 Good communication が生じる。Common sense と Good communication
は全コースを通じて繰り返し強調された。 
④放射線計測実習（科目 5）では、講義形式でなく、計測実習室で実際に測定器を持たせながら測

定器の使用法・有用性を教授した。使用測定器は、ポケット線量計、GM および α線サーベイメー

タで、異常時における GM サーベイメータの有用性（正確さよりも検出の有無と汚染・線量の程度

の迅速な把握が可能）が強調された。当コースの目標に焦点化した実践的な授業スタイルであった。 
⑤「放射線事故」は、最も頻繁なトピックであった。まず、「緊急事態は火事、洪水・津波、地震、

化学物質等、様々なものがある。その中で放射線緊急事態の他にはない特徴は?」と問い、正解は「重

篤被ばくでもすぐには死なない」ことである。したがって、医療処置が第一優先であると強調され

た。この「Medical first」の原則から、東海村 JCO の被ばく事故（1999 年）を思い起こした。大

量被ばくで瀕死の重傷を負った患者の搬送に際し、専門家は患者からの万一の汚染拡大防止のため、

患者をビニールシートに包んで搬送し、「Medical first」の原則よりも放射線防護を優先する措置が

とられた 12)。放射線事故における医師-看護師-Health physicistの協働の大切さを改めて痛感した。 
 JCO 事故は科目 14 で詳細にケーススタディされた。1945 年以来、全世界の臨海事故は 8 件で、

死者は合計 9 例である。JCO 事故はその中の最近の臨界事故であり、状況、被ばく患者 3 名の臨床

症状の経過と医療処置、施設内作業者と近隣住民の線量評価、および日本政府の措置が示された。

日本の福島原発事故は何度も話題になったが、被ばく線量は作業者・一般公衆とも極めて低い、緊

急被ばく医療の観点での問題は小さい、との位置づけであった。REAC/TS がこれまでに登録した

放射線事故例は 2500 余りで、その中で内部被ばくによる障害例は、ゴイアニア事故以外は皆無に

近く、より注意すべきは密封大線源の不適切な取り扱いによる外部被ばく事故とのことであった。 
⑥コースの山場は、4 日間に渡る緊急被ばく医療実習であった。初日は参加者を 4 グループに分け、

それぞれにチーフ 1、Health physicist 1、医師 1、看護師 2-3 人を決め役割を明確化し、2 日目は

マネキンの汚染患者を用いて体表面と傷口の放射線サーベイと除染を演習した（写真 8）。3日目は、

各グループに汚染事故ケースが与えられ、実際の人間模擬患者を使った実習であった。放射性廃棄

物処理施設の爆発事故で負傷・汚染した作業者が ER に搬入され、我々は、急遽管理区域を設定し、

写真 8 のように防護衣（二重手袋、靴カバー、防護服、

顔面カバー）を着用し、チーフの指揮下で、看護師がバ

イタルサインの測定、医師が患者の胸部 X 線撮影オーダ

ー・読影と、Medical first の原則を実行し、平行して

Health physicist が患者の体表面サーベイ、医師・看護

師が除染を行った。4 日目は実習の模様がビデオ上映さ

れ、実習体験を振り返った。Medical first、専門家の good 
communication と協働の大切さを痛感した実践体験で、

非常に有益であった。 
写真 8. 緊急被ばく医療実習 
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４．おわりに 

本学のミッションの再定義にもある地域医療・島嶼医療における教育・研究体制を整える

ためには、国内のみならず海外の専門家らと連携を深めることは大変有効である。今回の事

業で、国内外の専門家との連携の土台作りができたと考える。多様性がある島嶼・へき地にお

ける防災を含めた看護実践には、地域全体を見通した看護職の高い知識と技術が要求される。北米

や韓国の NP の活躍は、日本の島嶼・へき地における看護職のあり方の参考になる点が多くある。

一方で、日本のテクノロジーの活用は有効であり、看護職以外の多職種も含めた地域医療・島嶼医

療実践のためのネットワークを構築することにより、より高度なサービスの提供が可能となると考

える。そのためにも看護職のテクノロジーに関する知識と技術、そしてネットワーク構築の中核と

しての役割を担いうる実践能力とコミュニケーション技術を備えた看護職の育成が求められる。 
島嶼やへき地では、外部からの助力を得ることが難しい。人的・物的資源が限られている島嶼・

へき地においては、住民同士の密な関わりを基盤とした住民主体の防災・減災体制作りが必要であ

る。また、数少ない医療・福祉職者と役場などの行政職員とが緊密に連携していくことが、実効性

ある対策を講じるために重要であり、そのためには自治体や国の政策的支援に基づいて、住民と密

接な関わりを有し住民一人ひとりの健康状態を日常的に把握している看護職の機能を充分に活用す

ることのできる連携体制を確立することが重要となる。このような看護専門職の必要性についての

理解と認識を高め、看護職の役割を拡大していくことが望まれる。 
また、原子力または放射線による事故や災害に際して、地域住民の放射線障害防止と健康

状態の把握、および心身のケアなどに果たす看護職の役割の重要性は、東日本大震災後の福

島原発事故に際して再認識された。川内原発を抱える鹿児島において、万一の事故に際して

の対応のあり方の検討に取り組むことは本学にとって重要な課題である。 
引用文献 

1) 鈴木毅，一原由美子，三宅耕三，他：山間過疎地域における災害・事故・犯罪に対する健康危機管理について．四国公衆衛生

学会雑誌，53(1)，105-110，2008. 

2) 呉尚浩，伊藤眞知子，澤邉みさ子，他：東日本大震災後の離島における防災・減災体制のあり方に関する研究 : 飛島における

住民主体の防災計画づくりに向けて．東北公益文科大学総合研究論集，26，73-82，2014. 

3) 春山早苗，鈴木久美子，佐藤幸子，他：へき地の健康危機管理体制づくりにおける保健所保健師の機能・役割 診療所看護職

の活動の現状と認識から．自治医科大学看護学部紀要，3，3-17，2005. 

4) 白川真紀，八代利香，吉留厚子，他：島民が住みなれた島で最期を迎えることのできない要因と課題．日本看護倫理学会誌：

2(1)：30-34，2010. 

5) 白川真紀，八代利香，吉田愛知：離島のへき地診療所で働く看護師の緊急処置時のジレンマ．日本看護倫理学会第 4 回年次大

会予稿集，67，2011. 

6) 吉本なを：第 1 回国際セミナー「韓国と米国におけるナースプラクティショナーの役割」から．鹿児島大学医学部保健学科紀

要，19，49-52，2009. 

7) 草間朋子，林猪都子，赤司千波，他：日本でナースプラクティショナーが果たす役割．日本医事新報，4365，77-80，2007. 

8) 厚生労働省：特定行為に係る看護師の研修制度，http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html 

9) 日経メディカル特集：「看護師特定行為」で医師の仕事はどう変わるか．日経メディカル，576， 63-72，2015. 

10) Charlene A，Winters J，Lee H：Rural Nursing. New York，Springer Publishing Company．(日付不明) 

11) 大平肇子，小林文子，吉岡多美子，他：日本のルーラルナーシングの役割モデルについての研究．三重県立看護大学紀要，6，

75-84，2002. 

12) 小西恵美子：2 つの価値：原子力事故患者の搬送に思うこと．保健物理，35，398-399，2000.  
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緊急被ばく医療の構築強化に関する事業 
 

医学部 松成裕子 
連携研究者：土橋由美子 吉永健嗣（医学部・歯学部附属病院） 

 
１．はじめに 
 近年の日本における災害では、東日本大震災の発生、頻発する豪雨災害に加えて、社会経済情

勢の変化からもそのリスクは高まっている。そのようななか鹿児島大学では、平成 23 年 6 月に地

域防災教育研究センターを設置し、「南九州から南西諸島における総合的防災研究の推進と地域

防災体制の構築」のプロジェクト事業が開始され、本年度が最終年度となった。この事業目的は、

「自然災害の防止と軽減を図るため、自然災害の実態解明、予測、防災教育、災害応急対応、

災害復旧復興等の課題に地域と連携して組織的に取り組む」ある。そして、この事業の中には、

災害応急対応があり、その一つとして、今回、緊急被ばく医療体制の構築強化に取り組んでい

る。 

一方、23 年度から本学大学院保健学研究科においては、放射線看護専門コースを開始し、文部

科学省の平成 24 年度「専門的看護師・薬剤師等医療人材養成事業」として 3 年間の取り組み１）、

放射線看護の専門看護師の養成を目指し、教育活動を実践してきた 2）。このコースで養成する放

射線看護の専門看護師とは、被ばく医療体制を担える人材でもあり、指導的役割をもつ高度実践

看護師を目指すものでもある。そして、このコースを修了、もしくは在学中の看護師を本事業

の連携研究者に加えることで、被ばく医療体制の構築強化の成果が上がるものとして、取り組

みを開始した。 

しかし、本学でのこれまでは緊急被ばく医療の活動実態は、当然のことではあるが、災害訓練

のみの実施があるのみである。そこで、これまでの本学大学院保健学研究科における実績も活か

し、実際の被ばく医療活動が行われることを想定して事業計画を立案した。そして、緊急被ば

く医療の活動時にリーダーやキーマンとなれる人材を研修や訓練に参加してもらうことで、本

学の被ばく医療体制の構築強化ができるものと考え、実践した。このような事業について報告

する。 

 
２．27 年度の本事業の概要 
１．川内原子力発電所（以下川内原発とする）の立地する薩摩川内市および関係周辺市町への

対応 
２．緊急事態が起こった場合の対応として、被ばく医療を担う人材の能力を向上させることに

よる強化 
３．災害時の対応として、災害時救護活動の支援ができる人材の発掘と育成 
 
３．実施報告 
１）「Satellite Meeting of ICRR2015 in Hirosaki University Symposium on Radiation 
Nursing 」へ参加 
 
日時：平成２７年５月２３日 

場所：弘前市 弘前大学大学院保健学研究科棟 

会議：国際会議 15th International Congress of Radiation Research(25-29 May, 2015 Kyoto, 

Japan)のサテライトミーティング「放射線看護シンポジウム」 

シンポジウムテーマ：「A review of Japan's Radiation Nursing framework」 

内容：事業責任者および連携研究者は、５月２３日の弘前市で開催された国際会議・シンポ

ジウムへ参加した。今回のサテライトミーティング「放射線看護シンポジウム」では、特別講演

の Dekalb Medical Center 看護師の Mie Fowler 先生から、アメリカにおける放射線看護の現状に

ついてがあり、基調講演では、東京医療保健大学副学長、日本放射線看護学会理事長の草間朋子

先生より、「放射線看護－過去・現在・未来－」と題し、日本の放射線看護教育と未来展望につい

ての講演がありました。連携研究者（土橋由美子）については、シンポジウム「Panel Discussion 

“Advanced education in radiation nursing practice and learning in Fukushima: Thoughts 
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about the speciality of radiological nursing after finishing the radiation nursing practice 

“ について講演を行った。福島県立医科大学において、専門看護師を目指す放射線看護コースの

実習から学んだこと、地域のよろず相談事業に参加したことから被ばく医療体制の整備の重要性

を述べ、それを社会に発信することができた。それとともに、本学の被ばく医療体制の構築強化

の必要性があることを確信することができた。 

 

２）「放射線災害医療サマーセミナー」の参加 

 

日時：平成２７年８月１７日（月）～８月２２日（土）   

場所：福島県立医科大学内及び県内協力機関 

参加者：学生３名 

内容：笹川記念保健医療財団、福島県立医科大学、長崎大学との共催の「放射線災害医療サマー

セミナー」に以下のスケジュールの日程で参加した。 

 

スケジュール： 

日時 項目 内容 

2015 年 8 月 17 日（月） 講義 災害に於けるリーダーとは－東日本大震災の経験から－ 

講義 災害とは何か 

講義 霧と摩擦の中から－福島医大での震災患者対応にあたった医

師として 

講義 原発事故の健康影響とは：放射能に捉われない視野を 

講義 世界の放射線災害の歴史 

8 月 18 日（火） 講義 福島の震災 

講義 福島県内におけるメンタルヘルスの現況 

講義 放射線基礎 

講義 福島県民健康調査（健康診査）から見えてきた 

講義 福島の健康問題 

講義 放射線災害後の福島の現状（環境・食品・内部被ばく） 

実習 放射線測定・フィールド測定・霧箱実験 

講義 チェルノブイリ報道の真実と虚構 

 総合討論 

8 月 19 日（水） 見学 東京電力 福島第２原子力発電所 

講義 原発事故後のリスク・コミュニケーション 

講義 未来への遺産－広島・長崎・チェルノブイリから福島復興に

向けて－ 

 修了式 

8 月 20 日（木） 講義 川内村のこれから 

講義 避難所等での保健活動 

講義 川内村復興にかかわる保健師活動支援 

見学 キノコ中に含まれる放射性物質濃度測定結果住民説明会 

見学 ゲルマニウム半導体検出器測定室視察 

 8 月 21 日（金） 交流 夏休み子ども教室（川内村内） 

見学 原発事故後の福島県内における甲状腺超音波検査について

（須賀川市内） 

 8 月 22 日（土） 交流 健康フェスタ「笑いと健康」（川内村保健・福祉・医療複合

施設「ゆふね」） 

 

 今回の参加によって、学生達は、「災害とは」の定義づけから、基礎的な知識、実際のフィー

ルド学習へと幅広く、放射線災害医療について学習することができていた。また、現地の方々と
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接し、実際に福島の現状を自分の目で見ることで、今まで自分が持っていた知識・イメージとは

違うことを知ることができていました。特に、原子力発電所の見学、キノコのセシウム濃度につ

いての住民説明会の参加、甲状腺がん検査の見学では、その現場で従事する人、そこで生活をす

る人に接することで、その方々の立場に近づき、自分に何かできることはないか、どうすればい

いかという考えにかわり、医療を学ぶ学生として大きな課題を見つけていた。今回の参加によっ

て、災害時の活動について、学生ながらにもできることについて考える貴重な経験が得られてい

た。このことが災害時のボランティア活動につながってくれることを期待したい。 

 

 線量測定の演習 

 

 原子力発電所の見学 

 夏休み子ども教室の参加 

  

 

３）日本看護研究学会第 41 回学術集会「放射線看護企画グループ」として特別交流集会に参加 

 

日時：平成２７年８月２４日（月）～２７日（木）   
場所：広島市 広島国際会議場  
参加者：事業責任者 
内容：日本看護研究学会第 41 回学術集会（学術集会長：宮腰由紀子氏・広島大学）において、「放

射線看護企画グループ」のメンバーとして特別交流集会に参加しました。本交流集会では「放射

線看護」の枠組について、太田勝正氏（名古屋大学大学院医学系研究科）からの発表があり、放
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射線看護の確立と普及のための提言をいただきました。そして、被ばく医療の構築には、高度実

践看護師（CNS）の育成とその活躍が必要であることを再確認しました。このことから、本プロジ

ェクトの取り組みによって、連携研究者達が育ち、活躍してくれることを期待したい。 

  

４）「福島災害医療セミナー」の参加 
 
日時：平成２７年８月２４日（月）～２７日（木）   
場所：福島県立医科大学内及び県内協力機関 
参加者：学生４名  
内容：福島県立医科大学が開催した「福島災害医療セミナー」に学生 4 名が以下のスケジュー

ルの日程で参加した。 
スケジュール： 
日時 項目 内容 
2015 年 8 月 24 日（月） 講義 福島県の災害 

福島の震災について考えるプロブレムマッピング 
講義 福島における放射線リスク① 
実習 放射線測定・環境測定・霧箱実験 
講義 震災後の心のケア 
講義 福島における放射線リスク② 
講義 放射線事故の歴史 

8 月 25 日（火） 講義 避難所運営机上演習 
講義 被災地住民の避難生活の実際 
演習 模擬よろず健康相談 
講義 東日本大震災後の福島の保育の現状 
講義 リスクコミュニケーション特論 
講義 総合テストと解説・まとめ 

8 月 26 日（水） 見学 急性期の被ばく医療について 
講義 急性期の被ばく医療について 
講義 住民スクリーニングと患者対応） 
 東日本大震災・東電福島第一原発事故で南相馬に何が起きた

か 
講義 南相馬市の地域医療についての話題と大規模 
講義 災害に学ぶこれからの医療従事者に求められること 

8 月 27 日（木） 
  

見学 被災地見学（楢葉町・富岡町周辺） 
 広野町の放射線相談室の活動 
見学 震災後の双葉地方広域市町村圏組合消防本部の活動 
総 合

討論 
ふりかえり 

 

 福島県内の見学 
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 防護衣の着用演習 
 
 
今回のセミナーの参加によって、「放射線とは」という基本的な知識から震災、原発、津波と

幅広く学習することができた。そして、実際に福島の方々から話を聞き、被災した現地を見る事

で、災害の大きさを改めて確認していた。特に被災者の心理面へのアプローチについて興味を持

ち、災害によって肥満などの生活習慣病などが増加したというデータから、身体の問題はこころ

の問題と大きく関わっているとことを実感していた。そして、今後も被災者のストレス反応など

について、さらに調べていきたいとの感想があった。今回のセミナーに参加して、福島の中での

起こっている問題は、福島だけの問題でなく、遠く離れた場所にいても常に考えていかなければ

ならないことを学んでいる。このことが遠く離れた鹿児島の地での災害時の活動支援につながっ

てくれることを期待している。 
 

５）第５２回放射線影響懇話会での演題発表 

 

日時：平成２７年８月２９日  
場所： 県民交流プラザ 
参加者：連携研究者（土橋由美子） 
内容：連携研究者が「鹿児島大学大学院放射線看護専門コースにおける学びと放射線看護の専門

性」について発表した。また、「川内原子力発電所（以下川内原発とする）の立地する薩摩川内

市および関係周辺市町への対応」事業の一つとして、取り組んでいる調査について、「原子力発

電所 UPZ 内の行政職員の放射線知識に関する実態調査‐調査依頼に対する自治体の反応‐」と題

し、事業責任者の共同研究者が演題を発表した。最も関心の高いテーマであることから参加者

からの多くの質問を受けることになった。そして、これらの調査結果を公表することが期待され

ている。また、調査結果を活かした活動につなげられることを期待している。 
 
６）「REM (Radiation Emergency Medicine) Training」の参加 
 
日時：平成２７年９月９日（水）～１０日（木） 9-10 September 2015  
場所：韓国済州島 Jeju, South Korea 
参加者：連携研究者（土橋由美子）、秋葉澄伯放射線災害分野長 
内容：韓国で開催される核テロ対応訓練に構成員および関係者を派遣については、MERS
の流行のために順延された。このため、韓国済州島にて開催された REM (Radiation 
Emergency Medicine) Training，9-10 September 2015，Jeju, South Korea について、弘前大学

の緊急被ばく医療センター (NREMC)と韓国原子力医学院 (KIRAMS：Korea Institute of 
Radiological & Medical Sciences)との共同研究事業である REM (Radiation Emergency 
Medicine) Training に本学からも 2 名が参加した。 
 
訓練のスケジュール：  
Day 1: Wednesday, 9 September 
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Time Subject  

-11:00 Arrival in Jeju   

12:00-13:30 Lunch   

13:30-13:50 Welcome Remarks ALL 

13:50-14:00 Introduction of participants ALL 

14:00-14:15 Training Schedule Review ALL 

14:15-15:00 Radiation Detection Equipment Hands-on Training Minjung, Park 

15:00-15:15 Break  

15:15-16:00 Mass Casualty Triage Simulation Hands-on 
Training 

Minsu, Cho 

16:00-17:45 Scenario Discussion & Mission Assignment SeongJae, Jang 

17:45-18:00 Discussion/Questions ALL 

18:00-20:00 Banquet  

Day 2: Thursday, 10 September 

09:30-10:00 Transportation to Pier 6 ALL  

10:00-10:15 Training/Exercise Briefing ALL 

10:15-12:00 Pre-Exercise with Equipment & Supplies ALL 

12:00-13:30 Lunch  

13:30-14:00 Final Check of the training ALL 

14:00-16:00 On-site Training/Exercise  ALL 

16:00-16:45 Training/Exercise De-briefing ALL 

16:45-17:00 Concluding Remarks ALL 

18:00-20:00 Dinner (If possible)  
 
訓練の概要：  

Day 1：Wednesday,9 September 
Time Subject What I learned 

13:30-13:50 Welcome Remarks 
13:50-14:00 Introduction of participants 弘前大学参加者 

KIRAMS 参加者 
Halla Hospital スタッフ 
NREMC スタッフ 
(National Radiation Emergency 
Medical Center) 

14:00-14:15 Training Schedule Review
14:15-15:00 Radiation Detection Equipment 

Hands-on Training 
 

Minjung,Park 氏 講義 
・ Principle of radiation 
measurement 
・Using a radiation detection 
equipment skillfully 
・ Familiarizing yourself with 

the basic usage of a EPD and 
surveymeter 
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上記内容について、ミンジュング

氏による講義があった。 
講義内容からは、本学大学院の放

射線看護専門コースの講義で学

んだことを復習できる良い機会

となり、また明日の演習訓練で必

要となる知識であったため学び

を整理する機会となった。 
15:15-16:00 Mass Casualty Triage Simulation 

Hands-on Training 
Dr.Seonglae,Jang 氏 講義 
・Overview of Triage system 
・SALT Triage 
・Combined Injury Triage 
・Later triage and Action Level 
救急医療における医療者として

の心得、そして、トリアージスキ

ルについて講義を通して学びこ

とができた。講義の他にもグルー

プワークが企画されていた。グル

ープワークでは、2 人 1 ペアとな

り、トリアージカテゴリに分ける

という作業を行った。ペーパーに

は、事例が設定され、各症例を１

つずつ分類する作業であった。そ

の作業過程のなかで、同じ症例を

Immediate と分けたグループと

Expectant に分けたグループが

半々であったことがとても衝撃

的であった。このことから、我々

医療者が緊急の状況のなかでは、

対象者の状態をアセスメントし

ながらトリアージしていくこと

の難しさを痛感した。特に、緊急

被ばく医療においては、放射線に

関する知識が加わり、さらに救急

看護についても知識を深めてい

くことの必要性を感じた。このこ

とは、今後の課題であると考え

る。 
16:00-17:45 Scenario Discussion& Mission 

Assignment 
明日の訓練概要とシナリオ紹介

があった。 
それにより、弘前大学チームなか

での明日の訓練の担当を決めた。

私は、処置（Immediate）グルー

プの中で、トランシーバーを用い

ての通信と記録を担当すること

となった。また、事例は、客船内

にいた日本人傷病者の処置を行

うという設定であった。 
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Day2:Thursday , 10 September
9:30-10:00 Transportation to Pier 6 全メンバーが港に到着し、集合

し、点呼した。 
10:00-10:15 Training/Exercise Briefing
10:15-12:00 Pre-Exercise with Equipment& 

Supplies 
まず、設営から開始された。 
設営：テントを張る、除染のため

のプール、シャワーの設置、救急

処置用の医療材料の確認と整備 

13:30-14:00 Final Check of the training 全員による訓練の最終確認が行

われた。 
14:00-16:00 On-site Training/Exercise 訓練が開始された。 

事故発生から放射線性物質によ

る汚染があったという報告とと

もにタイベックを装着した。トラ

ンシーバーを使用し、患者情報を

確認しながら情報を整理してい

った。実際の訓練では Immediate
の日本人が設定されておらず、処

置訓練は実際には出来なかった

が、緊迫した中で、タイベックを

身に着け作業する経験はとても

貴重なものであった。日本語と韓

国語、英語での会話が飛び交うな

かでの情報の整理はとても難度

があり、困難を極めた。またトラ

ンシーバーを通してネイティブ

でない英語を聞き取るスキルも

要した。今回の大きな学びとして

は、必要な情報を如何に簡潔し、

正確に伝えることがとても重要

であることも再認識した。 
16:45-17:00 Concluding Remarks 訓練の行程がすべて終わると、参

加者間で意見交換を行った。韓国

からの参加者は、緊迫した中でと

ても良い訓練になったとの意見

が多かった。弘前チームの参加者

からは、通信手段によるコミュニ

ケーションの難しさが課題とし

て挙げられた。今回は、初めての

訓練参加であり、かなり緊張して

いた。しかしながら、このような

国際的で大がかりな緊急被ばく

医療における訓練に参加できた
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ことは、とても貴重な経験であっ

た。そして、緊急被ばくの知識だ

けではなく、救急医療における知

識も必要であることを痛感した。

そして、平時に的確な行動ができ

ることが、緊急時に大きな力とな

り、能力を発揮できることだと改

めて感じた。 
 
内容：今回の取り組みは、これまでの本学の実績を活かし、被ばく医療の領域の活動に参加する

という初めての大きな試みであった。弘前大学の関係の構築からその強みを活かした活動に参加

させてもらうことができたことは、新たな成果となった。研修では、まず、初日は参加者の紹介

から始まり、スケ―ジュールの確認を行い、講義が行われた。講義は、放射線の線量測定の原理

について説明があり、詳しくサーベイメータの基本的な使い方ができるような内容であった。次

に、トリアージシステムの概要とトリアージのアクションレベルの説明があった。初日最後には、

明日の訓練の概要とシナリオ紹介があり、弘前大学チームに一員として加わることで、メンバー

内で、訓練の担当役割を決めた。二日目には、まず、訓練の設営から始まった。そして、訓練の

最終確認が行われ、2 時間の訓練が開始された。その後には、参加者間での意見交換で閉められ

た。このような２日間の訓練によって成果があげられている。そして、これまでは、鹿児島県に

おける放射線災害を想定した活動ができることが大きな目標であった。しかし、これまでの福島

やチェルノブイリにおける原子力災害のように、ひとたび原子力災害が発生すれば、その影響は

地球規模となる。原子力災害にかかわる者は、このような災害に備えた国際的な協力も必要であ

ることを改めて認識することになった。今回の学びによって、明らかになった課題解決に向けて、

今後は関連組織、施設と連携し、地球規模で取り組みことが必要である。また、この事業につい

ては、別途本学紀要にて報告している。 
 
７）第 15 回福島災害医療セミナーの参加 
 
実施日：平成２７年１０月１日（木）～４日（日）    
場所：福島県立医科大学内および県内協力機関 
参加者：２名（連携研究者：吉永健嗣 医学部・歯学部附属病院：看護師 西村伸也氏） 
 
セミナーのスケジュール： 
月日 時間 項目 内容 
１０ 
月 
１ 
日 

 

 08:30～08:50  開講式  開講式、プレテスト 
 08:50～09:40  ワークショップ  福島原発事故がもたらした問題を考える 
 09:40～10:40  講義  福島の震災 
 10:40～10:55  質疑・休憩  コーヒーブレイク 
 10:55～11:45  講義  福島における放射線リスク① 
 11:45～11:55  質疑  質疑 
 11:55～12:35  ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ  原発事故に向き合って（急性期対応） 
 12:35～13:00  休憩  コーヒーブレイク 

 13:00～14:30  実習  放射線測定、霧箱実験、体表面スクリーニン

グ 
 14:30～14:45  休憩  コーヒーブレイク 
 14:45～15:35  講義  避難者の生活とメンタルヘルス 
 15:35～15:50  質疑・休憩  コーヒーブレイク 
 15:50～16:40  講義  福島における放射線リスク② 
 16:40～16:50  休憩  コーヒーブレイク 
 16:50～17:40  講義  福島における放射線リスク③ 
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 17:40～17:55  質疑  質疑 
１０ 
月 
２ 
日 

 08:35～09:25  講義  福島原発事故の人文社会科学的考察 
（法律の視点） 

 09:25～09:35  質疑  質疑 

 09:35～10:15  講義  福島原発事故の人文社会科学的考察 
（哲学。倫理の視点） 

 10:15～10:30  質疑・休憩  コーヒーブレイク 
 10:30～11:30  講義  被ばく・汚染傷病者医療対応 
 11:30～12:20  休憩  昼食 
 12:20～14:00  ワークショップ  被ばく医療機関における放射線事故対応 
 14:00～14:15  休憩  コーヒーブレイク 
 14:15～15:45  演習  ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ・ よろず健康相談模擬演習 
 15:45～15:55  休憩  コーヒーブレイク 
 15:55～16:45  講義  東日本大震災後の福島の保育の現状 
 16:45～17:00  質疑・休憩  コーヒーブレイク 
 17:00～18:10  講義・討論  リスクコミュニケーション：医療者の役割 
 18:10～18:20  質疑  質疑 
 18:20～18:40  テスト  ポストテストと解説 

１０ 
月 
３ 
日 

 08:30～12:00  健康相談  健康相談（いわき市：対象者（楢葉町民））

 12:00～14:00  休憩  昼食：（移動含む） 
 14:00～15:15  講義  双葉消防の活動 
 15:15～15:30  質疑  質疑 
 15:30～17:00  視察  被災地（楢葉町/富岡町）視察 

１０ 
月 
４ 
日 

 08:30～09:20  講義  急性被ばく症候群と放射線事故の歴史 
 09:20～09:50  移動・説明  汚染傷病者受入実習説明 
 09:50～10:05  見学  除染棟見学 
 10:05～13:00  実習  汚染傷病者受入実習①～③ 
 13:00～13:30  移動  更衣 
 13:30～14:20  総括・修了式  フィードバック ・ 修了式 

 
内容：福島県立医科大学で開催された第 15 回福島災害医療セミナーには、連携研究者および

大学病院看護師を派遣し、福島原発事故後の対応について、学び、福島県内の協力機関にお

ける講義・実習等を通じ、災害医療・放射線被ばく医療の知識及び技術を習得し、災害時に活躍

できる医療職としての研修を終えた。研修では、放射線の高線量の救急対応や実際の事例から判

断を求められる演習に参加することから、被ばくや汚染がある事を前提として、優先順位の判断

を誤らないことが重要であることを学んでいた。 
 
８）桜ケ丘祭の企画イベント 

 

日時：平成２７年１１月 ２１日 (土曜日) 

開催時間：午前１０時，午後１時，午後３時 
場所：鹿児島大学桜ケ丘キャンパス共通教育棟５０１教室 

企画項目：「ゲームを通じ、災害対応を学びましょう」 

企画者：「放射線災害医療サマーセミナー」および「福島災害医療セミナー」に参加の学生６名 
参加者：１２名 
内容：地域防災教育研究センターの後援により、「放射線災害医療サマーセミナー」および「福

島災害医療セミナー」に参加した学生達が、セミナーにおける学びを披露した。また、桜ケ丘祭

に参加した方々には「ゲームを通じ、災害対応を学びましょう」と呼びかけ、３回のイベントを

開催することができた。イベントで使用したゲームは、災害対応カードゲーム教材「クロスロー

ド」であり、大地震の被害軽減を目的に文部科学省が進める「大都市大震災軽減化特別プロジェ
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クト」の一環として開発されたものである。このカードゲームを通じ、参加者は、災害対応を自

らの問題として考えることができるもので、防災に関する困難な意志決定状況を素材とすること

によって、決定に必要な情報、前提条件についての理解を深めることができることになっている。

参加の方々は、小学生から一般の方々まで幅広く、楽しく防災の知識を得られたようであった。

今回の活動は、福島の研修への参加の成果であり、今後につながることを期待している。 
 

 

 セミナーの報告ポスター 

 

 クロスロードゲームの様子 

 
９）桜ケ丘キャンパス講演会 
 
日時：平成２７年１２月４日（金）   
場所：鹿児島大学桜ケ丘キャンパス医学部保健学科・保健学研究科棟５階 

講演題目：看護師に必要な放射線防護の知識―被ばく低減のために 
講師：福島県立医科大学先端臨床研究センター分子イメージング部門副主任看護技師佐藤良信氏 
参加者：２５名 
鹿児島大学地域防災教育研究センター主催の「看護師に必要な放射線防護の知識―被ばく低減

のために」と題した講演会が開催されました。この講演会は、放射線診療に関わる看護師を対象

として、放射線について正しい知識を身につけて従事して欲しいことで企画しました。今回の講

演会には、医学部保健学科の教員、医学部・歯学部附属病院の診療放射線技師、看護師の方々の

参加がありました。講演では、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科修士課程の放射線看護専門看

護師コースを修了され、現在、福島県立医科大学先端臨床研究センターの分子イメージング部門

臨床イメージングユニットの副主任看護技師としてご活躍中の佐藤良信氏の 1 時間の講義があ

りました。そして、現場でおこなわれている診断のための検査、治療において知っておくべき知

識について、放射線の基本から放射線防護までわかりやすく説明していただきました。現在、大

学病院では、緊急被ばく医療体制の構築が課題となっている中でしたので、講演後には、参加者

との意見交換も活発に行われました。今回の研修を実践に活かし、放射線防護に対する意識が高

まる機会となりました。 
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 講演会の様子 
 
１０）「放射線災害時の医療施設の備え」講演会と研修会 
日時：平成２８年２月７日（日）   
場所：鹿児島大学桜ケ丘キャンパス医学部保健学科・保健学研究科棟５階および 4 階演習室 

講演題目：「放射線災害時の医療施設の備え」 
講師：福島県立医科大学災害医療総合学習センター熊谷敦史先生、安井清孝先生、吉田浩二先生 
参加者：３１名 
内容： スケジュール 

時間 項目 内容 
 08:30～08:50  挨拶  開講式、プレテスト 
 08:50～09:50  講義  汚染傷病者対応 
 09:50～10:00  質疑・休憩 
 10:00～10:10  オリエンテーション  実習の流れの説明、第一報を受けて 
 10:10～10:30 実習   
 10:30～10:50 実習  防護服の着用 
 10:50～12:20 実習  汚染傷病者対応 除染 
 12:20～13:00 ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ  昼食 
 13:00～14:30  演習  汚染傷病者対応 事例検討 
 14:10～14:30  休憩   
 14:30～15:30  講義  振り返り まとめ 
 
平成２８年２月７日（日）に桜ケ丘キャンパスにて、鹿児島大学地域防災教育研究センター主

催の「放射線災害時の医療施設の備え」と題した講演会および研修会が開催されました。 
この会は、「緊急被ばく医療体制の構築強化」が課題となっている本学医学部・歯学部附属病院の

スタッフを対象にし、これまでの緊急被ばく医療の訓練で得られた知識・技術を強化して欲しい

ことから企画しました。今回は、医歯学総合研究科の教授、医学部保健学科の学科長、教員、医

学部・歯学部附属病院の診療放射線技師、看護師、および市内の医療系専門学校の診療放射線技

術科の教員の方々の３１名の参加がありました。 
 まず、浅野センター長の開会の挨拶に続き、１部の講演会では、福島県立医科大学災害医療総

合学習センター講師の熊谷敦史先生による「汚染を伴った外傷患者の取り扱い」について、ご自

身の福島原発事故後の緊急被ばく医療活動を交えながらの講義がありました。講義では、実際の

事例における処置を具体的に説明していただきましたので、理解が深まりました。また、２部の

研修会では、一次被ばく医療機関からの患者受け入れ依頼の一報を受け、救急車による搬送を想

定した「汚染を伴った外傷患者」汚染拡大防止養生（除染・処置区域）の設置から汚染を伴う負

傷者の受け入れ、除染措置、病棟へ移送までの一連の流れについて、実践さながらの実習が行わ

れました。実習後には、事例を想定した机上演習もあり、参加者からの質問が活発になされまし

た。今回の講演会および研修会で得られたことを今後の訓練に活かし、緊急被ばく医療体制の構

築強化につなげて欲しいと期待しています。 
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 センター長の挨拶 

 講演会の様子 

 実習の様子 
 
１１）「（Radiation Emergency Assistance Center/Training Site：放射線緊急時支援セン

ター/研修施設）における研修」の参加（予定） 
 
日時：平成２８年２月９日（水）～１２日（金） 
場所：アメリカ・テネシー州オークリッジ 
参加者：連携研究者（土橋由美子） 
内容：REAC/TS（Radiation Emergency Assistance Center / Training Site）が開催する緊急被

ばく医療コース（4 日間）の受講をして、以下のスケジュールによって実践的な緊急被ばく医療

を学んでいる。 
 
RADIATION  EMERGENCY MEDICINE 9-12 February 2016 

Day/Date Time Topic
Tuesday 8:00 AM Registration 
 8:15 AM Introduction to REAC/TS
 8:55 AM Basic Health Physics And Radiation Protection
 10:35 AM Basic Radiation Biology
 11:35 AM History of Radiation Accidents
 12:15 AM Group Photo Session & Lunch Break
 1:15 PM Basic Radiation Instrumentation
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 3:15 PM Acute Radiation Syndrome
 4:25 PM Team Organization
 5:30 PM Get Acquainted social & Dinner
Wednesday 8:00 AM Common Sources of Radiation
 9:00 AM Case Review: Yanango Peru
 10:10 AM Management of internal Contamination
 11:10 AM Dose Magnitude Estimation
 12:00 N Lunch(video-LostWorld: Secret Cities of A-Bomb ) 
 1:00 PM Hospital Radiation Response
 2:00 PM Walk-Through/Demonstration
 3:40 PM Skills Station
 4:30 PM Adjourn 
Thursday 8:00 AM Case study: Tokai-mura
 9:00 AM Guided Tour of the AMUS
 11:00 AM Emergency Drill
 1:00 PM Working Lunch at REAC/TS Review Emergency Drill Videotapes
 2:00 PM Drill After Action
 3:00 PM Local Injury Case Reviews
 4:00 PM Case Review: Goiania Brazil
 4:50 PM Adjourn 
Friday 8:00 AM Public Information in Radiation Accidents
 9:15 AM Public Health Considerations
 10:40 AM Question & Answer Session Exam Review
 12:00 N Course Ends 

 
このコースは、4 日間の REAC/ TC の訓練であり、医師、看護師や他の医療提供者を対象として、

講義および実践的な演習を通して、照射および汚染された患者の初期の対応が研修内容である。

The course begins with a discussion of the fundamentals of radiation physics, radiation 

detection/measurement/identification, prevention of the spread of contamination, how to 

minimize radiation dose to victims and providers, and the role of Medical/Health Physicists 

in caring for contaminated victims.コースでは、放射線の基礎知識、放射線線量測定、汚染の

拡大の防止、放射線量を最小限に抑える方法、汚染された被ばく者のケア、急性放射線症候群の

ケアなどを学んでいた。このような長期研修によって得られた放射線被ばく医療・技能について

は、将来的に高度化を図り、地域に還元したいと考えている。 

 
１２）「緊急被ばく医療体制の構築に関する意見交換会」の開催 
 
日時：平成 28 年 3 月 13 日 14 時 45 分～15：45 
場所：鹿児島大学東京リエゾンオフィス 
内容：日本放射線看護学会理事長 草間朋子氏の講演 

 
日時：平成 28 年 3 月 13 日 16 時 30 分～19 時 00 分 意見交換会 
場所：ホテル JAL シティ田町東京（東京都港区芝浦 3-16-18） 

参加者：２５名 

意見交換会プログラム： 

１．木佐貫彰 学科長挨拶 

２．参加者の自己紹介 
３．テーマごとの意見交換会 
１）「修了したコースの概要と学び」 
２）「現在の活動状況」 
３）「被ばく医療体制の構築向けた取り組みへの提言」 
４．まとめと提言 
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５．懇親会 
 
 

趣旨：平成２４年度から本学大学院保健学研究科では、長崎大学、弘前大学との三大学において

放射線看護の専門看護師の養成を行ってきました。活動の成果があり、今年、日本看護系大学協

議会から看護の専門分野として「放射線看護」が認定されました。それを機に、記念祝賀会を開

催することになりました。幸いにも著名な先生方を招待し、三大学の関係者も中間の距離にある

開催地東京に集結することになりました。このような経緯もあり、事業責任者は、地域防災教育

研究センターの事業として、「緊急被ばく医療体制の構築強化」を目的に活動していますので、そ

の強化のためにどのように体制を構築強化すればよいのか、この会に参集の皆様から意見を伺う

ことで、事業成果をあげることができるものと考えました。成果をあげる方法として、緊急被ば

く医療の専門の教育を受けてきた看護職の皆様にも集まってもらい、その教育経験から何が効果

的であったか、また、効果的な教育方法について、意見交換することにより、課題の抽出、問題

解決、事業成果につながるとのご指南をいただきました。そこで、今回、「緊急被ばく医療体制の

構築に関する意見交換会および懇親会」を以下のように開催することに至りました。懇親会にお

ける意見交換会をこの日に同時に開催することで、オブザーバーとして、弘前大学大学院保健学

研究科および長崎大学医歯薬学研究科の関係教職員の参加が可能となり、より成果をあげられる

ために企画した。 

 
４．まとめ 

２７年度の事業の概要に示した「１．川内原子力発電所（以下川内原発とする）の立地する

薩摩川内市および関係周辺市町への対応」については、３．実施報告の５）第５２回放射線影響

懇話会での演題発表を行った。また、「２．緊急事態が起こった場合の対応として、被ばく医療

を担う人材の能力を向上させることによる強化」については、１）「Satellite Meeting of 
ICRR2015 in Hirosaki University Symposium on Radiation Nursing 」へ参加、６）「REM 
(Radiation Emergency Medicine) Training」の参加、７）第 15 回福島災害医療セミナーの参加、

９）桜ケ丘キャンパス講演会、１０）「放射線災害時の医療施設の備え」講演会と研修会を開催

することができた。また、１１）「（Radiation Emergency Assistance Center/Training Site：

放射線緊急時支援センター/研修施設）における研修」に参加した。そして、「３．災害時の

対応として、災害時救護活動の支援ができる人材の発掘と育成」については、２）「放射線災害

医療サマーセミナー」の参加、４）「福島災害医療セミナー」の参加、８）桜ケ丘祭の企画イベ

ントを実施することで、本学学生には、災害時の対応として、災害時救護活動の支援ができる人

材の育成に努めた。これらの事業を行うことから、最終的には、鹿児島の地域防災に関わる人

材教育が重要であることを強く認識することに至った。これによって、今後はどのように、そ

れらの人材を育成すればよいのか、１２）「緊急被ばく医療体制の構築に関する意見交換会」の

開催することで、既に緊急被ばく医療人材養成事業の実績のある弘前大学大学院保健学研究科の

被ばく医療コースを修了した方々、または、高度実践看護師養成コースの在学生の皆さん、さら

に長崎大学医歯薬学総合研究科の放射線看護専門看護師コースの修了生の皆様から緊急被ばく医

療体制の構築のための、人材育成について、どのような教育が効果的なのか、提言などをいただ

きたいと考えている。これによって、緊急被ばく医療の構築強化が前進するものと確信している。 
 

引用・参考文献 

１）文部科学省専門的看護師・薬剤師等医療人材養成事業（GP）鹿児島大学大学院保健

学研究科放射線看護専門的看護師養成教育課程事業（検索日 2016.1.15.）
http://kadai-kango.jp/plan.html 

２）松成裕子，横尾誠一，井上晶代，他：放射線医療における専門看護師養成教育カリ

キュラム開発について－看護教育内容の抽出とカリキュラム構築－,保健学研究，

2010；22，2，85－89.  
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気象レーダによる火山灰雲の三次元監視に関する研究 
 
 

地域防災教育研究センター 真木雅之 
 
 

１．はじめに 

 国内でも有数の火山県である鹿児島は，火山と共存する形で町や都市が形成されており，大規

模火山噴火に伴う降下火砕物はその地域社会を破壊する．本研究では，国土交通省の現業用気象

レーダを活用した火山灰雲の三次元監視・予測手法を開発し過去の噴火事例により検証するとと

もに，気象レーダ情報を降灰対策に利用する際の有効性と問題点を整理することを目的とする． 
 従来，噴煙柱や火山灰雲の観測は気象衛星，監視カメラ，目視観測などの受動的な方法により

おこなわれてきた．これらの手法は晴天時には有効であるが，降水時や雲がある場合，夜間には

利用できないことがある．このため，降灰分布を予測する移流・拡散モデルの重要な初期値であ

る噴煙柱高度を決定できない場合がある．例えば，2013 年の桜島火山噴火の噴煙高度について調

べてみると，合計 1097 回の噴火のうち約 18%に相当する 193 回の噴火の噴煙高度は確定できな

かった．また，受動センサーを基本とした方法は，噴煙柱の内部構造の理解や定量的な降灰量推

定に限界がある． 
 噴煙柱・火山灰雲の構造の調査や定量的な降灰量推定において，従来の手法の問題点を解決す

る有力な手段として気象レーダがある．気象レーダはマイクロ波の電波を放射し，浮遊するある

いは降下する火砕物粒子から散乱・反射して帰ってくる信号を受信する．受信信号に含まれる火

砕物の量，粒子の形状，粒径分布，均質度，動きなどの情報を抽出することにより，噴煙柱や火

山灰雲の内部の微物理学的・運動学的な構造を推定することが可能である． 
 これまで，国内外で気象レーダによる噴火の観測例が報告されている．多くは現業気象レーダ

による観測例で，澤田（2003）によれば，世界で初めての気象レーダによる噴煙観測は 1970 年

5 月の Hekla 火山（アイスランド）と言われている．一方，我が国で最初の噴煙の気象レーダ観

測は，1973 年 7 月 14 日の爺が岳火山の噴火で気象庁釧路レーダにより観測された．次いで，1977
年8月7日の有珠山噴火の噴煙エコーが気象庁の札幌レーダで捉えられた．最近の噴火事例では，

死者・行方不明者が 63 名に及んだ 2014 年 9 月 27 日の御岳山噴火や，全島民避難が続いている

2015 年 5 月 29 日の口永良部島噴火でも現業気象レーダが噴火現象を捉えている．このように，

気象レーダが噴火現象を捉えた報告はあるものの，気象レーダがどの程度の確率で観測出来るの

かについての統計的な調査はほとんどなかった．そこで，2011 年の 1 月から 3 月の新燃岳の計

27 の噴火事例について，気象レーダが噴火を検出できたかどうかを国交省現業用 C バンド偏波レ

ーダのデータを用いて調べた．その結果，19 事例については検出できていた．これは全体の 70%
に相当する．検出できなかった事例は規模が小さくてレーダ観測にかからなかったケースや，降

水現象との区別がつかなかったケースである．さらに，2013 年に報告された桜島噴火について噴

煙高度が火口から 3000m 以上のものを選定し，火口から約 11km 離れた国交省 X バンド MP レ

ーダが噴煙柱・火山灰雲を捉えられたかどうかを調べた．その結果によれば，計 31 事例の噴火全

てのケースで気象レーダは噴火に伴う噴煙柱・火山灰雲を捉えていたことがわかった． 
 現業気象レーダがある程度以上の規模の火山噴火を捉えることは間違いないが，噴煙柱・火山

灰雲の詳細な構造を把握するためには十分とは言えない．何故なら，レーダのスキャンモードが

降水観測用に調整されており，局所的に発生する噴煙柱の構造を調べるためには最適とは言えな

いためである．また，レーダビーム幅はレンジに比例して広がるために，十分な空間分解能で噴

煙柱の構造を調べるためにはできるだけ火口近くにレーダを設置して観測する必要がある．この

ような研究用レーダを用いた観測が 1990 年代後半から国内外で開始された．国内では，1996 年

7月と 12月に気象研究所が可搬型Xバンドドップラーレーダによる観測を桜島でおこなっている

（福井ほか，1996）．また，防災科学技術研究所は 2000 年 9 月から約 2 ヶ月間，三宅島雄山の噴

煙を X バンドマルチパラメータレーダにより観測している（真木・岩波，2003）．三宅島雄山の

噴煙観測は，国内外でも初めてとなる偏波レーダ観測であった．火口直上にレーダエコーがしば
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しば認められたが，噴煙によるものなのか降水によるものか不明であった．噴煙柱・火山灰雲の

詳細な構造を捕らえることに成功した例は，2014 年 5 月 10 日の桜島噴火事例であろう．2014
年 4 月から 6 月の期間，鹿児島県桜島に設置された防災科研の研究用 Ka バンドドップラーレー

ダが噴火直後の噴煙柱の反射因子とドップラー速度場の鉛直断面を約 20 秒間隔で捉えることに

成功した（Maki et.al., 2016）． 
 一方，国外では，イタリアやフランスで気象レーダを用いた研究がおこなわれている．例えば，

FMCW レーダによる噴煙柱ダイナミックスの観測（Hort and Seyfried, 1998），VOLDRAD と
名付けられた L-バンド波長の簡易ドップラーレーダによる噴煙柱の観測（Dubosclard, et al., 
1999；Donnadieu, 2012），粒径分布に基づく定量的な降灰量推定手法の研究（Marzaono et 
al.,2006）である．噴煙柱・火山灰雲の微物理研究は地上に火砕物の調査からアプローチする方法

と数値モデルによる火山灰粒子への水蒸気の凝集に関する研究が行われている． 
 上述した研究用レーダを用いた研究から噴煙柱や火山灰雲の詳細な構造が解明されつつある．

更に桜島は近年，リモートセンシングを用いた噴煙研究の世界的な試験地となっている．我が国

では降灰予測への気象レーダデータの利用を目指した研究が桜島を対象として始められている． 
 このような背景のもと，気象レーダによる火山噴煙の定量的な解析手法の確立と噴煙の監視や

ナウキャストへの利用に関する研究が求められている． 本研究は，気象レーダデータを用いて火

山噴煙の定量的な解析をおこなう際に必要となる解析ツールを開発することを目標としている．

噴火現象は時間を含む４次元的な現象である．このため，開発するツールは時間的・空間的な変

化を考慮したものでなければならない．この点が，本研究の大きな特長となっている． 
 本報告書の構成は以下の通りである．第２章では開発する手法を検証するために収集した噴火

事例について述べる．第３章では火山灰雲の三次元監視に必要な個々の要素技術について記述す

る．第４章では個々の要素技術を組み合わせた三次元レーダデータの作成方法について詳述する．

第５章では三次元レーダデータから推定できる噴煙柱および噴煙雲の物理パラメータについて述

べる．第６章は三次元可視化された噴火事例を紹介する．第７章はまとめである．付録に，「火山

ガス・噴煙研究会」の講演要旨を掲載した．この研究会は，鹿児島大学地域防災教育研究センタ

ーの次期中期計画プロジェクト「大規模噴火にレジリエントな社会の構築に向けた防災・減災の

取り組み」のために開催したもので，噴火に伴って発生する降下火砕物が引き起こす災害の実態

を把握することを目的とした． 
 

２．噴火事例データの収集 

２．１ 気象レーダデータ 

 2013 年の，鹿児島県垂水市に設置された国土交通省の X バンドマルチパラメータレーダのデー

タについて，噴煙高度が 3000m 以上の噴火事例を選び出し，データベース化した．表 2.1.1 にそ

のリストを示す．噴煙高度は気象庁の観測結果による．噴火時刻は次節で述べる国土交通省大隅

河川国道事務所の監視カメラの情報をもとに秒単位の時刻を推定した．仰角 6 度の Plan position 
Indicator (PPI)観測データは，噴火時から 2 分毎のレーダ画像を閲覧出来るように，鹿児島大学

総合防災データベースへ登録する予定である．資料名は 2013 年桜島噴火リスト（噴煙高度 3000m
以上）である．鹿児島大学総合防災データベースは鹿児島大学の防災資料を恒久的に保存する目

的で 2013 年に整備された．データベースには，総合防災分野，水害・土砂災害分野，火山災害

分野などの災害分野毎にフォルダーが用意されている．フォルダーの中には各教員用のフォルダ

ーがあり，各研究室で所有する防災資料が登録されダウンロードできるようになっている．なお，

2016 年 2 月現在，総合防災データベースは検索機能の強化のために改修中である．本研究の資料

の閲覧・ダウンロードが可能になるのは 2016 年 4 月以降の予定である． 
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表 2.1.1 2013 年桜島噴火リスト（噴煙高度 3000m 以上）． 

（鹿児島地方気象台，2014，ホームページを元に作成） 
 

 
 補足：秒単位の爆発時刻は国土交通省大隅河川国道事務所の桜島監視カメラの画像から推定した． 
 
図 2.1.2 は各噴火事例の積算反射因子の分布例である．図 2.1.3 は各事例のレーダ観測パラメー

タの PPI 分布の例である．鹿児島大学総合防災データベースからの抜粋で，データベースからは

動画としてダウンロードできる．図の噴煙映像は南日本新聞社が web 上で公開しているもので，

鹿児島大学総合防災データベースから 1 分毎の動画をダウンロードできる． 
 

２．２ 監視カメラ画像 

 2013 年から 2015 年の期間の顕著な噴火事例について，国土交通省大隅河川国道事務所が運用

している桜島の噴火監視カメラのビデオ画像を収集した．カメラの設置場所は海潟，黒神川（赤

外），黒神川１号ダム上流右岸，黒神川１号ダム上流左岸，黒神川右岸導流提，重富，早崎(赤外），

浮津，野尻川砂防センターの計９カ所で，このうち黒神川１号ダム上流右岸，早崎(赤外），野尻

川砂防センターには画像に時刻が付加されている．表 2.1.1 の秒単位の爆発時刻はこれらの時刻

が付加された監視画像から求めた．秒単位の噴火時刻情報は本報告書の後で出てくる重心追跡法

のスタート時刻として重要である． 
 



－ 66 －

 
図 2.1.2 桜島噴火事例の積算反射因子の Plan Position Indicator (PPI)分布例．鹿児島大学総合防

災データベースより抜粋． 
 

 
 

図 2.1.3 桜島噴火事例のレーダパラメータの PPI 分布例（鹿児島大学総合防災データベースより

抜粋）． 上段左から web カメラの画像，ZH：レーダ反射因子，ZDR：反射因子差．下段左から

積算反射因子，RHV：偏波間相関係数，VEL：ドップラー速度． 
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２．３ 地上降灰量データ 

 2013 年から 2015 年の期間について，国土交通省大隅河川国道事務所が運用している桜島の自

動降灰量計のデータを収集した． 
自動降灰量計は降灰の連続観測を目的として，日本工営（株）が（独）土木研究所と共同開発

した機器である（小原ほか，2009；武士ほか，2010；田島ほか，2011；田島ほか，2015）．2008
年から桜島の 2 カ所で運用が開始され，2014 年現在では桜島島内の計 18 カ所において，測定間

隔 1 時間で連続観測が実施されている（図 2.3.1）． 
 

  
  
自動降灰量計の外観と原理を図 2.3.2 に示す．自動降灰量計の測定部分は，捕灰タンク（内径 

20cm，高さ 30 cm の円筒形），タンク内のフロート式の磁歪式水位センサー，タンクを支えるロ

ードセルから構成される（例えば，小原ほか，2009）． 
 ロードセルで得られた計測質量と水位計で得られた計測水頭位から火山灰堆積質量(Ws)と堆積

厚さ(L)が次式を用いて計算される（田島ほか，2015）． 
     s w w s( ) / (1 / )W W S D             (2.3.1) 

s d/ ( )L W S                          (2.3.2) 

ここで，W：タンク内容重量，S：タンクの開口面積，D：水位，ρw：水の密度，ρs：火山灰土粒

子の密度，ρd：火山灰層のみかけ堆積密度である．なお，ρsは観測地点周辺の過去に堆積した火

山灰の土粒子の測定から桜島の場合，2.64gcm-3を用いている．また，ρdは，過去に堆積した火山

灰層の測定から，桜島の場合 1.50gcm-3の値を用いている．自動降灰量計には 2 つの自動排水弁

が設けられている．一つはフィルター透過用の弁で，設定した時刻に作動し，設定した水頭位ま

で排水する．排水はタンク内に堆積された火山灰層を通過してタンク底からおこなわれるため，

火山灰層の透水係数を求めることができる．もう一つの自動排水弁は水位が一定以上になると水

位計底部から排水を行い，水のオーバーフローを防いでいる．これら二種類の排水による水位の

変化から降雨量の自動計測が可能である． 
 電力はソーラーパネルとバッテリから供給される．データ通信は携帯電話により定時に行われ

る．測定部下部にはステンレス製の収納箱（30cm の立方形）が設置され，その中にデータロガ

ーやバッテリ，携帯電話などのデータ収録部や電源供給部，通信部等が収納されている． 

図 2.3.1 桜島に設置された自動降灰量計の位置（白丸印）．黒丸印はタンク

式降灰量計の位置． 
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自動降灰量のデータは噴火事例毎の降灰強度推定式（RA-Z 関係式）を求めるのに利用できるかも

しれない．ただし，これまでの解析結果によれば，噴煙高度が 5000m 以上あるような噴火か風が

弱く十分な降灰量が観測されるような場合以外は測定誤差が大きくなる． 
 
 
 

３．火山灰雲の監視と予測技術の開発 

３．１ はじめに 

 噴煙柱や火山灰雲の観測は気象衛星，監視カメラ，目視観測などの受動的な方法によりおこな

われている．これらの手法は晴天時には有効であるが，降水時や雲がある場合には利用できない

ことがある．例えば，降灰分布の移流・拡散予測モデルの重要な初期値である噴煙柱高度につい

て，2013 年の桜島火山噴火（合計 1097 回）のうち約 18%に相当する 193 回の噴火の噴煙高度を

確定できなかった．また，受動センサーを基本とした方法は，噴煙柱の内部構造の理解や定量的

な降灰量推定に限界がある． 
 上記の問題点を解決する有力な手段として気象レーダを利用した方法を提案する．気象レーダ

はマイクロ波の電波を放射し，浮遊するあるいは降下する火砕物粒子から散乱・反射して戻って

くる信号を受信する．受信信号には火砕物の量，粒子の形状，粒径分布，均質度などの微物理学

的情報や噴出速度運動学的な情報が含まれている．ここでは，火口を含む指定したエリア内で測

定された偏波レーダパラメータの統計値から噴火の有無と規模を判定できるかどうか，できると

すればその指標を提案できるかどうかを検討する． 
 
３．２ X バンド MP レーダを利用した火山噴火の検出 

 手法は（１）計測条件の設定と信号波の送信，（２）散乱波の受信，（３）信号の統計解析，（４）

噴火の判定，（５）噴火規模の計算，（６）計測条件・噴火情報の保存，（７）噴火情報の表示・配

信，（８）計測終了判定の８つのプロセスからなる．本手法は特許申請を予定しているため，詳細

は省略する． 
 

図 2.3.2 自動降灰量計（Maki et al., 2016）．左：外観，右：

測定原理（田島ほか，2015）． 
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３．３ 移動ベクトルの推定 

一般に，風向・風速は高さ方向に変化するため，噴煙柱や火山灰雲の形は高度によって変形す

る．局所的な風向・風速の鉛直プロファイルを知ることは困難であるが，気象レーダで観測され

た火山灰雲のレーダエコーを追跡する事により火山灰雲の移動ベクトルを求めることができる．

求められた移動ベクトルから風向・風速の鉛直プロファイルを推定することができる．図 3.3.1
にレンジ-方位角座標系で観測された火山灰雲のレーダエコーの移動例を示す．本研究では重心追

跡法とパターンマッチング法の二通りの推定方法により火山灰雲の移動ベクトルを求める（図

3.3.2 と図 3.3.3）．求められる移動ベクトルや重心の位置情報は CAPPI データの作成や降灰のナ

ウキャストに必要不可欠なものである． 
 

 
  

 
 
図 3.3.1 レンジ-方位角座標系で観測された

火山灰雲のレーダエコーの移動． 



－ 70 －

 
 

 
 
 
  

 
 
図 3.3.2 移動ベクトルの推定（重心追跡

法）．  

 
 
図 3.3.3 移動ベクトルの推定（パターン

マッチング法）．  
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3.3.1 重心追跡法 
 仰角 θkにおける反射因子の PPI データを ( , , )kf r   とすると，反射強度で重み付けられたレー

ダエコーの重心位置 ( , , )e e er H は次式で計算される． 

      

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

0 0 0 0

2

( , , ) / ( , , )

( , , ) / ( , , )

sin cos
2 e

n m n m

e k k
r r

n m n m

e k k
r r

e
e e k k r

r r f r f r

f r f r

rH r H
R

 

 

   

     

 

   

   

   

   

 

 

 
    

 

 

          (3.3.1) 

ここで， er ， e はそれぞれレーダエコー重心のレンジ，方位角である．添え字ｋは観測仰角番号

を表す．Hr，He はそれぞれレーダの海抜高度，エコー重心の海抜高度である．Re は大気の電磁

屈折率を考慮した地球の等価半径で，地球の平均半径を R（=6371km）とすると，Re=(4/3)R
（=8495km）である． 
 (3.31)式は方位角-レンジ座標系での表現である．地理座標系でのレーダエコー重心 ( , , )e e eH 
は仰角 θkにおける反射因子の PPI データを ( , , )kf    とすると次式から求められる． 

 

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

0 0 0 0
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( , , ) / ( , , )

( , , ) / ( , , )
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2 e

n m n m
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n m n m

e k k

e
e e k k r

f f

f f

rH r H
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     (3.3.2) 

 
方位角-レンジ座標系における移動ベクトルは，同一仰角で観測された PPI エコーの重心追跡から

求められる．時刻 i，仰角 θkのエコー重心の位置を(ri,φi)とすると（ここでは添え字 eを省略する），

方位角-レンジ座標面における移動ベクトルの方位角成分 vφ，レンジ成分 vrは 

1

1

1

1

i i

i i

i i
r

i i

v
t t t

r rrv
t t t


  








 
 


 
 

       (3.3.3) 

である． 
  地理座標系における移動ベクトルは，同様にして次式から求められる． 

 

1

1

1

1

i i

i i

i i

i i
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t t t
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t t t





 

 










 
 


 
 

      (3.3.4) 

ここで，vλ，vζはそれぞれ移動ベクトルの経度成分と緯度成分で，(λi,ζi)は仰角 θkのエコー重心の

位置である（ここでも添え字 e を省略している）． 
 (3.3.1)～（3.3.4）を用いて，i=1（噴火時）から i=n（噴煙エコーが観測できなくなる時刻），

および，k=1,nk（全仰角）について重心位置と移動ベクトル成分が求まる．求められた重心と移

動ベクトルには時刻，仰角，高度の情報が付加されているので，任意の仰角，時刻の移動ベクト
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ルと重心位置を内挿法により求めることが出来る．表 3.3.1 に重心追跡法の出力結果例を格納す

るための表を示す． 
 

表 3.3.1 重心追跡法スクリプトの出力結果を格納する表． 
 

観測仰角 観測時刻 レンジ-方位角座標系 地理座標系 
仰角 
θ 

年月日 
ymd 

時分秒 
hms 

解析開始

からの時

間(s) 

重心位置 
( , , )g g gr z  

移動ﾍﾞｸﾄﾙ 
( , )rv v  

重心位置 
( , , )g g gr z  

移動ﾍﾞｸﾄﾙ 
( , )x yv v  

- - - - - - - - 
- - - - - - - - 

 
 
重心追跡法の出力例として，2013年 8月 18日の桜島噴火の重心位置の変化を図 3.3.4と図 3.3.5

に示す．図 3.3.4 は各仰角における重心の移動をレンジ-方位角座標系および地理座標系で示した

ものである．図 3.3.5 は地理座標系で三次元的に表したものである．表示は 1 分間隔に内挿した

値を用いている．重心の位置データは風の鉛直プロファイルの推定や噴煙柱の鉛直情報の推定に

用いることができる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3.3.4 各仰角の PPI 観測から推定された噴煙柱のエコー重心の位置．左：レンジ-方位角座標

系，右：地理座標系． 

 
図 3.3.5 重心位置の時間変化の三次元表示． 
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 これらの情報を地図と重ね合わせて表示する場合，方位角-レンジ座標系（レーダ座標系）より

も地理座標系の方が便利である．本研究では，レーダ座標系から地理座標系間の変換は，Vinsenty
の直接法（Vincenty, 1975）を，地理座標系からレーダ座標系への変換は Hubeny の式（例えば，

Yokota, 2014）を用いた． 
 噴火直後の移動ベクトルを求めるには，初期値として噴煙柱の鉛直軸の位置を与える必要があ

る．ここでは，単純に噴煙柱は火口から真上に形成されるとし，噴煙柱のエコートップの上昇速

度 WE(ms-1)は次式で表されるとする． 

 EW bat        (3.3.5) 

ここで，t(sec)は噴火からの経過時間，a,b は定数である（2014 年 5 月 10 日の桜島噴火事例では

Ka バンドレーダ RHI 観測から，a=380，b=-0.675 が得られている）． (3.3.5)の時間積分から仰

角 θの PPI で噴煙柱が観測される時刻は 

 
1

11 ( tan ) b
vent rad

bt r h h
a

 
        (3.3.6) 

で求められる．ここで，ｒ(m)はレーダから火口までの水平距離，hvent(m)，hrad(m)はそれぞれ火

口の海抜高度，レーダアンテナの海抜高度である．(3.3.6)から噴火直後の噴煙柱の鉛直軸の位置

を推定できるので，その後に各 PPI スキャンで観測される噴煙柱エコーの重心位置から移動ベク

トルを求めることができる． 
 後述するパターンマッチング法ではエコーの移動ベクトルの算出には二つの時刻の観測エコー

が必要であるのに対して，重心追跡法では，単一時刻の噴煙のエコー重心を追跡することにより

移動ベクトルを求めることが可能であり，より自由度の高い手法と言える． 
 
3.3.2 パターンマッチング法 
 パターンマッチング法は相関法とも呼ばれる．二つの画像データの相互相関係数が最大となる

ような位置を求めることにより移動ベクトルを推定する． 
時刻 t および t+Δt の正規化反射因子の PPI 画像をそれぞれ f(r,φ)，g(r,φ)とすると，相互相関

関数 Rfgは次式で定義される． 

  

   

1 1

0 0

2 21 1 1 1

0 0 0 0

( , ) ( , )
( , , , )

( , ) ( , )

n m
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n m n m

f r i j f g r i j g
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 (3.3.7) 

ここで，r はレンジ，φは方位角，ξは経度，ηは緯度である．                      
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1 1
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n m
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     (3.3.8) 

 相互相関係数が最大となるように Δξと Δηの値を求めれば，レンジ方向と方位角方向の移動ベ

クトルの成分はそれぞれ， 

/
/

rv t
v t




  
  

       (3.3.9) 

で与えられる．各仰角（θ）で同じ手順を繰り返せば，全ての仰角での方位角-レンジ座標面にお

いて，火山灰雲の移動ベクトルを求めることができる． 



－ 74 －

 
3.3.3 移動ベクトルの関数表現 
 3.3.1と 3.3.2で述べたように，レンジ－方位角座標系での移動ベクトルはアンテナ観測仰角 θ，
観測時刻ｔにより求めることができる．しかしながら，推定された移動ベクトルには誤差が含ま

れるために，そのままの値を用いると CAPPI データにも誤差が生じる．この対策として，推定さ

れた移動ベクトルを平滑化する．具体的には，仰角と時刻を説明変数として，移動ベクトルのレ

ンジ成分と方位角成分の関数形を回帰分析により求める．まず，単純な 1 次関数モデルを考える．

即ち，移動ベクトルの方位角成分 v とレンジ成分 rv は次式のように時刻ｔ，仰角 θの関数で表

されるとする． 

 
r r r

( , ) ( ) ( )
( , ) ( ) ( )

v t m t n
v t m t n
    
  

 

 
      (3.3.10) 

ここで，mφ, nφ, ma, nrは回帰分析により求められる仰角 θの関数である． 
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( )

r r
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       (3.3.11) 

例として，2013 年 8 月 29 日の桜島噴火の事例では，下記の式が求まった． 
( ) (0.0002   0.003 0.615 6.05

.0
)

0 2
rV t

V

     


 

ここで，ｔは移動ベクトルの計算の開始時刻からの経過時間（秒）である．図 3.3.6 に結果を示

す．この事例では Vφの時間変化および仰角変化は小さく，ほとんど一定である． 
 

図 3.3.6 移動ベクトルの関数表現の例（2013 年 8 月 29 日桜島噴火事例）． 
 
 
より一般的な手法として，空間曲線の平滑化がある．この方法では，移動ベクトルの各成分を

目的変数，仰角 θと時刻 t を説明変数として，三次元空間に分布する v あるいは rv の観測点を滑

らかに結ぶ曲線（例えばスプライン曲線）を求める方法である．v あるいは rv が（θ，t）の１価

関数ではないときには通常の 2 変数のスプラインは使えないので，空間曲線の平滑化スプライン

回帰が用いられる． 
 

3.3.4 移動ベクトルの推定精度の改善 
 重心追跡法およびパターンマッチング法では，噴煙柱，火山灰雲は孤立した形状を持つことを

前提としている．従って，エコーの形状が単一の塊状の場合には重心の決定は簡単で，重心の追

跡も容易になる．しかしながら，噴煙エコー以外に，擬似エコー，地形エコー，降水エコーが共
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存すると，噴煙の重心が正確に求まらない．これらの非噴煙エコーの存在はパターンマッチング

法を用いた移動ベクトルの推定精度にも影響を与える．そこで，これらの非噴煙エコーをマスク

する必要がある．マスクの方法としては，地形エコーのように予め場所がわかっているような場

合には，方位角とレンジの範囲で，あるいは緯度経度範囲で指定できる．あるいは，重心追跡法

から求まる重心の位置情報を利用して，例えば重心からある半径以遠をマスクする方法も考えら

れる． 
将来的には，噴煙エコーと降水エコーの判別技術が利用できるかもしれない．パルス圧縮を利

用したレーダでは，レンジサイドロブのためにレンジ方向に生じる放射状の擬似エコーを除去す

るフィルターが必要である．本研究では，地形エコーのマスク，重心位置を利用したマスク，レ

ンジサイドロブ擬似エコー除去フィルター，外れ値を除去するメジアンフィルターを考慮する． 
図 3.3.7 にメジアンフィルター（3×3）の効果の例を示す． 

 
図 3.3.7 3X3 のメジアンフィルターの効果．左から，フィルター無し，１回，2 回． 

 
図 3.3.8 にレンジサイドロブエコーの例を示す．2013 年の噴煙高度が 3000m 以上あった 31 の

噴火事例の積算値である．このパターンと類似するようなエコーをレンジサイドロブと判断し，

噴火の有無に利用する．また，閾値を使って噴煙柱の反射強度のみを取り出すことができるかも

しれない． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.8 レンジサイドロブにより発生した擬似エコーの例． 
 
４．CAPPI データの作成 
４．１ PPI データの時間・仰角内挿 
 

3.3 で求めたレンジ－方位角座標での火山灰雲の移動ベクトルから，観測時刻間の噴煙柱・火山

灰雲エコーの位置を，指定した時間間隔で内挿して求める（図 4.1.1）．このとき，形と値の分布

の内挿には morphing 技術を用いた．内挿方法には線形，スプライン（３次関数），面内挿（重み

付き，クリギングなど）があるが，本研究では 30 秒毎の線形内挿を採用した． 
次に，時間内挿 PPI データをもとに，観測仰角間の噴煙柱・火山灰雲エコーの位置を，指定し

レンジサイドロブの影響 
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た仰角間隔で内挿して求める．形と値の分布は時間内挿と同様に morphing 技術を用いた．本研

究では線形内挿を採用し，仰角間隔は 0.1°とした． 
 

４．２ 三次元 CAPPI データの作成 
 
時間内挿および仰角内挿された PPI データから CAPPI データを作成する．これは，レーダ座

標系から地理座標系へ変換することと等価である．座標変換には nearest-neighbor，バイリニア，

Cressman filter などがあるが，本研究では最も単純な nearest-neighbor を用いる．地理座標系

における緯度，経度分解能は距離換算で約 100m とした．これはレーダのレンジ分解能と同等で

ある．地理座標のデータなので，複数台のレーダから得られた CAPPI データの合成や演算，GIS
データとの重ね合わせが可能になる．CAPPI データは三次元解析の基本入力データとなり，次節

で述べる噴煙柱・火山灰雲に関する物理パラメータを求めることができる． 
 

       
 
 
４．３ 複数 CAPPI データの合成 
 
大規模な爆発的噴火の場合には火山灰雲の移動が広範囲になるため複数台の気象レーダネット

ワークによる監視が必要になる．また，山地地形等により送信電波が遮蔽されるような場合（P.C.S 
et al., 2013；P.C.S and Maki, 2014）や強い降水減衰により信号消散領域が発生する場合には別

 
 

 
 

 
 

図 4.1.1 レーダデータの内挿．上段：観測レーダデータ，中段：時間内

挿，下段：仰角内挿． 
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の気象レーダでその領域を補う必要がある（Maki et al., 2012）．このようなとき，各レーダで求

められた三次元 CAPPI データの合成が有効である．レーダ気象学では，降水雲内部の風の場を調

べるために，複数台のドップラーレーダ解析がおこなわれる．火山灰雲についても同様な解析が

可能である． 
 

４．４ 風の鉛直プロファイル 
風の鉛直プロファイルは，レンジ-仰角座標系で求められた移動ベクトルを直交座標系に座標変

換することで求められる（図 4.4.1）．即ち，直交座標系での高度 h での移動ベクトルの水平成分

は次式で求められる． 

x r

y r

cos sin cos
cos cos sin

sin

v v v
v v v
h r





  

  



 

 



            (4.4.1) 

注意すべき点として，レンジ-仰角座標系

で求められた移動ベクトルはその座標系

上へ投影されたエコーのベクトルである

点である．上式は実際のエコーの鉛直構造

が大きく変化しない場合には妥当である

が，鉛直シアーの影響があるような，高仰

角でのレンジ-仰角座標面で移動ベクトル

を求める際には注意が必要である．なお，

本手法では，上昇流については求められな

い． 
            
 
 
 
 
４．５ 噴煙柱の鉛直軸の推定 
４．２で作成された三次元 CAPPI データから，噴煙柱・火山灰雲の三次元構造（例えば，噴煙

柱の高さ，体積，鉛直断面，水平断面など）を調べることができる．ここでは，重心位置から求

められる噴煙柱の鉛直軸について述べる．噴煙高度が 10km 以上に達するような大規模噴火の場

合，噴火直後の噴煙柱が形成される期間では，噴煙柱は水平方向よりも鉛直方向の変化が支配的

である．しかしながら，噴煙高度が 5km 程度の噴火の場合，風の鉛直シアーの影響を受け噴煙柱

の形は変形する（Carey and Sparks, 1986）．その変形は各高度での噴煙柱の水平エコー断面の重

心位置により表現することができる．注意すべき点として，噴煙直後は観測データが限られるた

めに，移動ベクトルを求められない時間帯がある点である．別の方法，例えば，ドップラー速度

の測定や写真撮影から噴出速度を推定し，噴煙柱の各観測仰角での重心位置を推定する方法や，

推定された移動ベクトルを用いて，外挿法により重心の位置を推定する方法が考えられる． 
 
４．６ 写真測量による噴煙柱の形状の推定 

 噴煙柱の形成期（即ち，ガス推進域の形成～浮力領域の形成～傘領域の形成までの過程）は時

間が短いために通常の気象レーダによる三次元観測は困難である．写真測量は噴煙柱の内部の構

造は計測出来ないが，噴煙柱の移流過程を観測できる（木下・吉田，1990；土田，2013）． 

 

 
 

図 4.4.1 移動ベクトルの計算． 



－ 78 －

５．噴煙柱・火山灰雲の物理パラメータ 

５．１ 噴煙柱と火山灰雲の定義 

 火山噴火に伴って発生する現象として，噴煙柱・火山灰雲，溶岩流，岩屑なだれ，火砕流等が

ある（図 5.1.1）．噴煙柱(eruption column)は爆発的噴火により火口直上に形成される柱状の噴煙

と定義される．噴煙柱内の気流は，静止液体中を上昇する乱流状態のプリュームとしてモデル化

される（Wilson, 1976; Wilson et al., 1978, 1980; Sparks, 1986; Woods, 1988)． 
 図 5.1.2 に示したように，噴煙柱は噴煙の駆動力の違いにより，ガス推進域(gas thrust region)，
対流域(convective region)，傘型域(umbrella region)の三つの領域に分けられる（例えば，Sparks, 
1986）．ガス推進域では，火口から放出されたマグマに含まれるガスが急激に気化膨脹すること

により生じる強い上昇流が駆動力となる．この駆動力は重力により急速に減速するが，同時に，

周囲から取り込まれた空気が加熱・膨脹され，浮力が発生する．この浮力が駆動力となって上昇

流が維持される．この領域が対流域と呼ばれる．上昇流は噴煙全体の密度と周囲の大気密度が等

しくなり浮力を失うまで続く．その後，水平方向への広がりが支配的となり傘領域が形成される． 
 噴煙柱および火山灰雲の高さは噴火のタイプによって決まる．噴煙高度と質量噴出率には密接

な関係があり（例えば，Wilson et al., 1987;, Sparks, 1986; Woods, 1988），その関係はエントレ

インメント係数（風による空気と噴煙粒子の混合効率）により支配される．マグマ物性（温度，

揮発成分量），大気構造，噴出速度の影響は少ない（例えば，小屋口ほか，2011）． 
 火山灰雲は水平方向に広がりを持った雲で，噴煙柱の傘領域が時間とともに風により移流・拡

散していくときに形成される．噴煙柱の構成物は火山岩塊（volcanic block）や火山礫（lapill）
を含む火砕物であるのに対して，火山灰雲の主な構成物は火山ガス，火山灰粒子である． 
 

 

５．２ 基本統計量・ヒストグラムの計算 

 レーダデータあるいは噴煙柱・火山灰雲の物理パラメータを算出する場合，その基本統計量や

ヒストグラムが必要になる．表 5.2.1 に求める基本統計量を挙げた． 

 
 

図 5.1.1 火山噴火の模式図(USGS) ． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5.1.2 噴煙柱の三つの領域（Sparks,1986）． 
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表 5.2.1 基本統計量 
 

記号 統計量 備考 

NUM データ数 基本統計量，Nan と IGNORE を除いた数 

MEAN 平均値 基本統計量，算術平均 

MAX 最大値 基本統計量 

MIN 最小値 基本統計量 

VR 分散 基本統計量 

SD 標準偏差 基本統計量 

MOD モード値 ヒストグラム，（最頻値） 

MED  メジアン値 ヒストグラム，（50 パーセンタイル値） 

IQR 四分位範囲 ヒストグラム，＝Q75-Q25 

IQRN 正規四分位範囲 ヒストグラム，＝IQR×0.7413（IQRN=1 のとき分布は標準正規分

布となり IQR は標準偏差と等しい 
SKW 歪度 ヒストグラム，（分布の左右対称性） 

KRT 尖度 ヒストグラム，（分布の尖り具合） 

Q25 第一四分位数 ヒストグラム，（25 パーセンタイル値） 

Q75 第三四分位数 ヒストグラム，（75 パーセンタイル値） 

D10 第一十分位数 ヒストグラム，（10 パーセンタ一ル値） 

D90 第九十分位数 ヒストグラム，（90 パーセンタイル値） 

ESG 噴火指標 噴火の可能性を示す数値（現時点では空欄とする） 
 
５．３ 噴煙柱パラメータ 

 CAPPI データから得られる噴煙柱に関する物理パラメータを表 5.3.1 にまとめた．以下，各パ

ラメータの定義と算出方法について説明する． 
 
ａ）噴火時刻：TE 
 噴火時刻は目視観測や高感度カメラ監視などにより気象庁により報告される．本研究では気象

レーダによる噴火の自動検出アルゴリズムを用いて噴火時刻を推定する． 
 
ｂ）噴火継続時間：tE (h) 
 噴火から噴火が終わるまでの時間と定義する．ただし，噴火は数十秒間隔で複数回，連続して

起きることがある．あるいは，数十分，数時間後に噴火することもある．このような場合，一つ

の噴火をどのように取り扱うかは議論の余地が有る．本研究では，火口直上で，ある値以上の噴

出速度が観測される期間と定義する．閾値は，経験的に決定する． 
 
ｃ）噴煙柱高度：HE (m) 
 通常，気象レーダに利用されているマイクロ波は目視で捉えられる噴煙柱のトップを検出する

ことはできない．気象レーダで観測出来る最小の反射因子は最小検出可能反射因子（MDR）と呼

ばれ，レーダの仕様，ターゲットの特性，レーダからターゲットまでの距離によって決まる．本

研究では MDR として等価反射因子 5dBZ を仮定して，三次元 CAPPI データから噴煙柱のエコー

トップを求めた．なお，噴煙柱のエコートップは，最小検出可能な反射因子(MDR)の等値面の最

高高度にビーム幅の 1/2 を加えた値と定義した． 
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ｄ）移動ベクトル： r( , )v v  (ms-1) 
 本報告書の第３章で述べた重心追跡法あるいはパターンマッチング法により求められる．

(3.3.10)に示したように仰角と角度の関数として表される． 
 
ｅ）風の鉛直プロファイル： y( , )xv v  (ms-1) 
 移動ベクトルが求まれば本報告書の(4.4.1)で求められる． 
 
ｆ）噴煙柱の水平断面積：AE (m2) 
 前述したように，噴煙柱は，ガス推進域，対流域，傘型域に分けられる．水平断面は高さが高

くなると大きくなり，特に傘領域では水平方向に大きく広がる．したがって AEは高度の関数とし

て求めることができる．第一近似としては逆三角錐で表される．Morton et al.(1956)及び

Turner(1962)によれば，高度 z での噴煙中の半径 r は 

   r( )r z K z         (5.3.1) 
で表される．ここで Kr は係数で鈴木（1990）は 0.198 を用いている．本研究では反射因子の CAPPI
データから各高度で AEを求める．閾値として便宜上 5dBZ（桜島，垂水レーダの場合）を用いる． 

表 5.3.1 三次元 CAPPI データから得られる噴煙柱の物理パラメータ． 
 

パラメータ 
Eruption column parameter 

記号 
Symbol 

単位 
Unit 

備考 
Note 

噴火時刻 
Eruption date and time TE - 噴火の自動検出 

噴火継続時間 
Eruption duration tE hour 噴火の自動検出 

噴煙柱高度 
Eruption column height HE m MDR(dBZ)により定義 

移動ベクトル 
Advection vector r( , )v v  ms-1 重心追跡法・パターンマッチング 

レンジ-方位角座標系 

風の鉛直プロファイル 
Vertical profile of wind x y( , )v v  ms-1 重心追跡法・パターンマッチング 

地理座標系 

噴煙柱の水平断面積 
Horizontal area of eruption cloud AE m2 高度に依存する，CAPPI より決定 

鉛直積算火砕物量 
Vertically integrated tephra content VIT kgm-2 E0

VIT ( )
Ht

M h dh   

鉛直積算火砕物分布面積 
Horizontal area of VIT AVIT m2 VIT の面積 

噴出速度 
Eruption speed at vent WE ms-1 E D / sinW V  ，高度による 

平均質量噴出フラックス 
Mean mass eruption flux RE kgm-2s-1 E E/R VIA t  ，高度による 

質量噴出率 
Mass eruption rate ME kgs-1 E E EM R A  ，高度による 

総噴出質量 
Total erupted mass QE kg E E E EQ R A T   ，高度による 

総噴出体積 
Total erupted volume VE m3 時間により変化 
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ｇ）鉛直積算火砕物量：VIT(kgm-2) 
 前述したように，噴煙柱を構成する粒子は火山灰粒子だけではなく様々な大きさの火砕物

（tephra）である．ある任意の地点における鉛直積算火砕物量 VIT を次式で定義する． 

 E

E0
VIT ( )

H
M h dh        (5.3.2) 

ここで， HE(m)は火山灰雲の高度，ME (kgm-3)は単位体積の空気内の火砕物の量である．ME (kg 
m-3)は等価レーダ反射因子 Ze (mm6m-3)を用いて 

 E eM Z         (5.3.3) 

で表されるとする．αと βは粒径分布から決まる． 
 
ｈ）鉛直積算火砕物分布面積：SVIT(m2) 
 鉛直積算火砕物分布から求まる． 
 
ｉ）噴出速度： EW (ms-1) 
 噴出速度は火口直上のドップラー速度から求めることができる．但し，噴出速度は低仰角の観

測でも十分大きくなければならない．例えば，噴出速度 WEを θ の仰角で観測する場合，測定さ

れるドップラー速度は 

   D EW sinV         (5.3.4) 

である．火口直上の噴出速度は 10 ms-1を越えるので，例えば，θ=6°の観測では VDは 1ms-1より

も大きな値となる．この値は気象レーダで十分捉えられる値である．ただし，降水が火口直上に

あるときには水平風のドップラー速度と区別がつかなくなる場合がある． 
 
ｊ）質量噴出フラックス：RE (kgm-2s-1) 
 火口から噴出される単位面積，単位時間あたりの火砕物（tephra または pyroclastic material）
の噴出量である．体積で表される場合もある． 
 
ｋ）質量噴出率：ME (kgs-1) 
 火口から噴出される単位時間あたりの火砕物の噴出量と定義する．火山学では噴出率は，単位

時間当たりに噴出する溶岩・火砕物の体積と定義されるが，気象レーダによる観測が困難な火砕

流は除外した．さらに体積ではなく質量で噴出率を定義している．従来の噴出率と区別するため

に，質量噴出率と呼ぶ．体積で定義した噴出率は質量噴出率をバルクな火山灰（空気と火山灰の

混合体）の密度で割ったものである．質量噴出率は質量噴出フラックスに噴出面積をかけた値で

ある． 

E E EM R S         (5.3.9) 

上式右辺の REは噴煙柱の水平断面積である．本研究では，噴出率を VIT の時間変化から求めて

いるので，噴煙柱の形状から決定した方が良い．但し，噴煙柱の水平断面積は高度が高くなると

大きくなるので，代表的な値として噴煙柱高度の１／２の高さでの水平断面積とした． 
 気象レーダ観測から推定される噴煙高度と質量噴出率から，噴煙柱のダイナミクスを理解する

上で重要なエントレインメント係数を求めることが出来るかもしれない． 
 
ｌ）総噴出量：QE (kg) 
 火口から噴出される噴火継続時間の火砕物の総噴出量で，次式で推定できる． 

   E E E EQ M S t          (5.3.10) 

 
ｍ）総噴出量体積：VE (m3) 
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 火口から噴出される噴火継続時間の火砕物の総噴出量の体積．噴煙は時間とともに拡散するの

で総噴出量体積は時間とともに変化する．従って，一般的には VEの推定は困難．個々の火山灰雲

の体積は表 5.4.1 にある． 
 
５．４ 火山灰雲パラメータ 

 CAPPI データから得られる火山灰雲に関する物理パラメータを表 5.4.1 にまとめた．以下，各

パラメータの定義と算出方法について説明する． 
 
ａ）継続期間：tA (h) 
 噴火時刻から最小検出可能反射因子(MDR)が観測されなくなるまでの時間． 
 
ｂ）エコー頂高度：HA (m) 
 噴煙柱の場合と同じ．  
 
ｃ）エコー体積：VA (m3) 
 最小検出可能反射因子(MDR)の等値面で囲まれた火山灰雲エコーの体積と定義する． 
 
ｄ）移動ベクトル： r( , )v v  (ms-1) 
 噴煙柱と同様．重心追跡法とパターンマッチング法による． 
 
ｅ）風の鉛直プロファイル： x y( , )v v  (ms-1) 
 噴煙柱と同様．移動ベクトルから計算． 
 
ｆ）火山灰量：MA (kgm-3) 
 火山灰量は等価レーダ反射因子 Ze (mm6m-3)を用いて 

 M
MA eM Z         (5.4.1) 

で表されるとする．αMと βMは粒径分布を仮定して求められる．Maki et al. (2016)は Marzano et 
al.(2006)の理学的な手法において，粒径分布を正規化 Weibull 分布とし，桜島火山の火山灰の誘

電ファクターと密度の実測値を用いて，αMと βMを求めた． 
 
ｇ）降灰強度：RA (kgm-2h-1) 
 火山灰量は等価レーダ反射因子 Ze (mm6m-3)を用いて 

A eR Z         (5.4.2) 

で表されるとする．α と β は火山灰量 MAの推定式と同様に，正規化 Weibull 分布の粒径分布を

仮定して求められる． 
 
ｈ）鉛直積算火山灰量：VIA (kgm-2) 
 ある任意の地点における鉛直積算火山灰量 VIA を次式で定義する． 

 A

0
VIA ( )

H

AM h dh        (5.4.3) 

ここで， HA(m)は火山灰雲の高度，MA (kgm-3)は単位体積の空気内の火山灰量である． 
 
ｉ）総地上降灰量：SA (kg) 
 代表的な CAPPI 高度面での降灰強度の時間・面積積算値で，次式から計算出来る． 

   A 2 2

1 1
A 0

( , , )
t y x

Ay x
S R x y t dxdydt         (5.4.4) 
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ｊ）総地上降灰面積：AA (m2) 
  総地上降灰量分布から求まる． 
 
 

 
 
５．５ 噴煙柱パラメータの速報値 

 噴火と判定された場合，表 5.3.1 に示す噴煙柱パラメータを計算する．ただし，噴火直後のデ

ータから計算可能な噴煙柱パラメータは下記のものに限られるであろう． 
 
ａ）噴火時刻：TE 
 検出した仰角（θ=θ1～θ2）の観測時刻のうち最も早い時刻． 
 
ｂ）噴煙柱の高さ：HE (m) 
 レーダ反射因子の三次元空間分布から推定される反射因子 ZH_topの最大高度． 
 
ｃ）噴出速度：WE(ms-1) 
 高度 Hm までは水平風の影響を受けないと仮定して火口直上で観測されたドップラー速度（DV）

から火砕物の上昇速度（WE）を求める． 
 
ｄ）噴出率：ME (kgh-1) 
 単位面積単位時間当たりに噴出する火砕物の量． 
 
ｅ）噴火継続時間：tE (s) 
 火口から火砕物が連続して供給されている時間． 

 

表 5.4.1 三次元 CAPPI から得られる火山灰雲の物理パラメータ． 

火山灰雲パラメータ 
Ash cloud parameter 

記号 
Symbol 

単位 
Unit 

備考 
Note 

継続時間 
Ash cloud life time tA hour 噴火から WA がゼロになるまでの時間 

エコー頂高度 
Ash cloud echo top HA m MDR(dBZ)により定義（暫定値：5dBZ） 

エコー体積 
Ash cloud echo volume VA m3 MDR(dBZ)により定義（暫定値：5dBZ） 

移動ベクトル 
Advection vector 

r( , )v v

 
ms-1 重心追跡法・パターンマッチング 

（レンジ-方位角座標系） 

風の鉛直プロファイル 
Vertical profile of wind 

x y( , )v v
 

ms-1 重心追跡法・パターンマッチング 
（地理座標系） 

火山灰量 
Ash content MA kgm-3 M

A M eM Z   

降灰強度 
Ash fall rate RA kgm-2h-1 A eR Z 

(Takahashi et al., 2015 : 1.87, 0.0207)    

鉛直積算火山灰量 
Vertically integrated ash content VIA kgm-2 T

0
VIA ( )

H

AM h dh   

総地上降灰量分布 
Total surface ash fall amount SA kg m-2 A A0

( )
ta

S R t dt    

総地上降灰面積 
Total surface ash fall area AA m2 - 
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ｆ）総噴出量：QE (kg) 
 火口から噴出される噴火継続時間の火砕物の総噴出量で(5.3.10)から計算． 

 
ｇ）火山爆発指数（Volcanic Explosivity Index, VEI）：VEI 
 1982 年にアメリカ地質調査所のクリス・ニューホールとハワイ大学マノア校のステフェン・セ

ルフが提案した火山の爆発規模の大きさを示す指標で，噴出物（テフラあるいは火砕物，狭義に

は降下火砕物）の体積で決定される．その時々の爆発の大きさを表す指標として広く使われてお

り，様々な火山の噴火規模を比較できる利点がある（図 5.5.1）．爆発の大きさに従って 0 から 8
の指標で表現される．噴出物の体積とそれに対応する VEI を示す． VEI が１段階上がることは

10 倍の体積増加に相当する．  
 
 

 
 
５．６ 降灰ナウキャスト 
 降水ナウキャストの手法の一つに，鉛直積算雨水量を用いた手法がある（Boudervillian, et al., 
2002; 2006; Hirano and Maki, 2010）．この手法は，上空で発達する降水を考慮することで，地

上に降る降雨強度の直前予測の精度を向上しようとする方法である．同じ考え方を降灰ナウキャ

ストに適用できる． 
 ある任意の点における鉛直積算火山灰量 VIA を次式で定義する． 

A

A0
VIA ( )

H
M h dh         (5.6.1) 

ここで， HAは火山灰雲の雲頂高度，MA (g m-3)は単位体積の空気内の火山灰量である．MA (g m-3)
はレーダ反射因子 Z を用いて 

M
A M eM Z          (5.6.2) 

で表されるとする． M  と M  は粒径分布を仮定して求められる． 
小さな面積を持つ大気柱を考える．この気柱内の火山灰の連続の式は 

  E A
(VIA) ( ) ( )d R t R t

dt
        (5.6.3) 

図 5.5.1 過去のいくつかの噴火事例の
VEI．カッコ内の数値は火砕物の総体積（テ
フラ，火山灰，火砕流）．ただし，圧縮され
ていない火山灰の体積．（USGS より） 
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で表される．ここで，RE(gm-2s-1)は火山灰の噴出率，RA(gm-2s-1)は気柱底面高度での降灰強度で

ある．上式は次のように書き換えることができる． 

  E A
(VIA) (VIA) (VIA) ( ) ( )x yv v R t R t

t x y
  

   
  

    (5.6.4) 

ここで， vx，vyは気柱の火山灰粒子の移動ベクトルの水平成分である． 
 噴火直後の噴煙柱内では鉛直流が支配的であることから，上式左辺の第 2 項と第 3 項は無視で

きると仮定する．さらに，上昇流が支配的なもとでは地上に降下する火山灰は少ないと考えられ

るので RA(t)も無視出来ると仮定する．従って，次の近似式が成立する． 

E
(VIA) ( )R t

t





       (5.6.5) 

上式は，噴火継続期間における VIA の時間変化から噴出率を推定出来ることを示している．ただ

し，上の議論では大きな降下火砕物の落下は考慮していない．従って，(5.6.5)から推定した噴出

率は実際の噴出率に対して過小評価した値である． 
 次に，噴出物の供給がなくなった後について考える．(5.6.4)で RE(t)=0 として， 

A
(VIA) (VIA) (VIA) ( )x yv v R t

t x y
  

   
  

    (5.6.6) 

上式は， VIA の時間変化と水平方向の移流により気柱底面での降灰強度 RA(t)を推定出来ること

を示している． 
 

６．噴煙のレーダデータ三次元可視化 

６．１ はじめに 

 火山噴火に伴う噴煙柱や火山灰雲を観測する手段として，気象レーダが有効であることがわか

ってきた．最近ではマルチパラメータレーダによる観測も行われ，噴煙に関する様々な偏波レー

ダパラメータが測定されるようになった．鹿児島大学では気象レーダデータを元に，噴煙柱や火

山灰雲を定量的に評価するための三次元解析ツールを開発している．ここでは，解析ツールの一

部である三次元可視化技術に焦点を当て，噴煙柱や噴煙の構造，時間変化を直感的に理解する上

で三次元可視化技術が有効であることを示す． 
 
６．２ データと表示ソフトウエア 

 4 つの噴火事例を三次元可視化した．事例 1 は 2013 年の桜島噴火では最も規模が大きかった事

例で，噴煙高度が火口から 5000m まで達した．事例 2 は降水エコーがあるときに発生した噴火事

例である．事例 3 は風が強いときの噴火事例である．事例 4 は口永良部島の噴火事例で，全島民

が避難した事例である．ここでは事例 1 のみの三次元可視化を紹介する． 
 三次元表示用の CAPPI データは事例 1 から 3 については国交省が垂水市に設置している X バ

ンドマルチパラメータレーダの観測データから作成した．事例 4 の噴火では，気象庁の種子島 C
バンドドップラーレーダのデータを用いた．その際，噴煙エコーの移動ベクトルを考慮した時間

内挿および仰角内挿をおこなった． 
 三次元表示ソフトウェアはマイクロ AVS（サイバネットシステム社）と DioVISTA（日立パワ

ーソリューションズ）を使用した． 
 
６．３ 三次元表示の例 

ａ）レンダリング 
 複数の CAPPI データから最終的な三次元画像を作成するまでの行程をレンダリングと呼ぶ．三

次元表示の手法には大きく分けて，表面の形状をポリゴンと呼ばれる多角形の面で表現するサー
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フェスレンダリングと内部構造を半透明状に表現するボリュームレンダリングがある．図 6.3.1(a)
と図 6.3.1(b)に噴火事例 1 のサーフェスレンダリングとボリュームレンダリングの例を示す． 
 
ｂ）鳥瞰図 
 地図技法の一つで，上空から俯瞰して表現した図を鳥瞰図という．図 6.3.1～図 6.3.3 は噴煙柱

の鳥瞰図の例で，地形と合成することで噴煙柱と火口の位置をより直感的に把握することが可能

である． 
 
ｃ）時系列解析 
 三次元表示画像の時系列解析は四次元解析と呼ばれ，内部構造が時間とともに変化する様子を

直感的に把握することができる． 
 
ｄ）断面図 
 噴煙柱の鉛直断面と水平断面を図 6.3.2 に示す． 
 
ｅ）積算値分布 
 反射因子の時間積算値の三次元分布を図 6.3.3 に示す．降灰量がどこに集中して分布したかを

三次元空間内で把握することができる． 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6.3.1 2013 年 8 月 18 日の桜島噴火の噴煙柱の三次元表示．（左）サーフェスレンダリング 

（右）ボリュームレンダリング． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6.3.2 2013 年 8 月 18 日の桜島噴火の噴煙柱の鉛直断面（左と中央）と水平断面（右）． 



－ 87 －

 
 

７．まとめ 

 国内でも有数の火山県である鹿児島は，火山と共存する形で町や都市が形成されており，大規

模火山噴火に伴う降下火砕物はその地域社会を破壊する．昨年度の御岳山の噴火による被害，口

永良部島噴火，活発な噴火が続く桜島など，降下火砕物に対する防災・減災に関する取り組みは

緊急の課題である．このような背景のもと，鹿児島大学地域防災教育研究センターは，次期中期

計画として「大規模火山噴火にレジリエントな地域社会の実現に向けた防災・減災の取り組み」

（2016 年度～2021 年）を開始することとなった． 
 本研究は，上記中期計画の目標を達成するために実施した研究および事前調査である．研究で

は，国土交通省の現業用気象レーダを活用した火山灰雲の監視・予測手法を確立することを目標

とし，そのために必要な要素技術を開発した．過去の噴火事例のレーダデータを用いて，各要素

技術のアルゴリズム検証をおこなった．その結果，噴煙柱・火山灰雲のレーダデータ三次元解析

の有効性や降灰ナウキャストの可能性を確認できた．両者に必要な要素技術の一つである噴煙の

移動ベクトルの推定手法と三次元 CAPPI データの作成手法については特許申請をおこなった．今

後の問題点としては，本研究では，反射因子やドップラー速度などのレーダパラメータの解析に

限られる点がある．今後，降灰強度や上昇流などの物理量の推定やそれを用いた降灰の監視・予

測技術の確立に向けた取組が必要である． 
 一方，大規模火山噴火にレジリエントな地域社会の実現に向けた取り組みとしてどのようなも

のがあるかを調査する目的で，「火山ガス・噴煙研究会」を定期的に開催した．研究会では降灰の

影響を受けると考えられる多様な分野の専門家に講演をお願いし，その中で降灰対策の問題点を

議論した．これらの議論の結果は，次期中期計画の実施に当たって参考になるものである． 
 南九州地方の活火山の噴煙の監視を対象とした研究用レーダの運用がいくつかの機関で予定さ

れている．鹿児島大学では，機動観測型 Ku バンドレーダを 2016 年末に導入する．気象研究所で

は研究用 X バンド気象レーダと高速スキャンが可能な Ku バンドレーダを設置して桜島の噴煙研

究をおこなう．京都大学防災研究所では小型の X バンド偏波レーダネットワークを南九州地方の

活火山近くに設置して観測を実施する．本研究で開発した手法は，これらの様々なタイプの気象

レーダでも利用できる．他の研究機関と連携して噴煙に関する気象レーダ標準プロダクツの作成

に向けた取り組みをおこなっていきたい． 
 

謝辞 

本研究は 2015 年度，鹿児島大学地域防災教育研究センターで採択された研究プロジェクト「気

象レーダによる火山灰雲の三次元監視に関する研究」の一環としておこなわれた．アルゴリズム

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6.3.3 2013 年 8 月 18 日の桜島噴火の積算反射因子の鳥瞰図（左）とトップビュー（右）． 
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のコーディングにあたっては当該プロジェクト経費を使用した．また，使用した気象レーダデー

タや監視カメラなどのデータは国土交通省大隅河川国道事務所から提供を受けた．ここに記して

感謝する．

 
 

付録 A.「噴煙・火山ガス研究会」 

火山噴火に伴い放出される火砕物や火山ガスの形態，監視，社会への影響などについて，学術

研究にとどまらず，火山地域で生活する住民や地域社会の防災力の向上について考える研究会を

準定期的に開催した．各分野の専門家を招待して講演していただき，大規模噴火時の被害軽減の

ためにはどのような事が必要かについて具体的に議論した．学生や個人の研究発表，論文紹介で

も可とし，自由で中味の濃い議論を目指した．以下に各講演のタイトルと要旨を記した． 
 

第１回 2015 年 10 月 9 日 16:30-18:00 
題 目：噴煙・火山ガスと大気環境 
講演者：木下紀正 (鹿児島大学教育学部教育実践総合センター) 
要 旨：噴煙には様々なサイズの火山灰が含まれ，SPM や PM2.5 にカウントされるエアロゾル

もある．大気汚染物質として注目される SO2 は噴煙と共に大量に放出される場合がある．桜島で

は日量 1000t 以上放出される SO2 が注目されて来たが，2000 年以来の三宅島噴火では，平常時

の全世界の活火山の総放出量を越える日量数万 t の SO2 が放出され，住民の全島避難は 4 年半に

及んだ．周辺や風下の大気環境に影響するこれらの動態は，噴煙の流れから推測することが出来

る．火山周辺の SO2 地表濃度観測が充実している桜島と三宅島について，噴煙の地上映像観測と

衛星画像解析にもとづく鹿児島大学・熊本大学グループの最近までの研究を紹介する． 
 
第 2 回 2015 年 10 月 16 日 16:30-18:00 
題 目：大規模噴火を想定した火山灰対策 
講演者：岩松 暉（鹿児島大学名誉教授） 
要 旨：2013 年，内閣府の広域的な火山防災対策に係る検討会が「大規模火山災害対策への提

言」を出したが，鹿児島では未だに日頃の降灰のひどい程度としか受け取られていない．軽石も

火山灰も一括りに降灰とした点に問題がある．2011 年新燃岳噴火では都城市内に数 cm 軽石が

積もった．鹿児島市から応援に行ったロードスイーパーでは歯が立たなかったという．当然，緊

急車両の通行に支障を来す．重機を動員する資材・燃料・人材などの手当を考えておく必要があ

るし，捨て場所の確保も問題となる．一方，火山灰も大規模噴火では，市内の水源である甲突川・

稲荷川水系全体を覆いつくし，飲料水の確保が課題となる． 
 
第 3 回 2015 年 10 月 30 日 16:30-18:00 
題 目：気象レーダによる噴煙観測 
講演者：真木雅之（鹿児島大学地域防災教育研究センター特任教授） 
要 旨：活発な活動を続け，大正噴火級の大噴火の可能性が指摘されている桜島の近くには，数

十万の人口を抱える都市が形成されており，火山噴火により大量に放出される噴出物は人体，建

物，農作物，交通機関などに被害を引き起こす．噴出物によるこれらの被害を防ぐためには，放

出される火山灰を監視しその分布を予測する技術を開発するとともに事前・事後の効果的な防災

対策のための火山灰ハザードマップを作成する必要がある．本講演では，近年，技術革新が目覚

しい気象レーダを利用した火山噴火の検出と火山灰の監視の可能性および鹿児島大学での研究プ

ロジェクトについて紹介する． 
 
第 4 回 2015 年 11 月 27 日 16:30-18:00 
題目１：火山灰雲のレーダデータ 3 次元解析 
講演者：高橋忍（京都大学防災研究所火山活動研究センター技術補佐員） 
要 旨：桜島の南岳の東山腹にある昭和火口では南岳の噴火に比べ規模としては小さいながらも，

近年，噴火回数が大幅に増加している．桜島昭和火口から約 11km 南に設置された国土交通省の
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X バンド MP レーダにより得られたデータ及び実測による火山灰の採取データから，RA-Z 関係式

を導出した．さらに 2013 年 8 月 18 日 16 時 32 分の爆発的噴火について，RA-Z 関係式を元に火

山灰雲の体積変化及びそれに伴う火山噴出物の質量を推定した． 
 
題目２：レーダデータの 3 次元表示 
講演者：鈴木郁子（京都大学防災研究所火山活動研究センター技術補佐員） 
要 旨：火山噴火に伴う噴煙柱や火山灰雲を観測する手段として，気象レーダが有効であること

がわかってきた．最近ではマルチパラメータレーダが実用化され，噴煙に関する様々なレーダパ

ラメータが観測されている．これらのレーダデータを元に，噴煙柱や火山灰雲を定量的に評価す

るためのレーダデータ三次元解析ツールを開発してきた．三次元空間での定量的評価は，直感的

な理解に非常に有効である．今回のセミナーでは，ツールの一部である三次元可視化に焦点を当

て，事例解析の結果について紹介する． 
 
第 5 回 2015 年 12 月 11 日 16:30-18:00 
題 目：活火山桜島における農業 
講演者：冨永茂人(かごしま COC センター特任教授) 
要 旨：昭和 47 年頃までの桜島は「宝の島」と呼ばれていた．それは，桜島の北西部の扇状地（溶

岩地帯でなく，地下下が豊富で水はけが良い）を中心にカンキツ類やビワなどの果樹や桜島ダイ

コンをはじめとする野菜の栽培が盛んで，農家一戸当たりの農業所得が鹿児島県内上位であった

からである．その後，噴火の活発化による火山灰，火山ガスや噴石による被害，それに加えて高

齢化や人口減少で農業は衰退した．しかし，最近では活動火山周辺地域防 災営農対策事業（降灰

対策事業）が実施されたこともあって，降灰や火山ガスで甚大な農作物被害を受けながらも，ビ

ニールハウスなど防災施設の整備などによって「災害に強い克灰農業」が展開され，農業の停滞

にストップがかかっている．桜島の特産農産物は世界で最も大きいダイコンである桜島ダイコン

と世界で最も小さいミカンである桜島小ミカンおよびビワなどである．ここでは，桜島の活動が

農業に及ぼす影響と昨今の桜島農業の現状について紹介する． 
 
第 6 回 2016 年 1 月 15 日 16:30-18:00 
題 目：火山噴火後の侵食と土砂流出 
講演者：下川悦郎（鹿児島大学地域防災教育研究センター特任教授）・寺元行芳(鹿児島大学農水

産獣医学域准教授) 
要 旨：火砕流による噴火が発生した雲仙普賢岳やインドネシア・メラピ火山を対象にして，火

山砕屑物が火山の侵食と土砂流出に及ぼした影響について，検討した結果について紹介する．話

の概要は，以下の通りである． 
 ① 火山噴火に伴って，火山に発達した流域の水文環境および侵食環境は激変する． 
 ② ①に続き，火山砕屑物に被覆された流域内では侵食現象が活発化し，土石流による土砂流

出が激しく起こる． 
 ③ 火山噴火が沈静化しても，①，②の現象は長期にわたって引き続く． 
 ④ ①～③の仕組みや原因について考える． 
 
第 7 回 2016 年 1 月 22 日 16:30-18:00 
題 目：G-EVER 火山災害予測支援システム，アジア太平洋地域地震火山災害情報図プロジェク

トによるハザード評価 
講演者：宝田晋治 （産総研地質調査総合センター） 
要 旨：産総研では，2012 年より火山防災のための支援システムとして，火山の噴火履歴，火山

噴火データベース，数値シミュレーションを統合化し，火山噴火の様々な段階で，噴火予測，被

害想定，避難等に利用可能な「G-EVER 火山災害予測支援システム」 (http://volcano.g-ever1.org)
の構築を進めている．全世界の 3,300 の第四紀火山分布とリストから任意の火山を検索・表示し，

個々の火山について各種の火山データベースにより噴火履歴を把握すると共に，数値シミュレー

ションで影響評価を行うことが可能である．現時点では，Energy Cone モデルと Titan2D モデル

による火山重力流の評価ができる．御嶽火山 2014 年 9 月 27 日火砕流及び口永良部島火山 2015
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年 5 月 29 日火砕流について評価を行った事例について紹介したい． 
 一方，アジア太平洋地域地震火山災害情報図プロジェクトでは，東アジア地域の地震，津波，

火山噴火，災害履歴等を取りまとめており，東アジア地域地震火山災害情報図として，2016 年 5
月の出版を予定している．また，オンライン版のアジア太平洋地域地震火山ハザード情報システ

ム(http://ccop-geoinfo.org/G-EVER)の構築を進めている．本システムでは，アジア太平洋地域の

地震，津波，火山噴火関連情報の総合閲覧検索システムを目指している． 
 
第 8 回 2016 年 1 月 29 日 16:30-18:00 
題 目：火山噴煙・ガスの教材化 
講演者：飯野直子（熊本大学教育学部准教授）・今村唯（熊本大学教育学部 4 年生） 
要 旨：平成 20 年に告示された学習指導要領の理科では，実感を伴った理解，自然を探究する能

力や態度の育成，科学的な知識や概念を活用したり実生活や実社会と関連付けしたりしながら科

学的な見方や考え方を育成すること，自然に対する総合的なものの見方を育てることが重視され

ている． 
 本研究室では，阿蘇や桜島といった地域の火山を対象に，小・中学校における火山学習や防災

教育，気象学習を活用してとりくむ学習課題用の教材開発ための基礎研究と教材化を行っている．

ここでは，①阿蘇火山噴煙映像の教材化（飯野直子）と②2013 年度の桜島島内二酸化硫黄高濃度

事象の解析と教材化（今村唯）について紹介する． 
 
第 9 回 2016 年 2 月 12 日 16:30-18:00 
題 目：気象庁の新しい降灰予報について 
講演者：古田仁康（鹿児島地方気象台 観測予報火山班） 
要 旨： 気象庁では，平成 27 年３月より新しい降灰予報（Hasegawa et al., 2015）の提供を

開始した．従来の降灰予報（新堀・他, 2008）は降灰範囲を伝えるのみであったが，近年の降灰

予測技術の改善により，降灰量及び小さな噴石の落下範囲も予測することが可能となった．降灰

量の予報を防災情報として有効なものとするために，一般住民の生活を主対象として情報体系等

を見直した，新しい降灰予報の特徴について紹介する． 
 新しい降灰予報では，「降灰予報（定時）」，「降灰予報（速報）」，「降灰予報（詳細）」の３種類

に分けて発表している．これは噴火発生の有無やとるべき対応行動によって求められる発表タイ

ミングや予報内容が異なるためで，予測精度も考慮し，状況に応じ利用価値の高いものを適宜提

供できるよう工夫している． 
 こうした新しい降灰予報と実際に観測された降灰分布との比較や，利用状況なども合わせて紹

介する． 
 
第 10 回 2016 年 2 月 19 日 15:00-16:30 
題 目：噴煙火山による呼吸器疾患について 
講演者：樋口健太（鹿児島医療技術専門学校；4 月より日本医療大学） 
要 旨：火山活動に伴い、火山灰、二酸化硫黄、硫化水素、酸化窒素、放射性核種などが放出さ

れ、周辺の地域に影響を及ぼす。火山灰は、周辺の地域だけでなく、広い地域に降下しうる。例

えば、噴火に伴い大気中の浮遊性粒子状物質（Suspended Particulate Matter: SPM）が増加する

が、SPM は軽くて比較的遠くまで運ばれるため、広い地域に拡散し、その濃度は比較的低いレベ

ルにとどまることが多い。直径 2mm 以下のパイロクラスト（火山破砕物）が火山灰と定義されて

いる。火山灰は毒性学的には比較的不活性である。火山灰粒子が肺の末梢部へ到達する確率は粒

子径・粒子の形状・呼吸速度などに影響されるが、粒子径が概ね 5μm以下になると肺胞に達しう

る。粒径 0.02μm 前後で肺胞への沈着が最も多く（約 50%）、さらに小さくなると肺胞に沈着せず

に上気道に沈着しやすい。直径 10μm 以上の火山灰粒子は鼻炎・鼻汁、のどの痛み、咳などの症

状を起こす。これより小さい粒子は、咳、痰、喘鳴、息切れなどの症状を起こしたり、喘息発作、

急性気管支炎、慢性気管支炎、心疾患の悪化などを引き起こすことがある。なお、国際がん研究

機関は、粒子状物質による屋外空気汚染が発がんの原因（Group 1）となると結論している。火山

活動に伴う PM2.5 増加による健康被害も懸念されているが、現在のところ、明確な健康影響は報

告されていない。 
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「防災士」養成と「鹿児島大学防災ネットワーク」設立 

‐本学防災力の強化‐ 
 

 

地域防災教育研究センター 特任教授 岩船昌起 
 

 

 

１．はじめに 

 

 地域防災教育研究センターでは、教育部門を中心に本学の学生および教職員の「防災力の向上」

に係る活動を実施している。本プロジェクトでは、この中でも、「防災士養成」と「鹿児島大学防

災ネットワーク設立（暫定）」に力点を置いた活動を行った。以下、順次報告する。 

 

２．「防災士」養成の取り組み 

 

 (1) 救急救命講習：日本赤十字社鹿児島県支部と連携（前期集中１） 

  日程：平成 27 年 7 月 5日（日）9:00～16:00 

  場所：日本赤十字社鹿児島県支部 赤十字会館（鹿児島市鴨池新町 1番 5号） 

  内容：救急法基礎講習（心肺蘇生，AED を用いた除細動，気道異物除去など） 

  指導：日本赤十字社鹿児島県支部（救急法指導員等 3名、※有資格者の教員 1名含む） 

  参加者：学生 11 名（女 8名，男 3名），教員 1名（男 1名） 

 

 

  
写真 1  日本赤十字社鹿児島県支部にて     写真 2  人工呼吸を人形で訓練する 

 

  
  写真 3 毛布を活用した「担架」を実践     写真 4 三角巾で頭部を保護するデモ 
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 (2) 救急救命講習：日本赤十字社鹿児島県支部と連携（前期集中２） 

  日程：平成 27 年 7 月 12 日（日）9:00～16:00 

  場所：日本赤十字社鹿児島県支部 赤十字会館（鹿児島市鴨池新町 1番 5号） 

  内容：救急法基礎講習（心肺蘇生，AED を用いた除細動，気道異物除去など） 

  指導：日本赤十字社鹿児島県支部（救急法指導員等 2名、※有資格者の教員 1名含む） 

  参加者：学生 13 名（女 7名，男 8名），教員 3名（男 3名） 

 

 (3) 救急救命講習：日本赤十字社鹿児島県支部と連携（後期集中） 

  日程：平成 27 年 11 月 7 日（日）9:00～16:00 

  場所：日本赤十字社鹿児島県支部 赤十字会館（鹿児島市鴨池新町 1番 5号） 

  内容：救急法基礎講習（心肺蘇生，AED を用いた除細動，気道異物除去など） 

  指導：日本赤十字社鹿児島県支部（救急法指導員等 2名） 

  参加者：学生 9名（女 4名，男 5名） 

 

 (4) 防災士資格取得のための講座（補講）  

  日程：平成 28 年 12 月 5 日（土）・12（土）・19（土）いずれも 13:30～16:30 

  場所：鹿児島大学郡元キャンパス産学官連携推進センター棟 2階共同研究室 2 

  内容：「地域防災学実践 I」と同等。 

  指導：岩船昌起、柿沼太郎 

  受講者：学生 4名（女 1名，男 3名） 

  12 月 5 日（土） 

   １．講義の目的/防災士とは/最近の災害事例  （岩船昌起） 

   ２．防災士の役割／身近でできる防災対策   （岩船昌起） 

   ３．災害医療－BLS を中心に（第 7講）       （岩船昌起） 

   ４．グループ学習―テーマ選択・役割分担   （岩船昌起） 

   ５．グループ学習―役割分担ごとに発表準備  （岩船昌起） 

  12 月 12 日（土）  

   １．グループ学習―役割分担ごとに発表準備  （岩船昌起） 

   ２．グループ学習―役割分担ごとに発表準備  （柿沼太郎；理工学研究科） 

   ３．避難と避難行動（第 26 講）       （岩船昌起） 

   ４．地域の自主防災活動（第 11 講）     （岩船昌起） 

   ５．グループ学習―役割分担ごとに発表準備  （岩船昌起） 

  12 月 19 日（土） 

   １．グループ学習―役割分担ごとに発表準備  （岩船昌起） 

   ２．グループ発表会             （岩船昌起） 

   ３．津波のしくみと対策（第 16 講）      （柿沼太郎；理工学研究科） 

   ４．災害と交通インフラ（第 6講）      （柿沼太郎；理工学研究科） 

   ５．まとめ レポートの指示等             （岩船昌起） 

 

 (5) 防災士資格取得試験対策講座 ※実施予定 

  日程：平成 28 年 2 月 6日（土）13:30～16:30 

  場所：鹿児島大学郡元キャンパス共通教育棟４号館 451 教室 

  内容：防災士教本のポイントの説明、過去問題の検討等。 

  受験者：学生 24 名（女 13 名，男 11 名） 

 

 (6) 日本防災士機構による防災士資格取得試験１回の実施 ※実施予定 

  日程：平成 28 年 2 月 13 日（土）14:00～15:00 

  場所：鹿児島大学郡元キャンパス共通教育棟４号館 421 教室 

  内容：日本防災士機構から試験官 2名来学して実施。 

  受験者：学生 24 名（女 13 名，男 11 名） 

 



－ 95 －

  
  写真 5 日本防災士機構の試験官 2 名       写真 6 試験直前で緊張する学生 

    ※ 平成 26 年度実施時の写真        ※ 平成 26 年度実施時の写真 

 

３．「防災ネットワーク」事前活動－野外活動実践報告 

 

(1) 霧島市国分毛梨野集落での野外実践活動モニタリング 

 目的：「鹿児島大学防災ネットワーク」設立前の学生活動モニタリングとして， 

        霧島市国分毛梨野集落を訪れ、今後の野外活動の企画にかかわるデータを得る。 

 日時：平成 27 年 5 月 6日（水）9:30～18:30  

 場所：鹿児島県霧島市国分毛梨野集落 

 現地対応者：毛梨野自治会 会長 他 4名 

 参加学生：「防災士」資格取得学生 2名 

      他本学学生 1名 ※毛梨野在住者 

 

【行動〔時間：内容等〕】 

 5 月 6 日（水） 

  9:30 鹿児島大学図書館前集合・出発 

     自動車で出発 高速道路 【鹿児島 IC―国分 IC】 

 10:30 霧島市国分毛梨野集落 到着 

     野外活動の実践：お茶摘みと鉄釜煎り、炭火の起こし方など。 

 12:00 昼食 毛梨野公民館 

 13:00 午前の活動の継続。 

 14:30 毛梨野集落内の巡検開始（水源地の視察等）～16:00 まで 

 16:00 終了および講評など 

 16:30 霧島市国分毛梨野集落出発 

 18:40 鹿児島大学 着 

 

【結果】 

 フィールドワークを嗜好する学生が参加したこともあるものの、今回の活動実践については、

非常に好評であった。特に、炭火の起こし方や湧水の飲料方法など、ライフラインが止まった場

合での避難生活時に使える技術と知恵を、また地元の高齢者から伝統的な食づくりと共に直接学

ぶ機会を得られたことについて高く評価していた。そして、地域の伝統的な生活の基盤となる自

然環境の成り立ちやしくみを知ることができる巡検についても好印象であったようだ。そこで、

「防災士」資格取得学生のフォローアップのために新しく創設予定の「防災フィールドワーク」

の一つの行程に今回の野外活を含める構想を持った。 
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    写真 7  鉄釜煎りの様子           写真 8  不透水層「姶良層」を確認する 

 

  
       写真 9  毛梨野集落の水源地             写真 10  毛梨野集落の高座神社 

 

４．「防災ネットワーク」活動①－「設立会」および「鹿児島地方気象台」研修 

 

日時：平成 27 年 8 月 10 日(月)13:00～ 

場所：鹿児島大学産学館連携推進センター棟 2階共同研究室 2および鹿児島地方気象台 

参加者：顧問 6名 部員 5名 学生 1名 

【スケジュール】 

12:45 集合  鹿児島大学産学館連携推進センター棟 2階共同研究室 2 

13:00～13:30 設立大会（暫定） 

14:00～16:30 鹿児島地方気象台見学会 ※バスで移動後に見学 

16:45 到着  鹿児島大学 

※詳細は、参考資料－学生作成による「防災ネットワーク平成 27 年度活動報告書」参照。 

 

  
   写真 11  「設立会」の様子      写真 12 「設立会」に参加した学生と教員 
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  写真 13  鹿児島第２地方合同庁舎      写真 14 鹿児島地方気象台での業務説明会 

  ※ 鹿児島地方気象台は 7 階と 8 階 

 

  
   写真 15  高層気象観測の説明       写真 16 説明を真剣に聴く学生 

 

  
   写真 17  火山観測現業室の見学       写真 18 地上気象観測施設の見学 

 

５．「防災ネットワーク」活動②－「霧島市防災フェスタ」研修 

 

日時：平成 27 年 11 月 8 日(日) 8:30～17:30 

場所：霧島市消防局 

参加者：学生 2名、教員 1名   

目的：救助訓練で「傷病者」役をする学生の指導・引率 

■行動〔11 月 8 日（日）〕 

  鹿児島大学 8:30 → 鹿児島 IC－＜高速道路＞→ 隼人西 IC → 霧島市消防局 
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   対応者：霧島市消防局局長  他、多数の消防局職員 

  霧島市消防局 → 隼人東 IC－＜高速道路＞→ 鹿児島 IC → 鹿児島大学 17:30 

※詳細は、参考資料－学生作成による「防災ネットワーク平成 27 年度活動報告書」参照。 

 

  
   写真 19  霧島市消防局        写真 20 消防局職員から説明を受ける 

 

  
  写真 21  「傷病者」役の準備で移動    写真 22 工具でドアを開けるレスキュー隊員 

 

  
  写真 23  準備されたレスキューボード    写真 24 レスキューボードで運ばれる 

 

６．教職員研修「『仮設住宅』にかかわる災害対応の視察－防災教育教材開発のために」 

 

(1) 目的 

 「応急仮設住宅」は、災害救助法に基づき、家屋が滅失した被災者に対して供与されるもので

あり、災害での復旧期の象徴的な存在である。2015 年 12 月時点の鹿児島県では、2013 年 11 月台

風 24 号災害後に与論島に建設されたものや、2015 年 5 月口永良部島新岳噴火に伴う島民の全島

避難後に屋久島に建設されたものがあった。しかし、与論島では、台風の強風で家屋を失った被

災住民が町営住宅等の恒久住宅に移住したために、2016 年 1 月に仮設住宅が解体される予定とな

っていた。また、屋久島でも 2016 年年始前後から島民が口永良部島に帰島し始めており、来年度
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平成 28 年度で解体される可能性も浮上している。 

 企画者は、東日本大震災の仮設住宅およびその周辺の生活環境を調査した経験があり、両島で

仮設住宅の温湿度環境や仮設住民の生活についても比較調査を続けている。通常視察し難い「仮

設住宅」ではあるが，被災者・避難者が移り住む時期にあり、彼らにあまり負担を掛けることな

く視察できる機会となっていた。また、性質は異なるが、「被災地」および「被災者」を身近に感

じることは、大学教育で「防災」に関連した授業を展開する上で、かつ「被災」の現実を知ると

いう意味で重要な「体験」になると考えられる。そこで，平成２５年度の「東日本大震災被災地

研修」に続いて今年度も、教職員を中心に被災地を視察する巡検を企画し、現場を効率よく見聞

きして実態を把握できる機会を設けることとした。 

 なお、「教職員研修」は、当初「東日本大震災被災地」でのものを予定していたが、口永良部島

噴火災害対応との関係で、今回の形をとらせて頂いた。 

 

(2) 与論島研修 

 日時：2016 年 1 月 5日（火）～ 7（木） 

 説明者：与論町建設課、岩船昌起ほか 

 参加者：平 瑞樹（農水産獣医学域農学系 農学部 生物環境学科） 

■行動〔日時・場所・内容〕 

1 月 5 日（火） 

 鹿児島市谷山 → 鹿児島空港－＜空路＞→ 

 【JAC3823 便 鹿児島 11:35 発 → 与論 12:55 着】 

 与論空港 －《レンタカー会社送迎》→ 南国レンタカー －《レンタカー，以降の移動手段》 

 → ホテルヨロン島ビレッジ（チェックイン）→ 与論町役場 

  ● 与論町長との懇談 14:15 ～ 14:30 

  ● 与論町役場 打ち合わせ① 14:30 ～ 15:30 

   建設課 － 応急仮設住宅視察および調査にかかわる情報交換。鍵の借用など。 

  ● 島内の 2013 年台風 13 号災害の概要等の説明および被災家屋等の視察 

 与論町役場 → 与論島東側各所 →城町営住宅 

  ● 台風被災時および避難所等での生活にかかわるヒアリング 16:30 ～ 17:30 

 城町営住宅 → 与論町役場 

  ● 歓迎会 17:50 ～ 

   建設課を中心に役場関係者と役場前のビーチにて 

 与論町役場前ビーチ －《タクシー》→ ホテルヨロン島ビレッジ  

1 月 6 日（水）  

 ホテルヨロン島ビレッジ －《徒歩》→ 与論町役場 －《レンタカー》→ ホテル 

  ● PC でデータ回収器の設定 9:00 ～ 9:40 

 ホテルヨロン島ビレッジ → 茶花応急仮設団地 

  ● 仮設住宅の視察および温湿度計からのデータ回収など 10:00 ～ 14:00 

  ● 仮設住宅の世帯ごとの室内環境調査 14:00 ～ 16:20 

 茶花応急仮設団地 → 与論町役場 

  ● 与論町役場 打ち合わせ② 16:30 ～ 17:15 

   総務企画課 － 与論町の防災等についての情報交換 

 与論町役場 → ホテルヨロン島ビレッジ 

1 月 7 日（木）  

 ホテルヨロン島ビレッジ → 城町営住宅 

  ● 台風被災時および避難所等での生活にかかわるヒアリング 9:00 ～ 11:00 

 城町営住宅 → 与論町役場 

  ● 与論町役場 打ち合わせ③ 11:20 ～ 11:50 

   ① 建設課 － 応急仮設住宅調査にかかわる報告。鍵の返却。 

 与論町役場 → 南国レンタカー －《レンタカー会社送迎》→ 与論空港－＜空路＞→ 

 【JAC3824 便 与論 13:25 発 → 鹿児島 14:35 着】 

 鹿児島空港 → 鹿児島市 
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   写真 25 与論空港と参加者           写真 26 与論町役場 

 

  
  写真 27  2013 年台風 24 号で被害家屋   写真 28 茶花仮設住宅でのデータ回収作業  

 

  
 写真 29 1 月に解体される茶花仮設住宅    写真 30 仮設住宅の「カビ」たカーテン  

 

  
    写真 31 「カビ」たたたみ         写真 32 キノコが生えた階段 
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    写真 33 新しい「城町営住宅」      写真 34 与論空港の待合室で飛行機を待つ 

 

(3) 屋久島研修 

 日時：2016 年 1 月 8日（金）～11 日（月、祝日） 

 説明者：屋久島町総務課、岩船昌起ほか 

 参加者：升屋 正人（学内共同教育研究学域 学内共同教育研究学系 学術情報基盤センター） 

     佐藤 宏之（法文教育学域教育学系 教育学部 学校教育教員養成課程（社会科教育）） 

     小澤  真 （農水産獣医学域獣医学系 共同獣医学部 獣医学科） 

     松鵜  彩 （農水産獣医学域獣医学系 共同獣医学部 獣医学科） 

     平  瑞樹 （農水産獣医学域農学系 農学部 生物環境学科） 

     稻留 直子（医歯学域医学系 医学部 保健学科） 

     森  隆子 （医歯学域医学系 医学部 保健学科） 

■行動〔日時・場所・内容〕 

1 月 8 日（金） 

 鹿児島市谷山 → 鹿児島港－＜海路＞→ 

 【トッピー 鹿児島港 7:45 発 → 屋久島宮之浦港 9:45 着】 

 屋久島宮之浦  ※ 島内移動はレンタカー 

 宮之浦港 10:00 → 屋久島町役場本庁  

  ● 口永良部島新岳噴火災害への屋久島町の対応のヒアリング 10:30 ～ 11:45 

   屋久島総務課課長による説明  

 屋久島町役場本庁  → 【昼食】→ 町営牧場 

  ● 口永良部島から搬送されたウシの視察 13:00 ～ 13:45 

 町営牧場 → 旧小瀬田中学校 

  ● 応急仮設住宅建設候補地の視察 13:55 ～14:15  

 旧小瀬田中学校 → 縄文の苑 

  ● 屋久島町社会福祉協議会からの当時の説明と 14:25 ～ 14:40 

  ● 前「避難所」・縄文の苑の視察 14:40 ～ 15:00 

   屋久島町社会福祉協議会会長、事務局長、事務次長 対応 

 縄文の苑 → 宮之浦公民館 

  ● 前「避難所」・宮之浦公民館の視察 15:20 ～ 15:50 

 宮之浦公民館 → 老人憩の家 

  ● 前「避難所」・老人憩の家の視察 16:00 ～ 16:40 

 老人憩の家 → 宮之浦支所 

  ● 前「災害支援物資仕分けセンター」の視察 16:50 ～ 17:10 

 宮之浦支所 → 旅荘 美山 17:20 

1 月 9 日（土） 

  ● 朝食後に「本日の予定」の説明など 

 旅荘 美山 → 宮之浦港 9:40  

  ● 新しい参加者の迎え 9:45 ～ 9:55 

 宮之浦港 → 口永良部島災害仮設住宅  
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  ● 談話室での避難者 YH 氏からのヒアリング 10:10 ～ 11:20 

  ● 仮設住宅にかかわるソフト面での屋久島町の避難者対応の説明 11:30 ～ 12:20 

   屋久島町 介護衛生課課長 対応   

 口永良部島災害仮設住宅 → （昼食）→ 旧小瀬田中学校 

  ● 応急仮設住宅建設候補地の視察 13:50 ～14:00  

 旧小瀬田中学校 → 縄文の苑 

  ● 前「避難所」・縄文の苑の視察 14:20 ～ 14:40 

    屋久島町社会福祉協議会事務局次長 対応    

 縄文の苑 → 宮之浦公民館 

  ● 前「避難所」・宮之浦公民館の視察と前「避難所」対応者へのヒアリング 14:50 ～ 15:05 

   農林水産課農政係長 対応 

 宮之浦公民館 → 老人憩の家 

  ● 前「避難所」・老人憩の家の視察 15:10 ～ 15:20 

 老人憩の家 → 宮之浦支所 

  ● 前「災害支援物資仕分けセンター」の視察 15:25 ～ 15:30 

 宮之浦支所 → 宮之浦港 

  ● 一部の参加者の送り 15:35 ～ 15:45 

 宮之浦 港 → 小瀬田診療所とグループホーム「鶴と亀」 

  ● 挨拶と簡易ヒアリング 16:05 ～16:20 

 グループホーム「鶴と亀」 → 宮之浦地区 

  ● 宮之浦地区の生活環境の視察（スーパーなど）16:30 ～ 17:00 

 宮之浦地区 → 旅荘 美山  

  ● 口永良部島災害避難者の説明 

   前「口永良部島災害仮設住宅自治会」会長 対応 

1 月 10 日（日） 

  ● 朝食後に「本日の予定」の説明など 

 旅荘 美山 → 口永良部島災害仮設住宅 → 尾之間支所 10:00 

  ● 屋久島町の保健師を中心とした避難者対応の説明 10:20 ～ 12:40 

      屋久島町 介護衛生課 対応   

 尾之間支所 → 【昼食】→ 老人憩の家 

  ● 前「避難所」・老人憩の家での居住環境調査 14:30 ～ 16:00 

 老人憩の家 → 宮之浦地区 

  ● 仮設校舎建設事案やみなし仮設などの説明 16:10 ～ 17:10 

 宮之浦地区 → 旅荘 美山  

1 月 11 日（金） 

  ● 朝食後に「本日の予定」の説明など 

 旅荘 美山 → 縄文の苑 

  ● 前「避難所」・縄文の苑での居住環境調査 9:00 ～ 9:50 

 縄文の苑 → 一湊港 

  ● 「一時入島」出航場所の視察 10:20 ～ 10:40 

 一湊港 → 永田へき地出張診療所  

  ● 永田へき地出張診療所の視察と避難者への対応のヒアリング 11:05 ～ 11:15 

 永田へき地出張診療所 → 縄文の苑 

  ● 前「避難所」・縄文の苑での居住環境調査 12:00 ～ 12:40 

 縄文の苑 → 【昼食】→ 口永良部島応急仮設住宅 

  ● 屋外への温湿度計の取り付け 13:40 ～14:40  

 口永良部島応急仮設住宅 → 宮之浦公民館 

  ● 前「避難所」・宮之浦公民館での居住環境調査 14:50 ～ 15:20 

 宮之浦公民館 → 宮之浦港－＜海路＞→ 

 【トッピー 宮之浦港 15:40 発 → 鹿児島港 18:40 着】 

 鹿児島港 → 鹿児島市谷山  
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 写真 35 鹿児島港からの屋久島行きロケット    写真 36 屋久島本庁前で写真を撮る参加者 

 

  
 写真 37 町営牧場の口永良部島小牛（左）  写真 38 仮設住宅建設候補地だった旧小瀬田中 

 

  
 写真 39 縄文の苑での社協事務局長の説明   写真 40 縄文の苑での社協事務次長の説明 

 

  
  写真 41 口永良部島災害応急仮設住宅      写真 42 風向きを考慮した「喫煙所」 
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  写真 43 仮設住宅団地内に設置した温度計 写真 44 仮設住民の利用の畑_介護衛星課長説明 

 

  
  写真 45 老人憩の家での居住環境調査       写真 46 尾之間支所内の介護衛生課 

 

  
 写真 47 小瀬田グループホーム「鶴と亀」    写真 48 屋久島町立中央中学校の校門 

 

  
 写真 49 一湊港に停泊する口永良部島の船      写真 50 永田へき地出張診療所  
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６．動画プログラムを用いた「防災教育」の実施 

 

 本プロジェクトでは、ビデオカメラや動画映像編集ソフトウエア等を購入し、「防災教育」のた

めの動画プログラムの制作を試みている。ビデオカメラでの撮影や編集ソフトウエアによる作業

等に不慣れであったため、今年度１月時点では夏季に実施した共通教育科目「地域防災学実践II」

の紹介動画プログラムの制作に留まっている。下記にプログラムの「設計図」となる「構成表」

の一部を掲載する（図１）。なお、本報告書執筆後にも「防災教育」に係る動画映像プログラムを

制作し、地域防災教育研究センターＨＰ「防災教育」から視聴できるように整備する。 

 

 
図１ 「地域防災学実践 II」の紹介動画プログラムの「構成表」の一部 ① 
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図２ 「地域防災学実践 II」の紹介動画プログラムの「構成表」の一部 ② 

 

鹿児島大学地域防災教育研究センターホームページ ホーム＞最新情報＞防災教育 

＜http://bousai.kagoshima-u.ac.jp/category/education/＞ 

 

７．おわりに 

 

 本プロジェクトは、教育部門で実施している「本学の学生および教職員の『防災力の向上』に

係る教育活動」において、「防災士養成」と「防災ネットワーク」の活動をより活発化させるため

のものに位置付けられる。防災に係る諸活動での基本的な原動力となるのは、「平時からの防災に

係る知識と技術を取得する」ことと「日頃からの人びとのつながりを緊密に厚くする」ことであ

ろう。「防災士養成」は平成 26 年度から、「防災士」資格を取得した学生中心の「防災ネットワー

ク」は平成 27 年度からそれぞれの本学で始まったまだ駆け出しの事業であるが、さまざまな災害

が頻発する鹿児島県における「地域貢献」を宿命づけられた鹿児島大学としては、「防災」に明る

い人材を今後もより多く育成していく必要がある。本プロジェクトは、地域の防災リーダーとな

り得る人材を養成し、かつその人材間および地域社会との人間関係を厚く緊密にして、有事に対

応できる「隠れた組織力」をつくり上げていこうとする意図がある。来年度以降も地道に活動を

継続して、鹿児島大学地域防災教育研究センターの本義である「地域防災力の向上」において、

特にソフト面での貢献を続けたい。 
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■ 参考資料－学生作成による「鹿児島大学防災ネットワーク 平成 27 年度 活動報告書」■ 

 

鹿児島大学防災ネットワーク 平成 27 年度 活動報告書 
 

    鹿児島大学防災ネットワーク広報係 

鹿児島大学 法文学部人文学科２年 竹迫麗香・山下崚 

 

(1) 「鹿児島大学防災ネットワーク」 事業実施計画 

＜目的＞ 

 自然災害が頻発する南西諸島から南九州までの「知(地)の拠点」である本学は，有事にも学生・

教職員の安全を図る必要がある。それには個々人および組織としての「防災力の向上」が不可欠

であり，そのための手段として，本事業では「防災士取得者」の能力の向上を図る活動と，より

多くの学生に「防災意識の啓発」にかかわる活動を行いたい。また，これらにおいて「最新の知

見を取り入れた防災」を学ぶために，鹿児島県内の防災関連機関への視察や，講習会・公開講座

への参加などを行い，個々人および組織の自主防災力の向上につながるような機会を設けたい。

更に，体験したことを本学生に向けて発信する作業を行う上で，確実な知識の定着を図り，災害

を「我がこと」として理解できる想像力を養い，かつ本学および地域での「防災力向上」の実現

に寄与したい。 

＜活動内容＞ 
 (ア)防災に関係する講習会・公開講座への参加 

例)救急救命講習会(主催：日本赤十字社鹿児島県支部・鹿児島市消防局) 
  公開講座 

 (イ)防災関連機関への視察と交流会の開催 
例)鹿児島地方気象台・鹿児島市消防局への視察および交流会 

 (ウ)防災に関係するフィールドワークの開催 
例)被災地への視察およびボランティアなど 

 

(2) 平成 27 年度 「鹿児島大学防災ネットワーク」 活動報告詳細 

①設立本会議 

 日時：平成 27 年 8 月 10 日(月) 
 場所：鹿児島大学郡元キャンパス産官学連携推進センター2 階共同研究室 2 
 参加者：12 名（顧問（教員）6 名 部員 6 名（内，防災士取得者 5 名）） 
   岩船昌起（学内共同教育研究学域地域防災教育研究センター），小林励司（理工学域理学系）， 
   柿沼太郎（理工学域工学系），黒光貴峰（法文教育学域教育学系）， 
   平 瑞樹 （農水産獣医学域農学系），生見 朗 （(法文教育学域教育学部付属幼稚園) 
   西 歩実 （理学部３年），里和玲伊（理学部３年），山下 稜（法文学部２年）， 
   南野結季（法文学部２年）、竹迫麗香（法文学部２年）、山田祐子（理学部１年） 
＜活動内容＞ 

 8 月 10 日(月)13:00 から鹿児島大学産学官連携推進センター棟 2階で「防災ネットワーク」設

立本会議を開催しました。 

 「防災ネットワーク」とは、「防災士」資格を得た約 20 名の鹿児島大学学生を中心に、地域防

災教育研究センターの教職員を顧問としたメンバーから構成されます。「防災士」資格取得で得た

「防災にかかわる知識と技術」にさらに磨きをかけ、学生個人の防災力の向上を図ることを第一

の目的とするともに、大学や地域の防災関連組織と連携しながら、大学および地域での防災意識

を高めるための活動を展開していきます。 

 本会議では、まず防災ネットワークの規則の説明がありました。次に、出席した学生一人ひと

りが防災士の資格を取得した動機と、今後行いたい活動について述べました。最後に顧問から防

災ネットワークに対して期待していることを一言ずつ頂き、それぞれの防災に対する思いを共有

することが出来ました。現在、申請手続きの遅れから「任意団体」でありますが、「地域防災力の

向上」に資する活動を着実に行っていきます。 

②鹿児島地方気象台見学 
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日時：平成 27 年 8 月 10 日(月) 
場所：鹿児島地方気象台 
参加者：12 名（顧問（教員）6 名 部員 6 名（内，防災士取得者 5 名）） 
   岩船昌起（学内共同教育研究学域地域防災教育研究センター），小林励司（理工学域理学系）， 
   柿沼太郎（理工学域工学系），黒光貴峰（法文教育学域教育学系）， 
   平 瑞樹 （農水産獣医学域農学系），生見 朗 (法文教育学域教育学部付属幼稚園) 
   西 歩実 （理学部３年），里和玲伊（理学部３年），山下 稜（法文学部２年）， 
   南野結季（法文学部２年）、竹迫麗香（法文学部２年）、山田祐子（理学部１年） 
〈活動内容〉 

わたしたち鹿児島大学防災ネットワークは、平成 27 年 8 月 10 日の設立本会後、鹿児島地方気象

台のご協力で施設見学を行った。6 名の顧問の先生方と、防災ネットワークの部員や学生が気象

台では、南九州における気象警報や注意報、噴火予報の発令といった災害をもたらす可能性のあ

る気象・地象について 24 時間体制で観測が行われていました。責任ある気象情報を防災行動に活

かしていくには、それらをただ漫然と受け取るのではなく、正しく取捨選択していくスキルも必

要になると感じました。また福岡や屋久島にある気象台とテレビ通話を通して観測業務をする様

子を見学して、連携の大切さを感じました。台風や火山災害などの有事には鹿児島地方気象台と

鹿児島大学防災ネットワークとの間にそうした連携を結ぶことができれば、鹿児島大学やその周

辺地域における気象・地象情報のよりよい運用に繋がると考えた。設立まもない防災ネットワー

クでは、気象台のように気象・防災知識の普及や気象業務への理解を深めることを目的として、

様々な施設への見学や活動に取り組んでいきたいと思いました。 
 本会議後、防災ネットワークの活動の第一歩として「鹿児島地方気象台」に伺いました。気象

台のさまざまな業務内容についての説明を受け、その後、気象業務にかかわる観測機器や通信施

設などを見学しました。口永良部島新岳噴火警戒レベル５の慌ただしい中で、ご協力頂き、まこ

とに有難うございました。 

 
【防災ネットワーク設立本会議の様子】 

 

＜参加者の感想(一部抜粋)＞ 

 「気象台が様々な気象情報をホームページ等で公開しているしくみがわかった」「気象台からの

情報を防災行動に活かすには、それらの情報を漠然と受け取るのではなく、正しく取捨選択して

いくスキルを身に着けなければならないと感じた」「（口永良部島噴火対応で）福岡や屋久島とテ

レビ通話を通した火山観測業務を共有しているところを見て、連携して物事を行う事は大切だと

感じた」 

 以上のように鹿児島地方気象台の見学では、防災ネットワークメンバーは、気象台が発する気

象・火山・防災などの情報についての知識を高める機会を得た。 
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【気象台見学の様子①】          【気象台見学の様子②】 

 

今回の活動は、学生と教職員という鹿児島大学内部だけの関係ではなく、「鹿児島地方気象台」と

いう鹿児島の防災関係機関の一つにお世話になりました。このように連携できる機会を今後もつ

くり、外部組織との連携を深めていきたいです。 

＜参加学生の感想・所見（一部抜粋）＞ 
○気象や火山の観測は休みなく行われており、責任ある気象情報を防災行動に活かすには、それ

らをただ漫然と受け取るのではなく、正しく取捨選択していくスキルも必要になると感じました。 
○「次に起こりうる桜島の大噴火は大正大噴火ではない。」ということばが印象に残った。現代だ

から可能になったこと、または困難になったことを吟味し、これからの防災に繋げていくことが

大切なのではないかと感じました。 
○今回に見学で、気象庁や気象台はホームページやアプリなどで、様々な情報を公開しているこ

とが分かりました。しかし、これらの情報を公開されていることが、あまり知られていないよう

に感じます。そこで、防災ネットワークの活動を通して、これらの情報があることを広める活動

ができるのではないかと思いました。 
○今回初めて気象台を見学して、お話を聞いて、気象台は色々な方法で気象観測や監視・予測を

して、インターネットやメールなど様々な形で情報を発信していることを知りました。そして、

その情報を私たち一人ひとりが日頃から利用していくことが防災に繋がると思いました。そのた

めに、どんな情報がどこで手に入るかを知らせていくことが必要ではないかと感じました。 
③防災フェスタ in きりしま 2015 への参加 
日時：平成 27 年 11 月 8 日(日) 
場所：霧島市消防局 
参加者：顧問 1 名 部員 2 名 
〈活動内容〉 

「防災フェスタ in きりしま 2015」は霧島市消防局において、災害のない明るい安心・安全な

まちづくりのため，消防局を開放し，市民に消防の知識・技術を普及するとともに防火・防災の

高揚を図ることを目的とした事業である。 
実際に，緊急車両や民間救急車の展示と解説や，消防局署員による指令室の見学と解説，救命

指導や住警器設置の説明などを行い，「消防」や「防災」について詳しく紹介していた。また，煙

道体験などの体験コーナーも充実しており，来観者の親子連れなどが積極的に参加し体験をして

いた。子供向けを対象としたスタンプラリーや，地元の幼稚園児による様々な催し物も行ってお

り，幅広い世代に消防についての知識や技術を広めていたと思える。フェスタの終りの方で，消

防局の救急訓練を披露し，事故現場などでそのような活躍を見せているのかを参加者にリアルに

伝えていた。 
鹿児島大学防災ネットワークからは学生 2 名が参加し，緊急車両や民間救急車の展示見学や，

煙道体験，火災報知機の設置促進のための展示ブースの見学などを行った。また，学生 1 名は霧

島市消防局の救助訓練に傷病者役で参加した。規約の目的の一つである「個々の学生の確実な知

識の定着と災害を『我がこと』と理解できる想像力の育成」に繋がったのではないかと評価する。 
これらの体験を通して，「防災・減災教育」とはどのようにあるべきか，私たちが防災ネットワ
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ークでしなければならないことは何かを考えた。またフェスタ終了後，木佐貫誠消防局長との懇

談なども行い，「防災教育・減災行動の方向性」や「防災ネットワークの活動の方向性」のそれぞ

れについて，各自課題を見つけることができた。 

 
    ①鍵がかかっている事故車両の窓を割り，車のカギを開けて進入する。 
    ②傷病者役の首を固定して，酸素を供給している。 
     同時に運転席側のドアをこじ開けて救出活動を行っている。 
    ③運転席側のドアを外し終わり，傷病者役を担架に載せて救出している。  
    ④傷病者役に心臓マッサージや呼吸の確保，点滴などを行っている。  
    ⑤救急車に運ぶために，手などを固定している。 ⑥救急車へと運んでいる。 

【消防局の救急訓練の様子】 
＜参加学生の感想＞ 
○法文学部 2 年 男 
霧島市消防局では、訓練施設の開放消火体験などの参加型の自助意識の向上を目指すものや、

緊急車両の展示・救助訓練披露などの共助・公助のための主体的貢献の心構えを養うコーナーが

多数催されていました。 
また、霧島市内の小学生、幼稚園児及び保育園児の参加が多数見受けられたことも印象的でし

た。幼年期から身の回りの防火・減災意識を根付かせ、育むことにより家庭内における火災予防

の学習と発信を行い、火災のない災害に強い霧島市づくりの推進が組織的に取り組まれているよ

うに感じました。大人・子どもを問わず、防災教育の一環として自然体験のような地域活動に積

極的に参加できる場面を展開し、実際に体感して吸収していく機会を設ける重要性を覚えました。 

そのためには防災教育・啓発活動を「問う能力」「調べる主体性」「発信するスキル」を養う場

として、児童・園児らの演技発表は効果的だと思いました。防災教育を支援する見地からは、霧

島防災フェスタのような地域活動を活用して、地域や家庭を人的に支えると同時に適切な情報や

教材を提供していくことが不可欠になってくると考えました。 

○理学部 3 年 女 
今回、霧島市の防災フェスタに参加して思った感想を、以下の①～④にまとめた。 

①煙道体験では、煙が充満している時に真っ暗になると、何も見えなくなることがわかった。初

めて訪れる場所などでは、部屋の構造や扉の方向がわからなくなる可能性が高く、結果として非

難するための出口の方向が全くわからずにパニックに陥りやすくなることがわかった。常日頃か

ら，自分の位置をしっかり把握する習慣を身に付けておくことにより、この様な非常時でも冷静

になって非難ができると思った。 

②救助訓練は、実際に行っている救助活動がリアルに再現されていた。その時の様子を見て、似

た様な場面に自分が遭遇した時、どのような行動をとれば良いのか考えさせられた。少しでも知

っておくことによって、助かる命が多くなると改めて思った。 

③緊急車両の展示からは、似た様な車両でもそれぞれに役割があることが分かり、その時々の条
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件に見合った車両で駆けつけることがわかった。緊急連絡をする時、被害の規模などをなるべく

正確に伝えられるようにならなければと感じた。 

④防災フェスタでは、幼稚園児や小学生が様々な催しを行っていた。そのついでに、フェスタに

参加して体験活動をしていた。この様に、何も考えずに体験してみるだけでも何も体験しないよ

りは何らかの刺激を受け取っているはずなのでとても良い防災教育活動が行えていると思った。 

自分は、今年の夏に代表として防災ネットワークを発足してから、防災力向上のために具体的

な活動を探してきた。ただ単に講演会を聞いて回ったりするだけで良いのか。また最終的にどの

ように身近な人に防災について考えてもらえるような活動を行っていけば良いのか。などの疑問

を抱えていたからである。今回の体験で、最終的に「人に伝える」ことを目指すためには、講演

会などで知識を得るだけでなく、フェスタをはじめとした催しに参加して様々世代の興味関心や、

防災に対する着目点を観察していくことで、ネットワークのメンバーがそうした力を自然と身に

付けられる行動がとれると気付けた。 

来年の霧島市防災フェスタから、火山防災をテーマにしてブースを出させていただくことによ

って、それぞれ何かを得られる機会を作ることができれば良いと思った。 

 

(3) 今年度の活動の反省 

本年度の活動として，「本学での防災に関係する行事への参加・企画」「防災に関係する外部主

催の行事への参加」を目指し、その具体的な内容として「防災に関係する講習会・公開講座への

参加」「防災関連機関への視察と交流会の開催」「防災に関係するフィールドワークの開催」など

を計画していたが、学生間の日程調整を円滑に行うことが出来ず、参加した講習会や防災関連事

業の数やこのようなイベントに参加した学生の人数が少なかった。しかし近状報告会を開いた時

に、学生の数人が個人で防災知識・技能の向上を図る活動や、「防災力」を普及・運用させる活動

を主体的に行っていたことが確認できた。例えば、今年 9 月 14 日の阿蘇山噴火後に現地に入り、

噴火に伴う風評についての地元の声を聞き取ったり、学生個人がアルバイト先の緊急時避難要綱

の作成に意見を述べたりした。これは本組織の目的の一つである、「個々の学生の確実な知識の定

着と災害を「我がこと」と理解できる想像力の育成を図るとともに、本学およびその近隣地域に

対して「防災力の向上」の必要性を喚起する。」という部分が少しでも達成されたのではないかと

考えている。 

 来年度は、防災ネットワーク全体でこのような活動が行えるように、年間計画や組織の体制な

どを改善していかなければならないと考えた。具体的には学生間、学生・職員間での連絡体制の

確立とその運用徹底。防災関連行事・各種講習会への参加を促進させるための，防災ネットワー

ク専用の blogの開設などを計画している。 

 

(4) 来年度の活動計画案と新組織 

平成 28 年度活動計画(案) 

①防災関連行事・各種講習会への参加 

②①を促進させるための，防災ネットワーク専用の blogの開設 

③11 月中旬…「防災フェスタ in きりしま 2015」への参加・火山の防災に関するブースの出展 

④12 月下旬…活動報告書・冊子の作成 

⑤ビラや広告の作成・配布 

本組織を構成する学生役員を現在の体制から変更し、平成 28 年度より総務係を廃止し、防災関

連行事や各種講習会の日程調整を行う「イベント係(防災士取得学生の中から定員 3名)」と、防

災関連の行事や講習会の情報収集を行う「情報係(防災士取得学生の中から定員 2名)」を新たに

新設する。また、「広報係」の定員も 4名から 3名へと変更する。 

 平成 28 年度 鹿児島大学防災ネットワーク役員体制 

  部長：「防災士」資格取得学生の中から 1名選出する。 

  副部長：「防災士」資格取得学生の中から 2名選出する。 

  イベント係：「防災士」資格取得学生の中から 3名選出する。 

  広報係：「防災士」資格取得学生の中から 3名選出する。 

  情報係：「防災士」資格取得学生の中から 2名選出する。 

  部員:（「防災士」資格取得の学生を中心とする） 





－ 113 －

鹿児島県南大隅町の火砕流台地周縁における深層崩壊の発生予測 
 

 

農学部 地頭薗 隆・松本 祐樹・田中 俊和  
 

 

 

１．はじめに 

2010 年 7 月，鹿児島県南大隅町の火砕流台地周縁の急斜面で深層崩壊が発生した（図－１，下

川ら，2010）。崩壊発生時はほとんど雨が降っていなかったが，発生前の約 1 カ月間に 1,000mm
を超える雨量があった。崩壊した斜面は亀裂の多い溶結凝灰岩層であり，その下位は非溶結凝灰

岩層である。崩壊直後，層境界から多量の湧水がみられたことから，台地上から浸透した雨水は

溶結凝灰岩層の亀裂を通って非溶結凝灰岩層に達し，層境界を流動して台地周縁から流出してい

ると推定された。崩壊は多量の雨に伴う深層地下水の集中と地下水圧の上昇，湧泉付近の侵食に

よる溶結凝灰岩層の不安定化が原因して発生したと考えられる。同様のタイプの崩壊が 1966 年 7
月にも発生している（図－１）。 
本研究の目的は，火砕流台地周縁における深層崩壊発生場を深層地下水の集中という視点で抽

出し，さらにこの地下水が流出した湧水の流量や濁度を深層崩壊発生の警戒避難対応に活用する

手法を開発することである。 
 

 
図－1 南大隅町の火砕流台地周縁で発生した深層崩壊 

 

２．深層崩壊発生場の予測 
火砕流台地周縁に発達した渓流において，無降雨日が 1 週間以上続いた後に渓流水の流量と電

気伝導度（EC）を測定した。測定日は 2015 年 4 月 10 日～12 日である。図－２は，渓流水の流

量と EC をそれぞれ区分してプロットしたものである。地下水は流動過程で岩石から溶出したイ

オンを取り込むため，一般に流動時間が長くなる深層地下水は EC が高くなる（地頭薗，2014）。
火砕流台地周縁では水量が多く EC が高い渓流が集中して分布する箇所がみられる。さらに，こ

れらの渓流の最上流には溶結凝灰岩層と非溶結凝灰岩層の境界から多量の湧水が観察された（図

－３）。2010 年および 1966 年の深層崩壊はそのような特徴をもつ斜面で発生している。 
火砕流台地周縁の渓流の水量や渓流水 EC の測定は，台地内から深層地下水が流出している箇

所の抽出につながり，台地周縁で発生する深層崩壊発生場予測に有効な指標を与えるものと考え

る。 
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図－２ 火砕流台地周縁の渓流水の流量と電気伝導度 

 

 
図－３ 溶結凝灰岩層と非溶結凝灰岩層の境界付近の湧水 
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３．深層崩壊発生の警戒避難対応 
前述したように，2010 年の深層崩壊は雨が降っていない時に発生して土砂災害を引き起こした。

一方，土砂災害発生の危険性があるときに出される「土砂災害警戒情報」は，主に表層崩壊や土

石流を対象にしており，深層崩壊は含まれていない。深層崩壊による土砂災害への警戒避難対応

には新たな手法を導入する必要がある。1997 年に鹿児島県出水市針原川流域で発生した深層崩壊

地における水文観測では，湧水流量と斜面の基岩内地下水位はよく対応していることが明らかに

なった（図－４，地頭薗ら，2004）。深層崩壊は地下水位が上昇して限界を超えた時に発生する

ことを考えると，湧水は深層崩壊発生時期を予測する重要な因子である。そこで湧水を指標にし

た深層崩壊発生の危険度を評価する装置（湧水センサー）を開発した（図－５）。湧水流量は，塩

ビパイプに取り付けた鉛直方向1cm間隔の電極で測定される水位とマニング式による流速から求

めている。データは携帯電話を使ってサーバーへ送信され，インターネットを介してパソコンか

ら監視できる。湧水センサーのデータを基に以下のような深層崩壊発生の警戒避難対応を考えて

いる（地頭薗ら，2014）。湧水流量が増加中の場合は，基岩内の地下水位が上昇中であり，崩壊

の危険性も増加中である。また，湧水が急激に減少した場合は，地下水排水システムが地下侵食

等で破壊された可能性があり，地下水位が急上昇して崩壊発生の恐れが生じる。以上の状況が降

雨終了後もみられる時は警戒避難対応を継続しなければならない。警戒避難対応の解除は湧水流

量が初期の流量にゆっくりもどった時と考えている。このような警戒避難対応の考え方の妥当性

を検証するために，図－２の■印地点において湧水センサーの実証実験を進めている（図－６）。 
 

 
 

図－４ 1997 年針原深層崩壊発生時の地下水位，湧水流量，河川流量のタンクモデルによる再現 
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図－５ 湧水センサーのシステム構成 

 

 
図－６ 南大隅町南川内の湧水センサーの設置状況 
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４．2015 年の湧水センサーの観測例 

2015 年の九州南部の梅雨入りと梅雨明けはそれぞれ 6 月 2 日頃と 7 月 14 日頃であった。九州

南部は，前線の停滞によって梅雨期の降水量が多くなり，特に薩摩半島の南部から大隅半島にか

けては平年の 6 月降水量の 3 倍に達したところもあった（図－７）。 
 

 
図－７ 2015 年 6 月の降水量と平年比（鹿児島地方気象台資料） 

 

図－８は，南大隅町の田代アメダスにおける過去 30 年間の時間雨量を用いて半減期 90 日の実

効雨量の推移である。半減期を非常に長くしたために，火砕流台地内の深層地下水の貯留状況を

指標している。2015 年は過去 30 年間で実効雨量が最も高くなっており，深層崩壊発生の危険性

が高まっていたことがわかる。 
 

 
図－８ 半減期 90 日の実効雨量の推移 
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図－９は，2015 年梅雨期における南大隅町の湧水センサーで得られた雨量と湧水流量の変化で

ある。梅雨に入った 6 月 2 日から繰り返し大雨に見舞われ，湧水流量が増加している。6 月 19 日

から雨が降らない日が続いたが，湧水流量はほとんど減少しなかったので，火砕流台地内の地下

水位は高い状態が継続していると推定された。南大隅町では，湧水センサーの Web ページを役場

職員が監視し，火砕流台地周辺の集落住民に深層崩壊による土砂災害への警戒を呼びかけた。 
 

 
図－９ 2015 年梅雨期の湧水センサーの湧水流量 

 

５．おわりに 

火砕流台地周縁における深層崩壊発生場を深層地下水の集中という視点で抽出し，さらにこの

地下水が流出した湧水の流量や濁度を深層崩壊発生の警戒避難対応に活用する手法を提案した。 
火砕流台地周縁の渓流の水量や渓流水 EC の測定は，台地内から深層地下水が流出している箇

所の抽出につながり，台地周縁で発生する深層崩壊発生場予測に有効な指標を与えるものと考え

る。 
湧水を指標にした深層崩壊発生の危険度を評価する装置（湧水センサー）を開発して実証実験

を進めている。2015 年，湧水センサーを設置した南大隅町は大雨に見舞われ，6 月降水量は平年

の 3 倍に達した。梅雨に入ってから繰り返し大雨に見舞われ，湧水センサーの湧水流量が増加し

た。南大隅町では，湧水センサーの Web ページを役場職員が監視し，火砕流台地周辺の集落住民

に深層崩壊による土砂災害への警戒を呼びかけ，湧水センサーの有効性が実証された。 
 
末筆であるが，本研究の実施にあたっては，南大隅町の皆様に多大なご協力を頂いた。ここに

記して謝意を表します。 
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歴史災害を防災に活かす 

―口永良部島新岳の噴火を事例に― 
 

 

教育学部 佐藤 宏之 
 

 

 

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。
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 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
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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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奄美群島における歴史的文化財の保全のためのマッピング化 
―文化財地理情報データベースの利用― 

 
深瀬浩三（教育学系） 

 
1．はじめに 

近年の異常気象や地震、火山噴火などによる自然災害は、人命や地域のインフラだけではなく、

人々の歴史や生活に根ざした地域の文化遺産（古文書や考古・民俗資料、歴史的建築物など）に

も甚大な被害をもたらしている。 
自然災害などによる文化遺産の被災は、人命に直接関わるものでないことから、一般的に目を

向けられ難いという側面があるが、大規模災害が頻発する現在、地域の文化遺産は、ひとたび失

うと二度と再生できない。そのため、後世に伝えるべき文化遺産の記録保存、自然災害や人災の

脅威から守るための防災・減災計画を支援していく必要があり、近年、その社会的関心が高まっ

ている。 
このような状況の中で、近年の地理学の研究では、中谷ほか（2011、2012、2013）と板谷（牛

谷）ほか（2014）は、文化庁の国指定文化財等データベース（http://kunishitei.bunka.go.jp/bs 
ys/index_pc.html）などを利用して、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災で被災した文化財の地理

情報データベースの構築を図っている。そして、GIS（地理情報システム）を用いて、地方自治

体などが提供しているハザードマップ（防災地図）と照らし合わせた地図化、Web 上での情報配

信、復興に向けての課題について検討している。また、大邑（2015）は過去の地震災害記録のデ

ータベース化と GIS を活用した地図化を行っている。 
以上の従来の研究をみると、防災・減災対策において、地域の脆弱性（地域防災力）や発災後

の状況などを正しく把握するためには、地理空間情報は必要不可欠な情報である。文化庁の国指

定文化財等データベースで検索した文化財等には、名称、文化財種類、時代、文化財指定年月日

などのほかに、位置情報（緯度・経度）が付いており、GIS を活用して文化財等のデータベース

化と分布図を作成することが可能である。また、自然災害を軽減する方策として、各地方自治体

などで作成された災害履歴、被災想定区域、避難場所・経路を地図に示したハザードマップは、

地域の文化遺産の防災・減災にも役立てられることができる。 
日本の中でも鹿児島県では、毎年のごとく集中豪雨や台風などによる被害に見舞われてきた。 

2010 年 10 月、2012 年 8 月の奄美群島の豪雨災害は、多くの被害をもたらした（鹿児島県、2012；
後藤・広瀬、2013）．また、桜島や新燃岳、口之永良部島などの火山災害にも十分気をつけなけ

ればならない。とくに、島嶼部ではひとたび自然災害で被災すると、なかなか現場に立ち入るこ

とができないため、地域の文化遺産の防災・減災対策は急務といえる。 
そこで本研究では、鹿児島県における国指定・登録文化財等の所在を整理し、GIS を活用した

歴史的な文化財等の保存に役立てられるような新たなデータベース化・地図化を図ることを目的

とする。島嶼部については、今回は奄美群島の中でも徳之島と沖永良部島を調査対象地域とする。 
研究方法については、文化庁の国指定文化財等データベースを利用するが、地域の文化遺産の

中には未指定の文化財も多くある。フィールド調査を実施して、未指定の文化財などの所在も確

認し、デジタルカメラで記録した。デジタルカメラの機能には、撮影した写真データに位置情報
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名称 文化財種類 時代

重文指定年
月日

※（　）は国宝
指定年月日

所在地 名称 文化財種類 時代

重文指定年
月日（　）は国
宝指定年月

日

所在地

1 旧曽木発電所ヘッドタンク 登録有形文化財(建造物) 明治 20060302 鹿児島市 27 白金酒造石蔵 登録有形文化財(建造物) 明治 20010828 姶良市

2 旧曽木発電所本館 登録有形文化財(建造物) 明治 20060302 鹿児島市 28
蛭川家住宅（旧遠矢家住
宅）主屋

登録有形文化財(建造物) 江戸 20150804
曽於郡大崎
町

3 池田家住宅石倉 登録有形文化財(建造物) 明治 20050712 霧島市 29
蛭川家住宅（旧遠矢家住
宅）蔵

登録有形文化財(建造物) 江戸 20150804
曽於郡大崎
町

4 池田家住宅主屋 登録有形文化財(建造物) 明治 20050712 霧島市 30
蛭川家住宅（旧遠矢家住
宅）門

登録有形文化財(建造物) 江戸 20150804
曽於郡大崎
町

5
ＪＲ肥薩線大隅横川駅駅
舎

登録有形文化財(建造物) 明治 20061018 霧島市 31 九州電力大田発電所本館 登録有形文化財(建造物) 明治 20080307 日置市

6 森山家住宅石倉 登録有形文化財(建造物) 大正 20050712 霧島市 32 仙巌園内濾過池 登録有形文化財(建造物) 明治 20010828 鹿児島市

7 霧島神宮社務所 登録有形文化財(建造物) 昭和前 20060803 霧島市 33
磯珈琲館（旧芹ヶ野島津
家金山鉱業事業所）

登録有形文化財(建造物) 明治 19990823 鹿児島市

8 ＪＲ肥薩線嘉例川駅駅舎 登録有形文化財(建造物) 明治 20060302 霧島市 34
磯工芸館（旧島津家吉野
殖林所）

登録有形文化財(建造物) 明治 19990823 鹿児島市

9
九州電力妙見発電所１号
機ヘッドタンク

登録有形文化財(建造物) 大正 20110126 霧島市 35
鹿児島県立鹿児島工業高
等学校大煙突

登録有形文化財(建造物) 大正 20040609 鹿児島市

10
九州電力妙見発電所２号
機及び３号機ヘッドタンク

登録有形文化財(建造物) 大正 20110126 霧島市 36 旧重富島津家別邸主屋 登録有形文化財(建造物) 明治 20140425 鹿児島市

11 九州電力妙見発電所本館 登録有形文化財(建造物) 大正 20110126 霧島市 37 旧重富島津家別邸石塀 登録有形文化財(建造物) 明治 20140425 鹿児島市

12 新大橋 登録有形文化財(建造物) 明治 20041108 薩摩川内市 38
潮音館（旧重富島津家住
宅米蔵）

登録有形文化財(建造物) 大正 20070515 鹿児島市

13
鹿島村離島住民生活セン
ター（旧藺牟田漁業組合）

登録有形文化財(建造物) 昭和前 20010828 薩摩川内市 39 南洲神社電燈 登録有形文化財(建造物) 大正 20061018 鹿児島市

14 山田の凱旋門 登録有形文化財(建造物) 明治 20010828 姶良市 40
鹿児島県民教育文化研究
所

登録有形文化財(建造物) 昭和前 20140425 鹿児島市

15 新照寺本堂 登録有形文化財(建造物) 明治 20080418 姶良市 41 旧鹿児島刑務所正門 登録有形文化財(建造物) 明治 19981211 鹿児島市

16 新照寺通用門 登録有形文化財(建造物) 明治 20080418 姶良市 42
旧鹿児島県立尋常中学校
門

登録有形文化財(建造物) 明治 20080418 鹿児島市

17 新照寺石塀 登録有形文化財(建造物) 明治 20080418 姶良市 43 旧鹿児島県庁舎正面門 登録有形文化財(建造物) 大正 20080418 鹿児島市

18 新照寺正門 登録有形文化財(建造物) 明治 20080418 姶良市 44
県政記念館（旧鹿児島県
庁舎本館）

登録有形文化財(建造物) 大正 20080418 鹿児島市

19
加治木町立図書館（旧郷
土館付属石造倉庫）

登録有形文化財(建造物) 昭和前 20020625 姶良市 45 鹿児島市庁舎本館 登録有形文化財(建造物) 昭和前 19981211 鹿児島市

20
加治木町立図書館（旧郷
土館陳列館）

登録有形文化財(建造物) 昭和前 20020625 姶良市 46 鹿児島市中央公民館 登録有形文化財(建造物) 昭和前 20051110 鹿児島市

21
加治木町立図書館（旧郷
土館日本館）

登録有形文化財(建造物) 昭和前 20020625 姶良市 47 南日本銀行本店 登録有形文化財(建造物) 昭和前 19981211 鹿児島市

22 森山家住宅土蔵 登録有形文化財(建造物) 明治 20020625 姶良市 48
鹿児島県立博物館考古資
料館

登録有形文化財(建造物) 明治 19981211 鹿児島市

23 森山家住宅主屋 登録有形文化財(建造物) 明治 20060803 姶良市 49
鹿児島県立博物館（旧鹿
児島県立図書館）

登録有形文化財(建造物) 昭和前 20080418 鹿児島市

24 森山家住宅旧作業場 登録有形文化財(建造物) 江戸 20071002 姶良市 50 鹿児島銀行本店別館 登録有形文化財(建造物) 大正 20071002 鹿児島市

25
そお鹿児島農協財部支所
石蔵倉庫

登録有形文化財(建造物) 昭和前 20070731 曽於市 51 鹿児島旧港北防波堤灯台 登録有形文化財(建造物) 昭和前 20080307 鹿児島市

26
重富小学校正門（旧鹿児
島県庁正門）

登録有形文化財(建造物) 明治 20090428 姶良市 52 児玉家住宅主屋 登録有形文化財(建造物) 昭和中 20140425 鹿児島市

（緯度・経度）を付すことができる。これらデータをもとに、GIS を活用して文化財等の分布図

を作成し、ハザードマップの照らし合わせてみた。また、役所などの関係諸機関で、自然災害の

歴史、防災・減災などに関する資料も入手した。 
 

2．鹿児島県における文化財等の分布 
文化庁の国指定文化財等データベースを使って、鹿児島県の文化財等をみると、登録有形文化

財（建造物）が 118 点、登録記念物が 2 点、重要無形民俗文化財が 2 点、重要伝統的建造物群保

存地区が 3 点、史跡名勝記念物が 57 点、国宝・重要文化財（建造物）が 23 点、国宝・重要文化

財（美術工芸品）が 22 点、重要無形民俗文化財が 5 点、史跡名勝記念物が 3 点、記録作成等の

措置を講ずべき無形の民俗文化財が 18 点の計 253 点が登録されている（表 1）。 
これら文化財の中でも、有形文化財などには所在地の位置情報（緯度・経度）が付いている。

鹿児島県の有形文化財などの分布をみると、県本土の薩摩半島を中心に特定地域に多く分布して

いる（図 1）。 
この分布図と、例えば、鹿児島県が提供している県本土の山地災害危険地区の分布図（図 2）

と合わせてみよう。鹿児島県本土では、文化財が分布している地域やその周辺には、集中豪雨や

台風などによって土砂災害などの被害を受けやすい地域が広範囲で分布している。河川の洪水や

地 
 

表 1 鹿児島県における文化財一覧 
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53 児玉家住宅井戸屋 登録有形文化財(建造物) 明治 20140425 鹿児島市 105 瀬留カトリック教会聖堂 登録有形文化財(建造物) 明治 20080418
大島郡龍郷
町

54 児玉家住宅表門 登録有形文化財(建造物) 昭和中 20140425 鹿児島市 106 旧岩切家住宅高倉 登録有形文化財(建造物) 大正 20090807
大島郡龍郷
町

55
鹿児島県立鹿児島中央高
等学校本館及び講堂

登録有形文化財(建造物) 昭和前 20070731 鹿児島市 107 旧大司家住宅高倉 登録有形文化財(建造物) 大正 20090807
大島郡龍郷
町

56
鹿児島県立甲南高等学校
本館

登録有形文化財(建造物) 昭和前 20070731 鹿児島市 108 旧有村商事高倉 登録有形文化財(建造物) 昭和前 20090807
大島郡龍郷
町

57
鹿児島大学総合研究博物
館常設展示室

登録有形文化財(建造物) 昭和前 20061018 鹿児島市 109 薗家住宅主屋 登録有形文化財(建造物) 明治 20071205 奄美市

58 旧黒木回春堂医院 登録有形文化財(建造物) 昭和前 20071002 日置市 110
奄美ばしゃ山民俗村旧安
田家住宅主屋

登録有形文化財(建造物) 江戸 20071205 奄美市

59 都萬神社末社山王神社 登録有形文化財(建造物) 大正 20091102
曽於郡大崎
町

111 今里小中学校旧奉安殿 登録有形文化財(建造物) 昭和前 20071205
大島郡大和
村

60
都萬神社末社五林大明神
社

登録有形文化財(建造物) 大正 20091102
曽於郡大崎
町

112 薩川小学校旧奉安殿 登録有形文化財(建造物) 昭和前 20060803
大島郡瀬戸
内町

61 丁子屋石蔵 登録有形文化財(建造物) 大正 20070731 南さつま市 113 節子小中学校旧奉安殿 登録有形文化財(建造物) 昭和前 20060803
大島郡瀬戸
内町

62 都萬神社末社伊勢宮 登録有形文化財(建造物) 大正 20091102
曽於郡大崎
町

114 旧木慈小学校奉安殿 登録有形文化財(建造物) 昭和前 20060803
大島郡瀬戸
内町

63 都萬神社末社稲荷神社 登録有形文化財(建造物) 大正 20091102
曽於郡大崎
町

115 古仁屋小学校旧奉安殿 登録有形文化財(建造物) 昭和前 20060803
大島郡瀬戸
内町

64 都萬神社本殿 登録有形文化財(建造物) 大正 20091102
曽於郡大崎
町

116 須子茂小学校旧奉安殿 登録有形文化財(建造物) 昭和前 20060803
大島郡瀬戸
内町

65 都萬神社拝殿 登録有形文化財(建造物) 大正 20091102
曽於郡大崎
町

117 池地小中学校旧奉安殿 登録有形文化財(建造物) 昭和前 20060803
大島郡瀬戸
内町

66
大崎公民館（旧大崎報公
義會舘）門及び石塀

登録有形文化財(建造物) 明治 20080418 南さつま市 118 鹿浦小学校旧奉安殿 登録有形文化財(建造物) 昭和前 20070731
大島郡伊仙
町

67
大崎公民館（旧大崎報公
義會舘）本館

登録有形文化財(建造物) 明治 20080418 南さつま市 119 鳥濱氏庭園 登録記念物 20070726 志布志市

68 鮫島家住宅内蔵 登録有形文化財(建造物) 明治 20110725 南さつま市 120 清水氏庭園 登録記念物 20070726 志布志市

69 鮫島博家住宅石塀 登録有形文化財(建造物) 明治 20120813 南さつま市 121 諸鈍芝居 重要無形民俗文化財 19760504

70 鮫島博家住宅門 登録有形文化財(建造物) 明治 20120813 南さつま市 122 与論の十五夜踊 重要無形民俗文化財 19931213

71 鮫島博家住宅主屋 登録有形文化財(建造物) 明治 20120813 南さつま市 123 出水市出水麓
重要伝統的建造物群保存地
区

19951226 出水市

72 鮫島家住宅主屋 登録有形文化財(建造物) 明治 20110725 南さつま市 124 薩摩川内市入来麓
重要伝統的建造物群保存地
区

20031225 薩摩川内市

73 鮫島博家住宅蔵 登録有形文化財(建造物) 明治 20120813 南さつま市 125 南九州市知覧
重要伝統的建造物群保存地
区

19811130 南九州市

74 鮫島家住宅坪庭門 登録有形文化財(建造物) 明治 20110725 南さつま市 126
鹿児島県のツルおよびそ
の渡来地

史跡名勝記念物
19210303

（19520329）
出水市

75 鮫島家住宅蔵 登録有形文化財(建造物) 明治 20110725 南さつま市 127
川内川のチスジノリ発生
地

史跡名勝記念物 19241209 伊佐市

76 鮫島家住宅井戸 登録有形文化財(建造物) 明治 20110725 南さつま市 128 ヒガンザクラ自生南限地 史跡名勝記念物 19230307
姶良郡湧水
町

77 鮫島家住宅門 登録有形文化財(建造物) 明治 20110725 南さつま市 129
栗野町ハナショウブ自生
南限地帯

史跡名勝記念物 19381214
姶良郡湧水
町

78 鮫島家住宅石塀 登録有形文化財(建造物) 明治 20110725 南さつま市 130 藤川天神の臥龍梅 史跡名勝記念物 19411003 薩摩川内市

79 旧鯵坂医院 登録有形文化財(建造物) 昭和前 20090807 南さつま市 131 薩摩国分寺跡 史跡名勝記念物 19441113 薩摩川内市

80 旧鯵坂家住宅主屋 登録有形文化財(建造物) 明治 20130621 南さつま市 132
藺牟田池の泥炭形成植物
群落

史跡名勝記念物 19210303 薩摩川内市

81 旧鯵坂家住宅石塀 登録有形文化財(建造物) 明治 20130621 南さつま市 133 永利のオガタマノキ 史跡名勝記念物 19441113 薩摩川内市

82 旧鯵坂家住宅蔵 登録有形文化財(建造物) 明治 20130621 南さつま市 134 清色城跡 史跡名勝記念物 20040930
薩摩川内市
入来町

83 旧鯵坂家住宅門 登録有形文化財(建造物) 明治 20130621 南さつま市 135 蒲生のクス 史跡名勝記念物
19220308

（19520329）
姶良郡蒲生
町

84 旧勝目郵便局 登録有形文化財(建造物) 昭和前 20070515 南九州市 136
大口筋、白銀坂、 龍門司
坂

史跡名勝記念物 20060728
鹿児島市、
姶良市

85
旧陸軍知覧飛行場着陸訓
練施設鎮碇

登録有形文化財(建造物) 昭和前 20070731 南九州市 137
大隅正八幡宮境内及び社
家跡

史跡名勝記念物 20131017 霧島市

86 旧陸軍知覧飛行場弾薬庫 登録有形文化財(建造物) 昭和前 20070731 南九州市 138 南浦文之墓 史跡名勝記念物 19360903 姶良市

87
旧陸軍知覧飛行場防火水
槽

登録有形文化財(建造物) 昭和前 20070731 南九州市 139
大隅国分寺跡附宮田ヶ岡
瓦窯跡

史跡名勝記念物 19210303
霧島市、姶
良市

88 横峯家住宅主屋 登録有形文化財(建造物) 明治 20070731 南九州市 140 隼人塚 史跡名勝記念物 19210303 霧島市

89 川上中学校本校舎 登録有形文化財(建造物) 昭和中 20090428
肝属郡肝付
町

141 上野原遺跡 史跡名勝記念物 19990114 霧島市

90
宮ヶ浜港防波堤（捍海
&#38532;）

登録有形文化財(建造物) 江戸 20080418 指宿市 142 ヤッコソウ発生地 史跡名勝記念物 19220308 日置市

91 蜷川菓子店店舗兼主屋 登録有形文化財(建造物) 大正 20081023 指宿市 143 桂菴墓 史跡名勝記念物 19360903 鹿児島市

92 坂本家住宅主屋 登録有形文化財(建造物) 大正 20081023 指宿市 144
仙巌園、附　花倉御仮屋
庭園

史跡名勝記念物 19580515 鹿児島市

93 中俣家住宅主屋 登録有形文化財(建造物) 明治 20081023 指宿市 145
旧集成館、附寺山炭窯、
関吉疎水溝

史跡名勝記念物 19590225 鹿児島市

94 丸十金物百貨店店舗 登録有形文化財(建造物) 明治 20081023 指宿市 146 鹿児島紡績所跡 史跡名勝記念物 19590225 鹿児島市

95 丸十金物百貨店蔵 登録有形文化財(建造物) 明治 20081023 指宿市 147 旧島津氏玉里邸庭園 史跡名勝記念物 20070726 鹿児島市

96 安田家住宅門及び石垣 登録有形文化財(建造物) 明治 20071205 南九州市 148 キイレツチトリモチ産地 史跡名勝記念物 19210303 鹿児島市

97 安田家住宅主屋 登録有形文化財(建造物) 明治 20071205 南九州市 149 城山 史跡名勝記念物 19310603 鹿児島市

98 安田家住宅土蔵一 登録有形文化財(建造物) 明治 20071205 南九州市 150
宝島女神山の森林植物群
落

史跡名勝記念物 20120919
鹿児島郡十
島村

99 安田家住宅土蔵二 登録有形文化財(建造物) 明治 20071205 南九州市 151 ヤクシマカワゴロモ生育地 史跡名勝記念物 20100805
熊毛郡屋久
島町

100 松下家住宅土蔵 登録有形文化財(建造物) 明治 20071205 南九州市 152
志布志市夏井海岸の火砕
流堆積物

史跡名勝記念物 20120919 志布志市

101 松下家住宅石垣 登録有形文化財(建造物) 明治 20071205 南九州市 153
志布志のカワゴケソウ科
植物生育地

史跡名勝記念物 20100222 志布志市

102 松下家住宅主屋 登録有形文化財(建造物) 明治 20071205 南九州市 154 志布志の大クス 史跡名勝記念物 19411113 志布志市

103 吉田家住宅土蔵 登録有形文化財(建造物) 明治 20071205 南九州市 155
志布志麓庭園、天水氏庭
園、平山氏庭園、福山氏
庭園

史跡名勝記念物 20070726 志布志市

104 瀬留カトリック教会司祭館 登録有形文化財(建造物) 明治 20080418
大島郡龍郷
町

156 志布志城跡 史跡名勝記念物 20050714 志布志市
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157
万之瀬川河口域のハマボ
ウ群落及び干潟生物群集

史跡名勝記念物 20070206 南さつま市 206 旧集成館機械工場 国宝・重要文化財(建造物) 江戸末期 19620621 鹿児島市

158 枇榔島亜熱帯性植物群落 史跡名勝記念物
19210303

（19560719）
志布志市 207 旧鹿児島紡績所技師館 国宝・重要文化財(建造物) 江戸末期 19620621 鹿児島市

159 栫ノ原遺跡 史跡名勝記念物 19970311 南さつま市 208 鹿児島旧港施設 国宝・重要文化財(建造物) 江戸末期 20071204 鹿児島市

160 横瀬古墳 史跡名勝記念物 19430908
曽於郡大崎
町

209 鹿児島旧港施設 国宝・重要文化財(建造物) 明治 20071204 鹿児島市

161 知覧麓庭園 史跡名勝記念物 19810223 南九州市 210 鹿児島旧港施設 国宝・重要文化財(建造物) 明治 20071204 鹿児島市

162 知覧城跡 史跡名勝記念物 19930507 南九州市 211
二階堂家住宅(鹿児島県
肝属郡高山町)

国宝・重要文化財(建造物) 江戸後期 19750623
肝属郡肝付
町

163 唐仁古墳群 史跡名勝記念物 19340122
肝属郡東串
良町

212
二階堂家住宅(鹿児島県
肝属郡)

国宝・重要文化財(建造物) 明治 19750623
肝属郡肝付
町

164 塚崎古墳群 史跡名勝記念物 19450222
肝属郡肝属
町

213
古市家住宅(鹿児島県熊
毛郡中種子町)

国宝・重要文化財(建造物) 江戸末期 19940712
熊毛郡中種
子町

165 塚崎のクス 史跡名勝記念物 19400210
肝属郡肝属
町

214
泉家住宅(鹿児島県大島
郡笠利町)

国宝・重要文化財(建造物) 明治 19940712 奄美市

166
喜入のリュウキュウコウガ
イ産地

史跡名勝記念物
19210303

（19520329）
鹿児島市 215

泉家住宅(鹿児島県大島
郡笠利町)

国宝・重要文化財(建造物) 明治 19940712 奄美市

167 高山城跡 史跡名勝記念物 19450222
肝属郡肝付
町

216
泉家住宅(鹿児島県大島
郡笠利町)

国宝・重要文化財(建造物) 明治 19940712 奄美市

168 坊津 史跡名勝記念物 20010129 南さつま市 217 甑島のトシドン 重要無形民俗文化財 19770517

169 指宿橋牟礼川遺跡 史跡名勝記念物 19241209 指宿市 218 市来の七夕踊 重要無形民俗文化財 19810121

170 稲尾岳 史跡名勝記念物 19670706
肝属郡大隅
町・錦江町・
肝属町

219 秋名のアラセツ行事 重要無形民俗文化財 19850112

171 佐多旧薬園 史跡名勝記念物 19321019
肝属郡南大
隅町

220 東郷文弥節人形浄瑠璃 重要無形民俗文化財 20080313

172 鹿児島県のソテツ自生地 史跡名勝記念物
19230307

（19520329）

指宿市、南
さつま市、
肝属郡南大

221 南薩摩の十五夜行事 重要無形民俗文化財 19810121

173 薩摩黒島の森林植物群落 史跡名勝記念物 20110921
鹿児島郡三
島村

222 赤木名城跡 史跡名勝記念物 20090212 奄美市

174 広田遺跡 史跡名勝記念物 20080328
熊毛郡南種
子町

223 徳之島明眼の森 史跡名勝記念物 20130327
大島郡伊仙
町

175 屋久島スギ原始林 史跡名勝記念物
19241209

（19540320）
熊毛郡屋久
島町

224
天降川流域の火砕流堆積
物

史跡名勝記念物 20130327 霧島市

176 宇宿貝塚 史跡名勝記念物 19861007 奄美市 225 絹本著色八相涅槃図
国宝・重要文化財(美術工芸
品)

鎌倉 19720530

177
大和浜のオキナワウラジ
ロガシ林

史跡名勝記念物 20080328
大島郡大和
村

226 秋草蝶鳥鏡
国宝・重要文化財(美術工芸
品)

鎌倉 19531114

178 小湊フワガネク遺跡 史跡名勝記念物 20100805 奄美市 227
赤糸威鎧〈兜・大袖・杏葉
付／〉

国宝・重要文化財(美術工芸
品)

鎌倉 19640526

179
喜界島の隆起サンゴ礁上
植物群落

史跡名勝記念物 20140318
大島郡喜界
町

228
銅鏡〈花鳥文様／永仁二
年三月十八日施入ノ銘ア
リ〉

国宝・重要文化財(美術工芸
品)

鎌倉 19180408

180 神屋・湯湾岳 史跡名勝記念物 19681108
奄美市、大
島郡宇検村

229 銅鏡〈秋草双雀文様／〉
国宝・重要文化財(美術工芸
品)

鎌倉 19180408

181
徳之島カムィヤキ陶器窯
跡

史跡名勝記念物 20070206
大島郡伊仙
町

230 銅鏡〈唐草鴛鴦文様／〉
国宝・重要文化財(美術工芸
品)

鎌倉 19180408

182 住吉貝塚 史跡名勝記念物 20070726
大島郡知名
町

231 銅鏡〈籬ニ菊双雀文様／〉
国宝・重要文化財(美術工芸
品)

鎌倉 19180408

183 船大工樗木家関係資料
国宝・重要文化財(美術工芸
品)

江戸 19950615 薩摩川内市 232 柏樹鷹狩鏡
国宝・重要文化財(美術工芸
品)

鎌倉 19531114

184
鹿児島県上野原遺跡出土
品

国宝・重要文化財(美術工芸
品)

縄文 19980630 霧島市 233
新田神社文書（百二十四
通）

国宝・重要文化財(美術工芸
品)

鎌倉～江
戸

19830606

185 鹿児島県前原遺跡出土品
国宝・重要文化財(美術工芸
品)

縄文時代 20120906 霧島市 234
松梅蒔絵櫛笥〈附属品竝
目録共／〉

国宝・重要文化財(美術工芸
品)

室町 19270425

186
文禄三年島津氏分国太閤
検地尺〈石田三成署判／〉

国宝・重要文化財(美術工芸
品)

安土桃山 19800606 鹿児島市 235 太刀〈銘備前国住雲次／〉
国宝・重要文化財(美術工芸
品)

南北朝 19270721

187
形削盤〈／一八六三年、オ
ランダ製〉

国宝・重要文化財(美術工芸
品)

欧米　19
世紀

20000627 鹿児島市 236 ヨッカブイ
記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財

19971204

188 銀板写真（島津斉彬像）
国宝・重要文化財(美術工芸
品)

江戸 19990607 鹿児島市 237 加治木のくも合戦の習俗
記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財

19961128

189 木村嘉平関係資料
国宝・重要文化財(美術工芸
品)

江戸 19980630 鹿児島市 238 吉左右踊・太鼓踊
記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財

19761225

190 太刀〈銘国宗／〉
国宝・重要文化財(美術工芸
品)

鎌倉 19270721 薩摩川内市 239 現和の種子島大踊
記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財

19741204

191 大久保利通関係資料
国宝・重要文化財(美術工芸
品)

江戸～明
治

20040608 薩摩川内市 240 甑島の葛布の紡織習俗
記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財

19700301

192 鹿児島県広田遺跡出土品
国宝・重要文化財(美術工芸
品)

弥生 20060609 鹿児島市 241 薩摩の水からくり
記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財

19841220

193 鹿児島県広田遺跡出土品
国宝・重要文化財(美術工芸
品)

弥生～古
墳時代

20090710
熊毛郡中種
子町

242 薩摩の馬踊りの習俗
記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財

20020212

194 八幡神社本殿 国宝・重要文化財(建造物) 室町後期 19490530 伊佐市 243 市来の七夕踊
記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財

19700608

195
祁答院家住宅(鹿児島県
大口市里)

国宝・重要文化財(建造物) 江戸後期 19750623 大口市 244
種子島のまるきぶねの製
作習俗

記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財

19690301

196
祁答院家住宅(鹿児島県
大口市里)

国宝・重要文化財(建造物) 江戸中期 19750623 大口市 245 種子島南種子の座敷舞
記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財

19951226

197
祁答院家住宅(鹿児島県
大口市里)

国宝・重要文化財(建造物) 江戸中期 19750623 大口市 246
種子島宝満神社のお田植
祭

記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財

19701100

198 箱崎神社本殿 国宝・重要文化財(建造物) 室町後期 19890519 伊佐市 247 諸鈍芝居
記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財

19710421

199 霧島神宮 国宝・重要文化財(建造物) 江戸中期 19890519 霧島市 248 西之表の種子鋏製作技術
記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財

20120308

200 霧島神宮 国宝・重要文化財(建造物) 江戸中期 19890519 霧島市 249 大浦町の疱瘡踊
記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財

19780131

201 霧島神宮 国宝・重要文化財(建造物) 江戸中期 19890519 霧島市 250 東郷人形浄瑠璃
記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財

19791207

202 旧増田家住宅 国宝・重要文化財(建造物) 明治 20141210 薩摩川内 251 芭蕉布の紡織習俗
記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財

19690301

203 旧増田家住宅 国宝・重要文化財(建造物) 明治 20141210 薩摩川内 252 平瀬マンカイ
記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財

19731105

204 旧増田家住宅 国宝・重要文化財(建造物) 大正 20141210 薩摩川内 253 与論の十五夜踊
記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財

19720805

205 旧増田家住宅 国宝・重要文化財(建造物) 大正 20141210 薩摩川内
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図 1 鹿児島県における文化財等の分布 
注）無形文化財などの所在地（緯度・経度座標値データ）不明は除く。 
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（文化庁の国指定文化財等データベースにより作成） 
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図 2 鹿児島県本土の山地災害危険地区マップ 

（鹿児島県：http://sanchimap.pref.kagoshima.jp/sanchisaigai/index.php より） 

 
震、洪桜島火山の噴火などのハザードマップを合わせてみても、被災する可能性がある文化財も

ある。 
 次に、研究対象地域である沖永良部島と徳之島における文化財などの分布をみよう。国土地理

院 2 万 5 千分 1 地図情報閲覧サービスの地図データを利用して、文化庁の国指定文化財等データ

ベースにある文化財のほかに、未指定の文化財などの所在も分布図にした（図 3、図 4）。 
沖永良部島は、知名町に大山（標高 245m）があるくらいで平坦な島である。縄文から弥生時

代の中甫洞穴遺跡、縄文時代後期の神野遺跡、琉球王朝時代に関わる世之主の墓（写真 1）、世之

主神社があり、西郷隆盛の南洲翁流謫地跡、南洲神社（写真 2）もある。また、沖永良部島は隆

起珊瑚礁石灰岩を中心とする地質から、大山周辺の斜面には、湧水池や暗
く ら

川
ご う

（暗い地下を流れる

川）などの水源地（写真 3）、昇竜洞（写真 4）など鍾乳洞がみられる。 
徳之島は、島の中央には井之川岳（645m）、北部には天城岳（533m）などの山々がある。海岸

道路沿いには、戦艦大和慰霊塔（写真 5）、西郷隆盛謫居記念碑（写真 6）など数多くの文化財な

どが分布している。内陸部には、大城跡や大和城跡、白井神社（写真 7）などがある。 
 次に、図 3 と図 4 と、鹿児島県が提供している山地災害危険地区の分布図（図 5）と合わせて

みよう。両島では、集中豪雨や台風などによって、土砂災害などの被害を受けやすい地域が、内
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陸の一部の地域に分布している。両島では、海岸道路沿いに文化財などが多くあるため、土砂災 

 

 

 

 

 

 

   写真 1 世之主の墓         写真 2 南洲神社          写真 3 住吉暗川    

   

 

 

 

 

 

 

                                      写真 4 昇竜洞  

                                  （2015 年 11 月 12 日～14 日 筆者撮影） 

図 3 沖永良部島における文化財等の分布 
（国土地理院 2 万 5 千分 1 地図情報閲覧サービス、鹿児島県高等学校歴史部会（2005）、現地調査により作成） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 徳之島における文化財等の分布 

写真 5 戦艦大和慰霊塔 

 

写真 6 西郷隆盛謫居 

    記念碑 

写真 7 白井神社 

（2015 年 9 月 16 日～

17 日 筆者撮影） 



－ 134 －

（国土地理院 2 万 5 千分 1 地図情報閲覧サービス、鹿児島県高等学校歴史部会（2005）、現地調査により作成） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Copyright(C) 2012 pref Kagoshima Japan All Rights reserved. 

図 5 沖永良部島・徳之島の山地災害危険地区マップ 
（鹿児島県：http://sanchimap.pref.kagoshima.jp/sanchisaigai/index.php より） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
害の被害よりも、集中豪雨や台風とそれに伴う高潮などによる災害対策をしなくてはならないだ

ろう。 
現地でのフィールド調査を行っていると、文化財などの案内（標識や説明）が整備されていな

くて（案内板の老朽化、破損などによって）、その所在が分かりにくいものがあった。また、文化

遺産の所在地確認を行っていると、集中豪雨や台風などによって被害を受けたまま修繕されてい

ない箇所もいくつかみられた（写真 8）。財政的にも、こういった修繕に予算がまわるのが困難か

もしれないが、インフラ整備も含めて、地方自治体と地域住民などによる地域の文化遺産の案内

などの再整備が求められる。 
 
3．おわりに 

近年、過疎化や高齢化の状況により、地域の文化財などを守り伝えてきた伝統が失われつつあ

る。また、災害時は文化遺産だけなく地域全体が大きな被害を受けており、文化遺産を優先的に

災害から守る活動は必ずしも期待できない。 
そのため、国指定などの重要文化財だけではなく、地域の歴史的価値のある文化遺産（古文書

や考古・民俗資料、建築物など）なども含めて、地域全体を総合的に守る方向で防災力向上を図

写真 8 修繕されず放置されたコン

クリート壁（徳之島） 

（2015 年 9 月 16 日 筆者撮影） 
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っていく必要がある。島嶼部の場合は自然災害で被災すると、なかなか現場に立ち入ることがで

きないため、文化財などの所有者（管理者）、地域住民、行政が連携による防災・減災対策は急務

である。 
その活動の中で、災害後の被災した文化財や資料などを救うレスキュー活動だけでなく、平時

から、次の世代へ継承するために、地域の文化遺産の保全活動およびその担い手となる人材の育

成していかなければならない。 
今回は、文化財の分布図とハザードマップを 1 枚の地図に合わせる作業が間に合わなかったの

で、技術面も含めて今後の課題としたい。そして、今後も地理学の立場から、GIS を活用した地

域遺産の所在などの地理空間情報の蓄積とデータベース化を行い、歴史学や関連分野の研究者と

も連携して、新たな地域の災害に強い防災・減災システムに役立てていきたい。 
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ブロードバンド未整備地域における 
防災 Wi-Fi ステーションの設置と運用に関する研究 

 

 

学術情報基盤センター 升屋 正人 
 

 

１．はじめに 
 

 災害発生時に拠点となる避難所等においては，避難者が災害に関連した情報を収集する「外か

ら内の通信手段」とともに，被災状況を自治体等の関係各所に配信する「内から外への通信手段」

が必要となる．従来から用いられているテレビ・ラジオ・電話に加えて，最近では電子メール，

ホームページ，SNS などが双方向の通信手段として用いられるため，避難所等においてはインタ

ーネット接続環境が欠かせない．インターネットに接続するだけであれば電話回線や衛星回線で

もよいが，災害発生時にはテレビ放送と同じ内容をインターネット上で配信する IP サイマル放送

も行われる場合があり，その視聴には高速・広帯域でインターネットにアクセスするための通信

回線であるブロードバンドが必要である．被災状況を撮影した画像や動画を避難所等から配信す

る場合もあるため，防災拠点においてブロードバンドは欠かせない．さらに，PC やスマートフォ

ン，タブレットなど，さまざまな機器をインターネットに接続するためには，無線 LAN による

ブロードバンド接続環境が必要となる． 
 こうした災害時の情報の受発信を目的として全国で防災 Wi-Fi ステーションの整備が進められ

ている．国の補助金によるもののほか，自治体独自の財源での整備も行われている．国の補助金

は防災のみを目的としたものではなく，観光などでの平時の利用も目的とした Wi-Fi 環境の整備

に対するものとなっており，その場合「観光・防災 Wi-Fi ステーション」と呼ばれる．また，国

が「Wi-Fi ステーション」と言う場合，狭義には無線 LAN アクセスポイント機能に加え，蓄電池

設備，サイネージ機能や街路灯の機能を備えた屋外設置の設備を指す．しかし，国においても，

公衆無線環境整備支援事業として，狭義の Wi-Fi ステーションに止まらず無線 LAN アクセスポ

イントの自治体による整備を支援している．そこで，本稿では屋内外を問わず防災拠点において

無線 LAN アクセスポイントによるインターネット接続を提供する設備を防災 Wi-Fi ステーショ

ンと呼ぶことにする． 
防災 Wi-Fi ステーションは，ブロードバンドが整備されている地域であれば，ブロードバンド

回線と無線 LAN アクセスポイントのみで容易に設置ができる．ところが，鹿児島県内にはブロ

ードバンド未整備の地域がまだ多い．未整備の地域は人口集中地域から離れており，交通の便が

悪く災害時には孤立することが想定される場合が多い．このような地域にこそ，災害時の情報受

発信手段の確保が欠かせないにも関わらずブロードバンドが未整備となっており，災害時の情報

受発信が難しい状況にある． 
そこで本研究では，ブロードバンド未整備地域において防災 Wi-Fi ステーションを設置するた

めに必要な技術的検討を行うとともに，運用上の諸問題を調査，考察することにした． 
 ブロードバンド未整備地域では，都市部と同等のブロードバンド接続サービスの利用はできな

い．事業所向けの専用線サービスは提供されている場合は多いが，月額料金が数十万円以上と高

額であるため，地域住民や自治体による負担は難しい．そこで，最も近いブロードバンドサービ

ス提供地域と無線 LAN を用いて結ぶ方法を用いることにした．無線 LAN による通信を実現する

には，距離や見通しなど地理的条件の制約があるため，任意のブロードバンド未整備の地域で適

用できるわけではない．しかし条件さえ整えば，最低限の導入，維持費用で W-Fi ステーション

の整備ができることになる．本稿では，ブロードバンド未整備地域である南さつま市秋目地区を

対象として防災 Wi-Fi ステーションの実現方法及び運用上の課題について検討した結果を述べる． 
 
2. 秋目地区について 
 
 南さつま市秋目地区は薩摩半島の南西，沖秋目島を望む秋目湾の奥に位置する漁業集落であり，
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2010 年の統計では，世帯数は 69 戸，人口 113 人，高齢化率 58.4%となっている．本研究の取り

組みとは独立に，鹿児島大学のボランティアサークルが地域活性化に取り組んでいる地域の一つ

である．古くは奈良時代に鑑真がわが国への上陸を果たした地であり，集落の外れにはその生涯

などを紹介する鑑真記念館がある．また，1967 年公開の映画『007 は二度死ぬ』の主要なロケ地

の一つであり，鑑真記念館前にはその記念碑も設置されている． 2005 年に合併して南さつま市

となる以前は坊津町の一部であった．公共交通機関はなく，薩摩半島の海沿いの国道 226 号線と，

秋目峠を越えて大浦地区に至る県道 271 号線による三方からの自動車によるアクセス以外に地区

を訪れる方法はない．交通の便は良いとは言えず，道路上で土砂災害が発生した場合には孤立の

可能性も高い． 
 秋目地区では通信事業者によるブロードバンドサービスは提供されていない．これは，人口集

中地域から遠く，世帯数も少ないことから採算が取れないためである．一般加入電話については

全世帯に対して NTT がサービスを行わなければならないユニバーサルサービスとして位置付け

られているため，NTT 坊津局によりサービスが提供されている．NTT 坊津局には ADSL 設備が

導入されている．これにより秋目地区については，各種統計上，ブロードバンド化が完了したこ

とになっている．ところが，ADSL は NTT 局舎からの距離が線路長で 4km 程度がサービス提供

の限界である．秋目地区は NTT 坊津局から線路長で 9km 以上離れており，ADSL サービスを申

し込んでも利用することができない．実際に，地区住民からの依頼で NTT が調査を行ったが，

ADSL サービスの利用はできなかった．ADSL が距離に依存し，遠距離では利用できないこの問

題は技術的に回避が不可能である．また，光ファイバによるブロードバンドサービスは提供の予

定が現在のところない．採算が取れないため通信事業者によるサービスは期待できず，莫大な費

用がかかるため自治体による整備も期待できない．技術的には，NTT 局舎内に設備を導入して光

ファイバケーブルを敷設するだけなので困難は全く無いが，導入費用及び運用費用の確保は極め

て困難である．このため，将来にわたってブロードバンドサービスの提供は難しい．秋目地区で

ブロードバンドを実現するには新しい別の方法が必要である． 
 携帯電話事業者によるサービスは NTT ドコモとソフトバンクにより提供されている．ソフトバ

ンクは実質的に通話のみのサービスであるが，超高速ブロードバンドに分類される第 3.9 世代に

位置付けられる携帯電話の通信技術である LTE（Long Term Evolution）によるデータ通信サー

ビスが NTT ドコモにより最近になって提供されるようになった．NTT ドコモのホームページに

よれば，秋目地区周辺は 800MHz 帯による受信時最大 75Mbps または 37.5Mbps とされるサービ

スエリアであり，スマートフォンやタブレットによる無線ブロードバンドの利用が可能である．

ただし，携帯電話事業者による無線ブロードバンドサービスは，通信量に制限があるか，通信量

に応じて高額となるため，動画の視聴等には向かない．また，複数の端末による回線共用も通信

量が多くなるため難しい．ブロードバンドサービスと同様に防災 Wi-Fi ステーションに用いるこ

とができるかについては検証が必要である． 
 
3. 秋目地区へのブロードバンドの延長 
 

 通信事業者も自治体もブロードバンドの整備に取り組まないのであれば，残る担い手は地域住

民しかいない．地域住民のみの力で実現するには，可能な限りコストを低く抑えなければならな

い．そこで，莫大な費用をかけることなく，秋目地区においてブロードバンドを利用するため，

「ブロードバンドサービス提供地域と無線 LAN で結ぶ」方法を用いることにした．このアイデ

アは，ブロードバンド未整備地域においてブロードバンドを体験させるイベントを開催する中で

着想に至った[1]もので，鹿児島県十島村や三島村において，その仕組みの実証研究も行った．十

島村での取り組みについては[2]に，三島村での取り組みについては[3]に詳しい．これらは，ブロ

ードバンドサービス提供地域と利用地域を結ぶ仕組み自体を，地域住民が構築・運用することを

目指す取り組みである． 
 秋目地区から最も近いブロードバンドサービス提供地域は大浦地区となる．無線 LAN で秋目

地区まで延長できれば，大浦地区と同等の環境を秋目地区で実現できることになる．ただし，秋

目地区と大浦地区は見通しがとれているわけではなく，直接の無線通信はできない．しかし，秋

目地区と大浦地区を結ぶ県道 271 号線の最高地点となる秋目峠近くの山上に秋目地区のテレビ共

聴アンテナが設置されていた．テレビ難視聴エリアでもある秋目地区では，この共聴アンテナに
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よりテレビ放送を受信している．この共聴アンテナ柱から，大浦地区と秋目地区の双方を見通す

ことができる．ここを中継拠点とすることで，秋目－大浦間の無線 LAN 通信を実現することに

した（図１）．秋目－共聴アンテナ間の距離はおよそ 1km，共聴アンテナ－大浦間はおよそ 2km
である．なお，共聴アンテナは地デジ化に際して１本が増設されている．無線 LAN アンテナを

取り付けるのは使用しなくなった旧共聴アンテナ柱とし，テレビ受信への影響が無いように配慮

した． 
 

 
 

図１：秋目－大浦間を結ぶ無線 LAN 中継回線の模式図． 
 
 大浦地区での拠点としては，南さつま市役所と協議して，南さつま市大浦支所を利用すること

にした．大浦地区に ADSL サービスを提供している NTT 大浦局は南さつま市大浦支所に隣接し

ており線路長は短く，大浦支所において問題無く ADSL サービスを利用することができる．また，

秋目地区での拠点としては，漁協関係者と協議して，南さつま漁協秋目支所（以下，秋目漁協）

の建物を利用することにした．これにより，大浦支所において ADSL 回線を契約し，無線 LAN
を中継回線として秋目漁協まで LAN 配線を延長する形を取ることにした． 
 
4. 無線 LAN による中継回線の構築 
 
 地域住民が自ら低コストで整備・運用を行うことを前提として，無線 LAN による中継回線の

構築は専門業者に依頼するのではなく，教員が中心となって必要最低限の人員により行った．用

いた機器は表１の通りである．機器のコストは定価総額で 30 万円程度となった． 
 

表１：中継回線に用いた機器 
機器名 メーカー・型番 数量 
無線 LAN アクセスポイント BUFFALO・WLA2-G54C ４ 
八木アンテナ BUFFALO・WLE-HG-DYG ４ 
アンテナ接続ケーブル BUFFALO・WLE-CC5 ４ 
受電アダプタ BUFFALO・WLE-POE-R33 ２ 
給電アダプタ BUFFALO・WLE2-POE-S ２ 

 
 設置に当たっては，まず，無線 LAN アクセスポイントを２台ずつ組にし，無線 LAN アクセス

ポイント間通信の仕組みである WDS（Wireless Distribution System）を設定して，正常に通信

ができることを確認した．無線規格として 2.4GHz 帯を使用する IEEE802.11g を用い，干渉を防

ぐため各無線 LAN アクセスポイントの組で異なるチャンネルを設定した．事前の設定及び確認

により，設置場所での設定作業は不要となり，作業を取り付け作業のみとすることができる． 
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①大浦支所 
 

ADSL モデム機能を内蔵したブロードバンドルータを電算機室内に設置し，ADSL 回線を接続

した．ブロードバンドルータの LAN ポートを，給電アダプタを介して屋上まで LAN ケーブルに

より延長し，受電アダプタと無線 LAN アクセスポイントを接続した．受電アダプタと無線 LAN
アクセスポイントは雨水の影響が無いよう給水タンクの下部に設置し，アンテナマストの中段に

取り付けた八木アンテナ（図２・右）と接続した． 
 

   
 

図２：左は秋目漁協屋上に設置した無線 LAN 八木アンテナ，中央は秋目峠近くの山上にある旧共聴アンテナ柱に

設置した無線 LAN 八木アンテナ（上は大浦支所，下は秋目漁協に向いている），右は大浦支所屋上に設置した無

線 LAN アンテナ・ 
 
②秋目峠山上共聴アンテナ柱 
 
 旧共聴アンテナ柱に，大浦支所と秋目地区の秋目漁協向けにそれぞれ八木アンテナを設置した

（図２・中央）．また，それぞれのアンテナに大浦，秋目，それぞれの無線 LAN アクセスポイン

トと WDS による接続設定を行った無線 LAN アクセスポイントを接続した．電源については，秋

目地区住民と協議した上で，テレビ共聴設備のブースターに用いるため新共聴アンテナ柱まで配

線されている電灯線を分岐して使用した． 
 
③秋目漁協 
 
秋目漁協建物の屋上に設置されていたアンテナ柱（現在は未使用）の下段に山上の共聴アンテ

ナ柱に設置した無線 LAN アクセスポイントと接続するための無線 LAN アクセスポイントと，八

木アンテナを取り付けた（図２・左）． 
 秋目－大浦間の無線区間のみでの通信帯域は最大で 16 Mbps となり，大浦支所におけるインタ

ーネット実効速度を上回る帯域を確保できた．これにより，秋目地区に延長したブロードバンド

回線におけるインターネットの実効速度は大浦支所内とほぼ同等となり，１回線のみではあるが，

秋目地区においてブロードバンド環境を実現することができた． 
 
5. 公衆無線 LAN サービスの提供 
 
 無線 LAN による中継回線を用いることで秋目漁協においてブロードバンド回線を利用できる

ようになった．そこで，これを用いて公衆無線 LAN サービスを提供することにした．八木アン

テナを取り付けた秋目漁協屋上のアンテナ柱の最上部に，無線 LAN 無指向性アンテナを取り付

け，無線 LAN アクセスポイントを接続した．中継回線との接続部にはルータを置き，無線 LAN
クライアントに対して DHCP による動的 IP アドレス割当を行う．大浦支所に設置したブロード

バンドルータにも DHCP サーバ機能はあるが，無線 LAN による中継回線区間を流れる通信を最

小化することで中継回線の帯域をできる限り多く確保するため，このような構成とした． 
 地域に対して，無線 LAN に接続するための SSID と WEP キーの情報を提供し，秋目地区住民
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及び地区訪問者が自由に使用できるようにした． 
秋目漁協における公衆無線 LAN サービスは，秋目漁協周辺の屋外においてノート PC，スマー

トフォン，タブレット等で利用できるほか，外付けアンテナを接続した無線 LAN ブリッジを用

いることで，近隣の世帯に設置したデスクトップ PC においても利用できる． 
 これにより，平時はブロードバンドインターネット接続サービスとしても利用でき，災害時に

は情報の受発信ができる防災 Wi-Fi ステーションを，ブロードバンド未整備地域である秋目地区

において実現できた． 
なお，秋目地区においては，避難所等の機能を果たす施設として診療所や公民館などがある．

これら施設について，秋目漁協から無線接続による回線の延長も可能であることを確認したが，

平時の利便性の点から常時公衆無線 LAN として稼働させる場所は秋目漁協のみとした．また，

津波防災を考えた場合，海に近く高台ではない秋目漁協建物は防災拠点としては適切ではない．

今回は，中継回線としての無線 LAN の利用可能性検証を目的としており，また，主に費用の面

から津波防災をも考慮した中継回線の整備については断念した． 
 無線 LANによる大浦－秋目間の中継回線の構築と秋目漁協における公衆無線LAN サービスの

提供は 2008 年度に着手・実証したものである．以後，現在に至るまで機器構成に大きな変更を

加えることはせず，配線の整理やハウジングボックスの取替など設置環境に関わる微調整を加え

ながら運用を継続してきている． 
 
6. 障害発生時の対応 
 
 2014 年以前に発生した障害は，雨水の浸入による機器及び配線の故障と，停電等による上流回

線の切断のみであり，致命的な障害は発生していかった．雨水の浸入による故障は，完全な防水

対策を行わない簡易な施工に起因するもので，コスト削減のため工事業者を使わずに機器の設置

を行っているため，ある程度はやむを得ないものであった．障害申告時の機器の目視による動作

確認や電源再投入については，地域住民にも協力いただいている．また，停電による回線断に際

しては，南さつま市職員に協力いただき，大浦支所内の ADSL モデムの電源を再投入するなどし

て復旧させることができた． 
 数年にわたって特に大きな障害もなく，地域住民等の協力を得て比較的安定した運用を継続で

きていたが，2015 年 8 月に発生した台風 15 号により，大きな被害を受けることになった．強風

により旧共聴アンテナ柱に取り付けられていたテレビアンテナがちぎれ飛び，旧共聴アンテナ柱

の支持ワイヤが切断され，無線 LAN アクセスポイントの収納ボックスがはじき飛ばされたので

ある．これにより，ボックスが脱落，雨水が浸入して２台の無線 LAN アクセスポイントが同時

に破壊されることとなった．共聴アンテナ柱までの経路も倒木が生じ，到達が困難な状態となり

機器の交換に時間を要した． 
無線区間の通信方法に２台１組で相互に設定を行う必要がある WDS を用いていたことも，復

旧に時間を要する原因となった．WDS による接続に際しては、互いの MAC アドレスを登録する

必要があり，機器を入れ替える場合には WDS により接続する双方の機器で設定をやり直す必要

がある．山上の機器２台の取替に際しては，大浦支所の機器と秋目漁協の機器の双方の設定を変

更する必要があり，中継区間で使用する４台すべての装置について設定作業が必要となった．実

際には，設置時と同じく予備機４台を用いて事前に設定及び通信確認を行い，４台すべてを交換

することで復旧させた． 
 
7. 携帯電話回線（LTE）による回線冗長化の検証 

 
 2015 年度は，もともと LTE 回線による回線冗長化の検証を行う予定であり，新規に導入した

機器及び契約した LTE 回線を用いて，無線区間に障害が発生した場合に自動的に LTE 回線に切

り替わるシステムの構築を大学内において行っていた．自動切り替えについて正常に動作するこ

とまで確認が完了していたところ，台風 15 号により無線区間が途絶する状況となったため，当該

システムを秋目漁協内に急遽設置し，無線区間復旧までの間，LTE 回線により公衆無線 LAN サ

ービスを行うことにした．図らずも実用に近い形で LTE 回線の検証を行うことができたことにな

る．しかし，LTE 回線は防災 Wi-Fi ステーションの上流回線としては利用が困難であることが明
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らかになった． 
 その最大の理由は，高速通信容量の制限にある．利用したサービスは NTT ドコモの回線を利用

した MVNO 事業者による月額 1,000 円程度の LTE データ通信サービスであるが，高速通信容量

に毎月 3GB の制限があった．秋目地区への設置後，短期間のうちにこの制限に達し，数百 kbps
以下の速度に制限されることとなった．パソコン向けの高画質動画では、30 分番組 1 本が 700MB
程度であることを考えれば，月 3GB はあまりに少ない．YouTube の標準画質の動画でもおよそ 6
時間で 3GB を超えてしまう．また，Dropbox や OneDrive などのクラウドストレージを利用して

いると，意識せずに通信が発生するほか，ウイルス対策ソフトのアップデートや Windows Update
など，バックグラウンドで発生する通信も多くある．複数の端末が接続するとなると，通信容量

はなお不足する．容量制限については 10GB のサービスもあるが，それでも十分とは言えない．

また，10GB のサービスでは月額料金が 2,500 円程度と高額になる．一方，通信帯域が 3Mbps に

制限されるが月額 2,500 円程度で通信容量が無制限のサービスもあるが，こちらは帯域が十分で

なく，複数端末での利用は難しい． 
 実際のところ，LTE 回線による暫定運用期間中において，公衆無線 LAN サービスを自宅で利

用している地域住民に以前と同様の状態に回線が復旧したとの認識は無く，無線 LAN を用いた

中継回線の復旧を待っていたようである． 
 
8. まとめ 
 
 ブロードバンド未整備地域において，防災Wi-Fiステーションを整備する方法として，無線LAN
を中継回線に用いる方法が有効であることを示すことができた．地域住民の参画により低コスト

の整備・運用を実現できており，数年間にわたり，継続的に運用することができている．一方で，

無線 LAN 回線障害時に自動切り替えを行う仕組みを構築することはできたが，LTE 回線を上流

回線とすることは，通信容量制限のため実用が困難であることが明らかになった．複数端末での

利用ではなく，１台のみで利用するのであれば問題はないため，LTE 回線は個々の端末でそれぞ

れ利用する形態を取ることがよいと思われる． 
今後は，地域の情報や防災情報を無線 LAN に接続した利用者に自動的に提供する仕組みを組

み込み，防災 Wi-Fi ステーションとしての機能を高めるとともに，自然災害の被害を受けても早

期に復旧できる機器構成を検討したいと考えている． 
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聞き取り調査と津波堆積物調査に基づく奄美諸島南部地域における津波履歴調査 
 

鹿児島大学 学術研究院理工学域 理学系 准教授 井村隆介 

鹿児島大学 大学院理工学研究科 林由佳里 

鹿児島大学 理学部 有村大樹 

 

 

 

1．はじめに 

奄美群島では，1911 年（明治 44 年）や 1995 年（平成 7 年）に喜界島周辺を震源とする地震で喜界島

や奄美大島沿岸に津波が押し寄せたことが知られている．1960 年（昭和 35 年）には，南米のチリで発生

した地震の津波が奄美群島にも到達して，名瀬でも 4ｍを超える津波を観測している．近年，この地域で

の巨大地震の可能性が指摘されており（Ando et al., 2009），聞き取り調査によっても，これまで考えられて

いたより大きい津波がこの地域を襲ってきたことが明らかになりつつある（岩本・後藤，2013；井村ほか，

2014）．これらのことをふまえ，著者らは奄美群島地域の津波堆積物調査を続けている．調査は継続中で

あるが，ここではこれまでに明らかになったことについて報告する． 
 
2．調査結果 

まず，空中写真（米軍撮影，1946 年；国土地理院撮影，1977 年，2012 年）を用いて地形区分

を行い，普段は台風による高波が入らず，かつ津波が襲来した際に堆積物が残りやすい，後背湿

地や河川沿いの氾濫原を調査候補地として選んだ．さらに，現地において圃場整備等によって地

表付近の人為的かく乱の有無を確認して，津波堆積物の調査地を選定した．本地域沿岸にはサン

ゴ礁が発達しており，台風による高波はリーフエッジで砕けるため，内陸部まで入ってくること

はほとんどない．つまり，内陸からの堆積物中にみられる海棲の貝・サンゴ・有孔虫を含む層は

津波によって運ばれてきた可能性が高い．奄美群島全域で 7 地点の掘削を実施し，うち 5 地点で

津波起源と考えられる堆積物が確認された． 

図．各地のトレンチ及びコアの柱状図 
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毛陣における調査は浜堤の裏にある後背湿地内で行った．地表から 20cm 付近までは耕作土で，

その直下には厚さ5cmの盛土が見られた．その下位の深さ25cmから70cmは古土壌からなるが，

深さ 35cm 付近には径 5cm 程度の貝殻や円礫を含む層準が存在する．この層準の土壌からは 250
±24 year/BP の 14C 年代が得られた．古土壌中に径の大きな貝殻や礫が散在することから，これ

らは津波によってもたらされた可能性が高い．地表から 70 cm 以下には直径 5cm 程度の海成の円

礫が多数確認された．円礫を含む層の下位にある砂層は厚さが非常に厚く，10 cm 程度の大きさ

のサンゴが含まれていた．この砂層は縄文時代の高海面期のものと考えられる． 
小湊における調査は集落南部を流れる小湊川の氾濫原内で行い，深さ 10cm から 20cm 付近で

腐植質の砂質土壌が見られた．その下位の深さ 20cm から 40cm には，白色の砂層が確認された．

その下位の深さ 40cm から 55cm には，深さ 10cm から 20cm に見られた腐植質の砂質土壌層と

よく似た層が見られた．腐植質砂質土壌に挟まれた白色の砂層は上下の層と明瞭に区別すること

ができ，大きさ約 3 cm のサンゴを多数含んでいた．これらのことから，この砂層は津波堆積物の

可能性が高い．この層の直下の土壌からは 2944±25 year/BP の 14C 年代が得られた． 
俵の調査地点は集落の北部にある入り江の奥で行った．この調査地点は湿地帯であったためジ

オスライサーを用いてコアを採取した．地表から 20cm から 30 cm 付近で見られた黄色の泥層か

らは，顕微鏡観察の結果サンゴが含まれていた．下位の泥層には古い植物片が多く含まれている

が，海棲の貝やサンゴのほか，円磨された粒子は確認できなかった．このことからサンゴを含む

黄色い泥層は津波堆積物である可能性が高い． 
伊子茂における調査は集落南部の谷底平野で実施した．深さ 5cm から 10 cm 付近に明瞭な砂層

が確認され，この層には約 2 cm の大きさのサンゴが多数含まれていた．下位の深さ 10cm から

25 cmには角礫を含む砂質泥層が確認され，25 cm以深では硬質で赤色を帯びた砂層が見られた．

この赤色の砂層はこの地域における基盤岩由来のもので，これらの層序から地表付近でみられた

サンゴを含む砂層は津波堆積物の可能性が高い． 
請阿室における調査地点は請阿室川の氾濫原内で行った．海岸より約 500m 離れており，今回

行った 5 箇所の地点の中で最も内陸である．掘削調査の結果地表より 5cm から 10 cm 付近で砂層

が見られ，砂層中には 2cm ほどのサンゴが含まれていた．下位の層は腐植質な砂礫層であり，海

棲の貝やサンゴは含まれていない．この調査地点は古い屋敷の敷地内であるため人為的に砂を撒

いた可能性もあるが，住民への聞き取り調査では，1960 年のチリ地震津波の際にもここまで津波

が達した証言が得られているので，この砂層も津波堆積物の可能性が高いといえる． 
 

3．おわりに 

本研究では，奄美群島のいくつかの地点で津波堆積物と考えられる地層が確認された．奄美群

島の津波堆積物については，これまでにも井村ほか（2014）の与路島での報告があるが，本研究

で俵，伊子茂，請阿室集落で見つかった津波堆積物は，井村ほか（2014）が報告した地表 30 cm
付近の砂層と同一時期のものである可能性がある．年代や分布を含めてより詳細な調査が必要で

ある． 
一方，今回の調査で見つかった津波堆積物の起源となる地震情報に関しては，ほとんど情報が

ない．地震の震源や津波履歴，津波の規模を知ることは奄美群島地域の今後の防災において重要

である．そのため，更に広範囲かつ詳細な調査の必要があると考えられる． 
 

引用文献 
Ando, M. et al. 2009, Is the Ryukyu subduction zone in Japan coupled or decoupled? -The necessity of 

seafloor crustal deformation observation. EPS, 61, 1031-1039. 
井村隆介ほか，2014a，鹿児島県奄美大島北部における  1960 年チリ地震津波被害の再検討．

JpGU2014，HSC25-P01． 
井村隆介ほか，2014b，鹿児島県奄美群島における津波堆積物調査（予報）．日本地質学会 121 年学術

大会，R19-P-6． 
岩本健吾・後藤和彦，2013，1911 年に喜界島近海で発生した巨大地震 (M8.0) に伴う津波の聞き取り

調査．JpGU2013，SSS31-P37． 
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簡易サーベイメータを用いた環境放射線モニタリング 

～鹿児島市防災計画に基づく走行サーベイを中心に～ 

自然科学教育研究支援センター 福徳康雄 

1. はじめに 

原子力災害対策指針 1)では、原子力施設において、1)止める、2)冷やす、3)閉じ込める等の物理

的多重防護が機能しなくなる事象の発生により、放射性物質が周辺環境に放出されるような事態

を「原子力緊急事態」と呼ぶ。その対応段階は、日常から災害に備える「準備段階」、放出された

放射性物質による放射線被ばくを抑止するための迅速な防護措置を実施する「初期対応段階」、放

射性物質の影響を適切に管理し防護措置の変更などを行う「中期対応段階」、被災地域の通常の社

会的・経済的活動への復帰の支援を行う「復旧段階」に区分する。この中でも、「初期対応段階」

においては、東電福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、環境放射線のモニタリング等情報

収集により事態を把握、原子力施設の状況や当該施設からの距離等に応じ、防護措置の準備やそ

の実施等を適切に進めることが重要である。このような対応を実現するため、「原子力緊急事態」

を、施設の状況に応じて、例えば震度 6 以上の大地震の発生時を「EAL1（警戒事態）」、全交流

電源喪失時を「EAL2（施設敷地緊急事態）」及び冷却機能喪失時を「EAL3（全面緊急事態）」の

3 つに区分し、各区分における原子力事業者、国及び地方公共団体のそれぞれが果たすべき役割

を明らかにしている。ここで概説する環境放射線モニタリングは、原子力発電所を地域に抱える

鹿児島県にあって、地域原子力防災に係り鹿児島大学が取り組める緊急時モニタリングの一例で

ある。 

2. 緊急時モニタリング 

原子力緊急事態において原子炉から放出される放射性物質の拡散する範囲は、放出時の気象条

件に依るが、「原子力災害対策重点区域（重点的に原子力災害に特有な対策を講じておく区域）」

である、原子力発電所を中心に概ね 5km 圏内の「PAZ（予防的防護措置を準備する区域）」や 5km
から 30km 圏内の「UPZ（緊急時防護措置を準備する区域）」で収束することはなく、原子炉施設

から 200km 以遠にも及ぶことも十分に想定される。放射性物質の異常な放出又はその恐れがある

場合に実施する環境放射線モニタリングを「緊急時モニタリング」と呼ぶ。その結果・解析の情

報は、住民が被ばくの低減を図るために実施される、「避難」や「屋内退避」等の防護措置を実施

するための判断基準である表 1 の「OIL（運用上の介入レベル）」に照らして、速やかに必要な措

置を実施する必要があるか否かの判断に活用される。 

表 1 避難または一時移転の判断基準 
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2.1 緊急時モニタリングの目的と体制 

繰り返しとなるが、緊急時モニタリングの目的は、環境放射線の状況に関する情報を収集する

こと、OIL に基づく放射線防護措置（図 1）を実施するための判断材料を提供すること、原子力

災害による人と環境に対する放射線影響を評価することにある。そのため、緊急時モニタリング

では、時間的・空間的に連続した放射線状況を把握しなければならない。事前対策として、迅速

な緊急時モニタリングを可能とする計画を策定し、モニタリングに係る要員及び資機材等の不足

によって緊急時モニタリングの機能が損なわれないよう、万全の対策を講じておく必要がある。 

 

図1 放射性物質の放出前後における指標及び防護措置 

2.2 緊急時モニタリングの段階 

緊急時モニタリングの段階は、事象の時間的推移に伴い、「初期モニタリング」、「中期モニ

タリング」、及び「復旧期モニタリング」に分けられる。「初期モニタリング」は、原子炉施設

から環境への放射性物質の放出及び拡散に伴う防護措置（住民等の屋内退避、避難措置等）に関

する判断に必要な項目のモニタリングを優先して行うことになる。測定する項目には以下のもの

がある。 

1) 原子力災害対策重点区域を中心とした空間放射線量率及び大気中の放射性物質の濃度 

2) 放射性物質の放出により影響を受けた環境試料中の放射性物質の濃度 

3) 広範な周辺環境における空間放射線量率及び放射性物質の濃度 

周辺環境における空間放射線量率の測定は、住民等の避難や屋内退避などの防護措置を判断す

る上で優先される環境モニタリングであり、線量の上昇が予想される場合、UPZ外においても実

施されることが望ましい。 

なお、避難誘導時の並行モニタリングの必要性のところで紹介するモニタリング機器は、避難

時のバス走行ルートにおいて、住民に線量率の逐次変化の情報を提供することができる可搬型の

簡易モニタリング機器である。 

3. 福島第一原発事故時の住民の避難誘導に見る並行モニタリングの必要性 

鹿児島市の防災計画2)では、EAL3（全面緊急事態）では、UPZ圏住民等の屋内退避を実施する

ことになっているが、事態の推移によっては、緊急時モニタリングの結果に基づき事前に計画さ

れた避難所への住民等の避難を実施しなければならない。その際、最も配慮しなければならない

ことは、避難時における放出源からの放射性プルームの拡散する方向や、各所における空間放射

線量率に関する的確な情報を入手することである。的確な情報を基に住民等の避難誘導を行うこ
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とにより、放射性物質を含んだプルームによる被ばくを低減することができる。無理な避難誘導

の結果、避難住民等が放射性プルームに晒されることも起こりうるので、屋内退避の基準を満た

す近隣の公共施設等への屋内退避を指示するほうが最良の選択と思われるケースもある。 

事故の際の避難においては、的確な避難情報に基づいた行動計画が最も重要である。福島第一

原子力発電所事故では、避難に際し、的確な情報が国や県から伝達されなかったため無用の住民

の被ばくがあり、健康に対する大きな不安を引き起こしたのは周知のとおりである。以下、その

事例を、日本科学技術ジャーナリスト会議「4 つの原発事故調を比較・検証する」2)から一部引用

して見ていくことにする。 

“福島では政府は住民に判断の材料となる情報を提供せず、避難の判断を住民個人に丸投げし

たと国会事故調は厳しく指摘している。自治体から住民への避難指示の伝達はきわめて迅速に行

われたが、政府の各自治体への緊急時の連絡体制はほとんど機能していなかった。 

避難先や避難方法は各自治体によりバラバラだった。第一原発が立地する大熊町は国交省が手

配したバスで田村市、郡山市など西の方角へ避難。同じく双葉町は、福島市に向かう途中の川俣

町へ避難。原発から 10km 圏内にある富岡町は川内村に避難。だが、川内村が、第一から 20～30km
圏内が屋内退避指示になったことから全村避難を決定。富岡町は川内村とともに郡山市に避難。

住民避難で問題となったのは浪江町である。浪江町は、10km 圏内避難指示を受け、役場機能を

町から北西方向およそ 27km にある津島地区に移転することとした。民間のバスやマイクロバス、

マイカーなどで住民は一斉に浜通りから阿武隈山中に移動した。 

だが、14 日の 3 号機水素爆発など原発事故の拡大を受け、15 日は町長の決断で、原発からお

よそ 60km離れた二本松へと避難。3月 15日夕方、第一原発から漏れ出した大量の放射性物質が、

南東風に乗って浪江町から飯館村、そして福島市方向へと流れ出した。折しも、福島県全域を前

線が通過したため雨となり、プルームとなって漂っていた放射性物質が降下沈着した。こうした

事態から、浪江町の住民の多くは「原発から北西方向の避難が、放射性物質が拡散してきた方向

と重なっていたので、大量の被ばくをした」と今でも不安を抱えている。実際は、多くの住民が

津島地区を後にしたのは午前中で、浪江町によると、ほとんどの住民が雨が降り出す前に二本松

市の東和地区に再避難を完了しており、大量被ばくをかろうじて免れている。だが、津島地区の

隣にある赤宇木地区の公民館に浪江町の住民 12 人は 3 月 30 日に二本松に避難するまで、現地に

とどまっていた。すなわち、15 日間もの間、彼らは高線量地域に避難していたのである。当時、

地元の各メディアが伝えていたのは県が発表していた空間線量が主で、その中に浪江町の情報は

含まれていなかった。実際は、文科省のモニタリングカーを用いた調査で、赤宇木地区に近いと

ころのデータは存在していた。3 月 15 日になって南相馬市は住民に自主避難を呼びかけている。

それに従って、多くの住民が飯館村方面に避難したとされている。そして、南相馬市の住民のう

ち、夕刻に避難を開始した住民らは、避難の最中に 15 日大量に放出されたプルームに遭遇してい

たかもしれない。“ 

以上引用した箇所は、全面緊急事態発生時における的確な情報の発信が、原子力事故において

住民等の放射線被ばくに対する不安を煽らない最重要項目であることを物語っている。 

4. 避難誘導時等の並行モニタリングの必要性 

住民等の避難誘導時等における並行モニタリングの実施は、後になって、避難誘導等が適正に

行われたかどうかを検証する際の資料として、また住民等の被ばく線量評価にも役立てることが

できる。さらに、その結果を確認することで、放射線の健康影響に対する不安の解消にも役立つ

と考えられる。 

そこで、次の項では並行モニタリングの進め方について紹介していくが、並行モニタリングは、

気象条件によっては放射性プルームの影響の及ぶUPZ外の地点でも活用してほしいものである。 
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 4.1 モニタリング機器の使い方 

本学アイソトープ実験施設では、通信機能を備える

環境放射線モニタリング機器として、「PA-1100 Radi、
（株）堀場製作所」（図2）と「NHL4（PEGASUS PRO）、

富士電機（株）」（図3）、そして高精度測定用EMF211
型ガンマ線スペクトロメーター（EMFジャパン）（図6）
の3機種を所有している。ただし、PA-1100とNHL4は
簡易型で、両機種ともエネルギー補償機能は具備して

いない。 

PA-1100はデータの自動記録が可能な通信機能を備

える機器で、アンドロイド端末とのBluetooth通信によ

り、GPSデータ（位置及び時間情報）と空間放射線量

率の値を連続して採録することが可能である（図4、図
5）。加えて、アンドロイド端末との連動により、 

取り込んだデータをマッピング機能を使って地図上

に線量毎に色分けして表示することもできる。NHL4
も同様の機能を有している。 

EMF211 ガンマ線スペクトロメーターは、検出器に

3×3インチNaI(Tl)シンチレーション検出器を採用し

ており、空間放射線量率や積算線量の測定が可能な機

器である。さらに，ガンマ線のエネルギースペクトル

の測定も可能であり，I-131，Cs-134，Cs-137の他，天然核種の

K-40やウラン系列・トリウム系列の核種の存在を確認することが

できる。鹿児島大学が保有する機種（写真右）では，GPSセンサ

ーが装備され，測定データに位置情報が追加されている。そのた

め，自動車などによる走行サーベイも可能になり，広範囲の線量

率マッピングを行うことができる。 

4.2 モニタリング機器の活用事例 

4.2.1 公開講座 夏休み体験学習「放射線ってどんなもの？」 

PA-1100 を例にとり、その使い方と公開講座での使用事例を紹

介する。PA-1100 と位置情報を ON にしたアンドロイド端末（Nexus7）との Bluetooth ペアリ

ングを行い、放射線の空間線量率を連続計測。GPS 位置情報（緯度、経度）を取得できているこ

とを確認。測定終了後、アンドロイド端末に保存されたデータをパソコンに送信・保存。PA-1100
測定データマッピング機能のウェブサイト 3)（RadiationMap:ブラウザとして Internet Explore
が必要）を開き、パソコンに保存されたデータファイル（csv 形式）をドラッグ、地図上にドロ

ップ。一般的な地図サイトと同じように、見える範囲を拡大・縮小したり移動させたりすること

ができる。また、USB の出力データをパソコンで採取することにより連続モニタリングも可能

（Radi PA-1100 取扱説明書）。 

図7は、2015年8月5日（水）に開催した体験学習「放射線ってどんなもの？」の学習内容のひ

とつ、「調査：大学キャンパスの自然放射線地図を作りましょう」の実施に当たり事前にデータを

採録したものである。調査は、地図上に示すポイント他8か所を徒歩で巡りながら、PA-1100を用

いて空間線量率を連続測定したものである。図中、数値は測定ポイント毎の空間放射線量率（単

位：毎時マイクロシーベルト、μSv/h）である。一番高いところは「理学部１号館ホール前」で

毎時0.112マイクロシーベルト（μSv/h）、一番低いところは「玉利池」の毎時0.026マイクロシー

 

図2 PA-100 

(Radi） 
図3 NHL4 

（PEGASUS PRO） 

 

図4 表示部 図5 トレンドグラフ

 

図6 EMF211型ガンマ線 

スペクトロメーター 
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ベルト（μSv/h）であった。なお、「理学部１号館ホール前」が相対的に高い線量率を示したのは、

玄関ホールの壁を彩る花崗岩によるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. 原子力防災訓練等での使用事例 

鹿児島市の原子力災害対策避難計画 4)によると、UPZ 圏内区域（郡山町、郡山岳町、西俣町、

花尾町及び有屋田町の一部 9 自治会）の住民と福祉施設等の入居者は、放射性物質放出時の風向

きなど、気象条件や道路の状況などを勘案して、自治会ごとに指定されたバス避難時集合場所か

ら、原則、三方向の避難方向・避難所へと向かうことになる（表 2、表 3）。なお、バス避難時集

合場所は、ルート 1 が峠、茄子田、

八重、雪平、大浦、ルート 2 が常

盤、本岳、西俣、里岳である。

UPZ 外の区域の住民等に係る防

護措置については、UPZ 内の住

民等に係る防護措置の基準に照

らして実施される。 

図 8 から図 11 は、鹿児島市の

設定している避難経路に沿って

実施した走行モニタリングの結

果を地図上に表示したものであ

る。図 8 は三方向の避難経路のう

ち吉野方面、郡山支所から吉野福

祉館までの経路。図 9 は、川内原

子力発電所事故を想定し、平成

25 年 10 月 12 日に実施された、

国が主導する震災後初となる原子力総合防災訓練にあわせて鹿児島市で行われた原子力防災訓練

での住民避難誘導における城西方面、鹿児島アリーナまでの並行モニタリング。この時は、鹿児

 

図7 歩行サーベイによる自然放射線測定（郡元キャンパス） 

表 2 避難所の所在地 

 

 

表 3 福祉避難所 
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島アリーナに避難してくる住民の放射性物質による汚染検査（スクリーニング検査）も行われた。 

 

 

図 8 避難経路（吉野方面）2014.3.30 図 9 避難経路（城西方面）2013.10.12 

 
図 10：避難経路（谷山方面）2015.12.20 図 11 緊急時モニタリング（ルート 1） 

2015.12.20 
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図 10 は、再稼働後初めてとなる、九州電力川内原子力発電所の事故を想定した、鹿児島県の原

子力防災訓練（平成 27 年 12 月 20 日実施）の際のバス避難時集合場所ルート 2 の住民の谷山方

面、谷山中学校までの避難誘導における並行モニタリング。図 11 は、防災訓練当日、バス避難時

集合場所ルート 1 に沿って実施した走行サーベイによる緊急時モニタリング。但し、実際のルー

トは、大浦構造改善センターから県道 36 号線に向かい郡山支所に戻るものである。 

訓練は以下の設定で行われた 5)。午前 7 時ごろ薩摩川内市沖で震度 6 強の地震が発生、直ちに

鹿児島市災害対策本部、続いて現地災害対策本部を設置、住民への広報を行う。その後、川内原

子力発電所が電源を失い、1、2 号機の原子炉冷却機能を喪失、炉心溶融に至る事態を想定。県の

避難計画に基づき、原発 5 キロ圏内 PAZ の住民避難が行われた後、放射性物質の放出。UPZ 圏

内にある郡山地区で緊急時モニタリングを実施、毎時 20 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ（μSv/h）の線量率を記録。

市は避難対応を協議し、防災行政無線や広報車で住民に「屋内退避」から一時移転となる段階的

「避難」に切り替ったことを連絡。これにより、バスで避難予定の郡山地域 UPZ 内一部住民と福

祉施設職員等は、市の用意したバスに乗車、避難退域時検査(スクリーニング)場所である河頭中

学校にてゲートモニターによる車輌のスクリーニング及び人のスクリーニングを経た後、それぞ

れ避難所となる谷山中学校と福祉センターに移動。谷山中学校では、ヨウ素剤の服用に関する医

師の指導と保健師による健康相談が行われた。 

4.2.3 福島第一原子力発電所周辺の線量率の経時的変化 

最後に、福島県双葉郡楢葉町（一部は富岡町）にある福島第二原子力発電所から福島第一及び

浪江町にかけ、沿岸部を走る国道 6 号線沿いの線量の経時的変化について紹介する。なお、同地

域一帯は、事故当初、住民の立ち退きや出入りの禁止を強制する 20km 圏内「警戒区域」に指定

図 12 福島第二から第一を経由する国道 6号線

沿い空間線量率の変化（2013.5.23） 

橋本達也准教授（総合研究博物館）提供 

図13福島第二から第一を経由する国道6号線

沿い空間線量率の変化（2015.4.27） 

井村隆介准教授（理工学研究科）提供 
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されていたが、平成 27 年 9 月時点 6)では、富岡町の一部、大熊町、双葉町、浪江町の大部分は年

間積算線量が 50mSv 超となるため、特別な許可がなければ立ち入りできない、継続的な避難を求

めている「帰還困難区域」である。但し、福島県沿岸部を走る国道 6 号線のうち、許可を受けた

車両以外は通行できなかった浪江町と富岡町の間のおよそ 14km 区間は、この区間の除染や復旧

作業が終わったことから通行止めは解除され、全線で一般車両の通行が可能になっている。 

図 12 は、総合研究博物館橋本達也准教授提供の、2013 年 5 月 23 日に採録された常磐自動車

道いわき中央辺りから広野 JC、国道 6 号線陸前浜街道を北上、双葉町歴史民俗資料館に至る経路

での走行サーベイのうち、富岡町から双葉町歴史民俗資料館に至る警戒区域を含む区域内の線量

率マッピングである。最も線量率の低いところで双葉町歴史民俗資料館の 0.8μSv/h、最も高い

ところで第一原発直近の地点における 16.7μSv/h であった 7)。図 13 は 2 年後の 2015 年 4 月 27
日に採録された同経路の線量率マッピング（理工学研究科井村隆介准教授提供）である。除染が

進んだこともあり、福島第一原発に近く最も線量率の高い場所で 7.7μSv/h、その他国道 6 号線

沿いで若干の低下が見られるが、大熊町、双葉町の住民にとって帰還までの道程はまだまだ先に

あるといわざるを得ないようである。 
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市町村自治体における地域防災体制の現状と課題 

－アンケート結果を踏まえて－ 

 

下川 悦郎 
 

 

１. はじめに 

平成２６年度に実施した「地域防災体制に関する市町村自治体アンケート」を踏まえて、

防災の最前線を担う市町村自治体における地域防災体制の現状と課題について考える。 
ご多忙のなかアンケート調査に回答いただいた市町村自治体の防災関係者に深く感謝す

る次第である。 
 
２．方法 

 アンケート調査は、基本情報（属性）、危機管理組織、市町村防災会議、防災協定等の締

結、自主防災組織等の活動に対する支援、地域防災計画等の見直し、ハザードマップの作

成公表、事業継続計画の策定、警戒避難対応および災害応急対応、災害復旧復興、市町村

自治体における地域防災の課題の１１項目からなる。設問の総数は４６である。回答は、

選択(二項選択回答形式、多項選択回答形式、無制限複数回答形式、制限複数回答形式)、

または記入（数値、文字）による。 

アンケート調査用紙を鹿児島県内４３の市町村自治体に発送し回答を依頼、すべての市

町村自治体から回答が寄せられた。 
 

３．市町村自治体における地域防災体制の現状と課題 

３．１ 危機管理組織 
(1) 危機管理業務の所管部局 
（現状） 
 防災を含む危機管理業務は、危機管理専門の部または課６自治体、総務課等に配置され

た係（あるいは室、チーム）３４自治体、係等に配置された防災等担当職員３自治体で所

管されている。 
（課題） 
 防災を含む危機管理業務を危機管理専門の部または課で所管している自治体は４万人以

上の人口を抱えた６市で、多くの自治体は係（または室やチーム）、あるいは係に配置され

た職員で所管しており、自然災害等の危機事象に十分に対応できる組織体制になっていな

い。 
(2) 危機管理監 
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（現状） 
 危機管理監（またはそれに類する役職）の配置について、配置している１１自治体、配

置していない３２自治体となっている。 
 危機管理官が担当する危機事象について、あらゆる危機事象４自治体、行政内部組織の

危機事象（個人情報の漏洩や職員の不祥事等）を除く危機事象４自治体、その他３自治体

となっている。 
危機管理監の組織上の位置づけについて、首長の補佐として危機管理監が危機管理部局

を統括４自治体、局長（または部長、課長）の補佐として危機管理監が危機管理部局を統

括５自治体、その他２自治体となっている。   
（課題） 
 専門職としての危機管理監を配置している市町村自治体は県内全自治体の４分の１程度

にとどまっている。 
自然災害の起こり方や規模は時代とともに大きく変遷を遂げている。そうした変化に即

した地域防災体制のいっそうの強化をはかるために、危機管理監等専門職の配置が望まれ

る。 
(3) 人材の確保と育成 
（現状） 
専門的な危機管理の知識や経験を有する人材の確保について、人事面で工夫している５

自治体、とくに工夫していない３７自治体となっている。 
人事面での工夫の内容について、危機管理や防災等の経験者を外部から採用１自治体、

その他４自治体（消防職員の配置など）となっている。                        

危機管理や防災に係わる人材育成のための職員研修（外部機関が行う研修への派遣も含

めて）について、実施している２５自治体、実施していない１７自治体となっている。 
職員研修の内容について（無制限複数回答）、災害・防災全般１２自治体、地震災害８自

治体、津波災害７自治体、防災情報７自治体、土砂災害６自治体、警戒避難対応６自治体、

災害応急対応６自治体、風害（竜巻災害を含む）６自治体、放射線災害５自治体、河川・

浸水災害４自治体、高潮災害３自治体、火山災害１自治体、復興・復旧１自治体、その他

１自治体となっている。 
（課題） 
 危機管理を担う人材の確保について、意識的に取り組んでいる自治体はいまだ数少ない。

自然災害等危機管理についてのスキルアップをはかるため職員研修を実施している自治体

が半数を超えるが、職員研修を実施していない自治体もある。市町村自治体における地域

防災を担う人材の育成は十分とは言えない。 
３．２ 市町村防災会議 
（現状） 
 市町村防災会議の設置について、設置している４２自治体、設置されていない１自治体
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となっている。設置の形態は単独設置である。  
市町村防災会議の活用について（無制限複数回答）、地域防災計画等の策定・見直し４２

自治体、域内関係機関の調整８自治体、大規模災害および複合災害への対応６自治体、そ

の他３自治体となっている。 
（課題）   
 市町村防災会議が設置されていない自治体がある。市町村防災会議の活用は必ずしも十

分ではない。住民への防災啓発や地域防災力の向上のために、防災会議をいっそう活用す

る必要がある。 
３．３ 防災協定等の締結 
(1) 他自治体 
（現状） 
他自治体との防災協定（あるいはそれに類する協定）の締結について、結んでいる３２

自治体、結んでいない１１自治体となっている。なお、鹿児島県では県と市町村との間で

「鹿児島県及び県内市町村間の災害時相互応援協定」が締結されている。 
防災協定等の内容について（無制限複数回答）、物資の援助３２自治体、職員（事務系、

技術系）の派遣２９自治体、避難住民の受け入れ１６自治体、消防職員の派遣１４自治体、

医療関係者の派遣１０自治体、平時における情報交換や職員の人事交流３自治体、その他

１自治体となっている。 
 防災協定等の締結先について（無制限複数回答）、県内の隣接する自治体２４自治体、県

内の隣接していない自治体１７自治体、県外の隣接する自治体７自治体、県外の隣接して

いない自治体１３自治体、広域連合３自治体、事務組合１自治体、その他９自治体となっ

ている。 
（課題） 
 県内のすべての市町村自治体が他自治体と防災協定を締結している。他県の自治体と協

定を結んでいる自治体もある。 
防災協定の内容については、物資の援助や防災要員の派遣など災害時の応援が主になっ

ている。防災に関わる情報交換や人材養成など平時における連携を強化する必要がある。 
(2) 団体、企業等 
（現状） 
団体、企業等との防災協定（あるいはそれに類する協定）の締結について、結んでいる

４０自治体、結んでいない３自治体となっている。 
 防災協定等の締結先について（無制限複数回答）、企業（建設関係企業）３４自治体、企

業（電気・通信等のライフライン関係企業）３３自治体、企業（ライフライン・建設関係

企業以外の企業）２４自治体、医療機関７自治体、社会福祉協議会５自治体、町内会・自

主防災組織等２自治体、ＮＰＯ・ボランティア団体等２自治体、商工会・青年会議所２自

治体、商店会１自治体、その他７自治体となっている。 
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（課題） 
 ほとんどの自治体が団体、企業等との間で防災協定を結んでいるが、結んでいない自治

体もある。地域防災力を向上させるうえで、企業等との連携を図ることは重要な課題であ

る。 
３．４ 自主防災組織等の防災活動に対する支援 
(1) 自主防災組織に対する防災活動支援 
（現状） 
市町村自治体における自主防災組織の組織率は７０～１００％、平均組織率は約９１％

である。 
自主防災組織の防災活動の現状について、全体として活動が活発３自治体、一部に活発

な組織もあるものの不活発な組織が多い３０自治体、全体として活動は低迷している８自

治体、現状を把握していない１自治体となっている。 
自主防災組織の活動に対する行政支援について（無制限複数回答）、防災担当職員や防災

アドバイザーの派遣による防災の助言・指導２６自治体、研修会や講習会による防災リー

ダーの育成１９自治体、活動資機材の支給・貸与１４自治体、活動資金の援助１２自治体、

災害時要援護者の支援８自治体、安否確認のための住民名簿の作成４自治体、その他２自

治体となっている。 
（課題）   
 市町村自治体における自主防災組織の組織率は大きく向上したが、その活動は全体とし

て不活発な状況にある。活動を活性化するための自治体の支援体制のいっそうの強化が望

まれる。 
(2) 市町村自治体の管内企業等に対する防災活動支援 
（現状） 
管内企業等の防災活動に対する支援について（無制限複数回答）、消防部局による防火対

策２３自治体、防火訓練等の指導・助言５自治体となっている。 
（課題） 
 管内に立地する企業等に対する市町村自治体の防災支援は限定的であり、企業等との地

域防災の連携をはかるために拡充する必要がある。 
３．５ 地域防災計画等の見直し 
（現状） 
 地域防災計画や防災対策に係わる条例、計画、指針、マニュアルについて、適宜見直し

ている３０自治体、あまり見直していない９自治体となっている。 
（課題） 
 地域防災計画や防災対策に係わる条例等について、多くの市町村自治体が適宜見直しを

行っているが、あまり見直しを行っていない自治体もある。 
３．６ ハザードマップの公表 
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（現状） 
 市町村自治体における災害種ごとのハザードマップの公表の状況については、以下の通

りである。 
河川・浸水災害のハザードマップの公表について、公表２６自治体、未公表４自治体、

作成中または作成予定６自治体、その他１自治体となっている。土砂災害のハザードマッ

プの公表について、公表２７自治体、未公表１自治体、作成中または作成予定１２自治体

となっている。地震災害（地盤災害）のハザードマップの公表について、公表１５自治体、

未公表９自治体、作成中または作成予定１０自治体、その他４自治体となっている。津波

災害のハザードマップの公表について、公表１５自治体、未公表５自治体、作成中または

作成予定１６自治体、その他２自治体となっている。火山災害のハザードマップの公表に

ついて、公表５自治体、未公表１７自治体、作成中または作成予定４自治体、その他９自

治体となっている。高潮災害のハザードマップの公表について、公表９自治体、未公表１

７自治体、作成中または作成予定５自治体、その他５自治体となっている。放射線災害の

ハザードマップの公表について、公表１９自治体、作成中または作成予定４自治体、その

他１０自治体となっている。 
（課題） 
 災害種ごとにハザードマップを作成し公表している自治体が増えているが、未作成未公

表の自治体も少なくない。ハザードマップの作成公表を急ぐ必要がある。 
３．７ 自治体の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定 
（現状） 
災害時における自治体の事業継続計画について、策定している３自治体、策定していな

い３３自治体、作成中または作成予定６自治体、その他１自治体となっている。 
（課題） 
 市町村自治体の事業継続計画について、策定または策定中としたのは９自治体で、多く

の自治体が未作成となっている。 
３．８ 警戒避難対応および災害応急対応 
(1) 実施組織 
（現状） 
 災害警戒本部及び災害対策本部を設置する基準について、策定している４２自治体、策

定していない１自治体となっている。また、災害が突発的に発生し首長と速やかな連絡が

取れない場合、あるいは首長に事故や不測の事態が生じた場合など対策本部の設置や応急

防災対応に係わる体制について、整備している３２自治体、整備していない１０自治体、

その他１自治体となっている。 
（課題） 
 首長の不在や事故など不測の事態における災害警戒本部及び災害対策本部の設置に関す

る基準が整備されていない自治体もある。災害警戒本部や災害対策本部の設置の遅れは警
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戒避難対応や災害応急対応に深刻な影響を及ぼすことがあり、早急に基準を整備する必要

がある。 
(2) 防災情報の収集・分析・伝達 
（現状） 
 防災情報の収集・分析・伝達を行う体制（要員、機器等）の整備について、十分整備さ

れている３自治体、ある程度整備されている３７自治体、ほとんど整備されていない３自

治体となっている。 
 整備の内容について（無制限複数回答）、通信手段が麻痺した場合に備えて衛星通信手段

を確保している２６自治体、情報収集・伝達システムを構築している２５自治体、民間の

気象関係企業等から防災情報を収集している１５自治体、雨量や河川水位等について独自

に防災情報を収集している１５自治体、消防団や自主防災組織との連絡体制を整え住民に

きめ細かな防災情報を提供している１３自治体、専門の要員を配置し防災情報の分析を実

施している１自治体、その他２自治体となっている。 
（課題） 
 ほとんどの自治体で防災情報の収集・分析・伝達体制の整備が進んでいるが、整備され

ていない自治体もある。また、専門の要員を配置し情報の分析を行っているのは１自治体

に過ぎない。防災情報の内容については、充実がはかられている。 
(3) 避難勧告等意思決定の判断基準 
（現状） 
 避難勧告や避難指示等、避難に係る防災情報発令の判断基準の策定について、策定して

いる４０自治体、策定していない２自治体、その他１自治体となっている。 
策定した判断基準の対象災害について（複数回答）、土砂災害３８自治体、津波災害３０

自治体、河川・浸水災害２９自治体、高潮災害２６自治体、風害（竜巻災害を含む）２５

自治体、地震災害２３自治体、火山災害６自治体、放射線災害５自治体となっている。 
判断基準を策定していない理由について、災害の発生条件が場所によって異なり一律に

判断基準をつくることは難しい２自治体、高度な専門的知識が必要１自治体、その他１自

治体となっている。 
（課題） 
 ほとんどの自治体が避難勧告等の意思決定の判断基準を作成しているが、作成していな

い自治体もある。作成している自治体においては新たな災害の発生を踏まえ、適宜判断基

準の見直しが求められるし、作成していない自治体においては判断基準の作成を急ぐ必要

がある。 
(4) 災害応急対応 
（現状） 
 非常用電源設備等、停電や浸水に対し災害対策拠点の機能を維持するための備えについ

て、ほぼできている４自治体、ある程度できている３３自治体、ほとんどできていない６
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自治体となっている。 
災害対策拠点における食料や資材の備蓄について、ほぼできている１自治体、ある程度で

きている２３自治体、ほとんどできていない１９自治体となっている。 
 災害応急対応の行動計画（あるいは指針、マニュアル等）の作成について、作成してい

る１４自治体、作成していない２９自治体となっている。   
（課題） 
 災害対策拠点の機能を維持するための備えができていない自治体がある。食料や資材の

備蓄ができていない自治体も半数近くに上っている。災害応急対策の行動計画については、

多くの自治体が未作成である。 
３．９ 災害復旧復興における対策の優先度 
（現状） 
災害復旧復興にあたって特に優先して実施する対策は何との問いについて（制限複数回

答―３選択）、被災者の生活支援４２自治体、ライフラインの復旧４２自治体、道路・港湾

等社会インフラの復旧３２自治体、生業の復旧復興支援５自治体、防災体制の強化５自治

体、防災施設の整備３自治体、その他１自治体となっている。 
（課題） 
被災者の生活支援やライフラインの復旧、道路・港湾等社会インフラの復旧を優先的に

挙げる自治体が多い。生業の復旧復興支援や防災体制の強化、防災施設の整備は優先度が

低い。 
３．１０ 市町村自治体が挙げる地域防災の課題 
（現状） 
 自治体における地域防災の課題について（無制限複数回答）、高齢化による災害時要援護

者の増加への対応３９自治体、災害の大規模化・広域化・複合化への対応２４自治体、過

疎・過密化への対応１６自治体、避難勧告等避難に係る防災情報の発令の基準づくり１３

自治体、温暖化に伴う異常気象現象（降雨の大規模化等）への対応を１１自治体、タイム

ラインによる防災対応１０自治体、合併による広域化への対応１自治体、その他５自治体

となっている。 
（課題） 
 多くの市町村自治体が高齢化による災害時要援護者の増加への対応を挙げている。災害

の大規模化・広域化・複合化への対応や過疎・過密化への対応を挙げる自治体も多い。避

難勧告等に係る防災情報の発令基準づくり、温暖化に伴う異常気象現象（降雨の大規模化

等）への対応、タイムラインによる防災対応を挙げる自治体も少なくない。 
 
４．おわりに 
 今回実施したアンケート調査結果を踏まえ県内市町村自治体における地域防災体制の現

状を分析し、地域防災体制の課題を抽出した。 
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抽出された課題は多岐にわたり、また解決が難しい課題もある。地域防災教育研究セン

ターがこうした課題の解決と地域防災力の向上に貢献することができればと願っている。 
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図 1 津波危険地区（大分県佐伯市米水津）

 

図 2 危険斜面地区（宮野浦地区）

地震による津波危険地域における避難経路の現地調査と斜面崩壊危険箇所の抽出 
 

鹿児島大学農学部       平 瑞樹 

鹿児島大学大学院理工学研究科 山本健太郎 

基礎地盤コンサルタンツ（株） 永川 勝久 

1．はじめに 

南海・東南海地震の発生が危惧される昨今，津波浸水深が高いと予想される地区において，津

波避難地およびそこに至るまでの避難路が整備され，日常から避難訓練等が行われている。大分

県佐伯市米水津地区は、平成 23 年 10 月に「むらの覚悟委員会」を設立するなど、防災力向上を

目指した取り組みを積極的に続けている。米水津地区は，起伏に富んだリアス式海岸が特徴の米

水津湾に面し，僅かな河岸平野しかなく、急傾斜地崩壊危険箇所に指定されている斜面裾部の狭

隘な場所に人々が集中している。地震や梅雨前線・台風による集中豪雨に伴う斜面崩壊や道路近

傍の家屋の倒壊による道路の閉塞が考慮されていない。 

本報告では、地震による津波危険斜面地域を対象とした調査の一環で、避難経路の現地調査と

斜面崩壊の危険斜面の抽出を行うことを目的に、斜面崩壊危険箇所の地盤の調査を実施した。さ

らに、地元の津波避難の独自の取組状況についても聞き取り調査を行った。 

 

２.津波危険地区の調査 

大分県佐伯市米水津の地形や家屋の背後に存

在する危険斜面の調査を行った（図 1，2）．米水

津の浦代浦地区には養福寺と大願寺があり，寺

の裏斜面は急峻な地形となっている．過去に大

地震や大津波が発生した地区であり，養福寺境

内が避難所として標識で示されている．1707 年

に発生した宝永地震の碑には，津波による被害

が大きかったことが記述されている．養福寺の

裏斜面は砕けやすく風化した地盤が剥き出しに

なっている． 
今回調査した宮野浦地区は，津波災害の対策

を定期的に実施している地区であり，中国より

船のコンテナを安価で譲り受け，災害対策室に

改築した避難所施設の設置を行っている（写真 1
～3）．また，同じ湾内である宮野浦地区には，

自主防災会が備蓄倉庫を設置（写真 4）している．

急峻な湾内の地形では，海岸線に近い道路（写

真 5、6）は利用せず，第 1 次避難場所として，

各住宅の裏山へ登ることで津波被害から逃れ，

地区の高台（写真 7）の道路を伝って，第 2 次避

難所（写真 2）へ移動する非難経路が提案されて

いる．東日本大震災以後、いち早く行動を起こ

した「宮野浦むらの覚悟委員会」の副委員長の

小畑悟司氏（写真 8）に本地区の取り組み状況に

ついて聞き取り調査を行った． 

 

３.聞き取り調査のまとめ 

宮野浦地区の防災力向上を目指した取り組みとしては、①輸出用コンテナを改造した防災備蓄

倉庫の設置、②住民参加型の持ち寄り方式による備蓄品の収集活動、③高齢者の避難講習会実施

を実施している。④地区外の企業との連携活動として、NPO 法人，大学との協働による防災意識

向上活動（GPS 測量による津波浸水区域の 3D マップ作成，要援護者搬送訓練，避難車両渋滞計測

実験などがある。⑤地域外の訪問者が一目でわかる避難所のぼり旗の製作，⑥避難所体験学習の

実施などの多くの防災面での取り組みが行われていることがわかった。 

宮野浦地区 
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写真 1 米水津宮野浦津波避難所       写真 2 津波第 2 次避難所 

 
 

   
写真 3 災害対策本部棟（コンテナ倉庫）    写真 4 自主防災会備蓄倉庫 

   
 

   
 写真 5 天満神社付近の標高 2m    写真 6 天満神社付近からの避難経路 

 
 

   
写真 7 第 1 次避難所付近標高 19m     写真 8 むらの覚悟委員会への聞き取り 
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「宮野浦むらの覚悟委員会」副委員長の小畑悟司氏へのインタビューより（要点を抜粋） 
 
・津波は 16ｍを想定しており、26 分で到達する見通しである。 
・現在の第１次避難所には 15 分で登れることを想定している。 
・第２次避難所には、コンテナも数基あり、自炊施設なども完備している。太陽光発電施設も

すぐ近くにあり、災害時の協定を結んでいるため利用することも可能である。 
・要援助者には、ペアを組んでおり、ペアの人が援助する仕組みとなっている。 
・トイレが問題である。 
・高齢者の方で、もう助けに来なくていいという人もいるが、見捨てるわけにはいかない。 
・水産加工場があるため、昼は若い人が働きに来ているが、夜にはいなくなる。外国人からの

女性労働者も数十名いる。 
・地区は、60 歳以上の方ばかりで、若い人はほとんどいない。 
・現在の第２次避難所のコンテナは、中国製で上海から、輸送料も込みで 35 万円とかなり安

く購入している。コンテナの塗装は、佐伯市の補助金で行い、かなりの出費であった。 
・過去に宝くじの助成金などを当て、有効に活用している。 
 また、予算は限られているため、毎年少しずつ整備しているのが現状である。 
・日本の自治体の中でも、津波避難体制に関しては先進的で、いろんな自治体がよく見学のた

めに訪問している実績がある。 
・一月に２回程度、夕方に地区にて会合を持ち、皆で津波発生時の避難経路や対応について議

論している。普通は、10 名弱程度の参加者である。最近は、男性からの目線では不備も多

いため、女性にも参加してもらうようにしている。 
 
 

    
写真 9 養福寺の裏山から湾を望む      写真 10 動的コーン貫入試験 

   
 

   
写真 11 ベーンせん断試験       写真 12 現場密度測定用の採取 
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４. 急傾斜地崩壊危険箇所における原位置試験 

大分県佐伯市米水津の地形と地質・地盤，家屋の背後に存在する危険斜面の調査を実施した．

米水津の浦代浦地区の斜面には養福寺と大願寺があり，両方の寺の裏山は急峻な地形となってい

る．本地区の地質は堆積岩系の四万十層群の砂岩・頁岩に分類される．土層厚の調査を実施する

ため，原位置で簡易動的コーン貫入試験を実施した．写真 9～12 に現地試験の状況を示す．この

試験は，質量 5kgのハンマーを 500mmの高さから自由落下させて，ロッド頭部を打撃することで，

先端に取り付けた円錐形のコーンを 100mm 貫入させるのに要する打撃回数 Ndを測定する． 
養福寺に近い斜面の下方では深さ 1.3m の辺りで Ndの値が急激に増加して岩盤が現れる．斜面

上部では 0.3m 付近で Nd 値が 40 と大きくなっていることから，風化土が多く存在する部分から

崩壊が発生すると大量の土砂が崩壊して落下する可能性がある。表層の自然含水比は 17.9%であ

り乾燥していた．斜面の尾根部と沢部では土の物理性が異なるため，崩壊危険度については他の

室内試験を加味して検討する必要がある．  
 

５.原位置試験の結果 

 図 3 には宮野浦地区において、原位置試験を行った場所を示す。表 1は Nd値と地盤区分名の対

応表である。図 5 に今回行った貫入試験の結果について、崩壊危険箇所の土層断面図（T-1 から

T-5）で示す。 

 

表 1 簡易動的コーン貫入試験の地盤区分 

    
図 3 原位置試験位置図 

 
 

図 5 土層断面図（調査位置 T-1 から T-6 の断面） 
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図 6には 21 箇所の急傾斜地崩壊危険箇所の抽出と表 2に崩壊土層厚の結果を示した。斜面形状

と急傾斜地の指定の有無、勾配と崩壊幅と崩壊長、がけ崩れ実態調査に基づく崩壊深さ、簡易貫

入試験結果による崩壊土層厚をとりまとめた。簡易貫入試験の結果より、0.3～2.1m の崩壊土層

が崩れ落ちるため、凹部下方の道路が塞がれる可能性が高いと推測されるため、避難経路として

利用する場合、注意が必要である。がけ崩れ実態調査と比較すると過小評価しているため、今後

は表層部の室内試験などから力学的な関係性も考慮した崩壊危険箇所の抽出を行う必要がある。 

 

 
 

図 6 急傾斜地崩壊危険箇所の分布 

 

表 2 危険箇所の崩壊土層厚 
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6．おわりに 

地震による津波危険斜面地域の分布する大分県佐伯市米水津地区の調査を行った。本地域にお

ける避難経路の現地調査と斜面崩壊の危険斜面の抽出のために、斜面崩壊危険箇所の地盤の調査

を実施した。土層厚調査の結果と想定崩壊深さについて整理した。結果として、想定した崩壊深

さは約 1～2m で土層厚調査結果と想定深さは概ね一致した。 

また、地元の津波避難の独自の取組状況についても聞き取り調査を行い、津波被害に対する日

常からの準備やソフト的な対応が重要であることがわかった。 
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大隅半島太平洋沿岸の津波防災力の評価 

 
理工学研究科 浅野敏之 

 

１．研究の背景 

 2011年の東北地方太平洋沖地震津波では、これまでの想定をはるかに超えた巨大な津波により

災害関連死を含めれば2万人を越える尊い人命が失われた。この大災害を契機に、今後の地震・津

波の想定を行うにあたってはあらゆる可能性を考慮した最大クラスのものを想定するとの防災思

想が定着した。以前から駿河湾から九州にかけてのプレート境界で発生する南海トラフ巨大地震

による津波の発生が懸念されていたが、2011年の巨大津波災害を背景に、内閣府の中央防災会議

において、南海トラフ巨大地震を想定した最大クラスの津波災害の被害予測の検討が行われた。

内閣府が2012年8月に発表した南海トラフの巨大地震による津波高・浸水高等の第2次報告1)では、

最悪の場合には津波の高さは高知県と静岡県、伊豆諸島の一部で最大30mを超え、32万人の死

者が想定されている。鹿児島県沿岸でも、最悪のケース11シナリオでは屋久島町で13m、西

之表市で11m、肝付町で10mの最大津波高が来襲すると見積もられている。 
 一方、上記のような巨大津波より規模は小さくなるが、数十年から百年単位で来襲する津

波も過去に大きな被害を与えており、同様に警戒すべきである。鹿児島県沿岸では1605年慶

長津波（M7.9）,1662年日向灘沖津波（M7.6）､1707年宝永津波（M8.4）、1854年安政南海津波

（M8.4）、1911年喜界島津波（M8.0）,1946年昭和南海津波（M8.0）などにより大きな被害が

発生している2)。前述の最大クラスの大津波と相対的な意味で発生頻度が高く津波高が低い津

波は、いわゆるL1津波と呼んで構造物で対応することが基本となっている。これに対し、最

大クラスの津波はL2として津波レベルを分け、ハザードマップの整備などを中心とするソフ

ト対策を重視することになっている3)。鹿児島県も、L1津波とL2津波に対して県下すべての沿岸

域の津波高の評価とそれに対する防災力の評価を行っている4),5)。 

こうした津波高の予測や被害想定は、基本的には市町村単位の概括的な評価であり、標高・市

街地の分布・河川・道路の分布などの地理的条件、防潮堤など沿岸構造物、行政・防災・医療機

関などの地域防災力に関わる条件、人口・高齢者率などの社会的条件など、地域のさまざまな要

因を取り込んだ、詳細で総合的な評価には必ずしも至っていない。 

本研究は、鹿児島県でも津波災害の発生が危惧される大隅半島太平洋沿岸部に対して、各地の

地形、社会条件等を考慮して津波防災力の評価を行ったものである。 

 

２．社会条件 

表-1 は大隅半島太平洋岸に位置する旧市町村別の人口と高齢化率を示したものである。人口は

平成 27 年 4 月～平成 28 年 1 月時点のものであり、市町村によって調査時点が少し異なる。高齢

化率の数値は 2015 年 9 月 30 日、10 月 1 日時点の住民基本台帳をもとに計算したものである。本

研究で対象とする市町村では、南大隅町の旧佐多町が 54.5％と高齢化率がきわめて高く、この数

値は鹿児島県旧市町村の中でも第 2 位の高さである（第 1 位は南さつま市笠沙町 55.2％）。肝付町

の旧内之浦町も 48.6％と高い。県内を通して合併後の市中心区域と周辺地域の高齢化率を比べる
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と、役場の本庁舎がある旧 22 市町村

の平均は 31.4％であるのに対して、本

庁舎がない旧 53 市町村は 38.2％と高

い結果となっている６）。行政の防災対

応も本庁舎が無いことによって低下

することが考えられ、高齢化に伴う地

域防災力の脆弱性の増大が懸念され

る。 

 

３．津波外力と被害シナリオ 

 鹿児島県が行った地震等災害被害

予測調査では、想定地震として南海ト

ラフ 4 連動の他に、鹿児島湾直下や甑

島列島東方沖、種子島東方沖、奄美群

島太平洋沖、桜島の海底噴火など 12 のケースについて被害予測調査を実施している。この中で大

隅半島東岸に最も大きな被害を与えるのは南海トラフ 4 連動である。中央防災会議の南海トラフ

の巨大地震モデル検討会では津波断層について 11 のケースを想定しており、鹿児島県も CASE-5

と CASE-11 について検討している。 

以下では、南海トラフ巨大地震モデルの中で鹿児島県において被害が最大となる陸側ケース(地

震動)、断層ケース 11(津波)についての結果を示す。表-2 は本研究が対象とする大隅半島東岸の市

町について、最大震度と津波高・到達時間ならびに津波による人的被害をまとめたものである。

津波高は朔望平均満潮位の時に津波が来襲するとして計算されている。堤防条件は堤防あり(越流

後破堤)と堤防なしの両条件を、津波高には地震に伴う地盤の隆起・沈降も考慮されている。発生

時の季節・時刻は夏の 12 時(最大風速時)を想定している。以上の設定は防災上危険側を想定した

ためである。なお、鹿児島県による被害予測では地震による建物倒壊や斜面崩壊、火災による人

的被害の結果も提示されているが、南海トラフのケースでは負傷者・重傷者は想定されるものの

死者は算出されておらず、想定される死者はすべて津波によるものである。  

  

 表-1 沿岸市町村の人口と高齢化率 

市町村名（合併後） 旧市町村名 人口 高齢化率 (%)

志布志市 松山町 4,221* 37.0

志布志町 17,278* 31.4

有明町 11,228* 30.7

大崎町 13,879** 35.3

東串良町 6,901** 35.8

肝付町 内之浦町 3,539*** 48.6

高山町 4,555*** 35.8

南大隅町 根占町 5,617**** 41.5

佐多町 2,419**** 54.5

*H27.12.31時点

**H28.1.1時点

***H27.5.31時点

****H27.4.1時点

表-2 南海トラフ(CASE-11)地震が発生したときの、大隅半島東岸の市町における最大震度、津波到達時間、

到達高および津波による死者の推計結果（鹿児島県地震等災害被害予測調査 4),5）から抜粋） 

 

市町村名 最大震度 最大津波高 津波による死者数

津波高＋１ｍ 最大津波 （TP：+m) (人）

志布志市 6強 35 46 6.4 680

大崎町 6弱 40 49 7.3 40

東串良町 5強 38 49 7.2 40

肝付町 5強 29 46 8.38 250

南大隅町 5強 39 51 6.62 30

津波到達時間(分）
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４．主要市町の津波防災力の評価 

（１）志布志市沿岸部（志布志地

区・有明地区） 

 この地は国の重要港湾である

志布志港を擁し、若浜地区には飼

料製造工場が、新若浜地区には国

際コンテナターミナルが供用され

ている。広大な港湾施設用地、港

湾関連の工場、輸送、貯蔵のため

の用地が臨海部に拡がっている。

臨海部から陸側には、若浜水路、志布志駅前大通り（鉄道記念公園-志布志運動公園をつなぐ道路

）、国道220号線が並ぶが、このあたりの標高は高くとも5～6m程度である。国道220号線の両側に

市街地が形成されているが、その背後は直ぐに標高40～50mの台地となり、一部崖状の場所がある

。崖地のかなりの部分は急傾斜地崩壊や地滑り危険箇所になっている。志布志地区の津波防災マ

ップの避難路は、この台地方向に取られており、このこと自体は適当と考えられるが、高齢者に

は場所によって相当の急坂となる。若浜水路から陸側の志布志運動公園周辺にも住宅団地がいく

つかあるが、避難所まで距離がある。有明地区の場合は、安楽川周辺は川に沿ってはもちろん、

横方向に移動しても高さが稼げず、標高10m以上の高地に行くのに相当の距離が必要となる。国道

220号を挟んだ市街地には通山小学校、香月小学校、志布志高校などの学校や住宅・商店が密集す

るが、地震発生後国道220号に渋滞があった場合の避難対応を考えておく必要がある。 

 

（２）東串良町 

  東串良町は志布志湾南部に

位置する面積27.7km2と本調査

では面積最小の町で、その地形

は肝属川河口の沖積平野で形成

されているため、標高0～10mの

区域が大半を占めている。北側

を大崎町、南側を肝付町と接す

るが、肝付町との町境は肝属川

の旧河道で決定しており、川が

蛇行する形状となっている。海

側は柏原海岸でその前面に志布

志石油備蓄基地がある。志布志

湾沿岸は安楽川河口から「くに

の松原」が始まり、柏原海岸まで砂丘上にクロマツ林が発達している。東串良町付近では砂丘高

は約15mあり、一見すると津波に対して背後地が安全であるかに見える。しかし、砂丘背後地の

標高は低く、肝属川沿いは標高0mに近い区域が拡がっている。一面に耕作地が続くため、津波が

来襲したときに避難できる高い建物は無きに等しい。 

  写真-1 志布志沿岸部 

 

        写真-2 東串良町 
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 沖積平野であるために、液状化危険度は高い4)。南海トラフの被災シナリオにおける液状化によ

る建物被害予測をみると東串良町は全壊・焼失550、半壊1900となっている(人口約4.5倍の志布志

市で全壊・焼失730、半壊2700である)。 

東日本大震災では沿岸部のみならず、河川を遡上し流下した河川津波が河川堤防を越えて沿川

地帯に甚大なる被害をもたらした。肝属川河口の河川堤防高、波見港等の海岸堤防高はL1津波に

対して上回ると記述されている5)。河川堤防の耐震設計においてはL2地震動による液状化で堤防が

沈下しても十分な堤防高であることが照査基準とされているが、この耐震対策は全国的に進んで

いない現状にある7)。肝属川本川にはいくつかの支川や水路が流れ込んでいる。肝属川は一級河川

であり、100年に1回発生する降雨を治水目標としている。しかし河口から100m内外の直近に流入

する塩入川、荒瀬川は直ちに県管理に入り計画規模は小さい。津波の遡上が支川に入って越流し

氾濫すると、本川で越流しなくとも結果的に同じ状況になることが懸念される。また、本川を遡

る津波が堤内地に氾濫しないよう堤防の機能を確保するためには、堤防に設置されている水門・

樋門などの河川構造物が、津波の遡上前に確実に操作されている必要がある。フラップ型・マイ

ター型の水門は自閉式であるがわずかな夾雑物でも不完全閉塞を起こしやすい8)。ゲート式は確実

であり、肝属川の波見水門など大きな水門は遠隔方式の電動式ゲートとなっている。しかし地震

に伴う停電の事態も考慮が必要ではないだろうか。東日本大震災では普代村などにおいて停電の

ため防潮水門が作動せず、急遽手動で対処した例がある。以上の点は、肝属川に限らず志布志市

の前川、安楽川、菱田川、大崎町の田原川でも注意が必要である。 

 

（３）肝付町内之浦地区 

 旧内之浦町は日本に2カ所ある

ロケット打ち上げ基地で知られて

いる。2005年に高山町と合併して

肝付町となった。南北を火出﨑と

火崎に挟まれて、内之浦湾がV字状

に入り組んだ形で形成されている。

沿岸部の低地に住宅地、小・中学

校、町立病院、行政施設などが集

中しており、津波に対する警戒が

必要な地である。背後に叶岳(標高

187m)があり、一部は避難路に指定

されているが、急峻である。市街地の北を広瀬川が流れ、南は内之浦漁港の港内泊地の上手を小

田川が流れ込んでいる。しかし両河川に架かる橋は少なく、沿岸市街地から標高の高いところに

避難するのに時間を要すると見られる。特に漁港背後の浜崎地区は、橋を通って避難するのにア

クセスが難しい位置にある。「2．社会条件」で述べたように、内之浦地区は高齢者率が50%近い。

やむを得ず車で避難しなければならない高齢者・要援護者を含め対策が必要と思われる。 
 

５．むすびに 

 本研究では、主として地形的要因から大隅半島太平洋沿岸の市町の津波防災力を検討した。し

 写真-3 肝付町内之浦地区
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かしそれ以上に重要で強力な防災力は、そこに住む人々の

防災意識であろう。幸いにも地元の市役所・町役場の防災

担当部局、消防署などの防災機関を主体とし、国や県、地

方気象台などの協力・支援により、東日本大震災以降、津

波防災に対するさまざまな対策がなされている。津波避難

路・避難ビルの指定、避難路・標高を指示する看板の設置

、ハザードマップの作成・配布などである。東串良町の下

伊倉地区では九州では初めての津波避難ビルも建設中で

ある（写真-4）。さらに重要なのは、住民の防災意識を高め

る人々のネットワークと考えられる。地元の小中学校・高

等学校では、学童・児童に対するさまざまな津波防災教育

を実施しており、PTAやコミュニティ協議会などを通じて、

父兄・周辺住民に防災意識を高める運動が進行しつつある

ようである。鹿児島大学地域防災教育研究センターは、鹿

児島県教育庁、地元の教育委員会・消防組合、鹿児島地方

気象台等と連携し、平成24～25年度に志布志市で、平成26

～27年度は東串良町で、小・中学校の実践的防災(安全)教育の推進に参画してきた。今後も、機能

的な自主防災組織の確立と企業、学校、町内会、NPO等との連携を考えていく必要がある。住民

の津波防災意識が万全であれば、津波の来襲をいたずらに恐れることはないであろう。われわれ

の津波に対する防災体制・防災意識が果たして十分であるのか、災害想定が正しいのかなど、絶

えず自問し意識の向上を求める姿勢が必要であると考える。 
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写真-4 平成 27年度末に完成予定

の東串良町の津波避難ビル 





－ 173 －

急傾斜しらす斜面に適用可能な現場一面せん断試験装置の開発と 

その実証試験 
 

工学部 山本健太郎 

                               農学部 寺本行芳・平瑞樹 

 

1.はじめに 

日本は森林が国土の約 70%を占め、斜面崩壊の大半は表層崩壊で、誘因である降雨の影響がか

なり大きい。しかし、崩壊現場においては表層崩壊が生じた斜面と生じなかった斜面もあり、斜

面そのものの素因（植生（森林）生育状況や地盤特性）を調べることが重要であると考えている。

また、一般的な斜面安定解析においては、生態系を考慮した植生による斜面安定性評価や植生の

遷移に伴う根系効果、表層土層特性や浸透能特性が反映されていない。 
そこで、我が国において、真っ先に亜熱帯化が懸念される九州地方の最南端に位置する鹿児島

県において、森林生態学的と地盤工学的観点から、火山灰・降下軽石被覆斜面の表層崩壊跡地に

おいて現地調査並びに原位置試験を行い、自然斜面の安定性を調査してきた 1), 2), 3), 4)。そして、よ

り実務的な斜面安定性評価や安定解析の実施には、現場にて地盤強度パラメータを許容できる精

度で求めることができる現場せん断試験の開発が精度、時間、コスト面でも重要であると再認識

した。 
本研究ではこれまでの成果を踏まえ、新たにしらす斜面に適用可能な現場一面せん断試験装置

の開発を実施した。山間部でも持ち運びが困難でなく、試験の実施がシンプルとなるコンパクト

な設計を目指した。試験装置の開発後は、テストフィールドにて現場一面せん断試験を実施し、

地盤強度パラメータである粘着力(c)と内部摩擦角(φ)を現場にて求めることが可能となった。 
 

2.現地調査 

テストフィールドを鹿児島県垂水市に位置する鹿児島大学農学部附属高隅演習林に設定した

（図-1 参照）。テストフィールドは業務資料、空中写真や現地調査を基に表層崩壊の発生年が同定

されたものを選定し、2013 年度時点で表層崩壊発生後の経過年数は 8～58 年の範囲となった。現

在、同じ領域内でかつ、北向き、ほぼ同じ標高（約 520 m）の 6 地点のしらす自然斜面を表-1 に

示すように設定した。表層崩壊跡地は 35～40 度程度の急傾斜を成し、表層崩壊面積は 29～114m2

の範囲である。 
写真-1にはテストフィールドでの現地写真の一例を示す（No.4&5）。No.4では経過年数と崩壊地

面積が最も大きい。これを見ると、(a) No.4では大きな樹木である常緑広葉樹が多く見られた。樹

高1m以上では、アラカシ、スダジイ、タブノキなどの常緑性高木や、常緑性小高木のヒサカキ、

ネズミモチが優占していた。樹高5m以上を構成する樹種は常緑性高木のアラカシ、スダジイ、ヤ

ブニッケイ、タブノキ、ヤブツバキ、クロキであり、樹高10m以上を構成する樹種はアラカシ、

スダジイ、タブノキ、クロキであった。樹高1m未満では、イズセンリョウ、イヌビワなどが多く

出現していた。なお、最大樹高を示した樹種はアラカシで、その樹高は13.6mであった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表-1 テストフィールドでの表層崩壊特性 

テストフィールド No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6
表層崩壊発生後の経過

年数（年）
12 22 40 58 28 8

斜面平均傾斜（°） 38 41 40 39 37 42

崩壊地の面積（m2
） 36 29 61 114 34 42

図-1 テストフィールド地点 

（国土地理院地形図より作成）

鹿児島県 調
査
地桜

島

500 m

N
No.6

No.4

No.5

No.3
No.1 No.2

● 調査地点No.
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一方、(b) No.5 の樹高 1m 以上では、落葉広葉樹に加えて、アラカシ、タブノキなどの後継樹種が

侵入していた。樹高 5m 以上を構成する樹種は落葉広葉樹のアカメガシワ、常緑性高木のアラカ

シ、タブノキ、クロキであった。樹高 1m 未満では、イズセンリョウ、イヌビワなどが出現して

いた。最大樹高を示した樹種はアラカシで、その樹高は 7.5m であった。 
これまでの現地調査により、崩壊跡地への森林の侵入は、森林の回復に伴う根系の発達や森林

による有機物の供給を通じて土壌化を促し、これらの作用は比較的土壌の表層から進行していく

ことがわかった。また、全般的には、表層崩壊発生後の経過年数が大きくなるほど、さらに地表

面に近いほど細粒化が進行している傾向があることが観察された。 
 

3.現場一面せん断試験の開発 

写真-2 には、今回製作した現場一面せん断試験装置 5)を示す。現地調査や原位置試験と並行し

て、現場に手軽に運べ、その場で一面せん断試験ができるように設計、製作した。試料の寸法は、

20cm×20cm×10cm（せん断面 5cm、断面積 400 cm2、下部可動型）の 4000 cm3 と大きくした。現

場での不撹乱試料を採取して、軽石や礫、ひげ根などの根系を含んだ試験が可能である。ちなみ

に、室内一面せん断試験装置の供試体寸法は直径 6cm、高さ 2cm の断面積 28.27 cm2、体積 56.55 cm3

である。せん断荷重は、手動スクリュージャッキ方式で負荷し、垂直荷重は垂直応力載荷装置を

用いて、手動ハンドルにより載荷する。両方の力計ともに 2 kN である。せん断速度は、ストップ

ウォッチで計測しながら、1 mm/min のゆっくりとしたスピードで、せん断変位が 30mm まで実施

した（50mm まで実施可能）。せん断変位の測定にはスケール直読と、1 周が 1 mm のダイヤルゲ

ージを用いた。そして、1 mm 毎にプルービングリングを目視した。なお、軽量化を図るために、

主としてステンレス製とし、強度や剛性が要求される箇所においてはステンレス製としていない。 
 

4.  現場一面せん断試験 

 写真-3 には、テストフィールドからの試料採取の状況を示す。試料採取はまず、スコップで斜

面土層の切り出しを行い、それからせん断箱の端をハンドスコップで掘り、せん断箱をゆっくり

と掘り下げていくことにより、試料採取を実施した。なお、試料採取の深さは地表面から 30cm
程度と設定した。写真-3(a), (b)を見ると、斜面上部が斜面下部に比べて、ひげ根などの根系の存在

が多いことが観察された。 
 写真-4 には、試料採取後の試料の整形状況を示す。現地斜面からはスコップを用いて、底部か

ら掘り出した。写真-4(a)はストレートエッジを使って、整形中の写真で、写真-4(b)は整形後のも

のである。 
 写真-5 には、試験後にせん断箱内の試料を持ち帰り、室内にて 3 日ほど自然乾燥させた時の試

料の写真を示す。これを見ると、No.4 斜面の下部と上部では試料の色が異なり、斜面上部が下

部に比べて、軽石や礫、ひげ根などの根系を多く含んでいることが観察できた。このことは、写

真-3 からも推定できる。 
 次に、図-2, 3 には現場一面せん断試験結果の No.4 斜面下部に対するせん断変位とせん断応力 

(a)  No.4                                   (b)  No.5 
写真-1 テストフィールドの現地写真（試験実施後） 
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(a) No.4 斜面下部                      (b)  No.4 斜面上部 
写真-3 テストフィールドの試料採取 

(a) 整形中                            (b) 整形後 
写真-4 試料の整形（No.5 斜面下部） 

(a) No.4 斜面下部                    (b)  No.4 斜面上部 
写真-5 試験後の乾燥させたせん断箱内の試料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)  上面                                (b)  側面 
写真-2 現場一面せん断試験装置 
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図-4 せん断変位とせん断応力

の関係（No.4 斜面上部） 

図-5 垂直応力とせん断強さと

の関係（No.4 斜面上部） 

図-7 垂直応力とせん断強さと

の関係（No.5 斜面下部） 
図-6 せん断変位とせん断応力

の関係（No.5 斜面下部） 
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の関係と、垂直応力とせん断強さの関係を示す。垂直応力は表層崩壊現象を想定しているため、

4.02 kN/m2、9.02 kN/m2、19.02 kN/m2 の 3 通りと設定した。まず、図-2 を見ると、せん断応力がせ

ん断変位の増加並びに垂直応力の増加とともに大きくなっていることがわかる。図-2 では、せん

断変位が 30mm までであるが、50mm まで実施しており、30mm まで実施すると、せん断応力の最

大値であるせん断強さが得られることを確認している。図-3 は図-2 から得られた、せん断応力の

最大値であるせん断強さと垂直応力の関係である 3 つのプロットをまとめ、回帰直線とその決定

係数（R2）を示したものである。これを見ると、垂直応力の増大とともにせん断強さが大きくな

っており（拘束圧依存）、良い相関があることがわかる。回帰直線から切片と傾きで表される粘着

力(c)と内部摩擦角(φ)を求めると、それぞれ、c=6.2 kN/m2、φ=20.3°となった。なお、No.4 斜

面下部においては、乾燥密度 0.68 g/m3、含水比 47.1%であった。 
 同様に、図-4～7 には現場一面せん断試験結果の No.4 斜面上部と No.5 斜面下部に対するせ

ん断変位とせん断応力の関係と、垂直応力とせん断強さの関係を示す。これらを見ると、図-2, 3
と同様な試験結果の傾向が見られ、表-2 には現場一面せん断試験から得られた地盤強度パラメー

タを示す。これを見ると、No.4 斜面下部が No.4 斜面上部よりも斜面傾斜によるゆるみの影響

などにより、c、φともに大きいことがわかる。また、原位置試験である土層強度検査棒の試験結

果 2)から得られた c、φと比較すると、c はかなり良好に、φは大きく評価していることがわかる。

これは土層強度検査棒では人力で垂直応力を与えているため、それほど大きな垂直応力を与える

ことができず、土層強度検査棒では拘束圧依存性を小さめに評価せざるを得ないことに起因して

いるものと考えられる。なお、No.4 斜面上部においては、乾燥密度 0.97 g/m3、含水比 32.0%、

No.5 斜面下部においては、乾燥密度 0.66 g/m3、含水比 59.1%であった。さらに、No.4 斜面下

部、No.4 斜面上部、No.5 斜面下部での土粒子密度はそれぞれ、2.547 g/m3、2.601 g/m3、2.526 g/m3

となった。 
 

5. おわりに 

現地調査や原位置試験と並行して、現場に手軽に運べ、その場で一面せん断試験が実施可能な

現場一面せん断試験装置を製作した。そして、火山灰・降下軽石被覆斜面の表層崩壊跡地の斜面

上部と下部において、現場一面せん断試験を実施し、現場で地盤強度パラメータである粘着力(c)
と内部摩擦角(φ)を求めることができた。得られたパラメータは、これまでの原位置試験結果 2)

と比較して、比較的良好であった。ただ、本報告では試験結果も限られており、妥当性の検証や

考察も十分ではない。 
 
今後は、テストフィールドや鹿児島県以外の斜面においても、現場一面せん断試験の実施を予

定している。そして、原位置試験である土層強度検査棒の試験結果との比較検討も実施する。ま

た、生態系を考慮した植生による斜面安定性評価や樹木根系が斜面安定効果に与える影響や効果

を定量的に評価していきたいと考えているところである。 
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表-2 現場一面せん断試験から得られた地盤強度パラメータ 

粘着力　 c (kN/m2) 内部摩擦角　φ  (°)

No.4  斜面下部 6.2 20.3

No.4  斜面上部 5.5 16.1

No.5  斜面下部 5.8 13.2

テストフィールド

地盤強度パラメータ
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鹿児島県内の自然放射性物質の分布に関するデータベース化を 

目指して 
 

 

工学部 佐藤 紘一 

アイソトープ実験施設 福徳 康雄・尾上 昌平 

 

 

１．はじめに 

2011 年 3 月に福島第一原子力発電所で発生した事故によって、大量の放射性物質が東日

本の広範囲に放出され、深刻な環境汚染を引き起こしている。事故発生以降、環境中の放

射線量について人々の関心が高まっているが、過剰に放射線に対して恐怖を訴える場面が

多く見受けられた。平常時でも自然環境中にはたくさんの放射性物質が存在し、様々な放

射線が放出され続けていることは放射線に関する重要な知識の一つであるが、十分には浸

透していない。このことをできる限り多くの人が正確に理解できるように教育を地道に行

い、放射線に対して無用な心配をしない環境を整えることが、科学技術が発達した現代で

は必要不可欠である。そのためには、環境中の放射性核種に関する正確なデータを蓄積す

ることが必要である。 

現在、鹿児島大学では桜島からの火山灰に含まれる放射性物質の分析が継続して進めら

れているが、火山灰以外の大気中を浮遊する粉塵に含まれる放射性物質の分析は十分には

進んでいない。また、海水中の生物が体内に蓄積する放射性物質の分析も十分ではない。

そこで、大気中の粉塵と海洋生物のサンプルを鹿児島県内で採取し、それらに含まれる放

射性物質の分析を行い、そのデータを蓄積することを本研究の目的とする。将来的には、

鹿児島県内の自然環境の放射性物質分布のデータベース構築を目指し、本事業をその足が

かりとしたい。 

 

２．実験方法 

大気中の粉塵の捕集には、ハイボリウムエアサンプラーを用いた。ハイボリウムエアサンプラ

ーは京都大学原子炉実験所より拝借した。ファンを回し、空気の通り道にフィルターを置いて、

大気中の粉塵をフィルターによって捕集するものである。サンプルを捕集した場所と日時を表 1

に示す。粉塵が付着したフィルターに対して、鹿児島大学アイソトープ実験施設の Ge 検出器で放

射線の計測を行い、大気中粉塵に含まれる放射性核種の濃度を調べた。また、捕集したサンプル

の一部は京都大学原子炉実験所に運び、TIMS（TRITON-T1, Thermo Fisher Scientific）を用いて、

同位体比分析を行った。表 2には本事業で用いた海洋生物の種類と捕獲場所を示す。切り身の魚

を入手し、それを鹿児島大学アイソトープ実験施設の Ge 検出器で計測し、魚に含まれる放射性核

種の量を調べた。また、図 1に示す KURAMA-II（Kyoto University Radiation Mapping system-II）

も京都大学原子炉実験所から拝借した。KURAMA-II は、NaI シンチレーションサーベイメータを積

んでおり、3秒ごとに空間線量の検出を行う。GPS も搭載しているため、時間と場所とその場所の

空間線量を同時に記録することができる。記録されたデータは回線を通してクラウドなどに保存

される[1]。本システムを用いて鹿児島県内の空間線量率の計測を行った。 

 

３．実験結果と考察 

表 3に大気中の粉塵に含まれる放射性核種の濃度を示す。試料番号 1-4 と 5 以降とで比較する

と、単位体積あたりの Be-7 の放射能は大きくなり、K-40 は変化がなく、その他の核種について

は小さくなった。試料番号 4と 5の粉塵採取は少し期間を空けて行っており、また、大気の採取

量が 3倍以上増えている。Be-7 の放射能濃度が増えたのは、大気採取量が増えて、計測の精度が

上がったためではないかと考えられる。 

次に、粉塵採取の中断期間（試料番号 4と 5の間）の出来事に着目する。2016 年 1 月 29 日現

在で、最後に桜島が噴火したのは 2015 年 9 月 28 日である。中断期間以降に桜島は噴火していな

い。試料番号 4までの測定は火山灰の影響を受けていた可能性が示唆されるため、その点につい
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て以下で検討する。火山灰にはトリウム系列（Pb-212、Bi-212、Tl-208）とウラン系列（Ra-226、

Pb-214、Bi-214）と K-40 が含まれる [2]。ここで、アイソトープ実験施設の排気設備のガスモニ

タによる放射能測定の結果と桜島の噴火回数の関係を図 2に示す。図 2の電流値が放射能濃度に

相当する。2011 年の後半に両者の関係に食い違いがみられるが、2009 年の後半から 2010 年前半

にかけてと、2011 年前半に桜島の噴火回数と放射能濃度の増加がよく一致している。なお、この

期間、施設内では気化しやすい放射性物質の利用はなく、また、24 時間喚起が続けられており、

大気の滞留もないため、ほぼ大気中の放射能濃度を測定していると考えている。したがって、試

料番号 1-4 のトリウム系列とウラン系列の上昇は火山灰によるものと結論付けられる。ただ、火

山灰に含まれるはずの K-40 が試料番号 1-4 でも検出できないことがあった。K-40 は火山灰だけ

でなく、一般環境中にもたくさん含まれることから、Be-7 と同様に大気の採取量が影響を及ぼし

ていると考えられる。 

 

 

表 1. 大気中の粉塵の捕集をした場所・開始時刻・捕集時間・測定器・試料番号 

測定場所 開始時刻 採取量（m3） 測定器 試料番号

鹿児島大学

遺伝子実験

施設 屋上 

2015 年 8 月 20 日 8 時 58 分 233 Ge 検出器 1 

2015 年 8 月 26 日 13 時 36 分 672 Ge 検出器 2 

2015 年 8 月 27 日 9 時 38 分 881 Ge 検出器 3 

2015 年 9 月 3 日 15 時 46 分 766 Ge 検出器 4 

2015 年 11 月 2 日 14 時 11 分 2800 Ge 検出器、TIMS 5 

2015 年 11 月 9 日 11 時 7 分 3114 Ge 検出器、TIMS 6 

2015 年 11 月 30 日 17 時 28 分 4911 TIMS 7 

2015 年 12 月 7 日 16 時 56 分 1983 TIMS 8 

2015 年 12 月 14 日 11 時 21 分 4745 Ge 検出器、TIMS 9 

2015 年 12 月 21 日 17 時 12 分 2859  10 

日置市役所

近く 
2016 年 1 月 11 日 18 時 00 分 2658 Ge 検出器 11 

 

表 2. 魚の種類と捕獲場所 

捕獲場所 魚の種類 

東シナ海 
マアジ 
チダイ 

太平洋 
マアジ 
チダイ 

 

 
図 1. KURAMA-II の写真[1] 
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表 3. 大気中の粉塵に含まれる放射性核種とその濃度 

試料番号

（表 1） 

単位体積あたりの空気に含まれる粉塵中の放射性物質濃度（Bq/m3） 

Cs-137 Be-7 Pb-212 Bi-212 Tl-208 Ra-226 Pb-214 Bi-214 K-40 

1 - 
1.63×

10-3 

1.94×

10-3 

2.79×

10-3 

1.49×

10-3 
- 

2.48×

10-3 

3.92×

10-3 
- 

2 - 
1.09×

10-3 

1.06×

10-2 

1.33×

10-2 

1.09×

10-2 
- 

1.04×

10-3 

3.14×

10-3 
- 

3 - 
1.67×

10-3 

5.54×

10-3 

7.26×

10-3 

5.50×

10-3 
- 

2.73×

10-4 

5.55×

10-4 

8.59×

10-4 

4 - 
2.38×

10-3 

4.28×

10-3 

5.72×

10-3 

4.24×

10-3 
- 

2.68×

10-4 

5.45×

10-4 

2.36×

10-4 

5 - 
9.95×

10-3 

2.29×

10-3 

3.08×

10-3 

2.23×

10-3 
- 

9.58×

10-5 

3.14×

10-4 

2.03×

10-4 

6 - 
3.10×

10-3 

6.50×

10-4 

8.22×

10-4 

6.73×

10-4 
- 

9.85×

10-5 

2.83×

10-4 

2.14×

10-4 

9 - 
6.67×

10-3 

7.03×

10-4 

9.17×

10-4 

7.03×

10-4 
- - - - 

11 - 
8.83×

10-3 

5.77×

10-3 

7.41×

10-3 

5.65×

10-3 
- - - 

2.46×

10-5 

 

 

 
図 2. アイソトープ実験施設の排気設備ガスモニタの放射能測定結果と桜島の噴火回数の関係 

 

 

表 4 にマアジとチダイの測定結果を示す。マアジとチダイの測定では、K-40 が検出されたが、

その他の核種は検出されることはなかった。特徴としては、太平洋側で収穫されたマアジとチダ

イで K-40 が東シナ海側のものに比べて、1割以上多く検出された。図 3に鹿児島市内の大気中の

粉塵のウランの同位体比測定の結果を示す。この測定は試料番号 5-10 の粉塵を集めて行われた。

U-235/U-238 の比が 0.00732±0.00004 となり、ほぼ天然比として得られた。また、表 5にはウラ

ン以外の核種も含めた同位体比の測定結果を示す。ウラン以外の元素でも、天然に存在するもの

のみが検出された。図 4に KURAMA-II を用いた鹿児島県内の空間線量を示す。測定期間は 2015 年

8 月から 2016 年 1 月であり、青いデータ点の道を車で走行した。青いということは空間線量が 0.1

μSv/h 未満ということであり、もし赤いデータ点があるとしたら、その付近が 1μSv/h であるこ

とを意味する。隈なく走行できたわけではないが、車による走行サーベイを行った場所では異常

な高さの空間線量率は検出されなかった。 
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表 4. 魚に含まれた放射性核種とその濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3. 鹿児島市内の大気中の粉塵のウランの同位体比測定の結果（表 1の試料番号 5-10 を合わせ

て測定） 

 

 

 

表 5. 鹿児島市内の大気中の粉塵の同位体比測定結果 

放射性核種 同位体比 

Cs Cs-133 のみ検出 

Sr 
Sr-84、Sr-86、Sr-87、Sr-88 

（すべて天然に存在する安定な同位体） 

U U-235/U-238: 0.00732±0.00004（天然比） 

Pu 検出できず 

 

 

 
単位重さに含まれる放射性核種とその濃度（Bq/kg） 

K-40 

マアジ（東シナ海） 35.8 

チダイ（東シナ海） 40.9 

マアジ（太平洋） 42.2 

チダイ（太平洋） 45.8 
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図 4. KURAMA-II を用いた空間線量の測定結果。測定期間は 2015 年 8 月から 2016 年 1 月まで。色

の付いた道路の上を走行した。 

 

４．おわりに 

鹿児島県内の自然放射性物質の測定を本事業によって始めることができた。大気中の粉塵にも

放射性物質が含まれることを示すことができた。季節が秋から冬に変わる頃に放射性物質の濃度

が変化したが、その時期から桜島の噴火が止まっているため火山灰の影響ではないかが考えられ

る。東シナ海と太平洋で取れた魚に含まれる放射性物質、大気中の粉塵に含まれる放射性物質の

同位体比、鹿児島県内の空間線量率の走行サーベイのいずれにおいても特に不自然な核種などは

見つからなかった。本事業をきっかけとして徐々にデータを蓄積し、データベースを構築できる

ように努力していきたい。 
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桜島から噴出する火山灰の構成鉱物に関する研究 
―火山灰を構成する斜長石の構造状態の推定（平成 27 年 5 月～平成 27 年 12 月）― 
 

教育学部 松井 智彰・戸髙 京介 
 

１．はじめに 
本事業では，爆発的噴火を繰り返す桜島の火山灰を採取するとともに，主要な構成鉱物である

斜長石の構造状態の長期モニタリングをおこない，桜島火山直下でのマグマの活動に関してより

精密に議論するための基礎データを蓄積することを目的とする． 
桜島火山では，半世紀以上にわたって断続的に噴火が多発し，特に数年前から桜島昭和火口か

らの噴火が頻発し活動が活発化していた．こうした中，昨年８月15 日には南岳直下付近を震源と

する火山性地震の多発や桜島島内に設置されている傾斜計と伸縮計で山体膨張を示す急激な地殻

変動が観測され，噴火警戒レベルが３（入山規制）から，４（避難準備）に引上げられた．その

後，南岳の地下に貫入したマグマの浅部への上昇は停止し，新たなマグマの貫入も生じていない

と考えられることから，９月１日には噴火警戒レベルは３に引き下げられた．爆発的噴火も９月

17日以降起きておらず，桜島の火山活動はここ数年にない小康状態にあると思われる（福岡管区

気象台・鹿児島地方気象台, 2015a, b）．  

これまで本事業では，予備調査において火山噴火の推移予測に物質科学的手法のうち鉱物の結

晶構造からアプローチする有効性を指摘した（松井, 2013）．また，昨年度と一昨年度の調査では，

火山灰構成鉱物の斜長石に着目して粉末Ｘ線回折法を用いてその構造状態を推定したところ，噴

火の規模に対応して斜長石の化学組成と構造状態が変化している可能性が示唆された（松井・丸

本, 2014；松井・中村, 2015）．そこで本報では，引き続き桜島火山の昭和火口から噴出する火山

灰の構成鉱物のうち最も構成比の高い斜長石に注目して，採取量が多かった期間の試料を用いて

粒径による化学組成と結晶構造の違いを検討した結果と全期間を通じた構造状態の変化について

検討した途中経過を報告する．  
 

２．実験方法 
本年度は，桜島南岳昭和火口の西南西約11kmに位置する鹿児島大学教育学部管理棟・理系研究

等屋上において採取トレイ（図１）を用いて火山灰試料を採取した．採取期間は平成27年5月1日
から12月29日までの約８ヶ月間で，２週間から１ヶ月の間隔で試料を回収した． 
質量測定，縮分，水洗，乾燥の作業を施した火山灰試料から磁石を用いて磁性鉱物を取り除い

た後，一部を光学特性観察用に確保し，残りをメノウ乳鉢で粉末化した．粉末化した試料につい

て，リガク製X線回折装置Ultima IV Protectus（管電圧 40kV; 管電流 40mA; モノクロメータ

（グラファイト）使用; 発散スリット・散乱スリット 1; 受光スリット 0.15mm; スキャンスピ

ード 10/min; サンプリング幅 0.02）を用いてCuKα線によって2θが3～70の範囲を測定し，

回折線データ（XRD図形）を得た．引き続き，測定されたXRD図形について統合粉末Ｘ線解析ソ

フトウェアPDXLを用いたICDD（International Center for Diffraction Data）とのコンピュータ

ー照合により鉱物同定を行なった．更に，同装置を用いてCuKα線によって2θが21～33の範囲を
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より精密な条件（スキャンスピード 0.1/min; サンプリング幅 0.001）で測定し，斜長石の構造

状態を推定するために必要な回折線データを得た．斜長石の化学組成は鹿児島大学自然科学教育

研究支援センター機器分析施設の日本電子製電子マイクロアナライザ（EPMA）JXA-8230（電子

銃：LaB6，加速電圧：15kV，照射電流：2.5×10-8A，プロープ径：10μm）を用いて決定した． 
 
３．結果 
試料採取 
採取量は５月下旬以外は比較的少量で，７月

以降は１日当たり 1 (g/m2)と極少量であった

（表１）．９月 17 日以降は爆発的噴火はなく同

月 28 日を最後に噴火活動も見られないことか

ら，10～12 月に採取した試料は過去の降灰が

巻き上げられたものであると思われる。この採

取量の特徴は，昭和火口から同じく西南西に約

11km の位置する鹿児島地方気象台における降

灰量の傾向と概ね一致し，噴火回数との相関も

認められる（福岡管区気象台・鹿児島地方気象

台, 2015b）． 

 

 

図１．火山灰採取トレイ 

 

表１．火山灰試料採取期間と採取量 

試料番号 採取開始日時* 採取終了日時* 採取量（g/m2） 
１日当たりの採取

量(g/m2) 

1 2015050112h 2015051512h 36.3 2.59 

2 2015051512h 2015052912h 468.1 33.44 

3 2015052912h 2015061212h 90 6.43 

4 2015061212h 2015070312h 5.7 0.27 

5 2015070312h 2015071712h 24.3 1.74 

6 2015071712h 2015073118h 54.7 3.19 

7 2015073118h 2015081518h 3 0.2 

8 2015081518h 2015090418h 1.1 0.06 

9 2015090418h 2015101312h 5.1 0.13 

10 2015101312h 2015110715h 0.8 0.03 

11 2015110715h 2015120415h 1.1 0.04 

12 2015120415h 2015122916h 0.2 0.01 

＊：日時については，例えば 2015 年５月１日 12 時は 201505112h と表記する． 
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粉末ＸＲＤ分析 
試料番号 7, 8, 10, 11, 12 については最低限分析に必要な量に満たなかったため分析しなかった．

今回採取した火山灰試料の代表的な回折線図形（試料番号３）を図２に示す．火山灰の構成鉱物

としては灰長石（斜長石）、斜方輝石、単斜輝石が確認された．斜長石は，地殻を構成する鉱物の

中で最も一般的な鉱物であり，桜島から噴出した大正溶岩や昭和溶岩の主要構成鉱物でもある．

ただし，回折線図形に見られるように，斜長石が大部分を占めていることがわかる． 
 

 
 
斜長石の構造状態を決定するために，2θが21～33の範囲をより精密な条件(スキャンスピード

 0.1/min; サンプリング幅 0.001)で測定した．その結果を図３に示す．採取量が多かった試料

番号２については，粒径を250～500μm，125～250μm，63～250μm，～63μmにふるい分けして

測定した．Scheidegger (1973)に従って面指数 (1-11)，(-201)，(131)，(220)，(1-31)に対応する

回折線の角度（2θ）から Β  （= 2θ(1-11) – 2θ(-201)）とΓ （= 2θ(131) + 2θ(220) – 4θ(1-31)）を求め

た．Caに富む斜長石の場合，Β／Γプロットによって灰長石成分（mol%）と構造状態，すなわち

長石の結晶構造のT席におけるAlとSiの秩序・無秩序配列をある程度推定することができる（図４

）．昨年度（松井・中村, 2015），一昨年度（松井・丸本, 2014）のデータと比較すると，時期に

よりばらつきはあるものの全体的に化学組成は灰長石成分に富む傾向になり，秩序度は以前より

狭い範囲に収まっているように見える．詳細については現在解析中である． 
 
 
 

図２．粉末 XRD 図形（3˚≦2θ≦70˚） 

2θ (deg) 

強 度 
(cps) 
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図４．桜島火山灰を構成する斜長石のΒ／Γプロット 
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図３．粉末 XRD 図形（21˚≦2θ≦33˚，右側の数字は試料番号） 
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化学組成 
採取量が多かった試料番号２の火山灰について粒径ごとにふるい分けした後に電子プローブマ

イクロアナライザを用いて定量分析をおこなった．中性長石から亜灰長石まで組成幅が広いが，

粒径による組成の片寄りは認められなかった（表２）． 

 
 

表２．ＥＰＭＡによる代表的な化学分析値（試料番号２） 
 250～500μm  125～250μm  63～250μm  ～63μm 

 Ca-rich  Na-rich  Ca-rich  Na-rich  Ca-rich  Na-rich  Ca-rich  Na-rich 
SiO2  46.78  56.81 47.87  55.76  45.92  55.31  48.56  60.09 
Al2O3  33.65  27.50  32.81  27.78  32.33  27.05  33.04  24.90 
FeO*  0.57  0.67  0.64  0.51  0.61  0.63  0.79  0.89 
CaO  17.81  10.93  16.82  11.13  16.95  10.47  16.81  9.06 
Na2O  1.24  4.88  1.69  4.90  1.38  4.79  1.76  5.43 
K2O  0.03  0.21   0.04  0.21  0.02  0.22  0.05  0.49 
Total  100.08  101.00  99.87  100.29  96.61  98.47  101.01  100.86 

酸素原子８個に対する原子比 
Si  2.153  2.534  2.201  2.508  2.173  2.529  2.208  2.667 
Al  1.825  1.446  1.778  1.473  1.804  1.458  1.771  1.303 
Fe  0.022  0.025  0.025  0.019  0.024  0.024  0.030  0.033 
Ca  0.878  0.522  0.829  0.536  0.859  0.513  0.819  0.431 
Na  0.110  0.422  0.150  0.427  0.126  0.425  0.153  0.467 
K  0.002  0.012  0.002  0.012  0.001  0.013  0.018  0.028 
Total  4.990  4.961   4.985  4.975   4.987  4.962  4.999  4.929 
*：FeO として全鉄を表記 
 
 
 
４．まとめと今後の課題 
本年度の事業では，昨年度に引き続きより長期間の火山灰採取ならびに試料の観察・分析をお

こなった．火山灰構成鉱物の斜長石に着目して粉末Ｘ線回折法を用いてその構造状態の推定を試

みたところ，時間変化にともない全体的に灰長石成分に富む方向に化学組成が変化している傾向

が確認された。結晶構造の系統的な変化は確認されなかったが，秩序度は以前より狭い範囲に収

束しているように見える．昨年度，一昨年度も課題として指摘されたことであるが，各噴火に対

応した試料を確保して詳細な議論をするためには，試料回収の間隔を短くすることが必要である．

噴火現象を引き起こすマグマの特性や冷却過程の変化は必ずその噴出物を構成する鉱物の結晶構

造と化学組成に反映する．火山灰の構成鉱物を通して火山活動を物質科学的に長期モニタリング

することによって，桜島の火山活動が今後より詳細に解明されていくことが期待される． 
 



－ 190 －

謝辞 
 本研究にあたり，鹿児島大学教育学部地学教室の方々にはセミナー発表時に有益なコメントを

いただいた．また火山灰の化学組成分析では鹿児島大学自然科学教育研究支援センター機器分析

施設の大倉寛一氏に大変お世話になりました．記して御礼申し上げます． 
 
引用文献 

福岡管区気象台火山監視情報センター・鹿児島地方気象台 (2015a) 桜島の火山活動解説資料（平

成 27 年 9 月）, 1-13.  
福岡管区気象台火山監視情報センター・鹿児島地方気象台 (2015b) 桜島の火山活動解説資料（平

成 27 年 12 月）, 1-16.  
松井智彰 (2013) 「鹿児島の自然環境の理解を深める理科教員養成―桜島から噴出する火山

灰構成鉱物の観察と分析―」に関する予備調査．平成 24 年度国立大学法人運営交付金特

別経費（プロジェクト分）―地域貢献機能の充実― 「南九州から南西諸島における総合

的防災研究の推進と地域防災体制の構築」報告書．鹿児島大学地域防災教育研究センタ

ー, 137-140. 
松井智彰・丸本啓介 (2014) 桜島から噴出する火山灰構成鉱物の観察と分析―火山灰を構成

する斜長石の構造状態の推定（平成 25 年 5 月～10 月）―．平成 25 年度国立大学法人運

営交付金特別経費（プロジェクト分）―地域貢献機能の充実― 「南九州から南西諸島

における総合的防災研究の推進と地域防災体制の構築」報告書．鹿児島大学地域防災教

育研究センター , 63-69. 

松井智彰・中村美勇 (2015) 桜島から噴出する火山灰の構成鉱物に関する研究―火山灰を構

成する斜長石の構造状態の推定（平成 25 年 12 月～平成 26 年 10 月）―．平成 26 年度国

立大学法人運営交付金特別経費（プロジェクト分）―地域貢献機能の充実― 「南九州

から南西諸島における総合的防災研究の推進と地域防災体制の構築」報告書．鹿児島大

学地域防災教育研究センター , 143-148. 

Scheidegger, K.F. (1973) Determination of structural state of calcic plagioclases by X-ray 
powder technique. American Mineralogist, 58, 134-136. 

 



－ 191 －

三陸沿岸域における海底堆積物の現状調査 

 ～大槌湾を事例に～ 
 

 

理工学域工学系 安達貴浩 
 

 
 
１．はじめに 
 大槌湾は，三陸リアス式海岸中部に位置する東西に細長く伸びた内湾であるが 1)，2011 年 3 月

の東北地方太平洋沖大地震によって発生した大津波によって，その周辺地域は甚大な被害を受け

た．また，その際に，同湾の鵜住居川河口に形成されていた砂州が消失するなど海底地形は大き

く変化し，ヘドロとともに海底堆積物が外海へフラッシュされたことが知られている．現在，海

底地形や海底材料の粒径は，大津波以前の状態へと徐々に回復しつつあるとの指摘もなされてい

るが，現在の海底材料の状態を正確に把握することは，防波堤等の海岸構造物の設計において不

可欠な要素である．また，大槌湾のように二枚貝養殖が行われている海域では糞や擬糞が養殖施

設下部に集中的に堆積して海底がヘドロ化・細粒化するが，海底材料の粒径と有機化の程度との

間位には密接な関係があるため，現状における海底材料の粒径の空間分布を明らかにすることは，

震災後再開された二枚貝養殖の影響を評価するためにも貴重な情報となる． 
以上を考慮して，本研究では，大槌湾における震災後の海底材料の空間分布の情報を充実化さ

せることを目的として，現地調査を実施した．以下にその結果を紹介する． 
 

２．大槌湾の概要ならびに既存の調査結果について 

(1) 大槌湾の概要 
本研究が対象とする大槌湾は，三陸海岸中部に位置する，東西に細長く伸びたリアス式海岸で

ある（湾幅は湾口で約 3.5km，奥行き約 8km，図-1 参照）．同湾では，これまでホタテ，マガキ，

三陸ワカメ等の無給餌養殖が活発に行われてきたが，2011 年 3 月の東北地方太平洋沖大地震によ

って発生した大津波によって，養殖業も壊滅的な被害を受けた．現在，水産業の復興を目指して

おり，「科学的な知見も活かして漁場環境を把握し，適切な資源管理によって漁場・資源を回復す

ること」が東北地方における水産業復興の基本方針の一つとなっている 2)．以上を背景として，

複合養殖といった対策が検討されており，このような取り組みを積極的に行っていく上でも，現

状の大槌湾の水質・底質を把握しておくことは重要である． 
 

図-1 大槌湾概要 
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(2) 底泥の粒径に関する既存の調査結果について 
 大槌湾では，1981, 1993 年に，それぞれ渡部ら 3)，佐藤ら 4)によって，湾内複数地点（29 ないし

は 30 地点）を対象に底質調査が実施されている．粒径に関する情報として，渡部らは 0.1mm 未

満，0.1-0.5mm，0.5mm 以上といった 3 区分の粒径の組成率を，また佐藤らは，より細かく 7 区分

の粒径の組成率を結果として示しているが，いずれの結果においても，大半の地点での海底材料

は「泥」に区分されている．  
 Seike ら 5)は，湾奥北岸側の 4 地点を対象に，震災前の 2010 年ならびに震災後の 2011 年 9 月，

さらには 2012 年 9 月の中央粒径と泥分率の比較を行っている．この結果，震災前後（2010 年と

2011 年を比較）で，1 地点を除き，海底材料は「泥」から「粗砂」に変化していることを明らか

にしている．さらに，1 地点を除き，2012 年には，底質材料が震災前と同程度の粒径に回復して

いることが明らかにされている．さらに，泥分率も 2010 年から 2011 年にかけては減少している

が，2011 年から 2012 年にかけては逆に増加傾向にあるという結果を示している． 
 また内記ら 6)は，岩手県の 9 湾で底質調査（表層から 2-3cm の層）を行っており，結果の一つ

として大槌湾の底質の変化を示している．各湾で 15 点の測点が設けられており，大槌湾では湾全

域に万遍なく調査点が設けられている．2009 年に岩手県によって実施された調査結果と 2012 年

の結果を比較し，泥分率は有意な差がないが，COD，AVS は減少傾向にあることが示されている． 
統計的な議論を行うと，震災前後で泥分率に有意な差は見られないようであるが，内記ら 6)によ

って図示された結果を見ると，泥分率の高い領域が震災前よりも明らかに縮小していることが見

て取れる．特に，カキやホタテが活発に行われている領域（図-1 の St.S, St.C の周辺領域）におい

て泥分率が高くなっている． 

 

図-2 コアサンプラーによる採泥状況 
（左：重錘型柱状採泥器（小型）， 右：G.S.型表層採泥器（アシュラ）） 

図-3 スミスマッキンタイヤ型採泥器 
による採泥状況 
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３．現地調査の概要 

以上のように，大槌湾の海底材料を対象とした現地調査が複数実施されているが，観測数や観

測地点が限られており，震災前後の海底材料の回復傾向について明確になっているとは言い難い．

このため，2015 年 8/27 に大槌湾において，底質調査を実施した．2014 年までの調査においては，

コアサンプラーによって底泥サンプルを取得していたが（図-2），コアサンプラーを用いた船上か

らのコアサンプルの取得に対して海底材料の粒径が粗く，局所的な窪地等を地点として選択しな

ければ，コアサンプルは取得できなかった．このため，2015 年にはスミスマッキンタイヤ型採泥

器を用いて，底泥サンプルを取得した（図-3）． 
調査においては，東京大学大気海洋研究所附属・国際沿岸海洋研究センター（International Coastal 

Research Center, AORI, Univ.Tokyo，以下，ICRC）の技術職員に補助をお願いし，申請者と大学院

生 1 名を中心に現地調査を実施した．具体的な調査方法としては，ICRC の調査船グランメーユに

乗船し，図-4 に示す大槌湾内複数点において採泥を行った． 
 

４．現地調査の結果 

空間的な広域の含泥率（63μm 以下の粒径区分；MC）について，観測結果を図-5 に示す．前述

したように，震災前は広域で粒径が細かい状態だったが，2015 年の結果では，領域に若干ずれは

あるものの，内記ら 6)と同様に，St.S の周辺領域では粒径が震災前と同程度に細かくなりつつあ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-4 大槌湾内の採泥地点 
 

地点名 北緯 東経
① 39°20' 34'' 141° 55' 20''
② 39°20' 25'' 141° 55' 24''
③ 39°20' 18'' 141° 55' 28''
④ 39°20' 55'' 141° 55' 22''
⑤ 39°20' 40'' 141° 55' 33''
⑥ 39°20' 26'' 141° 55' 48''
⑦ 39°21' 03'' 141° 55' 27''
⑧ 39°20' 36'' 141° 55' 59''
⑨ 39°20' 24'' 141° 55' 59''
⑩ 39°20' 08'' 141° 56' 11''
⑪ 39°19' 59'' 141° 56' 16''
⑫ 39°20' 34'' 141° 56' 08''
⑬ 39°20' 14'' 141° 56' 19''
⑭ 39°19' 59'' 141° 56' 29''
⑮ 39°20' 25'' 141° 56' 42''

60進法表示

%・dry weight 

図-5 大槌湾中央部の粒度分布 
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ることが分かる．参考までに各地点で取得したサンプルの写真を図-6 に示す． 
なお，2015 年 8/25 には，St.S の周辺領域において，コアサンプラーを用いたサンプリングを行

ったが，従来と同様に，いくつかの地点では粒径が粗く，サンプリングに失敗した．この結果を

踏まえると，比較的泥分率が高い領域であっても，コアサンプラーによる船上からのサンプリン

グは容易でないことが分かる． 
また，コアサンプラーによって得られた底泥サンプルを分析したところ，有機化の指標となる

POC, AVS, 間隙水中の NH4，さらには底泥による酸素消費速度は震災前とほぼ同程度の値を示し

ており（図-7），この結果から海底材料の粒径が震災前と同程度に回復した St.S, St.C の周辺領域

では，底泥の有機化も震災前と同程度の状態になっていると推察することができる． 
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9) Stn.4 10) Stn.7 

11) Stn.S 12) Stn.5 

図-6 採泥した底泥の写真 

図-7 有機化の指標の経年変化 
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鹿児島県の特徴的な過疎高齢３地域における 

相互扶助･防災意識の把握と防災計画 
 

 

理工学研究科建築学専攻 本間 俊雄 
 

 
 
１．はじめに 

 日本は過疎・少子高齢化が進んでおり、従来の行政によるトップダウン方式ではなく、現状に

沿った地域づくりが重要である。特に若者の減少が著しく、地域活動の衰退や買い物・通院など

の日常生活に支障が生じる地域では、災害時においてより深刻さを増す。したがって、血縁や地

縁などによる人と人のつながり(関係性)を把握することは、地域の現状を理解する上で重要であ

り、地域コミュニティの支援や自主防災組織等の構築に繋がる。 

本稿では、南九州・鹿児島の特徴的な過疎・少子高齢化地域である３地域５集落を対象にグラ

フ理論の考えを用いたネットワーク解析を示し、得られたネットワーク量等の比較検討より、各

地域の共通性や相違点を調べることで、地域の特徴・問題点を把握し、地域の活性化と防災・減

災に繋がる組織作りに役立てることを目的としている。 
 

２. 調査概要とグラフ化 

2.1 調査方法と内容 

 2010 年から 2015 年にかけて対象地域の調査を実施した。対象者が回答する人数には限りがあ

るため、実際にはつきあい（関係）がある場合でも名前が挙がらないことが考えられる。ここで

は片方から名前が挙がった場合も双方のつながりがあるものとみなす。また、準備した質問を順

番に聞くのではなく、会話の中から話を広げ、回答者に警戒感・緊張感を持たせないようにして

全ての項目を聞き出す方式を採用している。 

表 1に調査内容の全体像を示す。調査では全 27 項目を１人当たり 20～40 分程度のヒアリング

による直接対面で実施した。 

調査対象 対象地域に居住する 20 歳以上の住民全員をヒアリング対象者とする。ただし、地域

内の田畑に毎週数回出てきて地域内の人と親しくしている人も調査対象者に含める。 

調査形式 全戸訪問による対面ヒアリングを行う。この方式により住民生活や地域の状況につい

ての把握も一緒に実施する。 

調査員 2 名 1 組として回答項目の聞き漏らしが無いように、確認シートに記録を採りながらヒ

アリング調査を進める。 

2.2 可視化グラフの手順 

グラフ化は図１に示すように、人と人のつながりを抽出・行列化し、人をノード、関係をリン

クあるいはエッジ（線分･経路）と設定し、つきあいのある人をつないだネットワークの全体像

を描画する。ネットワーク解析では標準的に使用されている UCINET により正方行列を解析用に

数値変換して実地し、作図は描画ソフト NetDraw を用いて表示する註1)。 
 
３. 対象地域の概要と回答状況 

鹿児島県内の３地域(A, B, C)５集落の位

置関係を図２に示す。各集落の年代別・世帯

別人口構成を表２の通りである。３地域の内、

２地域は２つの集落(A-1, A-2, B-1, B-2)
を取り挙げた。なお、各地域の名称は個人情

報が含まれるため、記号で表現することにす

る。本調査では、ネットワークの信頼性を確

保するために70％以上の回答率を目指した。 

3.1 地域 A（南大隅地域） 
鹿児島市からフェリーを利用して車で 2 

回答項目 内容

個人属性 性別、年齢、居住歴、居住形態

外出範囲 外出頻度、普段の外出先と手段

社会参加 参加団体

2．名前をあげてもらった人との関係性、接触頻度

1．つきあいがある、親しくしている人を5名程度あげてもらう
（5名以上答えてもらうことも可能）

3．名前をあげてもらった人とどのようなつきあいがあるのか
（世間話、お裾分け、送迎、買い物の代行など）

つきあい
（常時）

つきあい
（緊急時）

悩みを相談できる人、緊急時に手助けを求める人

表 1 調査項目概要 
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間程度に位置する地域である。海辺地帯(A-1)と傾斜地帯(A-2)に形成されている集落を対象と

した。表２に示した年代別・世帯別人口構成で判るように、1 人世帯、2 人世帯の割合が高く、

独居高齢者や夫婦のみの世帯が多い。 

集落 A-1 世帯数 64 戸、男性 55 名、女性 67 名の総人口 122 名からなり、高齢化率註2）は 51.6% 

（2015 年 9 月）である。回答者の平均年齢は 67.0 歳、平均居住年数は 40.5 年である。ヒアリン

グ回答者 96 名（ヒアリング対象者 108 名）、地域内出現者註3）11 名、地域外出現者註4）153 名の

回答率 88.9％であった。職業構成は、農林水産業 8.8％、商工業 10.8％、会社員･公務員 15.7％、

無職 61.8％、その他 15.7％となっている。 

集落 A-2 世帯数 52 戸、男性 54 名、女性 55 名の総人口 109 名からなり、高齢化率は 49.5％（2014

年 10 月）である。回答者の平均年齢は 57.8 歳、平均居住年数は 41.2 年である。ヒアリング回

答者 92 名（ヒアリング対象者 99 名）、地域内出現者 3 名、地域外出現者 155 名の回答率 92.9％

であった。職業構成は、農林水産業 11.1％、商工業 13.0％、会社員･公務員 21.3％、無職 50.9％、

その他 3.7％となっている。 

3.2 地域 B（鹿児島市近郊地域） 

鹿児島市から車で 30 分前後程度の通勤圏内に位置する山あいの地域である。南薩摩地方に抜

ける一車線の幹線道路沿いにある利便性のよい集落である。 

集落 B-1 世帯数 52 戸、男性 45 名、女性 52 名の総人口 97 名からなり、高齢化率は 47.4％（2013

年 10 月）である。回答者の平均年齢は 65.8 歳、平均居住年数は 42.1 である。ヒアリング回答

者 67 名（ヒアリング対象者 91 名）、地域内出現者 14 名、地域外出現者 128 名の回答率 73.6％で

あった。職業構成は、農林水産業 0％、商工業 18.5％、会社員･公務員 23.1％、無職 50.8％、そ

の他 7.7％となっている。 

集落 B-2 世帯数 58 戸、男性 77 名、女性 69 名の総人口 146 名からなり、高齢化率は 16.4％（2013

年 9 月）である。回答者の平均年齢は 54.4 歳、平均居住年数は 25.2 年である。ヒアリング回答

者 89 名（ヒアリング対象者 115 名）、地域内出現者 25 名、地域外出現者 109 名の回答率 77.4％

であった。職業構成は、農林水産業 1.2％、商工業 16.9％、会社員･公務員 38.6％、無職 34.9％、

その他 8.4％となっている。 

3.3 地域(集落)C（南薩摩地域） 

鹿児島市から車で 2時間程度の南薩摩先端の海に近い地域であり、最近、鹿児島市に通じる海

沿いの県道が整備されつつある。平坦地に乏しいため住宅地の大部分が傾斜地帯に集落を形成す

る。世帯数 68 戸、男性 51 名、女性 79 名の総人口 130 名からなり、高齢化率は 48.5％(2010 年 9

月)である。回答者の平均年齢は 66.0 歳、平均居住年数は 38.3 である。ヒアリング回答者 84 名

（ヒアリング対象者 106 名）、地域内出現者 12 名、地域外出現者 94 名の回答率 79.2％であった。

職業構成は、農林水産業 7.1％、商工業 6.0％、会社員･公務員 9.5%、無職 69.0％、その他 8.3％

となっている。 

B 

A 

C

鹿児島県 

図 2 調査対象地域の位置 

ID 人数

a 1人 b

b 3人 c d e

c 2人 b h

d 1人 e

e 1人 h

f 4人 b e g h

g 3人 c d e

h 2人 a g

名前を挙げた人

a) エッジの抽出 

a b c d e f g h

a 0 1 0 0 0 0 0 0

b 0 0 1 1 1 0 0 0

c 0 1 0 0 0 0 0 1

d 0 0 0 0 1 0 0 0

e 0 0 0 0 0 0 0 1

f 0 1 0 0 1 0 1 1

g 0 0 1 1 1 0 0 0

h 1 0 0 0 0 0 1 0

b) 隣接行列化 c) グラフの描画

図 1 グラフ化の手順のイメージ 

表 2 年代別･世帯別人口構成 

男 女 計 0～19歳 20～39歳 40～59歳 60～79歳 80歳以上 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人世帯

集落A-1 64 55 67 122 14 9 28 44 26 51.6% 26 27 5 3 3 0 0
集落A-2 52 54 55 109 10 11 23 47 18 49.5% 19 20 7 3 2 0 1
集落B-1 52 45 52 97 6 13 24 32 22 47.4% 25 19 4 1 2 0 0
集落B-2 58 77 69 146 31 33 42 32 8 16.4% 13 15 20 8 1 1 0

13 13 41 29 34 34 19 6 6 2 1 068 51 79 130 48.5%

年齢別人口
高齢化 率

世帯別人口

地域A

地域B

集落 C

世帯数
男女別人口
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４. ネットワーク解析結果 

 同程度の規模である３地域計５集落を比較し、各地域の特徴や問題点を示す。なお、ノードや

Q 値等の用語定義は付録にまとめて記す。 

4.1 ネットワークの全体形態 

 常時と緊急時のネットワーク全体像を図３に示す。図中、〇記号が回答者等（ノード）を、〇

と○を結ぶ線がつながり（リンク，エッジ）を意味する。常時ではどの地域も網目状形態であり、

末端に位置するノードは地域内出現者が多い。緊急時のネットワーク全体像は各地域で異なった

特徴的な形態をとる。なお、孤立者註 5）は一部の例外を除いてヒアリング回答者以外であり、中

には夫婦等の親族関係の方も含まれる。 

地域 A は、２つの集落共に緊急時でも孤立者の数、ネットワーク形態が常時とそれほど変化が

なく、孤立者が少ないために比較的密で安定したネットワークを保持している。 

地域 B の緊急時では、２つの集落共に孤立者数が大幅に増加し、かつ孤立ネットワークも複数

形成される。比較的まとまっているネットワークに対してもノードが紐状につながっているので、

災害時に何らかの物理的な障害によりリンクが切れると孤立ネットワークワークが形成する状

況に陥る。つまり地域 B のような形態を成す地域では末端ノードまで情報が行き渡らず安否確認

等の状況確認が困難となる。 

地域 C は、地域 A と B の中間的な関係性がみられる。つまり緊急時に孤立者数が大幅に増加

し、ネットワーク状況も疎となっていて、一部のリンクが切れるとまとまって孤立ネットワーク

が生じる可能性が高い。 

4.2 ネットワーク特性量 

表３に各集落の基本的なネットワーク特性量を示す。 

次数 K と最短パス長 D 地域 A は、常時で約 5～6人と、緊急時で約 3～4人とつながりがある。

地域 B は常時で約 5人と、緊急時で約 2人とつながりがある。地域 C は常時で約 4人と、緊急時

で約 3 人とつながりがある。地域 B と C はつながりに関しては類似する。地域 A を他の２つの

地域と比較すると常時･緊急時ともに 1 人当たりのつながりの人数が多い。さらに最短パス長で

比較すると、地域 A、集落 B-1 では常時で約 3人、緊急時で約 4人介せばネットワーク内の人に

連絡をとることができる。これに対して集落 B-2 では逆に常時で約 4人、緊急時で約 3人介せば

連絡が可能である。ただし、図３d)より判るように常時のネットワークが非常時で分断された結

果、緊急時の値が常時より小さくなっている。地域 C では常時で約 4 人、緊急時で約 5 人介せば

連絡がとれる。地域 A, B, C のこの違いは、平均年齢と平均居住年数に関係性があると考えてい

る。地域 C については、地域 A と B-1 と同じ傾向を示している。 

クラスター係数 C と Q 値 いずれの集落も常時から緊急時ではクラスター係数、Qmax
註 6)の値が

ともに大きくなっているため、緊急時はクラスター内のリンク密度が高く、クラスター間のリン

ク密度が低くなっている。地域 B ではこの傾向が顕著である。地域 A は常時から緊急時にクラ

スター数が減少している。地域 B と C は逆に増加している。この理由は、地域 B, C の緊急時で

は孤立ネットワークが多く、ネットワークが 1つにまとまっていないためである。 

 なお、表３の node 数はネットワークを形成するノード数のことであり、孤立ノードを除外し

ている。 

4.3 次数と多自由度に基づく序列表現 

図４に常時の次数と多重度に基づく序列グラフを示す。多重度はクリークを多く結ぶリンクに

注目した数値である。例えば、多重度 2は２つのクリークに属するリンクを共有することを意味

する。したがって、多重度が高いノードは多くのクリークに属することになり、地域内の関係性

が密で、結果的に地域の取りまとめ役を担う目安となる。地域 A は高い次数や 4以上の多重度を

もつノードが多く存在する。また、常時・緊急時ともにクリーク数が多く、地域全体が安定した

ネットワーク形態となっている。地域 B は高い次数や 4以上の多重度をもつノードが少ない。こ

の理由としては平均居住年数の低さに関係すると考えている。過疎地域における緊急時のクリー

クは血縁関係を主とした近隣住人（地縁）とのつながりがほとんどである。つまり地域 B は居住

年数の短さによるネットワーク形成段階であることと、比較的都市に近いなどの地理的要因が関

係すると捉えている。なお、集落 A-1, A-2、集落 B-1 では次数が 8 以上にも関わらず多重度 1

のノードが存在する。したがって、必ずしもつきあいの多い人が地域のまとめ役を担っていると

は限らないことには注意しなければならない。 
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図 3 各集落の常時・緊急時のネットワーク全体像 
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５. 考察 

地域 A（南大隅地区）  ２集落ともに高齢者が農作業をする人が多く、対応して身体的に健康で

ある。また、平均居住年数が永く、地域内でのまとまりが強いので他地域から来た人が馴染みづ

らい状況にもあり、常時・非常時の相互扶助と防災意識が高いものの非高齢者が少ないため、災

害時の避難や防災に対する計画遂行に支障をきたす可能性が大きい。ただし、ネットワークは強

固であるので、取組方次第では劇的な改善が見込まれる。 

地域 B（鹿児島市近郊地区） 非高齢者住民は地域外の勤務地で働き、休日は他地域へ出かける

など、集落内で過ごす時間はわずかである。集落 B-1 には高多重度、高次数の人が存在し、集落

をまとめようとしている。集落 B-2 には局所的に多くのリンクを有するノードがいないため、集

落内をまとめる人がいない。結果的に高齢者は身体的に不自由な方が多いので、昼間の災害時、

避難実施が計画通り遂行しない可能性が極めて高い。鹿児島市近郊地区の居住選択に、他人との

つながりを持ちたくない方が比較的多くいることもこの集落の特徴である。 

地域 C（南薩摩地区） 地域 A と B の中間的な形態を持った集落である。ただし、地域 A の構

成要因は平均居住年数に関係し、地域 B は交通利便性の地理的な要因が大きいと考えている。地 

a1) 集落 A－1

a2) 集落 A－2 b2) 集落 B－2

b1) 集落 B－1

c) 集落 C 

図 4 常時の次数と多重度に基づく序列グラフ 

常時 緊急時 常時 緊急時 常時 緊急時 常時 緊急時 常時 緊急時
node数 104 103 95 91 78 69 111 97 96 89
edge数 262 176 274 189 186 80 249 104 208 124

平均次数K 5.0 3.4 5.8 4.2 4.8 2.3 4.5 2.1 4.3 2.8
Kmax 22 16 13 10 15 7 12 7 13 12

最高次数ID 18 18 18、76 84 34 21、34 012、053 034 77 77
平均最短パス長D 3.22 4.10 3.21 3.90 3.27 4.97 4.01 3.15 3.79 5.60

平均クラスター係数C 0.395 0.428 0.406 0.436 0.407 0.540 0.410 0.646 0.450 0.297
Qmax 0.479 0.642 0.524 0.648 0.519 0.796 0.636 0.875 0.623 0.722

クラスター数 14 13 14 9 12 18 11 27 9 13
clique合計数 91 48 92 41 56 14 70 21 48 21
3-cliqueの数 73 42 73 29 43 11 51 17 33 16
4-cliqueの数 14 3 13 9 11 2 17 4 10 5
5-cliqueの数 2 3 6 3 1 1 2 0 5 0
6-cliqueの数 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0

地域C集落A－1 集落A－2 集落B－1 集落B－2

表３ 基本的なネットワーク特性量 
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域 C は A に近い特性を有すると考えられるが、災害時への対応が急務であろう。 

地域活性化と防災・減災対策 過疎・少子高齢者地域の活性化と防災・減災に対する組織作りは、

地域特性に適合させるように設計する必要がある。結果的に、地域に定住してイベントが計画で

きる次数と多重度が高い、非高齢者の育成重要であるという結論にたどり着く。 
 
６. まとめ 

本稿では南九州に位置する５つの過疎集落をグラフ理論によるネットワーク解析を行い、ネッ

トワークの集団構成を明確にした。各地域を比較することで各地域の類似点や相違点を示し、特

徴・問題点の把握ができた。今後、地域に適合する活性化、防災・減災に向けた人材育成や組織

作り及びイベント計画等を、行政を取込んだ地域住民との対話を通して具体的に提示していく。 
 
註釈 

註 1) UCINET と NetDraw は、社会ネットワーク解析用の標準的なソフトである(Analytic Technologies, 
Inc. and the University of Greenwich)。 

註 2) 65 歳以上の高齢者人口(老年人口)が総人口に占める割合。 

註 3) ヒアリング回答者以外で地域内のつきあいのある人として名前の挙がった人。 
註 4) 地域外のつきあいのある人として名前の挙がった人。 

註 5) Q 値はクラスタ内のエッジの密度の高さ、クラスタ間のエッジの密度の低さを表し、Q の最大

値 Qmaxは適切なクラスター数を意味する。 

註 6) ヒアリング回答者及びヒアリング回答者以外で地域内の人とつきあいがない人。 
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付録 

本研究で用いる用語とネットワーク特性量の定義を記述する. 

ノード vi(node） 点(〇)で表されるネットワーク内の構成員.  
エッジ eij(edge)またはリンク(link) ノード間の関係を示し、 

線で表示. 

クラスター(cluster) ネットワーク内のグループ. 

次数 K ノードが持つリンクの本数(付図 1参照). 

クリーク(clique） ネットワーク内の全ノードが互いにリンクを 

もつ密なまとまり.例えば付図 2の関係のことを指す.  
クラスター係数 C ネットワークの濃密さを表す指標： 
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ここで、n：ネットワーク内の総ノード数，Ei：viに隣接する 

ノード間のエッジ数.  
平均最短パス長 D ノード間の距離を表す指標： 
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ここで、Dij：viと vjの最短パス長. 

Q 値 次式で与えられるグラフ分割の指標 Q である。 
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ここで、eu：クラスター内部のエッジの存在確率，A(vi，vj)：存在確率(ノード間にリンクあり= 1、リ

ンクなし= 0），2m：ネットワークのリンクの総数. 

付図 1 ノード, リンク(エッジ), 次数 

ネットワーク 

a) ネットワーク 

付図 2 ネットワークからのクリーク分解 

b) 各クリーク 
3 クリーク 

4 クリーク 

4 クリーク 
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口永良部島新岳噴火避難者への運動及び 

レクリエーション活動による健康づくり支援の効果についての研究 
鹿児島大学教育学部 福満 博隆・長岡 良治 

鹿児島大学大学院教育学研究科  川畑 和也 
1．はじめに 

平成26年5月29日に起こった口永良部島新岳噴火災害により、噴火警戒レベルは3（入山規制）

から5（避難）に引き上げられ、島内住民及び滞在者計137名は口永良部島から屋久島への避難を

行い、多くの被災者が不自由な生活を余儀なくされた。約2ヶ月後の同年8月には、避難所生活か

ら仮設住宅への入居が始まったが、慣れない生活環境での生活が続くことによって，身体お

よび精神的なストレスから健康が阻害されることが懸念された。特に高齢者においては，

その生活環境の変化に適応していくことが難しく，生活機能が低下し，体調を崩しやすい

ことが予測されることからその対策は，急務であり，高齢者の介護予防に繋がる健康づく

り支援を継続的に行うことによって，健康・体力・身体機能の維持を図ることが必要であ

ると考えられる。さらに、健康体操やレクリエーション活動を実施して、楽しみながら身体活動

を行い、参加者同士のコミュニケーションを深めるきっかけを作り、引きこもりがちな気持ちの

改善と安心感を抱くことで、心の健康づくりも行っていくことが必要であると考えられる。 

そこで本研究では、社会福祉法人屋久島町社会福祉協議会と協力し、8月に1回、11月に2回、主

に口永良部島新岳噴火災害仮設住宅を訪問し、被災者の方の生活体力測定、健康度・生活習慣に

関するアンケート、行動変容ステージに関するアンケートを行い、さらにレクリエーション活動

を取り入れた運動教室を行い、その活動に対するアンケートを行った結果について報告する。 

 

2．健康行動の変容と生活体力の測定 

1）調査の概要 
【調査対象】 

調査対象は、口永良部避難者 86 世帯計 137 名のうち、仮設住宅へ入居している 27 世帯計

47 名であり、調査協力をいただけた 21 名（男性 8 名、女性 13 名）である。 
【調査内容】 

「生活体力」1)を把握する体力測定と、健康度・生活習慣を把握する「健康度・生活習慣診断

検査」2)、健康保持・増進のための行動変容に対する準備段階の把握のため「行動変容段階ステ

ージ調査」3)の 3 種類の調査を行った。 
【調査時期】 

第 1 回目が 8 月 31 日から 9 月 1 日の 2 日間、第 2 回目が、11 月 12 日と 28 日の 2 日間で体

力測定、アンケート調査を行った。 
【調査場所】 

仮設住宅内の談話室、屋久島町デイサービスセンター縄文の苑の 2 カ所で行った。 
 
2）結果と考察 

(1) 行動変容ステージ 
  ① 第 1 回目（口永良部→屋久島） 
 屋久島への避難から約3ヶ月経った第1回目の

調査における、行動変容ステージの概要は図 1
の通りである。 
 避難当初は、行動変容についての関心が「全くない」もしくは「あまりない」無関心期が 1 名、

行動変容についての関心が「そこそこある」もしくは「とてもある」関心期が 9 名、行動変容に

ついての関心があるだけではなく、さらに行動変容のための行動を「ちかぢか実行したい」もし

くは「直ぐに実行したい」と思っている準備期が 10 名となっていた。 
 屋久島への避難から 3 ヶ月経った 8 月では、避難当初、初期ステージの無関心期であった 1 名

は、準備期に移行し、ステージを 2 つ前進させた。さらに、関心期の 9 名のうち 2 名は関心期に

とどまったが、残りの 7 名はステージが前進した（77.8%）。準備期では、2 名が後退し、3 名が

とどまったが、50%の 5 名が後期ステージに前進していた。 

図１ 第１回行動変容ステージ 
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  ②第 2 回目（屋久島→屋久島） 
 第 1 回目調査と、それから約 3 ヶ月後の第 2
回目（全島避難から約半年）の調査における、

行動変容ステージの概要は図 2 の通りである。       
 屋久島への避難から約半年経った行動変容

についての関心が「そこそこある」もしくは「と

てもある」関心期が 1 名、行動変容のための行動を「ちかぢか実行したい」もしくは「直ぐに実

行したい」と思っている準備期が 7 名、明確な行動変容が観察されるが、今後の持続についての

不安が「とてもある」もしくは「そこそこある」時期である実行期が 2 名、明確な行動変容が観

察され、今後の持続についても不安が「あまりない」もしくは「まったくない」時期である維持

期が 1 名となっている。 
 屋久島への避難から、約半年経った 11 月では、関心期以降の 90.9%が、ステージを維持、また

は、前進させ、全体の 45.5%の 5 名が後期ステージの実行期、維持期にいた。 
(2)生活体力 
 ①第 1 回目体力測定 
 第 1 回目の生活体力測定における、測定結果を点数化し、年代別に男女の比較を行った。 
 64 歳以下の男女の平均値（図 3）では、共にすべての項目で平均得点 3 点に到達しておらず、

全体的に低い水準にあった。しかし、個人的に見ていくと、「起居能力」では男性が 2 人、女性が

1 人到達していて、「身辺作業能力」では男性が 2 人、女性が 2 人、「手腕作業能力」では男性が 1
人到達していた。得点の男女差を見てみると、「起居能力」、「歩行能力」、「身辺作業能力」、「手腕

作業能力」の順に差が生じたが、大きな差は見られなかった。 
 65 歳以上 74 歳以下の男女の平均値（図 4）では、男女共に、3 つの項目で平均得点 3 点に到達

していて、平均的であった。さらに、女性を個人で見ていくと、「身辺作業能力」では、4 人、「歩

行能力」では 3 人、「起居能力」では 5 人全員、「手腕作業能力」では、2 人が到達していた。得

点の男女差を見てみると、「身辺作業能力」、「歩行能力」、「起居能力」、「手腕作業能力」の順に差

が生じ、特に「身辺作業能力」では大きな差が見られた。                  
75 歳以上の男女の平均値（図 5）では、男女共にすべての項目で平均得点 3 点に到達しておらず、

全体的に低い水準にあった。しかし、個人的に見ていくと、「身辺作業能力」のみ、女性が 1 人だ

け到達していた。得点の男女差を見てみると、「手腕作業能力」、「歩行能力」、に差が生じ、全体

的には大きな差は見られなかった。 

    
 生活体力の年代別の男女比較では、年代別の男女に大きな差が見られなかったことから、避難

前の生活において、日常の身体活動に差がなかったということが要因として考えられる。 
②第 2 回目体力測定 

 第 2 回目の体力測定における測定結果を点数化し、1 回目と 2 回目の年代別、男女別の比較を

行った。 
 64 歳以下の男性の平均値（図 6）では、1,2 回目共にすべての項目で平均得点 3 点に到達して

おらず、全体的に低い水準にあった。2 回目においては、「身辺作業能力」のみ、1 人だけが到達

していた。1,2 回目の比較では、「起居能力」、「手腕作業能力」で 2 回目に低下が見られ、「歩行

能力」、「身辺作業能力」では、2 回目に向上が見られたが、総得点の比較では 2 回目が低下して

いた。 
 

図３ 第1回生活体力測定年代別男女比較 
64 歳以下 

図４ 第1回生活体力測定年代別男女比較

65 歳以上 74 歳以下

図５ 第 1 回生活体力測定年代別男女比較

75 歳以上 

図 2 第 2 回行動変容ステージ 
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 65 歳以上 74 歳以下の男性は、サンプルが 1 名だけだったが（図 7）、1,2 回目共にほぼすべて

の項目で平均得点 3 点に到達しており、平均的であった。2 回目においては、すべての項目で到

達していた。1,2 回目の比較では、「起居能力」、「歩行能力」で 2 回目に低下が見られ、「身辺作

業能力」では、2 回目に向上が見られたが、総得点の比較では 2 回目が低下していた。 

        

            
 64 歳以下の女性の平均値（図 8）では、1,2 回目共にすべての項目で平均得点 3 点に到達して

おらず、全体的に低い水準にあった。2 回目においては、「身辺作業能力」のみ、1 人だけが到達

していた。1,2 回目の比較では、「手腕作業能力」、「身辺作業能力」、「起居能力」で 2 回目に低下

が見られ、「歩行能力」は、2 回目に向上が見られたが、総得点の比較では 2 回目が低下していた。 
 65 歳以上 74 歳以下の女性の平均値（図 9）では、1,2 回目共に「手腕作業能力」を除く、ほぼ

すべての項目で平均得点 3 点に到達しており、平均的であった。2 回目においても、「手腕作業能

力」を除く、すべての項目で到達していた。1,2 回目の比較では、「手腕作業能力」で 2 回目に低

下が見られ、「身辺作業能力」、「起居能力」、では、2 回目に向上が見られたが、総得点の比較で

は 2 回目が低下していた。 
  75 歳以上の女性はサンプルが 1 名だけだったが（図 10）、平均値では、1 回目はすべての項

目で平均得点 3 点に到達していなかった。しかし、2 回目では、「身辺作業能力」と「手腕作業能

力」の 2 つの項目で到達していた。1,2 回目の比較では、「起居能力」以外で、2 回目に向上が見

られ、総得点の比較でも 2 回目が向上していた。 

   
   

 生活体力測定の 1,2 回目の比較では、2 回目の測定結果の得点の低下がみられることから、避

難生活による、身体活動の減少が要因として考えられる。 
(3) 健康度・生活習慣 
 第 1 回目と第 2 回目の健康度・生活習慣の結果を点数化し、1 回目と 2 回目の年代別男女別の

比較を行った。 
 64 歳以下の男性の平均値（図 11）では、1 回目においては、すべての項目で平均に到達してお

らず、2 回目においては、「嗜好品」のみ到達していたが、全体的に低い水準にあった。1,2 回目

で差が大きかった上位 3 項目は、「食事のバランス」、「食事の規則性」、「嗜好品」であり、「食事

のバランス」、「食事の規則性」、「睡眠の充足性」、「社会的健康度」で 2 回目に低下が見られたが、

それ以上の項目では向上が見られた。総合得点は、1 回目から 2 回目に向上していた。 
 65 歳以上 74 歳以下の男性の平均値（図 12）では、1 回目において、「休息」、「睡眠の規則性」、

「運動行動・条件」の 3 つ以外の項目で平均に到達していたが、2 回目においては、「身体的健康

度」以外の項目で平均に到達していた。1,2 回目で差が大きかった上位 3 項目は、「休息」、「睡眠

の規則性」、「社会的健康度」であり、「休息」、「睡眠の規則性」、「運動行動・条件」のみで 2 回目

に向上が見られたが、それ以外の項目では低下が見られた。総合得点は、1 回目より 2 回目に低

図６ 第 1,2 回生活体力測定年代別男女別比較 
男性 64 歳以下 

図７ 第 1,2 回生活体力測定年代別男女別比較 
男性 65 歳以上 74 歳以下 

図８ 第 1,2 回生活体力測定年代別男女別比較 
女性 64 歳以下 

図９ 第 1,2 回生活体力測定年代別男女別比較 
女性 65 歳以上 74 歳以下 

図１０ 第 1,2回生活体力測定年代別男女別比較

女性 75 歳以上 
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図１３ 第 1,2 回健康度生活習慣年代別男女別比較 
男性 75 歳以上 

下していた。 
 75 歳以上の男性の平均値（図 13）では、1 回目において、「睡眠の規則性」のみ平均に到達し

ていたが、2 回目においては、「休息」、「嗜好品」、「食事の規則性」、「睡眠の規則性」の 4 項目で

平均に到達していた。1,2 回目で差が大きかった上位 3 項目は、「休息」、「嗜好品」、「食事の規則

性」であり、「社会的健康度」、「食事のバランス」、「運動行動・条件」でのみ、2 回目に低下が見

られたが、それ以上の項目では向上が見られた。総合得点は、1 回目より 2 回目に向上していた。 

  

                
 
64 歳以下の女性の平均値（図 14）では、1 回

目において、「食事の規則性」、「食事のバラン

ス」のみ平均に到達していたが、2 回目におい

ては、「嗜好品」、「食事の規則性」「食事のバラ

ンス」の 3 項目で平均に到達していた。1,2 回

目で差が大きかった上位 3 項目は、「嗜好品」、

「睡眠の規則性」、「食事の規則性」であり、「睡

眠の規則性」、「食事の規則性」、「社会的健康度」、

「ストレス回避行動」、「食事のバランス」、「睡

眠の充足性」で 2 回目に低下が見られたが、そ

れ以上の項目では向上が見られた。総合得点は、

1 回目より 2 回目に低下していた。 
 65 歳以上 74 歳以下の男性の平均値（図 15）では、1 回目において「ストレス回避行動」、「食

事の規則性」、「身体的健康度」のみ平均に達しているが、2 回目においては、「嗜好品」、「精神的

健康度」、「食事のバランス」、「運動行動・条件」、「休息」、「社会的健康度」、「食事の規則性」、「睡

眠の規則性」の 8 項目で平均に到達していた。1,2 回目で差が大きかった上位 3 項目は、「嗜好品」、

「精神的健康度」、「食事のバランス」であり、「ストレス回避行動」、「睡眠の充足性」、「身体的健

康度」、「運動意識」の 4 項目で 2 回目に低下が見られたが、それ以外の項目では向上が見られた。

総合得点は、1 回目より 2 回目に向上していた。 
 75 歳以上の女性の平均値（図 16）では、1 回目において「精神的健康度」、「運動意識」、「睡眠

の規則性」、「休息」、「運動行動・条件」、「食事のバランス」、「食事の規則性」、「ストレス回避行

動」の 8 項目で平均に到達し、2 回目においては、「運動行動・条件」の項目以外で平均に到達し

ていた。1,2 回目で差が大きかった上位 3 項目は、「嗜好品」、「社会的健康度」、「精神的健康度」

であり、「休息」、「運動行動・条件」で 2 回目に低下が見られたが、それ以上の項目では向上が見

られた。総合得点は、1 回目より 2 回目に向上していた。 
 第 1 回目と第 2 回目の健康度・生活習慣の結果では、2 回目の結果が向上している年代が多い

ことから、避難生活に適応し、健康的な生活習慣を取り戻し始めたことが要因として考えられる。

そして、男性より女性の結果が高いことから、より環境に適応し、より健康的な生活習慣を取り

戻していることがうかがわれる。 

図１１ 第 1,2 回健康度生活習慣年代別男女別比較  
男性 64 歳以下 

図１2 第 1,2 回健康度生活習慣年代別男女別比較 
男性 65 歳以上 74 歳以下 
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3．運動教室の実施とアンケートについて 

1）運動教室の実施日と主な内容        

  
①1 回目：運動教室参加人数：8名       ② 2 回目： 運動教室参加人数：32 名 

（地元婦人会などとの交流会を兼ねた） 

Ⅰ　ストレッチ（10分）
Ⅱ　筋力トレーニング：（8分）
　　①スクワット　　②ヒップエクステンション
Ⅲ　ゴムリングゲーム（取り合い）：２人組（5分）
　　①ジャンケンで勝った人が取って，負けた人が防ぐ
　　②ジャンケンで負けた人が取って，勝った人が防ぐ
　Ⅳ　十五夜さんゲーム（取り合い）：２人組（10分）
　　①全員でこねての練習
　　②二人組みを作って、突き手とこね手を決めて、
　　　　一斉に掛け合いをする
　　③突き手とこね手を交代して、一斉に掛け合いをする
　Ⅴ　木の中のリス：３人組（10分）
　　①３人組を作って役割を決める
　　②３つのルールを説明体験
　　③鬼を入れてゲームする
　Ⅵ　ジャンケン早勝ち抜き並び
　　　　　　　　　　　　：全体で円形を作る（5分）
　　① 相手を見つけて握手してジャンケンする
　　② １回勝負して、勝敗が決まったら
　　　　　　　　　　　　　　　握手をして分かれる
　　③４回勝った人から１列に丸く並ぶ
　Ⅶ　熊が出たぞ！：全体で円形（12分）
　　①２チームに分けて早く「熊が出たぞ」を
　　　　　　　　　　　リーダーに伝えたチームが勝ち
　　②「愛してます」で反対側からゲームを始める

口永良部島避難住民　第1回運動教室　
日時：8月31日（月）10:00～11:00

場所：屋久島町福祉センター縄文の苑

図１４ 第 1,2 回健康度生活習慣年代別男女別比較 
女性 64 歳以下 

図１５ 第 1,2 回健康度生活習慣年代別男女別比較 
女性 65 歳以上 74 歳以下 

図１６ 第 1,2 回健康度生活習慣年代別男女別比較 
女性 75 歳以上 

口永良部島避難住民 第 2 回運動教室 
日時：11 月 29 日（日）10:00~11:30 
場所：屋久島町福祉センター縄文の苑 

 
Ⅰ ストレッチ（10 分） 

Ⅱ ゴムリング運動 
1）ゴムリング運動Ⅰ：1 人（6 分） 

 ①頭に乗せてバランスを取りながら歩く 
（後ろ向きでも） 

 ②両手で投げて両手でキャッチ 
2）ゴムリング運動Ⅱ：２人（8 分） 

 ①両手でパスして両手でキャッチ 
 ②片手（左右それぞれ）でパスして両手でキャッチ 
 ③片手（利き手）でパスして片手（利き手）でキャッチ

3）ゴムリングゲームⅠ（取り合い）：２人（6 分） 
 ①ジャンケンで勝った人が取って、負けた人が防ぐ 
 ②ジャンケンで負けた人が取って、勝った人が防ぐ 
4）ゴムリングゲームⅡ(早送り合戦）：チーム対抗（20 分）

 ①頭の上 ②股の間 ③右横  
④左横 ⑤上下交互 ⑥左右交互 

Ⅲ ジャンケンピラミッド（３分間）：チーム対抗（10 分）

１．A(攻撃側)は、スタートラインにならぶ。  
２．B(守備側)は、ピラミッド型に、数㍍あけながら、

スタートラインに平行に４列ほどラインを作る。 
３．A は、まず、１列目でジャンケン。 
勝てば２列目、勝てば３列目、 
最後に４列目に勝てば、ゴムリングゲット。 
ということで、４列目の人はゴムリングを渡す。 
しかし、どこかの列で、ジャンケンに負けると、 
１列ずつ戻り、１列目で負けると、 
スタートラインまでもどってから、攻撃開始。 

４．３分経てば、交代。点が多い方が勝ち。  
Ⅳ 十五夜さんゲーム（取り合い）：２人組（10 分） 

①全員でこねての練習 
②二人組みを作って、突き手とこね手を決めて、 
一斉に掛け合いをする 

③突き手とこね手を交代して、一斉に掛け合いをする

Ⅴ キャッチ（左右）:全員（3 分） 
 1 .右手は人差し指を出します。左手は穴を作る。 

2. ペアの人の穴に人差し指を入れる。 
3. キャッチといったら右手は逃げて、 
左手は相手の指を捕まえる。 

Ⅵ 「ふるさと」の歌と体操:全員（3 分）  
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2）アンケートの結果と考察 

運動教室の終了後にレクリエーション活動に関する

アンケート調査を行った結果は以下の通りである。ア

ンケート調査は、2 回の運動教室の内、初めて参加し

た時に行い、全ての質問に正しく記入されていた 13

名を調査対象とした。 

まず、基礎的調査項目として日頃の自分に関する質問を

2項目行った。「周りの人とコミュニケーションをとるこ

とが得意な方であると思う。」かの質問に対して（図 17）、

かなりそう思うが 7.7%、少しそう思うが 30.8%、どちらで

もないが 30.8%、あまりそう思わないが 30.8%であり、調

査対象者は、自分のコミュニケーション力に対する評価が

偏った集団ではないことがうかがえる。また、「日頃から

楽しく体を動かすことを心がけている。」かの質問に対し

て（図18）、かなりそう思うが30.8%、少しそう思うが30.8%、

どちらでもないが 38.5%であり、調査対象者は、日頃から

運動欲求を持っており、定期的に散歩などの運動を行って

いる人や、機会があれば運動をしたいと思っている人が多

い集団であることがうかがえる。           

次に、運動教室でレクリエーション活動を行った感想

についての質問を 9 項目行った。「レクリエーション活

動では，楽しく体を動かすことができたと思う。」かの質

問に対して（図 19）、かなりそう思うが 69.2%、少しそう

思うが 30.8%で、全員が運動教室にレクリエーション活動

を取り入れたことで楽しく体を動かすことができたこと

がうかがえる。すなわち、参加者はレクリエーション活動

を楽しみながら積極的に運動に取り組んでいたといえる。

「日常生活よりたくさん体を動かすことができたと思う。」

かの質問に対して（図 20）、かなりそう思うが 76.9%、少

しそう思うが 23.1%で、全員が仮設住宅の日常生活に比較

してかなりの運動量があったと感じたことがうかがえる。

このことから、日頃運動不足の参加者が、一つ一つの運動

やゲームは、運動量が少なくても、1 時間半近くもの間体

を動かし続けたことによって運動量の達成感を得られたと

考えられる。「日常生活よりたくさん笑うことができたと思

う。」かの質問に対して（図 21）、かなりそう思うが 84.6%、

少しそう思うが 7.7%で、「日常生活よりたくさん大きな声

を出すことができたと思う。」かの質問に対して（図 22）、

また「日常生活よりたくさん他者とコミュニケーションが

とれたと思う。」かの質問に対して（図 23）、どちらもかな

りそう思うが 61.5%、少しそう思うが 30.8%で、ほとんどの

方が運動教室の中で体を動かすだけでなく笑ったり、大き

な声を出したり、参加者同士で楽しくコミュニケーション

が取れたことに満足していることがうかがえる。この運動

教室のレクリエーション活動は、参加者同士のコミュニケ

ーションを深めるきっかけとなり、引きこもりがちな気持

ちの改善と安心感を抱かせることで心の健康づくりをねら

いとしていることから、今回のレクリエーション活動を取

り入れた運動教室の実施によって、参加者へ身体的な健康

だけでなく、精神的及び社会的な健康づくりへの働きかけができたと考えられる。「運動をするだ

けよりレクリエーション活動を通して体を動かした方がいいと思う。」かの質問に対して（図24）、
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かなりそう思うが 69.2%、少しそう思うが 15.4%で、ほと

んどの参加者が、レクリエーション活動を取り入れた運動

の効果を実感していることがうかがえる。「また、レクリ

エーション活動に参加したいと思う。」かの質問に対して

（図 25）、かなりそう思うが 76.9%、少しそう思うが 23.1%

で、全員がレクリエーション活動を取り入れた運動教室に

満足したことがうかがえる。「もっとレクリエーション活

動の機会を増やしてほしいと思う。」かの質問に対して（図

26）、かなりそう思うが 61.5%、少しそう思うが 23.1%で、

ほとんどの参加者が、レクリエーション活動を取り入れた

運動の機会を望んでいることがうかがえる。「レクリエー

ション活動の楽しさは、今後の日常生活に役立つと思う。」

かの質問に対して（図 27）、かなりそう思うが 69.2%、少

しそう思うが 30.8%で、全員が楽しいと感じた体験を通し

て、生きがい感や今後の生活に対するやる気にもつながる

ようなレクリエーション活動の効果が、今後の日常生活に

役立つと思ったことがうかがえる。これらことから、レク

リエーション活動を取り入れた運動教室は、身体的な健康

だけでなく、精神的及び社会的な健康に対する欲求の充足に繋がったと考えられる。 

 

4．おわりに 

本研究において、被災者の方の生活体力測定、健康度・生活習慣と行動変容ステージに関する

アンケート、さらにレクリエーション活動を取り入れた運動教室に対するアンケートを行った結

果、行動変容ステージの結果の向上や、健康度・生活習慣診断検査における、「運動意識」、「運動

行動・条件」の運動に関する項目の向上、運動教室における参加者の増加と、心身・社会的欲求

の充足につながったと考えられることからも、避難者への運動教室や健康度・生活習慣診断、生

活体力測定は有意義なものだったことが考えられる。しかし、生活体力の結果を見てみると、全

体的に低下が見られ、これまで口永良部島では農業等で主体的に体を動かし、維持されてきた生

活体力が、ストレスフルな避難所生活や、狭い仮設住宅での生活といった不慣れな環境の中で、

体を動かす機会と運動意欲の減少に伴って、低下したのではないかと考えられる。 

課題として、今回の運動教室や、体力測定等に積極的に参加した対象者は、比較的元気で活動

的な高齢者が多く、また女性の割合が高かったことが挙げられる。すなわち、運動意欲の低下や

体調が良くないこと、人の集まりが苦手などの理由で、仮設住宅内でもあまり外出をしない人や

積極的に参加していただけなかった方々へどのように対応し、支援していくかを今後検討してい

く必要があると考えられる 

平成 26 年 12 月 25 日に一部地域の避難指示が解除され、帰島が始まった。まだ避難生活を続け

ている世帯に対して調査を継続するとともに、帰島された方々に対しても追跡調査して研究を行

うことによって、避難生活から通常の生活に戻った時に起こる様々な障害を防ぐ手立てや、その

後のサポート体制、再び避難をせざるを得ない状況になった時に、いかに対応していくかという

ことも検討していきたいと考えている。 
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1914 年桜島噴火にともなう地震の鹿児島市街地における震度分布の推定

と強震動予測のための予備調査 
 

 

理工学域理学系 小林励司 

理工学研究科 木元桃子 

理学部 古屋幸菜 

 

 

１．はじめに 

1914年桜島噴火にともなって、マグニチュード(M)7.1の地震（以後 1914年桜島の地震と呼ぶ）

が発生し、強い揺れが鹿児島市街地を襲った。この地震による死者数 29 は、桜島噴火時の全体の

死者数の半数を占めている。現在、桜島は噴火活動が活発になってきている。1914 年に匹敵する

噴火も予想され、それにともなう M7 級の地震も十分に起こり得る。その被害推定のために、地

震による強い揺れ（強震動）の予測は重要である。 
強震動予測には、震源断層、大規模地下構造（深い構造）、浅い地盤構造、の 3 つの要素が必要

になる。この研究では、このうち、浅い地盤構造を明らかにしたい。浅い地盤構造によって揺れ

の増幅率は大きく異なる。 

これまで全国規模では、微地形・地盤分類から地盤増幅率（工学的基盤から地表）が推定され、

ウェブサイト J-SHIS 地震ハザードステーション (http://www.j-shis.bosai.go.jp/) において公表

されてきた。これは経験式を基に推定されているもので、不確定さが大きい。この研究では地下

構造を推定し、そこから計算で増幅率を求める。同じ地形や地盤でも地下構造が異なれば、地盤

増幅率は異なる。 
地面は地震がなくても常に揺れており、それは微動と呼ばれている。本研究では、この微動を

測定して地下構造を推定する。複数の地震計を数 100 m の範囲に設置し、微動を測定することに

より浅い構造（地震波速度構造）を求めることができる。 
微動探査の手法は確立されており、大都市圏を中心に調査例が多い。しかし鹿児島市において

は、試験的に数点行われた例があるのみである。本研究では、1914 年桜島地震で被害の大きかっ

た市街地を中心に複数の点で微動探査を行い、被害との比較を行う。また得られた地下構造を使

い、強震動の予測をする。 
今年度は、3 つの予備調査を行った。まず、調査地点を絞り込むために、1914 年桜島地震での

鹿児島市街地の震度分布を再調査した。つぎに微動探査のための、観測機材のテストを行った。

さらに、断層が想定される場合における、地盤増幅率を用いて簡易的に面的な震度分布を推定す

る手法をまとめた。 
 

２．1914 年桜島地震の震度分布 

1914 年桜島の地震における市街地の震度分布は、

これまで今村 (1920) によって得られている。当時の

震度階級は現在と異なっている。これを今後の研究の

ために、現在の震度階級に変換する必要がある。なお、

現在の震度階級で表した震度分布は、一般の人の理解

にもつながりやすく、防災のアウトリーチとしても有

効である。 
現在の震度階級に変換する方法としては、まず当時

の震度階級から現在の震度階級への変遷から変換す

ることが考えられる。しかし、現在の震度階級は当時

よりも細かくなっており（武村, 2005）（図 1）、当時

の震度階級から直接変換することはできない。 
武村 (2003) は 1923 年関東地震について、住家全

潰率から震度を推定している。1914 年と 9 年の差を考えると、建築物の耐震性は大きく変わらな

 
 

図 1： 震度階級の変遷（武村, 2005）。 
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いと考え、この推定方法を適用した。その結果を図 2 に示す。 

 

 

(a) 

 
 

(b) 

 
 

図 2：1914 年桜島の地震における鹿児島市街地の震度分布。(a)が汐見仮定、(b)が 1 棟仮

定に基づいて推定したもの。背景の地図の色は今村 (1920) の震度分布で、赤が震度 IV、

オレンジが III、緑が II、青が I。白抜きの数字が推定した震度階。ただし、全潰のない場

合は－で表す。 
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なお、今村 (1920) には各地区の全戸数は示されているが、全住家数は不明である。1 戸に複

数の住家があることもあり、全戸数が全住家数とは限らない。いくつかの地区では被害住家数を

全て足すと全戸数を上回る。汐見における全戸数に対する被害住家数が 1.69 で最も大きい。そこ

で 2 通りの仮定をおいて震度を推定した。 
1 つ目は、汐見ではすべての住家が被害を受け、かつ、汐見の 1 戸あたりの住家数が他の地区

でも同じである、と仮定した場合である（以降、汐見仮定と呼ぶ）。2 つ目は、1 戸あたりの住家

数を 1 棟と仮定したものである（以降、1 棟仮定と呼ぶ）。これらがそれぞれ推定震度の下限と上

限を与えると考えられる。 
図 2 に 2 通りの仮定で推定された震度を示す。汐見仮定の場合、震度 6 弱は今村 (1920) の震

度 IV のエリアに、震度 5 強は同じく震度 III、震度 5 弱は同じく震度 II に対応した。1 棟仮定の

場合、汐見仮定の場合に比べいくつかの地区で震度が 1 階級上がり、最大震度は 6 強となった。

しかし、全体的な傾向は変わっていない。 
震度の大きいところは海岸に沿っており、震度 6 強、6 弱は江戸時代以降に埋め立てられたと

ころである（大木・深見, 1998）。陸側に延びている震度 6 弱の地域も埋め立てられたところでは

あるが、その周りも埋め立てられたところであり、単純な関係ではない。今後、これらの震度の

大きなところ、およびその周りの震度の小さなところで微動探査を行うことによって、地下構造

が地震動に与える影響を調べたい。 
 

3. 微動探査の観測機材のテスト 

手元にある観測機器で実際に観測が可能かどうかを、実績のある機材を借りて検討した。借り

たのは防災科学技術研究所が所有している微動探査機器一式で、白山工業製JU215とLS-7000XT
で構成されている。 
手元にあるのはセンサーがミツトヨ製加速度計 JEP-6A3 で増幅器なしのタイプである。ロガー

は白山工業製地震・火山・振動計測ロガーLS-8000SHおよびT&D製電圧ロガーMCR-4Vである。

加速度計 JEP-6A3 は従来微動探査にも用いられてきているので、実績がある。しかし、強震動計

として用いる場合はそのままで良いが、微動計として用いるためにはプリアンプが必要となる。 
LS-8000SH も従来微動探査での実績はある。アンプも内蔵している。しかし、すでに販売終了

して 6 年過ぎ、サポートも終了している。そのため動作に不具合がある場合に解決が困難になる。

そこで、動作が確実かどうかをテストした。 
MCR-4V は微動探査での実績はない。アンプがないこと、および LS-7000XT や LS-8000SH

のように地震計測ロガーに標準的な機能である GPS による時刻校正もない。時刻校正に関しては、

微動探査は比較的短時間で終わることと、MCR-4V は複数台の時刻同期を取ることができること

から、問題はないと思われる。そこで、アンプがないことによって、データが十分な振幅分解能

を持つかどうかをテストした。 
微動探査の方法はいくつか種類があるが、今回は比較的多く実施されている SPAC 法で行った。

観測点アレイの点数は中心に 1 点と円周上に 3 点の合計 4 点である。防災科学技術研究所の観測

機器は 4 点すべてに置いた。JU215 のアンプは 2.5 倍（固定）、LS-7000XT のアンプは 10 倍と

設定した。中心の点にはこれに加え、JEP-6A3 と LS-8000SH の組み合わせ、および JEP-6A3
と MCR-4V の組み合わせの 2 つのセットでの観測も行った。LS-8000SH のアンプは 100 倍とし

た。 
場所は鹿児島大学郡元キャンパス内で、工学部電気電子工学科棟前で半径 10 m のアレイを、

農学部圃場で 30 m のアレイを展開した（図 3）。実施日は 2015 年 11 月 12 日である。それぞれ

日中 30 時間程度観測した。 
観測波形を図 4 に示す。防災科学技術研究所の観測機器では、波形振幅の分解能は十分であっ

た。また GPS による時刻校正も成功した。JEP-6A3 と LS-8000SH の組み合わせでは、振幅の

分解能は十分であったが、防災科学技術研究所の観測機器との波形を比べると、整合性がとれて

いない。また、GPS での時刻校正に失敗した。これらの原因はいくつか考えられるが、特定には

至っていない。MCR-4V ではアンプがないために振幅の分解能が低く、解析には使えないほどで

あった。 
以上から、LS-8000SH の不具合の原因を特定し、取り除く必要があるが、困難が予想される。

一方、MCR-4V では振幅の分解能が低かったが、入力の前にアンプを入れることによって解決で
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きる可能性がある。現在、アンプを自作または購入することを検討している。さらに、他のロガ

ーの利用も検討している。 
 

 

 

 

(a) 

 
 

(b) 

 
 
 

図 3：微動探査の観測機材のテスト。(a) 鹿児島大学工学部電子工学科棟前での半径 10 m
のアレイ。(b) 鹿児島大学農学部圃場での半径 30 m のアレイ。赤い丸出囲んだ半透明の

白いボックスに防災科学技術研究所の観測機材が入っている。 
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4. 簡易的に面的な震度分布の推定する方法の検討 

地下構造を求めたあと、そのデータを使って想定地震における震度分布の推定を行う。震度分

布の推定には詳細法と簡便法とがある。詳細法は、断層モデル、地下構造モデル、地盤モデルを

それぞれ詳細に設定し、長周期側の地震動を有限差分法により、短周期側の地震動を統計的グリ

ーン関数法により計算して合成する。 
一方簡便法では簡単な断層モデルと地盤増幅率のデータから距離減衰式を用いて最大速度・加

速度・震度を求める。詳細法は現実に近い地震動が得られるが、モデルの設定に多くの情報が必

要で、計算時間もかかる。簡易法はモデルの設定は簡単で計算時間もかからないが、やや現実に

即していない部分がある。 
今回は、まず簡便法による地震動予測を実施する。その結果、必要があれば、将来詳細法を適

用したい。距離減衰式は森川他 (2010) のものを用いることにした。試験的に鹿児島県が 1914
年桜島の地震の再来と想定している鹿児島湾直下地震 (M7.1) の断層モデルを使い、J-SHIS 地震

ハザードステーションで公表されている Vs30（地表から深さ 30 m までの平均 S 波速度）のデー

タから 2 章で震度が得られた地点での震度を計算した。すると、距離減衰式で推定した震度のほ

うが大きく上回っていた。距離減衰式や Vs30 は多くのデータから経験的に導かれており、信頼

性は一定程度ある。したがって、もっとも不確定さの大きい鹿児島湾直下地震の断層モデルに原

因があると考えられる。マグニチュードが大きすぎるか市街地に近すぎるかのどちらか、あるい

は両方であろう。特にマグニチュードに関しては、初期に震度から推定されたマグニチュードが

6.2 であったこと、そのほかのマグニチュードは比較的遠い観測点の地震波形から求めていること

から、震度に影響する短周期の波の放射が少なかったのではないかと考えられる。断層の位置に

ついても、震源の決定精度の問題と、断層の走向・傾斜、および震源が断層面のどこに位置する

のかも情報がなく、その不確定性も非常に大きい。 
 

5. まとめ 

1914 年桜島の地震の震度分布を現在の震度階級に推定した。仮定によっては最大で震度 6 強と

なった。江戸時代以降の埋め立て地において震度が大きくなっている傾向があるが、それだけで

は説明できない。今後、微動探査を行い、地下構造を調査する必要がある。観測機材については、

ロガーLS-8000SH を使うのは困難であり、MCR-4V 電圧ロガーにアンプをつけて観測するか、

他のロガーを検討することになった。将来の地震における地震動予測については、まずは距離減

衰式を用いる簡便法により推定することにした。1914 年桜島の地震の再来と想定されている鹿児

島湾直下地震について適用したところ、大きめに見積もられた。断層モデルのマグニチュードが

 
図 4：微動観測の例。鹿児島大学工学部電子工学科棟前で実施した半径 10 m のアレイの中

心点の波形記録で 10:48 から 1 分間分。防災科学技術研究所の機材で記録したもの。上から

上下動、南北動、東西動。 
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大きすぎるか、断層が近すぎるかのどちらか、あるいは両方が原因と考えられる。 
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降雨時の斜面安定性の定量的評価方法に関する検討 
 

 

学術研究院理工学域工学系 酒匂 一成 
 

 

 

１．はじめに 

 降雨時の斜面崩壊の原因としては，斜面への雨水浸透による土塊自重の増加や土の強度低下お

よび地下水位上昇による有効応力の低下などがあげられる。そこで，降雨時の斜面安定性の定量

的評価を行うためには，斜面内の浸透挙動を把握した上で，斜面安定解析を実施する必要がある。

著者は，これまでに不飽和浸透解析や斜面安定解析，不飽和土の浸透特性や強度特性を表すため

の数値力学モデル，また，解析に必要な土質パラメータを得るための土質試験方法について，研

究・開発を行ってきた。そこで，本研究ではこれらの研究成果で得られている課題の解決を目指

した検討を行っており，検討結果についてまとめる。 

 

２．降雨時の斜面安定性の定量的評価方法の概要 

 図-1 に降雨時の斜面の安定性の定量的評価方法の流れを示す。降雨が浸透することにより，時々

刻々と変化する斜面の安全率を計算するために，不飽和浸透解析や斜面安定解析を用いる。それ

らの解析を実施するためには，斜面の土の不飽和浸透特性（水分特性曲線，飽和度-飽和・不飽和

透水係数の関係），不飽和土のせん断強度特性（飽和度-見かけの粘着成分の関係）を得る必要が

ある。著者らは，不飽和浸透特性を得るための数値力学モデル 1)（以降，間隙モデル）や不飽和

土のせん断強度特性を得るための数値力学モデル 2)（以降，粘着モデル）の開発を行ってきた。

まず，対象斜面の解析領域，初期条件や境界条件などの設定を行うために，地盤調査や現地斜面

計測を行う。また，数値力学モデルの入力パラメータとして，主に間隙比，粒度，土粒子密度，

せん断強度に関する室内土質試験を行う必要がある。後は，降雨量や蒸発量についての計測結果

を境界条件として入力することで，時々刻々と変化する斜面内の水分分布が計算され，その結果 

図-1 降雨時の斜面の安定性の定量的評価方法の流れ 

不飽和浸透解析

斜面安定解析

解析領域・初期条件・
境界条件の設定

地盤調査

（測量，ボーリング試験，標準貫
入試験，サウンディング試験など）

現地斜面計測

（雨量，蒸発量，間隙水圧，
間隙空気圧，変位） 数値力学モデル

・水分特性曲線

・飽和度―飽和・不飽和透
水係数関係
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室内土質試験

（間隙比，粒度，土の密度，
土粒子密度，せん断強度など）

室内土質試験との
比較

・保水性試験

・不飽和透水試験

・不飽和せん断試験

室内土槽試験・

現地斜面計測

との比較

入力パラメータ 時々刻々と変化する
斜面安定度の定量的評価

妥当性評価・
実証実験



－ 218 －

を基にすべり土塊の自重，せん断強度パラメータの一つである見かけの粘着成分の変化を数値力

学モデルから求めることで，斜面の安全率を計算することができる。以上の評価手法の妥当性の

評価として，室内土質試験 3)および室内土槽試験 4)，5)，現地斜面計測 6)を実施し，比較検討を行

ってきている。 
 本研究では，提案する斜面安定性の定量的評価手法における課題解決を行うことを目的として

研究を行っており，本報告では，１）不飽和土中の浸透力や浮力を考慮した斜面安定解析の提案，

３）提案する数値力学モデルを用いた不飽和浸透解析の精度向上に関する検討，２）不飽和定圧

一面せん断試験を用いた不飽和土のせん断強度特性の検討についてまとめる。 
 

３．降雨時の斜面安定性の定量的評価方法の課題解決に関する検討 

(1) 不飽和土中の浸透力や浮力を考慮した斜面安定解析について 
従来の斜面安定解析手法では，地下水位以下の飽和した土塊の中でのみ浸透力や浮力が取り扱

われてきた。しかし，通常，不飽和土中でも水の流れは生じていることから，不飽和土中の浸透

力や浮力を斜面安定解析内で検討する必要があると考えられる。そこで，著者らは，降雨時の斜

面の安定性を定量的に評価するために，不飽和土中の浸透力や浮力を考慮した斜面安定解析手法

の提案を行ってきた 7)。本論文では，提案する解析手法に，飽和度の増加に伴う見かけの粘着成

分の低下を考慮した解析を行い，従来の解析手法と比較する。 
(1.1) 提案した解析手法の概要 
浸透力とは，土塊中での浸透水の流れが土粒子に及ぼす力である。ある体積 V の飽和土中をあ

る動水勾配 i で流れる場合の浸透力は次式で表される。 
 

VigVjJ wsat                                          (1) 
 

ここに，Jsat：飽和土中の浸透力，j：単位体積当たりの浸透力，ρw：水の密度，g：重力加速度。 
 
不飽和土中の浸透力についても，水のみが存在する部分で考えると単位体積当たりの浸透力は

式(1)で表すことができる。不飽和土中の浸透力は水と接する土粒子のみに作用していると考えら

れ，不飽和土中の浸透力が作用する体積について考えると，浸透力が影響する体積 Vjは，次式で

表される。 
 

wswj VVV ,                                              (2) 
 
ここに，Vw：間隙中の水の体積，Vs,w：水と接する土粒子の体積。 
 
 水と接する土粒子の体積 Vs,w と土粒子の体積 Vs の比は，飽和度と相関があると考えられ式(2)
は，次式のように表される。 
 

  VSVVSV rsvrj                                       (3) 
 

よって，不飽和土中の浸透力 Junsatは次式となる。 
 

VSigVjJ rwjunsat                                     (4) 
 

また，地下水以深における浮力は，次式で示される。 
 

 swwwsatv VVgVgP  ,                               (5) 
 
ここに，Pv,sat：飽和土中の浮力。 

 
不飽和土中の水部分にも浮力が働くと考えると，式(4)を式(5)に適用させると，次式が得られる。 
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  VrSgwwsVwVgwunsatvP   ,,                    (6) 
 

ここに，Pv,unsat：不飽和土中の浮力。 
 
本研究では，斜面安定解析手法として非円弧のすべり面に対応できる極限平衡法の一種である

Janbu 法を用いた。体積力法による安全率の式は式(7)で表され，上述した不飽和土の浸透力や浮

力を代入して計算を行う。 
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         (7) 

 
ここに，FJ：安全率，c：見かけの粘着成分，b：スライス幅，W：スライスの自重，V：鉛直成

分のスライス間力，φ：内部摩擦角，α：斜面の傾斜角。 
 
 また，降雨時の斜面崩壊の要因の一つである雨水浸透にともなう不飽和土のせん断強度の低下

についても考慮する。ここで，土の飽和度の変化に対して，せん断強度パラメータの一つである

見かけの粘着成分が変化すると考える。ここで，見かけの粘着成分について以下のように定義す

る。ここで，著者らは，土中の飽和度の変化による見かけの粘着成分についての数値力学モデル
2)を提案してきている。 
 
      Srccc  0                                (8) 
 
ここに，c：見かけの粘着成分，c(Sr)：土中の飽和度の変化による見かけの粘着成分，c0：飽和度

の影響以外による見かけの粘着成分。 
 
飽和度の変化による見かけの粘着成分は，次式で表される。 
 

    

 tan

24



 cir NFSc


                                 (9) 

 
ここに， iF


：粒子接触面に垂直に働く粒子間力，Nc：単位体積当たりの粒子接点数，φ：内部摩

擦角。 
 
なお，土粒子接点に形成されるメニスカスの水の表面張力やサクションを考慮した粒子間力は式

(10)で表される。 
 

usi srTrF  22  (10) 
 
ここに，ｒ’：メニスカス曲率半径，Ts：

水の表面張力，su：サクション。 
 
 式(9)，(10)における，サクション，単位

体積当たりの粒子接点数などは，土の間隙

比，粒度，土粒子密度などの一般的な土質

試験結果により 
間隙モデルを用いて求められる。 
(1.2) 計算結果と考察 
図-2 に試料の条件と斜面形状を示す。ま 図-2 試料の条件と斜面形状 

ml 0.30

mh 0.3

 0.40

試料 極軟質シラス

土粒子密度 2.628

間隙比 2.455
見かけの
粘着力

36.9

内部摩擦角 36.0

3cmg

kPa
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た，斜面内の飽和度は一様に変化すると仮定

する。本研究では，図-2 の条件の下，１）不

飽和土中の浸透力を考慮しない従来の斜面

安定解析（Case1），２）不飽和土中の浸透

力を考慮した解析（Case2），３）Case2 に

加え，飽和度と見かけの粘着成分を考慮した

解析（Case3）について検討する。 
図-3 に Case1 と Case2 を比較した解析結

果を示す。Case1 と Case2 については，見

かけの粘着成分は飽和度によって変化しな

いものとして計算を行っている。図より乾燥

時と飽和時では同じ値を示すが，それ以外の

飽和度では不飽和土中の浸透力を考慮した

安全率（Case2）のほうが小さくなることが

分かる。また，Case1 では，飽和時のみに浸

透力を考慮するため， rS =100%時に安全率

が急激に低下していることが分かる。 
図-4 は，Case2 と Case3 の解析結果を比

較したものである。飽和度と見かけの粘着成

分の関係は図-5 に示される結果を用いてい

る。飽和度が増加すると共に粘着成分が低下

するため，高飽和度域において，Case3 の安

全率が Case2 よりも小さくなることが分か

る。しかし，図-4 のグラフの Case2 と Case3
を比較すると，安全率に大きな差が見られな

かった。これは，見かけの粘着成分の変化が

微小であったため，安全率にあまり影響を与

えなかったと考えられる。また，今回は飽和

度 rS =56.2%の試料のせん断試験結果（見か

けの粘着成分 c =36.9kPa）をもとに，粘着モ

デルの計算を行っている。よって，飽和度 rS
=56.2%のときは，Case2 と Case3 は同じ安

全率となる。飽和度が 56.2%よりも低い部分

は，図-5 を見るとわかるように見かけの粘着

成分が大きくなることから，図-4 の安全率の

結果もCase3の方がやや大きくなる。また，

飽和度が 56.2%より大きい場合は，見かけの

粘着成分は低下するため，安全率は Case2
の値よりも Case3 の方が若干小さくなる。

今回は，見かけの粘着成分の変化量が小さか

ったが，飽和度による変化量が大きくなる場

合や滑り面が長くなる場合は見かけの粘着

成分の変化が安全率へ与える影響は大きく

なることがわかる。 
(2) 間隙モデルを用いた不飽和浸透解析の

精度向上に関する検討 

 有限要素法を用いて不飽和浸透流解析の定

式化の際に，質量マトリックスが生じる。質量マトリックスは不飽和浸透解析において，不飽和

土の浸透特性の非線形性の影響を受ける。質量マトリックスの構成法に， 整合質量マトリックス

（Consistent mass matrix）法，およびNeumanにより提案された集中質量マトリックス

図-3 飽和度と安全率の関係（Case1とCase2） 

図-4 飽和度と安全率の関係（Case2とCase3） 

図-5 飽和度と見かけの粘着成分の関係 
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（Lumped mass matrix）法8)があり，いずれも解析の収束性や精度などに影響を与える。著者ら

は，不飽和土の浸透特性として間隙モデルを用いた不飽和浸透解析を行っている。本研究では， 間
隙モデルを用いた不飽和浸透解析において，整合質量マトリックス法と集中質量マトリックス法

の2 通りの構成法を用いた解析を行い，各計算結果が示す精度について考察した。 
(2.1) 不飽和浸透解析の支配方程式 
 本研究における不飽和浸透解析の支配方程式として Richards の式を用い，支配方程式の離散化

には Galerkin 法を利用した。また，形状関数や積分方法の選択として，アイソパラメトリック

要素を採用し，4 点のガウス積分を行っている。離散化後の式をマトリックス表示した式を次式

に示す。 
 

      0][ 






 Q

dt
dFA ijij
                         (11) 

 

 ここに，[Aij]：全体剛性マトリックス，[Fij]：全体質量マトリックス，{Q}：全流量ベクトル，{ψ}：
時間 t時における圧力水頭，i,j：節点番号。  

 
非線形の反復解法には Picard 法 9)を適用する。また，不飽和浸透解析のプログラムは，

I.M.Smith らによる FEM ライブラリ 10)をもとに作成した。 
(2.2) 質量マトリックスの構成法 
要素質量マトリックス[Fij]eは次式で表される。 

 
          ddJNNCSF T

s
e

ij ][][
1
1
1
1  

                    (12) 
 
 ここに， β：(=1：不飽和時，0：飽和時)，Ss：比貯留係数， C：比水分容量，[N]：形状関数，

|J|：ヤコビアンマトリッスの行列式，η，ξ：局所座標系の座標。  
 

要素質量マトリックスを求めるための積分方法としてガウス積分を用いており，式(12)は次式

のようになる。本研究ではガウス積分点を4点とした。 
 

       JNNCSwF
j

T
jsGj

e
ij 




4

1
][][][                      (13) 

 
 ここに，wGj：ガウス積分点 jにおける重み，Cj：ガウス積分点における比水分容量。 
 
式(13)は，整合質量マトリックス法であり，式中の係数(βSs+Cj)については，ガウス積分点上に

おける内挿値を用いたものである。式(13)による計算結果を次節のCase1として示す。 
また，式(12)の係数が要素内で平均値をとるとし，式(12)に整合質量マトリックス法を適用する

と次式のようになる。 
 

       JNNwCSF
j

T
Gjjs

e
ij 




4

1
][][][                      (14) 

 

 式(14)による計算結果をCase2とする。また，整合質量マトリックス法によって求めた要素質量

マトリックスは非対角項にもゼロ以外の値が入った要素質量マトリックスとなる。  
式(12)に Neuman の提唱する集中質量マトリクス法を適用し，係数(βSs+Cj)が要素内で平均値

をとるとすると要素質量マトリックスは次式で表される。 
 



－ 222 －

     
 






















1000
0100
0010
0001

4
][

JVCS
F

e
jse

ij


                    (15) 

 

 ここに，Ve：要素の体積。  
式(15)による計算結果を Case3 とし

て示す。なお，集中質量マトリックス

法による要素質量マトリックスは対角

行列となる。 
(2.2) 計算結果と考察 
表-1，図-6に示す信楽産まさ土の入

力値を用いて，間隙モデルにより水分

特性曲線および飽和度－不飽和・飽和

透水係数関係を求めた（図-7）。図-8
に解析領域と初期条件，境界条件を示

す。解析領域は横幅40cm，高さ50cm
とし，10cm四方の要素で分割した。境

界条件は側面を非排水条件，底面に

100cmの圧力水頭一定条件を与えた。

初期条件として，-50cmの圧力水頭を

各節点に与えている。また，計算結果

として，供試体中央部の各節点の圧力水頭分布を圧力水頭0cmの位置が高さ10cm上昇する毎に示

した。  

 
図-9 より，Case1 では浸潤面の上部の図-9

より，Case1 では浸潤面の上部の不飽和域にお

いて初期条件として与えた圧力水頭が，初期値

より更に低い値を示す結果が得られた。これは，

浸透過程において不飽和域の要素が更に乾燥

することを意味しており，圧力水頭の挙動とし

ては不自然である。Case2 においても，圧力水

頭が低下する現象が見られるが，低下の程度は

Case1 よりも小さくなり，係数の計算法が精度

に影響しているといえる。Case3 では，圧力水

頭が低下する現象は改善され，精度がよい結果

となった。 

表-1 間隙モデルの入力パラメータ 

図-6 粒径加積曲線（信楽産まさ土） 

 
図-7 間隙モデルで計算した水分特性曲線と不飽和－飽和透水係数 

図-8 解析領域と境界条件 
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(3) 不飽和定圧一面せん断試験を用いた

不飽和土のせん断強度特性の検討 
実際の地盤は不飽和土である場合が多

く，不飽和土のせん断強度特性を知ること

は，降雨時の斜面安定性を検討するために

は重要なパラメータである。ただし，不飽

和土のせん断試験については，サクション

制御など高度な制御が必要となり，試験時

間が長期化になることや試験者の練度に

よる試験結果への影響などの問題がある。

本研究では，サクション制御が可能な一面

せん断試験機を用いて，不飽和土の定圧一

面せん断試験を行い，サクション制御の違

いによるせん断試験結果への影響につい

て考察を行った。 
(3.1) 不飽和一面せん断試験の概要 
図-10は今回使用するサクション制御可

能な一面せん断試験機である。本試験機は

構造上の問題により，セル圧を制御する際

に垂直荷重が減少する特徴がある。そこで

正確な垂直荷重を載荷するため，減少した

分の垂直荷重を減少した分増加させた。 
本試験では，まず，初期垂直応力 σ0とし

て 10kPa 載荷した。これは，前述のように

セル圧の制御の際に垂直荷重が減少してし

まうと垂直変位も変動し，サクション制御を

先に行う場合の供試体の初期高さの正確な

値が不明になってしまい，初期間隙比 e0の

測定精度を高めるためである。その後，セル

圧（間隙空気圧 ua）と背圧（間隙水圧 uw）

を制御した後，圧密を行い，最後にせん断を

行った。サクション制御はセル圧と背圧の差

（su=ua-uw）で行い，供試体内の水の給排水

が 0.01g/hour 以内となった時点でサクショ

ン制御を完了とした。また，せん断速度は 0.01mm/min で，せん断変位が 6mm に到達時にせん

断を終了した。なお，初期垂直応力 σ0はサクション制御を行い，その後圧密を行うまでは，10kPa
を保たせる。 
(3.2) 実験結果と考察 
実験の試料として豊浦砂を用いた。供試体の初期含水比を 8%とし，初期間隙比を 0.77 となる

ように，高さ 3.5cm，直径 6cm のモールドに三層で締固めを行い，供試体を作製した。本試験は

基底応力(σ－ua)を 100kPa，マトリックスサクション(ua－uw)を 5kPa と統一し，間隙空気圧 ua
と間隙水圧 uwを変動させた。表-2が，今回試験を行う Caseごとの間隙空気圧と間隙水圧である。

それぞれの Case で一面せん断試

験を行った。 
 Case ごとのせん断応力を図-11
に示す。せん断応力のピークの地

点をせん断強度として矢印で表わ

した。マトリックサクション，基

底応力を同等に設定した場合，既

往の研究では，せん断強度は不変

となるはずであるが，本試験では

図-9 不飽和浸透解析結果 

図-10 一面せん断試験機の概略図 

表-2 本試験での実験条件 

 間隙空気圧 ua(kPa) 間隙水圧 uw(kPa) 全応力

σ(kPa)

Case1 30 25 130 
Case2 40 35 140 
Case3 50 45 150 
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図-11 のようなばらつきが見られた。こ

れは，供試体作製時のばらつき，サクシ

ョン制御時の供試体内の水分状態，圧密

終了時の供試体の状態が異なってしまっ

たためと考える。今後，各試験過程にお

ける供試体の状態を詳細に分析し，より

精度の良い結果が得られるようにしたい。 
４．おわりに 

本研究では，著者らがこれまでに提案

してきた降雨時の斜面安定性の定量的評

価方法における課題解決を目指した検討

を行った。まず，不飽和土中の浸透力と

浮力，飽和度と見かけの粘着成分を考慮

した斜面安定解析を示すとともに，従来

の解析方法との比較を行った。計算結果

より，不飽和土中の浸透力と浮力を考慮

することで，従来の解析結果よりもより

合理的な結果が得られたと思われる。ま

た，飽和度と見かけの粘着成分について

は，その数値力学モデルの妥当性の検討

が必要である。次に，間隙モデルを用いた不飽和浸透解析の精度向上をめざし，その支配方程式

中の質量マトリックスの構成法について，3 ケースの方法を示し，計算結果の比較を行った。結

果として，Neuman の提唱する集中質量マトリクス法を適用し，係数(βSs+Cj)が要素内で平均値

をとるとした場合が最も妥当な結果を示すことがわかった。また，不飽和土のせん断強度を得る

ための不飽和定圧一面せん断試験を行い，サクション制御条件の違いによるせん断強度への影響

を検討した。試験結果より，サクション制御の違いによりせん断強度への影響が生じることがわ

かった。今後，より詳細な確認が必要であることがわかった。 
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図-11 Case ごとのせん断応力 
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出前授業および国際学生フォーラムをとおした	

持続的地域防災教育についての研究	
	

	

法文学部	 准教授・菱山	 宏輔	
	

	

	

１．はじめに	

 
	 筆者による地域防災教育の背景は、2012年度に採択された挑戦的萌芽研究「知識の新結合を促
す社会科学教育統合プログラムの開発とその活用」の研究分担者としての教育研究に遡る。同研

究課題は、法文学部において取り組まれてきた「社会認識能力を高める初年次教育」と、個々の

教員が取り組んできた「フィールドワーク等実践を重視したゼミ教育」とを、統一の教育プログ

ラムにまとめ、統合的なプログラムとして活用することを目的とした。その一環として、ゼミ所

属直後の２年生を対象として、３年次の専門教育への「橋渡し的教育プログラム」に位置付けら

れる、学生主体による小学校出前授業が実施されてきた。 
 
	

２．防災出前授業の試み	

 
	 以上の萌芽的研究の実践として、筆者のゼミにおいては、2012年度に安全安心マップ作成（12
月 13日、於：宮川小学校 5年生）、2013年度に安全安心教材作成（11月 21日、於：池田小学校
4年生）を経て、2014年度には防災マニュアル作成（11月 11日、於：宮川小学校 5年生）へと
展開がみられた（写真１）。防災マニュアルの作成の実際の取り組みとしては、被災のタイムスパ

ンを 0〜5 分、5〜10 分、10 分〜半日、半日〜3 日と区分し、それぞれの時間帯で生じ得る危機
に対して、防災用品ではなく身の回りにある日用品を応用していかに対応するのかについて考え、

付箋やカードを利用したポスター形式の防災マニュアル（写真２）をグループ毎に作成し、最終

的にそれらを発表するというものとなった。 
	 作成されたマニュアル（ポスター）については、そこに記載された情報を縮約し、「防災新聞」

として A4 サイズのちらし（次ページ図１）を作成、後日、担当クラスの児童に配布することに
より事後的な記憶の定着をはかった。 
 

	 	 	 写真１	 出前授業の様子	 	 	 	 	 	 	 写真２	 作成された防災マニュアルの例	

 
	 この成果をひろく一般に共有する機会として、学生は鹿児島大学地域防災教育研究センター・

東北大学リーディング大学院合同イベント（2014 年 12 月 14 日（日曜日）13:00〜16:00（於：
かごしま環境未来館））『歴史・文化・地域から災害を学ぼう』においてポスター発表を行った（次

ページ図２）。この発表をとおして、一般市民への教育内容の還元を行うとともに、学生は東北大
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学の大学院生とのディスカッションを行い、防災教育のための知識と実践についていっそうの学

習・応用機会となった。 
 
	 図１	 配布された防災新聞	 	 	 	 	 	 図２	 合同イベントにて発表されたポスター 

 
	 2015年 1月 29日には、他に出前授業を実施した６ゼミとの学内合同報告会が行われた。同時
に、新しい大学教育についての専門家である名城大学教授による総評が行われ、筆者のゼミにお

ける取り組みは高い評価をうけた。課題として、継続性の問題とともに、児童の親たちへのアウ

トリーチの可能性についてコメントがあった。さらに、防災教育を含め出前授業自体の、大学教

育内でのシステム化の必要性についてコメントがあった。 
 
 
３．グローバルな防災教育に向けて	

 
	 2015年度には、以上の取り組みをグローバル教育に接続する試みとして、2015年 9月 17日か
ら 20 日にかけてインドネシア大学にて開催された第３回アジア太平洋学生会議（Asia-Pacific 
Student Forum）への参加および学生による発表を指導した。同フォーラムはインドネシア大学
の学生達によって運営され、ASEAN 諸国およびアフリカやロシアからも学生を集め、共通する

テーマのもとに対話をひろげるものであった。第３回目となる会議のテーマは、Youth Innovation 
and Economy Transformation towards Poverty Eradication through Sustainable 
Developmentであり、2000年からはじまり 2015年に総括を迎えた国連のミレニアム開発目標に
替わり、持続可能な発展へと舵をきるグローバルな趨勢を見据えたものであった。 
	 筆者は、仙台市および東北大学でのフィールドワークを行うなかで、2015年 3月に採択された
仙台宣言についての英文資料を入手することができたため、同資料をもとに防災と復興における

Sustainable Developmentの観点の必要性について学生に指導することができた。 
	 発表は、45 分のなかで筆者による報告（導入と学生の活動の紹介を含む”Introduction to the 
Student activities and case studies: a perspective on new economy and society”）に続き、ゼミ
3年生の報告（”Sustainable social economy seen from disaster prevention: From the viewpoint 
of daily knowledge and commodity”）、ゼミ２年生の報告（”New green activity what we can do 
for our future: with perspective of green infrastructure and green tourism”）と続いた。 
	 次ページ以降は、当日３年生の発表にて使用されたパワーポイントファイルを提示する。 
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SUSTAINABLE SOCIAL ECONOMY 
SEEN FROM 

 DISASTER PREVENTION

KAGOSHIMA	UNIVERSITY	

MORI	KOYA,ABE	DAISUKE,FURUICHI	HIROKI,GOTO	KYOKA,TOYOMARU	

HARUKA			

:	From	the	viewpoint	of	daily	knowledge	and	commodity

hJp://ja.Wikipedia.org/wiki/	

THE  
GREAT EAST  
JAPAN  
EARTHQUAKE

on March 11,2011

DAMAGE

M 9.0
Large tsunami
dead : 15,892
missing : 2,574  
broken building : 399,311







http://www.geocities.jp/thegenba_daisinsai-248.jpg 

http://www.geocities.jp/thegenba_daisinsai-24.jpg 

DAMAGE
liquefacRon in the wide area



nuclear power plant in Fukushima : 

       leakage of enormous volume of radioacRve substance

207,132 people sRll live in temporary housing

“Sendai	DeclaraPon”

What			is			this		?

THE 3RD OF WORLD CONFERENCE 
                            ON DISASTER RISK REDUCTION

Date	:	March	14	to	18,2015.	

Place	:	Sendai	(Miyagi	prefecture).	
	

AdopPon	of	Sendai	DeclaraPon.	
	

Most	important	purpose	

Reduce	to	human	life	damage	and	economic	damage.	

KEYWORD “BUILD BACK BETTER”

When	considering	the	plan	of	reconstrucPon…	

only	restore	to	infrastructure.	
(building,	road,	electricity	and	so	on.)	

Think	to	the	following	disasters	

																																					and	the	future	life.	

KEYWORD “BUILD BACK BETTER”

We	are	able	to	be	achieved	by…	

• FormaPon	of	strong	society	for	disaster.	

• Lead	to	sustainable	development.	

Next…			The	volcano	of	Japan.	
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JAPAN VOLCANO

•  Japan	has	110	acPve	volcanoes.	
About	7%	of	all	acPve	volcanoes	

						in	the	world.	

•  Volcanic	alert	levels	are	aJached	
to	the	31	volcanoes	that	are	

					cauPous	about	erupPon.	

hJp://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/English/level.html

MT.ONTAKE

•  27	September	2014	

• A	large	number	of	cinder	

			and	pyroclasPc	flow	occurs.	

• An	ash	plume	rose	approx.	7km	alPtude.	

• Deaths:57,	Missing:6,	Injured:59.	

Level	 Do	not	approach	the	volcano

Mt.Ontake

Twicolle.jp	

hJp://m.youtube.com/watch?v=7Ea3uED1Zgc

MT.SHINDAKE ON KUCHINOERABU ISLAND

•  29	May	2015	

• An	ash	plume	rose	approx.	10km	alPtude.	

• No	deaths	and	single	minor	injury		

Level	 Evacuate 	

•  The	137	inhabitants	fled	by	boat	
				as	Mt.Shindake	erupted.	

Mt.Sindake	

hJp://matome.naver.jp/odai/2143294199253073001	

hJp://www.asahi.com/arPcles/photo/AS20150529001758.html

MT.SAKURAJIMA
• One	of	the	most	acPve	volcanoes	in	

Japan.	

•  15	August	2015	

•  Earthquakes	have	been	frequently	

			recordedand	the	possibility	growing	of	

			a	major	erupPon.	

Level	4 EvacuaPon	preparaPons 	

Mt.Sakurajima

hJp://j.people.com.cn/94638/205938/8172902.html	

hJps://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E5%B3%B6#/media/File:Sakurajima_20091003.jpg

year
Number	
of	=mes THE EFFECT OF THE ERUPTION

Mt.Ontake Mt.Sindake Mt.Sakurajima

Conceivable natural 
disaster

ash	

cinder	

pyroclasPc	flow	

	

ash	

cinder	

pyroclasPc	flow	

ash cinder	

pyroclasPc	flow	

lava	flow	

debris	flow	

earthquake		 tsunami

Economic effect 
agriculture	

tourism	

cancel	the	event

agriculture	

stock	raising	

fishery

agriculture		

stock	raising	

aquaculture	

distribuPon		 tourism	

collapse	of	wooden					

	building

Social effect road	closed	

health	damage	

blackout	

road	closed	

Stress	of	Refuge	life

stop	the	lifeline	

transportaPon	

paralysis	of					communicaPon	

network	
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Next…	

OUR	EFFORTS	IN	ELEMENTART	SCHOOL

	

Disaster prevenRon class
	

THE CHARACTERISTIC OF THIS CLASS


SimulaPng	

			ErupPon	of	Mt.	Sakurajima

daily	commodiPes	

for	disaster	prevenPon		

FEED BACK
	

	

Original	news	paper		

based	on	the	completed	manual	

for	children	

Bosai	goods

WHAT IS “BOSAI GOODS”?

Bo				-			sai goods

PREVENTION DISASTER

Products	that	focus	only	on	the	purpose	of	“disaster	prevenPon”

THREE DISADVANTAGE OF BOSAI GOODS

1.	Not	everyone	can	buy	bosai	goods	

	

People	who	have	no	money	can’t	buy	this	goods.	

it	means	that	the	disparity	would	be	born

THREE DISADVANTAGE OF BOSAI GOODS

2.	Bosai	goods	inhibit	sustainable	development	

	

Bosai	goods	is	new	product	for	sale.	

it’s	not	sustainable	buying	bosai	goods	
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	 以上が、ゼミ３年生によって作成されたパワーポイントのファイルである。発表に際しては５

名の学生が交代で原稿を読むというかたちになっていたものの、適宜会場をみたり、最後にはア

ドリブにより会場の笑いを誘うなど、全体としてフォーラムでの発表の形式を保つことができた

といえる。限られた時間のなか、直後にゼミ２年生による発表が続いたため、十分な質疑応答の

時間をとることはできなかったが、会場の反応は概ね良好であったように思われる。	

	

	

４．今後の展開可能性	

	

	 以上のように、筆者のゼミ生を対象とした地域防災教育は、市内小学校における出前授業、学

習内容についてのアウトリーチと大学院生とのディスカッション、他の出前授業との比較、さら

に海外での報告というように展開してきた。テーマとしても、専門教育への橋渡しとしての位置

付けから、「持続可能性」等の一層普遍的な観点を取り入れた専門教育へと広がりをもってきた。	

	 今後の展開可能性として、第１に、東北大学リーディング大学院（防災リーディング）との合

同による海外出前授業を想定することができる。東北大学防災リーディングでは、カードゲーム

形式による子どもへの防災教育をシステム化し、応用・展開しており、大きな反響をよんでいる

（河北新報等参照）。このゲームの地方版や各種災害対応版が予定されているとのことであるが、

その海外版を見込み、当方ゼミにおける出前授業を組み合わせた海外防災教育が可能である。	

	 第二に、CLIL（Contents	and	Language	Integrated	Learning）による防災英語教育の展開であ

る。今回、国際フォーラムにおいて学生たちは英語による報告とコミュニケーションを行ったが、

相互のやり取りが難しい場面も散見された。そこで事前に、地域防災にフォーカスした英単語や

センテンスを用いて考察・表現・ディスカッションを行うことにより、英語能力と地域防災につ

いての関心・知識を同時に習得するための学習を想定することができる。	

	 第三に、海外での報告の後に、テーマの広がりとしては、改めて日本国内にどのような還元を

行い得るのかということ、時間軸上の応用としては、次世代の学生を巻き込んだ自主的な活動や

プログラム作成を可能とする制度・システム設計をいかに行うのかということが課題となる。	

THREE DISADVANTAGE OF BOSAI GOODS

3.	Aqer	we	buy	just	only	bosai	goods,it	sets	you	at	

ease.	

	

	It	makes	you	lack	of	sense	of	crisis.	

It’s	very	dangerous	lack	of	awareness	of	disaster	prevenPon.			

CONCLUDING REMARKS

Daily		

commodity

Sustainability 
hJp://facility.homemate-navi.com/usefu

10246_electric_gas1/

Daily	

knowledge	

Thank you for 
listening!
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津波の伝播解析で与える入射孤立波の数値解 

 

 

理工学域工学系 柿沼 太郎 
 

 

 

1. 序  論 

 津波は，伝播中に，水深変化や流れの影響を受けて変形する．例えば，遠地津波や，緩勾配海

浜では，波の分散性が顕著に現れ，分裂波が発生する．また，沿岸域では，浅水変形により波高

が増幅し，波の非線形性が強まる．こうした津波の伝播特性を知るためには，孤立波といった，

一様静水深域で伝播中に変形しない，定常進行波を入射させ，津波に対する水深変化や流れの影

響を調べる必要がある．そのため，波動の伝播特性を数値的に調べる研究では，従来，KdV 理論

解等を入射させる方法がとられている．ところが，一般に，こうして与える入射波は，数値解析

に適用する数値モデルの解と異なっているため，一様静水深域においても，入射波が変形し，こ

の場合，津波の変形に対する，水深変化や流れの効果を正確に把握することができない．従って，

助走時間を設けて，波を計算対象領域になじませていき，助走時間内で入射波を数値モデルの解

に近付ける必要がある．ただし，この方法では，精度の高い入射波を得るために，多大な助走時

間を必要とする場合が多く，また，こうして得られた波は，孤立波解が助走時間内に変形を経た

波であり，孤立波解とみなせるかどうかは，確認するまで不明確である． 

 そこで，本研究では，山下・柿沼（2013）の手法を適用して，孤立波の数値解を求める．本手

法により，津波伝播の数値解析に適用する，数値モデルの波動方程式系の解を求めれば，助走時

間が不要であり，また，上記の不明確さが回避される．その結果，対象領域内における，所定の

入射波の変化に関して，数値モデルの計算精度での議論が可能となる． 

 ところで，孤立波の特性に関する研究は，古くよりなされており，Longuet-Higgins・Fenton

（1974）等の報告がある．ただし，これまでの多くの議論は，線形浅水波を摂動の核とするとい

った制約のもとで行なわれており，そのような場合，大振幅に伴う非線形性や分散性に関する精

度が不十分である可能性がある．ここでは，変分原理に基づいて導出された非線形波動方程式系

（柿沼，2001）を基礎方程式系とする．本方程式系は，その一般形が，波の非線形性及び分散性

に対する仮定を課さずに導出されているという特徴を有するためである．ただし，本方程式系の

実用の際には，後述するように，速度ポテンシャルの展開級数を有限項で打ち切るため，得られ

た数値解の精度は，速度ポテンシャルの近似精度に依存することになる． 

 まず，基礎方程式系の数値解と，摂動法に基づく，KdV 理論解や，Longuet-Higgins・Fenton（1974）

による解とを比較し，数値解の妥当性の検討を行なう．次に，時間発展問題を対象とした数値解

析において，上記の手法で得られた孤立波解を初期条件として与え，大振幅を有する孤立波の伝

播をシミュレートする． 

 

2. 水面波の非線形方程式系 

非粘性・非圧縮性流体を対象とする．流体の密度  は，一様，かつ，時間に関して一定である

とする．静水深を h とし，各点における水平方向流速及び鉛直方向流速をそれぞれ u及び w とす

る．流体運動が非回転であると仮定し，速度ポテンシャル  (x, z, t) を次式で定義する． 

zw  /, u                 (1) 

ここで，       は，水平方向の微分演算子である．また，z を鉛直方向軸とし，静水位を

z = 0 とする．速度ポテンシャル  を次式のように z のべき級数に展開する． 

     a
N

zfztftz 



 





1

0
,,, xx               (2) 

ここで，添え字  に関して，積の総和規約を用いている． 

 yx  ,
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変分原理を適用することにより，非線形波動方程式系が次式のように得られる（柿沼，2001）． 

     0
11

1 1111 







 





 





 fbfb
t

    (3) 

0
2
1

2
1 2 


   




 gffff
t

f
          (4) 

ここで，z =  (x, t) 及び z = b (x) は，それぞれ，水面変動及び底面位置である．また，大気圧を 0

としている． 
 
3. 孤立波の数値解の算出手法 

3.1 定常進行波の非線形方程式系 

一定の波速 C で進行する定常進行波に対しては，∂F/∂t = C ∂F/∂x なる移流方程式が成り立つ．

ここで，物理量 F は，水面変動  及び式(2) に示す速度ポテンシャルの展開項の重み係数 f であ

る．この移流方程式を式(3) 及び (4) に代入して，時間微分項が消去された次式が得られる． 

     0
11

1 1111 





 





 




 fbfbC     (5) 

0
2
1

2
1 2    







 gfffffC          (6) 

式(5) 及び (6) は，波速 C で進行する定常波に対する非線形方程式系である． 
 
3.2 孤立波の数値解の算出手法 

本研究では，山下・柿沼（2013）の手法により，波動方程式系が有する孤立波解を数値的に求

める．その際，水面変動及び流速が，水平方向の遠方において，0 に漸近することを考慮するた

めに，計算対象領域を十分に長くとり，その側方境界の外側に設けた仮想領域において，物理量

F の水平方向の勾配が0であると仮定する．すなわち，添え字を計算格子点の番号として，F0 = F1，

かつ，F n+1 = Fn とする．ここで，番号が 1及び n の点は，側方境界に位置する点であり，また，

番号が 0及び (n + 1) の点は，側方境界に隣接する仮想点である．そして，移流項を含めた各項の

離散化に，中央差分を用いる．これは，計算精度の向上を図るためである． 
このような側方境界条件のもとで，Newton-Raphson 法を適用して収束解を算定する．式(5) 及

び (6) を差分方程式系に書き改め，次の (0) ～ (3) の手順により収束解を求める． 

(0) 孤立波の KdV 理論解，すなわち，水面変動 KdV，波速 CKdV及び速度ポテンシャルの重み係数

f,KdVを求める．その際に，水面変動と波速は，できる限り小さな値とする． 

(1) 初期値として KdV 及び f,KdV を用いて，Newton-Raphson 法により，式(5) 及び (6) を解く．

ここで，波速 C を C1 = CKdVとする．そして，波速が C1である孤立波の解 1及び f,1を得る． 

(2) 初期値として 1 及び f,1 を用いて，Newton-Raphson 法により，式(5) 及び (6) を解く．ここ

で，波速 C を C2 = C1 +  とする．そして，波速が C2である孤立波の解 2及び f,2を得る． 

(3) 波速 C を段階的に大きく設定し，(2) を繰り返して，任意の波速 C を有する孤立波の解  及
び f を求める． 

上述した通り，(0) では，水面変動と波速をできる限り小さな値に設定する．こうすると，KdV

理論解が真値に近くなるからである．真値に近い適切な初期値を用いた場合に，比較的少ない回

数の収束計算によって収束解が得られる．なお，KdV 理論による速度ポテンシャル  KdVの重み係

数 f,KdVは，式(5) に KdV及び CKdVを代入して求めることができる．このとき，式(5) は，質量保

存則を表わす線形方程式となる． 
また，上記の (2) では，収束解を得るために， /C1 が 1.0 5 ～ 1.0 3 の値となるように C2を設

定する． 
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(a) a/h = 0.1，0.3，0.51 及び 0.6 

 
(b) a/h = 0.72 及び 0.77 

図-1 孤立波の水面形の数値解と KdV 理論解 

 
本手法は，Boussinesq 型方程式系といった他の波動方程式系にも，適用できると期待される． 

 
4. 孤立波の水面形 

前述の手法を適用して孤立波解を求める．計算対象領域の全長 L 及び計算格子間隔 x をそれぞ

れ L = 50h 及び x = 0.02 h とする． 
図-1に，孤立波の水面形を示す．ここで，横軸及び縦軸は，波頂位置からの水平距離及び静水

位を基準とした水面変動をそれぞれ静水深 h で無次元化した値である．また，a は，波高である．

式(2) のようにべき級数に展開した速度ポテンシャルの展開項数を N = 3，または，4 としている． 
波高水深比が a/h 0.51 である場合，図-1(a) に示す通り，本手法で N = 3 及び 4 としたときの

水面形の数値解に，差異が殆ど見られない．ところが，a/h = 0.6 の場合，両者に差異が現れ，N = 
3 とした数値解の方が，N = 4 とした数値解よりも，ピーク近傍の形状が尖っている． 

また，これらの数値解と KdV 理論解とを比較すると，図-1(a) に示す a/h = 0.1 の場合には，差

異が殆ど見られないが，a/h が大きくなるにつれて，差異が徐々に大きくなっている．これは，KdV

理論解が，弱非線形の仮定のもとで導かれているためである．なお，図-1(b) には，a/h = 0.72 及

び 0.77 の場合の水面形が描かれているが，前者は，N = 3 としたときに，そして，後者は，N = 4
としたときに，本手法で得ることができた，最も振幅の大きな水面形である． 
図-2 に，相対代表波長 S /h と波高水深比 a/h の関係を示す．ここで，代表波長 S は，次式で

定義する． 

adx
L

L
2

2S                   (7) 

図-2において，本手法で N = 3，4 及び 5 としたときの代表波長の数値解には，差異が殆ど見ら

れない．そして，これらの数値解は，大振幅の場合を除き，KdV 理論解よりも長い．図-2 より， 
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図-2 孤立波の相対代表波長 S/h 

 

 
図-3 孤立波の相対波速 C/Cs,0（Cs,0は，線形浅水波の波速である．） 

 
孤立波の代表波形勾配 a/Sは，a/hが大きいほど，大きくなることがわかる． 
 
5. 孤立波の波速 

図-3 に，孤立波の相対波速 C/Cs,0 を示す．ここで，C 及び Cs,0 は，それぞれ，孤立波の波速及

び線形浅水波の波速   である．本手法で N = 4 及び 5 とした場合の数値解には，差異が殆ど見

られないが，N = 3 とした場合，a/h ≥ 0.6 でこれらの値よりも小さくなっている．また，KdV 理論

解は，a/h ≥ 0.3 で過大評価となることがわかる． 
図-3には，Longuet-Higgins・Fenton（1974）による波速も描かれているが，N = 4 及び 5 とし 

た場合，a/h ＜ 0.77 において，数値解は，Longuet-Higgins・Fenton（1974）の解とほぼ一致して

いる．そして，相対波速 C/Cs,0の最大値は，N = 4 及び 5 とした場合に，a/h = 0.77 のときの 1.291

である．ところが，本手法では，現時点において，これより大きな a/h に対する数値解が得られ

ていない．これは，孤立波が存在可能な波高水深比 a/h が，複数通りある波速に対しては，波速

をパラメタとして収束解を求める方法において，複数の解を求めるための何らかの工夫が必要と

なるからである． 
 
6. 孤立波のエネルギー 

孤立波の単位幅当たりの，位置エネルギーの無次元量 Es,P 及び運動エネルギーの無次元量 Es,K

を次式で定義する． 
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図-4 孤立波の単位幅当たりの位置エネルギーの無次元量 Es,P及び運動エネルギーの無次元量 Es,K 

 

 
図-5 進行する孤立波の水面形の時間変化（a/h = 0.66，N = 3） 

 
図-4に，孤立波の単位幅当たりの位置エネルギー及び運動エネルギーの無次元量を示す．N = 4

及び 5 とした場合の数値解には，差異が殆ど見られないが，N = 3 とした場合，a/h ≥ 0.6 で，位置

エネルギー及び運動エネルギーがともに過小評価となっている．図-4より，波高水深比が大きい

孤立波ほど，全エネルギーに占める運動エネルギーの割合が大きくなることがわかる． 
 
7. 水平床上における孤立波の 1次元伝播解析 

水平方向軸 x の正の方向に伝播する孤立波の 1 次元伝播解析を行なう．すなわち，時間発展問

題を数値解析的に解くのであるが，その初期条件として，山下・柿沼（2013）の手法によって得

られる孤立波の数値解を与える．速度ポテンシャルの展開項数は，N = 3 とする． 
 Nakayama・Kakinuma（2010）は，内部波の伝播問題の数値解析を行なっている．ここでは，式

(3) 及び (4) が解けるよう，Nakayama・Kakinuma（2010）のプログラムを改め，表面波の伝播問

題を対象とした時間発展の数値解析を行なう． 
図-5に，波高水深比が a/h = 0.66 である孤立波の水面形の数値解析結果を示す．ここで，計算

格子間隔及び計算時間間隔は，それぞれ， x /h = 0.1 及び  t Cs,0 / x = 0.003 とする．Cs,0は，線形

浅水波の波速である．孤立波の数値解を与えることによって，助走時間を必要とすることなく，

大振幅孤立波の伝播解析を安定的に行なえることが確認できる． 
 
8. 結  論 

 変分原理に基づく非線形波動方程式系を基礎方程式系として，孤立波の数値解を求めた．速度

ポテンシャルの展開項数を 4，または，5 とした場合に，高精度の孤立波解が得られた．そして，

この展開項数を4とした場合には，波高水深比が0.77に至る大振幅孤立波解を得ることができた．

また，孤立波の波高水深比が大きいほど，運動エネルギーが全エネルギーに占める割合が大きい

という特質を示した． 
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 更に，数値解を初期条件として与え，孤立波の 1 次元伝播の数値解析を行なった．そして，大

振幅孤立波の数値解が，安定して伝播することが確認された． 
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口永良部島新岳噴火災害の応急対策・復旧策にかかわる実践的総合研究 
 

 

地域防災教育研究センター 特任教授・岩船 昌起 
 

 

 

１．はじめに 

 

 2015 年 5 月 29 日 9 時 59 分に口永良部島新岳が爆発的に噴火し，南西斜面では海岸まで火砕流

が流下した。気象庁では 10 時 7 分に噴火警戒レベルをレベル 3からレベル 5に引き上げ，これを

受けて屋久島町では 10 時 15 分に口永良部島の全域に避難勧告を，10 時 20 分に避難指示を発表

した。湯向地区の住民 8人は，自宅退避後に 12 時頃に海上保安庁の小型船舶等で救出された。本

村地区等の住民 124 人は，番屋ヶ峰に一時避難後，14 時 37 分に本村港に着岸した町営フェリー

「太陽丸」に乗り込み，15 時 42 分に島から脱出した。そして，3人の島民は自らの漁船で屋久島

へ向かった。立ち入り禁止の向江浜地区に居た 80 代の男性が顔や手に火傷を負い，気分が悪くな

った 70 代男性とともにヘリコプターで救急搬送されたが，軽症で命に別状がなく，結果として

82 世帯 137 人の島民全員がその日のうちに屋久島町宮之浦地区に避難できた。（注…上記の人数

や時間は，報道等による速報的な発表によるもので，屋久島町等による正式のものではない。） 

筆者は，鹿児島大学地域防災教育研究センターによる「口永良部島新岳噴火災害応急対策支援

活動」として，噴火翌日以降，5月 30 日～6月 2日，6月 6～8日，6月 13～15 日，6月 27 日～

30 日，7月 17～20 日，9月 12～14 日の計 6回入島し（2015 年の回数），屋久島町宮之浦地区の避

難所や仮設住宅団地などを視察した。特に 6月については「調査」より「支援」を主目的に，屋

久島町や鹿児島県に助言した。本稿では，まずはこの活動について前半で報告する。また，避難

生活が落ち着きをみせた 7月に，屋久島町の協力を得ながら，避難者へのアンケート調査を行っ

た。後半ではこのアンケート調査について，単純集計の結果ながら簡易的に報告する。 

 

２．口永良部島新岳噴火災害応急対策支援活動 

 

(1) 避難所生活に係わる助言 

 口永良部島新岳噴火災害による避難者のための避難所が，屋久島町宮之浦地区の「老人憩の家」

「宮之浦公民館」「縄文の苑」の 3箇所で，避難当日の 5月 29 日夕方から開設された。 

  
   写真１「宮之浦公民館」避難所       写真２ 「老人憩の家」避難所 

    2015 年 5 月 30 日 筆者撮影         2015 年 5 月 30 日 筆者撮影 

 

5 月 30 日に 3 つの避難所内の様子を視察した筆者は，避難所ごとに避難者の男女別年齢構成，

家族構成，建物の広さや間取りなどの大きな違いに気づいた。一般に，避難所の運営は避難者自

らが組織的に行い，行政関係者は基本的に支援にまわるが，避難所ごとの前述の特性や避難者の
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意思に応じて運営の仕方を一律にしないことを助言した。また，避難所内の居住空間を①個人空

間，②共用空間，③応接空間に 3つに分け，間仕切りやカーテン等で個人空間をつくることも提

言した。特に 1つの避難所では，他に比べて狭く，避難者１人当たりの利用面積が最低とされる

2㎡を下回っており，かつ「女性が着替える場所」や「子どもの勉強部屋」が十分に確保されて

いなかった。そこで，不必要な荷物や運ばれ過ぎた支援物資を避難所外に運んで空間を増やすこ

とを提案した。他にも，町職員負担軽減のための勤務体制の改善，支援物資仕分けセンターの開

所と分配システムの構築，見舞金の支給にかかわる規約と様式などについて助言した。これらは，

東日本大震災による被災地などでの筆者の経験と研究に裏付けられたものであった。 

 

  
    写真３「縄文の苑」避難所      写真４ 「老人憩の家」に積まれた支援物資 

    2015 年 5 月 30 日 筆者撮影         2015 年 5 月 31 日 筆者撮影 

 

  
  写真５「宮之浦公民館」居住スペース      写真６「支援物資センター」内部 

    2015 年 6 月 1 日 筆者撮影          2015 年 6 月 2 日 筆者撮影 

 

(2) 仮設住宅に係わる助言 

仮設住宅が建設中であった 7月下旬には，入居方法や自治会の編成等について避難者間で話し

合いがもたれていた。屋久島町の仮設住宅は，与論島タイプのプレハブ仮設住宅の改良型であり， 

屋久島に特徴的な夜の「山風」と昼の「海風」を室内気候の改善に活用するべく斜面の最大傾斜

方向にほぼ直角に交わる向きに棟が配置されている。「窓を開けた生活」が前提なることから，生

活音，タバコ臭や生活臭を隣人間でよく感じやすくなることから，同じような生活習慣者がまと

まって入居することを提案した。また，雨天日等を除いて室内での喫煙行動を制限し，仮設団地

用地内の東端と北端に屋根つきの「喫煙スペース」を２箇所設置して，風向きに応じて喫煙場を

利用することを提言した。これらについては，仮設住宅自治会でほぼ取り入れられ，実行された。 

 また，共同での洗濯物の外干し場所の設置，身長が低い女性などのために仮設住宅室内から洗

濯物を干しやすくするための木製テラスの増設なども助言した。下着を干すことも考慮して一人

暮らしの男女についてはできるだけ居住を分け，「女性スペース」や「男性スペース」のような緩
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やかな「仮設団地内での性別の空間的な利用区域」を提言した。 

 さらに，岩手県宮古市や鹿児島県与論町での仮設住宅での温湿度環境とそこでの生活に係わる

調査に基づくと，屋久島の気候環境下のプレハブ系仮設住宅では夏季に窓を開けるだけの換気の

みでは室内気候が改善せずに熱中症にかかる危険度が高いことが予想された。そこで，電気代が

かかるが日中中心のエアコンの適切な使用と，火気の使用で高温となる台所での調理時の換気扇

の使用を推奨した。またトイレでは，エアコンの冷気が最も届き難くかつ外側に断熱材が施され

ていないために、夏に高温、冬に低温になりやすい。特に脳梗塞や心筋梗塞の病歴者などはトイ

レ利用時に温度差があることをよく知り，利用前に換気扇を回すか，ドアを開けておくか，また

冬には便座を暖めておくなどして「温度差」を小さくすることを助言した。 

 一方，仮設団地が立地する「傾斜地」に関連して，以下を助言した。仮設住宅建設地周辺の「南

西－東北方向」道路の一部の勾配が国土地理院の地形図から読み取ると約 1/15（傾斜約 3.81°）

であり，車いす利用者が屋外で移動できる「スロープ」の上限値とほぼ同じであった。従って，

「散歩」などの身体活動を行う場合には，前期高齢者などでは，体力に合わせて「南西－東北方

向」道路（坂道）での移動も取り入れて運動強度を調整することと，一方、やや体力的に弱い後

期高齢者などの場合には，仮設団地の敷地内での周回移動や等高線沿いの道路（東南－南西方向）

を中心に利用することが望ましいことなどを伝えた。 

 また，買い物ができる最寄りのスーパー「わいわいらんど」までの距離は約 600m で，体力に応

じて徒歩で約 8～16 分の所要時間で到達できることが予想される。岩手県宮古市での仮設住民の

徒歩生活範囲は、道のりで 500～1000m であることから，後期高齢者などの体力的な弱者の買い物

行動での支援の必要性を説明した。そして，仮設住宅から徒歩 500m 以内でできるだけ近いところ

での「息抜きの場」の創設，男性高齢者への配慮，口永良部島にかかわる情報の定期的・直接的

な伝達などについても助言した。 

  
  写真７ 口永良部島災害仮設住宅団地    写真８ 風向きを考慮して使われる喫煙所 

    2015 年 9 月 13 日 筆者撮影         2015 年 9 月 13 日 筆者撮影 

 

３．避難者への避難生活にかかわるアンケート調査 

 

(1) 目的 

 口永良部島新岳噴火災害による全島避難から 1ヶ月過ぎた 7月前半の段階では，避難生活もあ

る程度落ち着いてきたように見えた。そこで，避難者の生活を今後の少しでも改善するための基

礎資料を得るために，避難生活の実態をある一定の尺度で把握できるアンケート調査を実施する

こととした。本章では，単純集計の結果を中心に簡易的に報告する。 

 

(2) 調査方法 

 質問紙は，2015 年 7 月に作成した（※本稿ではページ数との関係から質問紙を掲載しない）。

避難所の「老人憩の家」および「縄文の苑」には 7月 17～19 日に筆者が赴き，滞在する避難者に

直接依頼した。また，避難所を 5～6 月に退去して公的住宅に移り住んでいた避難者については，

屋久島町の協力を得て町職員等が 8月に対応してくれた。なお，質問の全てに回答しなかった方

もおり，単回答の各問で合計した人数が合わない場合がある。また，結果としての表については，

本稿のスペースとの関係で，番号通りの配列となっていないところもある。 
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(3) 対象者の属性 

 アンケート調査の協力者は，53 名（男 27 名，女 21 名，不明 5名）で（表１）， 40 代（11 名）

と 60 代（15 名）が多く，60 代以上では 25 名と全体のほぼ半数を占めている（表２）。調査時点

での「住まい」は，21 名が 2カ所の避難所，14 名が町営住宅等の公的住宅等，10 名が民間賃貸

住宅となっている（表３）。また，一人暮らしが 20 名，夫婦での二人暮らしが 17 名と多い（表４）。

「口永良部島での仕事」は，会社員・公務員 12 名，自営業 11 名，無職 10 名の順に多かったが（表

５），避難先では，無職 18 名，会社員・公務員 12 名となり，無職が増えたことが分かる（表６）。

「今のお仕事」については，無回答者が 8名おり，無職の人数がより多くなる可能性がある。  

 

 表１ 性別 

 

  表２ 年齢 

 

        表３ 住まい 表４ 同居している家族構成 

 

  表５ 島でのお仕事 

 

 

   表６ 今のお仕事 

 

 

 
  写真９ 町から無償提供された畑 

    2015 年 9 月 13 日 筆者撮影 

(4) 避難生活にかかわる回答 

 Q１「避難先の生活環境」については，普通 22 名，良い 14 名と「総じてそれなりに良い」印象

がある（表７）。屋久島町職員を始めとして多くの方々が避難所等での生活改善に働いていたこと

を口頭で大いに評価していた人が多く，本来劣悪な生活環境であったが，好意的に回答した結果

と思われる。Q2-1「不安や心配」については，「新岳の活動」が 42 名と最も多く，「口永良部島の

家や家財」39 名，「口永良部島の車やバイク」28 名と続き，屋久島町での避難生活に関係するこ

とよりも，口永良部島に係る事柄を，多くの方々が深く心配していることが分かる（表８）。 

 現在交流している方々の人数については，Q3-1「口永良部島の方」が「1～3人」の方が 21 名，

「4～6人」が 15 名がと多く（表９），Q3-2「屋久島の方」では，「1～3人」が 18 名で，「いない」

方が 15 名であった（表１０）。表９と表１０から，屋久島の方々との付き合いも含めて社交的に

広く交流している方が存在する一方で，交流している口永良部の方も「いない」方が 3名おり，

交流が極めて限定的な避難者の存在を指摘することができる。これは，Q4-1「頼れる人」がいる

かの問いに対して「いない」と 4名が回答したこととも関連しており（表１１），コミュニティの

中での「孤立者」の存在が示唆される。Q4-2「誰を頼れるか（複数回答）」については，「屋久島

の友人・知人」23 名で「口永良部島の友人・知人」20 名を上回っており，屋久島にもともといた

友人・知人あるいは新たにできた友人・知人が多く，避難先の屋久島でのコミュニティに溶け込

んでいる方々の存在が伺えた（表１２）。そして，次いで「家族（現在同居中のもの）」17 名，「屋

久島町役場の職員」15 名となっている。屋久島町職員は，特に初期段階で避難所に 24 時間体制

で常駐し，かつ献身的に支援したことなどから避難者の信頼を得ただろうことが伺える。 

   

男 27
女 21
計 48

20～29歳 4
30～39歳 6
40～49歳 11
50～59歳 5
60～69歳 15
70～79歳 8
80歳以上 2

計 51

避難所 21
公的住宅等 14
民間賃貸住宅 10
親戚宅等無償の民間住宅 3
自宅 0
計 48

一人暮らし 20
夫婦だけの世帯 17
親と子の世帯 8
親と子と孫の世帯 1
その他 5
計 51

会社員・公務員 12
自営業 11
農林漁業 6
学生 0
家事専業 6
パート・アルバイト 6
無職 10
その他 2
計 53

会社員・公務員 12
自営業 1
農林漁業 5
学生 0
家事専業 0
パート・アルバイト 6
無職 18
その他 3

45
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表７ Q1 避難先の生活環境 

   

表９ Q3-1 交流_口永良部の方 

         

表１０ Q3-2 交流_屋久島の方 

        

 

表８ Q2-1 不安や心配 

 
 

表１１ Q4-1 頼れる人 

     

 

表１３ Q5 避難生活で心がけ・実践 

  

 

 表１５ Q7 住みたい場所 

 

 Q5「避難生活で心がけ・実践」していることについては，「規則正しく生活すること」24 名，「身

体を動かすこと，運動」と「良好な仁限関係を保つこと」が 23 名である（表１３）。半数程度の

方が厳しい避難生活の中でもポジティブに生きようとされていたことが伺える。Q6「必要な支援

サービス（複数回答）」については，「『一時帰島（入島）』の定期的な確保」42 名，「口永良部島

の火山にかかわる情報提供」24 名，「口永良部島の家屋や畑などの現状にかかわる情報提供」23

名と，次いで「島民の交流の確保」11 名が多かった（表１４）。なお，このうち「口永良部島の

火山にかかわる情報提供」については，アンケートを行う前から避難者の希望を直接聴き，鹿児

島地方気象台に「仮に火山活動が活発なまま変わらない状態であっても定期的に避難者に直接伝

とても良い 7
良い 14
普通 22
悪い 4
とても悪い 1
計 48

いない 3
1～3人 21
4～6人 15
7人以上 14
計 53

いない 15
1～3人 18
4～6人 10
7人以上 10
計 53

非常に
感じる

どちらかとい
うと感じる

どちらかとい
うと感じない

感じない 計

14 16 8 11 49
14 9 8 15 46

③子育て・子どもの教育 2 9 8 17 36
5 6 7 26 44

14 12 13 11 50
7 7 17 19 50
9 10 11 19 49

⑧住まい・居住環境 13 11 15 9 48
10 16 9 14 49
14 9 10 16 49
14 15 11 9 49

⑫口永良部島民の行方 20 21 1 7 49
⑬口永良部島の家や家財 39 5 2 3 49
⑭口永良部島の車やバイク 28 6 4 8 46
⑮口永良部島の家畜やペット 19 6 4 13 42
⑯口永良部島の畑や庭など 26 9 3 10 48
⑰口永良部島の事務所や職場 26 8 0 10 44
⑱口永良部島の船 13 4 6 19 42
⑲新岳の火山活動 42 3 2 2 49

⑨病気・健康
⑩収入・経済
⑪人間関係

①仕事・働く場
②家庭

④家族の介護
⑤食生活
⑥買い物
⑦外出

いる 48
いない 4
計 52

身体を動かすこと、運動 23
規則正しく生活すること 24
バランスの良い食事 18
睡眠をしっかりとること 22
よく笑うこと 10
人と会い、話をすること 15
良好な人間関係を保つこと 23
その他 3
計 138

一番 二番
口永良部島 41 2
屋久島 4 11
鹿児島市 1 5
どこでもよい 1 3
その他 2 0
計 49 21
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えることが『こころのケア』にもつながる」との説明も付してこの「情報提供」の希望を伝え，

避難者向けの「新岳火山活動の説明会（仮称）」を不定期に開催して頂いていた。Q7「住みたい場

所」については，一番が「口永良部島」41 名で圧倒的だが，8名の方が口永良部島以外を選択し

ている（表１５）。避難生活が長引く程，口永良部島以外を選択する割合が高くなると思われる。 

 

     表１２ Q4-2 誰を頼れるか 

  
 

表１４ Q6 必要な支援サービス 

 
 

 表１６ Q8 からだの調子         表１７ Q9 食事の量            表１８ Q10 食欲 

                      
 

(5) 避難者自身の健康などにかかわる回答 

 Q8「からだの調子」については，「普通」23 名と多かったが，「良くない」11 名，「大変良くな

家族（現在の同居のもの） 17
口永良部に住む親戚（別居のもの） 4
屋久島に住む親戚（別居のもの） 8
鹿児島に住む親戚（別居のもの） 13
その他の親戚 13
口永良部の友人・知人 20
屋久島の友人・知人 23
鹿児島の友人・知人 11
その他の友人・知人 8
口永良部の区長・民生委員等 6
口永良部の消防団員 8
屋久島町役場の職員 15
社会福祉協議会の職員 4
医師・看護師・保健師 8
ボランティア 4
その他 2
計 164

避難所の住環境の改善 1
入居住宅の住環境の改善 8
雇用の場の確保 6
子どもの支援（居場所づくり，学習支援等） 3
子育ての支援（保育，学童保育等） 0
家族の介護の支援 3
相談窓口 4
運動機会の確保による健康づくり 1
島民の交流の確保 11
保健・栄養指導 1
「一時帰島」の定期的な確保 42
口永良部島の家屋や畑などの現状にかかわる情報提供 23
口永良部島の火山にかかわる情報提供 24
その他 0
計 127

とても良い 6
良い 9
普通 23
良くない 11
大変良くない 1
計 50

とても増えた 2
増えた 11
変わらない 21
減った 13
とても減った 3
計 50

とても増えた 1
増えた 3
変わらない 33
減った 10
とても減った 3
計 50

 写真１０ 避難者の自主的な「火山の勉強会」 
      2015 年 9 月 13 日撮影 
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い」1名がおり（表１６），体調を崩している方が 12 名と全体の 2割以上に及んだ。Q9「食事の

量」でも，個々に「減った」13 名「増えた」11 名など，増減があった方は半数以上の 29 名に及

んでいる（表１７）。Q10「食欲」では，「変わらない」33 名に続いて「減った」10 名でどちらか

というと「食欲が減退した」方々が目立つ（表１８）。後述の回答とも関連して，生活環境の劇的

な変化などに起因する精神的なストレスなどが主因としてこれらに関与したものと思われる。 

 Q11「運動の量」については，「減った」25 名，「変わらない」10 名，「とても減った」9名と続

き，運動量が減少した方が 34 名と 7割程度に及んだ（表１９）。口永良部島では好きな時に畑に

出たり散歩をしたりした生活を送っていたが，屋久島の避難所では特に発災直後には報道関係者

が避難所の入口などに待ち構えて，外に出ると大勢に取り囲まれてマイクを向けられる状態であ

った。これを嫌う方々が多く，避難所に籠りがちな生活送ったことが大いに関係しているだろう。

Q12「睡眠」については，「眠れない」25 名，「変わらない」10 名，「とても眠れない」9名と続き，

眠れなくなった方が 34 名と 7割程度に及んだ（表２０）。Q13「体重」については，「変わらない」

24 名，「減った」11 名，「増えた」9 名と続き，増減した方は半数程度の 26 名に及ぶ（表２１）。

Q14「気持ち」については，「穏やか」「とても穏やか」な方は 0名で，「落ち着かない」「とても落

ち着かない」が計 31 名となっている（表２２）。Q15「張りや意欲」については，「変わらない」

24 名，「ない」19 名，「ある」6名と続く（表２３）。気持ちとしては「落ち着かない」ものの，

避難生活を打開等するために気持ちに「張りや意欲」を持ち続けている方の存在が示唆される。 

 

  表１９ Q11 運動の量           表２０ Q12 睡眠               表２１ Q13 体重 

                 
 

         表２２ Q14 気持ち           表２３ Q15 張りや意欲 

        
 

４．おわりに 

本稿では，「口永良部島新岳噴火災害応急対策支援活動」と「避難者への避難生活にかかわるア

ンケート調査」の報告を行った。前者は，平成 27 年度地域防災教育研究センター「教職員研修」

で 2016 年 1 月に実施した研修内容にも反映されており，本報告書の別稿「『防災士』養成と『防

災ネットワーク設立』」の中でも多少紹介している（本報告書 P93～111）。また，屋久島町とも信

頼関係を築けたことから当時の災害対応に係る資料を個人情報が見えない形で断片的に頂いてい

る。今後は，避難者の活動量に係る既行の調査や研修時に行った避難所の生活環境調査の結果等

も交えて，「口永良部島新岳噴火災害における応急対応の検証研究」を，別稿に取りまとめたい意

向である。この中で，単集計の簡易的な分析に留まった後者についても，再度分析し直したい。 

地域防災教育研究センターの平成 27 年度プロジェクト研究では口永良部島に関連するものが

本研究を除いて他に 4件あった。本報告書への成果の取りまとめで一段落ついた後に，何らかの

形で連携して，研究成果を一般公開したいという個人的な考えがある。特に，口永良部島島民や

屋久島町は，「地元の大学」である鹿児島大学に口永良部島の復旧復興支援を大いに期待しており，

一定の貢献を果たした「応急対策支援活動」のみに止まらずに継続的な支援等の活動を，次年度

の平成 28 年度には考えて行く必要があるだろう。 

とても増えた 2
増えた 3
変わらない 10
減った 25
とても減った 9
計 49

よく眠れる 2
眠れる 3
変わらない 10
眠れない 25
とても眠れない 9
計 49

とても増えた 5
増えた 9
変わらない 24
減った 11
とても減った 1
計 50

とても穏やか 0
穏やか 0
変わらない 21
落ち着かない 22
とても落ち着かない 9
計 52

とてもある 1
ある 6
変わらない 22
ない 19
とてもない 4
計 52
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南九州における降雨・土砂流出過程の実態調査 
 

 

理工学域工学系 齋田倫範 
 

 

1. はじめに 

平成 24 年度以降，地域防災教育研究センター事業の一環として，降雨流出過程の実態把握や水

害リスクの評価に関する研究を行ってきた．平成 24 年度に「薩南諸島の 11 河川を対象とした水

位計測」と「分布型山地降雨流出解析モデルの作成」1)に着手し，平成 25～26 年度には，「画像流

量計測システム」2),3)を構築した．これまでの事業によって，低コスト・低労力で降雨流出特性を

評価可能なシステムの構築が概ね完了している．水害による被害の軽減のために降雨流出過程の

把握が重要であることはいうまでもないが，流水に伴う土砂の流出・流送によって生じる河道地

形の変化等の検討も極めて重要となる．このことから，河川災害に対する減災策策定のためには，

水文・流出過程に着目した取り組みに加え，土砂流出・流送現象の解明に関する取り組みが不可

欠である．そこで，平成 27 年度事業では，適切な河道管理の際に必要となる基礎情報の充実化を

目的とし，これまでの事業で構築された降雨流出特性評価システムの実用性の検証を引き続き実

施するとともに，鹿児島県の中小河川流域における土砂生産・土砂輸送特性の実態把握に向けた

取り組みに着手することとした．  

2. 降雨流出解析 

(1) 解析モデルの概要 

多くの河川流域においては山地での現象が降雨流出過程に少なからず影響を及ぼす．そのため，

シラスといった特有の地質を有する南九州の降雨流出特性の解明に向けて，分布型山地降雨流出

解析モデルの構築をこれまで行ってきた．構築した分布型山地降雨流出解析モデルでは，立川ら
4)が開発した落水線に沿った 1 次元 kinematic wave モデルを採用し，基礎式として以下の連続式と

流量流積関係式を用いた．このモデルにおいては，計算メッシュ中に存在する水分量に応じて，

マトリックス流れ，大空隙中の流れ，表面流出といった 3 段階の流出形態が出現することになる． 
 

 
 
 

ここで，h：水深，t：時間，q：線流量，s：流水線の方向の座標，r：有効雨量，km：マトリック

ス部の透水係数，dm：マトリックス部の最大水分量，ka：重力水が卓越する大空隙部の透水係数，

da：土壌内に存在し得る最大水分量，i：斜面勾配，n：山地表面の粗度係数，ir：河床勾配，nr：

河道の粗度係数，である． 
これまでは，雨量，河道形状，水位，流量といった入力条件や精度検証用データの整備状況を

鑑み，一級河川を対象とした研究を推進してきた．その際，集水域の広さを考慮し，5 次メッシ

ュ標高データ 5)を用いていた．しかし，山地における降雨流出現象の再現性向上，あるいは降雨
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流出に伴う土砂流出過程の解明のためには，対象領域を小流域規模に絞った詳細な検討が必要で

ある．特に，土砂流出に対する外力評価のためには，流域の中でも表面水が集中しやすく，比較

的活発に土砂流送が生じるリル（細溝）を表現可能な解像度での検討が必要である．そこで，平

成 27 年度の事業では，図-1,2に示す肝属川水系串良川上流（鹿児島大学農学部付属高隈演習林）

の小流域を対象として，10m メッシュの DEM を作成し，山地降雨流出解析モデルに適用した．

対象小流域の下流端には量水堰が設置されており，比較的容易に流量を評価できる（図-2）．集水

域の抽出状況と落水方向の評価結果を図-3 に示す．抽出した流域には原則として前述の山地モデ

ルを適用した．ただし，図-3において表面水と表示してあるメッシュは矩形断面の支川と見なし

ている．また，流末近傍のごく一部のメッシュは便宜上本川として取り扱っているが，詳細な測

量データは入力せず，支川と同様に矩形断面を仮定している． 
 

 
図-1 高隈演習林および観測対象地の位置  図-2 対象小流域の概略 

 

図-3 集水域の抽出状況と落水方向 図-4 入力雨量と流出流量  
 

(2) 数値シミュレーション結果 

図-2，3に示した小流域に図-4 に示すようなモデル降雨を入力した計算を行った．モデル・パラ

メータについては，立川ら 4)の値や川内川を対象としたパラメータ評価結果 2),6)を参考にしながら

値を調整し，dm=0.1m，da=0.4m，ka=0.01m/s，km=0.0025m/s (=ka/4)，n=0.4m-1/3s，nr=0.1m-1/3s とし

た．解析結果として，計算対象領域下流端における流量の経時変化を図-4 に併せて示している．

流量の実測値と計算値との比較，ならびに水位を評価するための詳細な河道地形測量については

今後の課題とし，ここでは平成 26 年度に構築した空間解像度 20m のモデルによる計算結果と比

較した．降雨ピーク時の水分量の計算結果を図-5 に示す．空間解像度 20m の場合と比較して，10m
メッシュの DEM を用いた場合には，流域内のリル部における雨水の滲出と集中がより細かく表

現できている．これは，解像度の違いに起因する当然の結果であるが，少なくともリル部での土

壌の侵食を評価するためには，10m 程度の解像度を確保する必要があるといえる． 
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（a）10m メッシュ DEM （b）20m メッシュ DEM 
図-5 降雨ピーク時の水分量の計算結果 

 
次に，モデル・パラメータを変化させて感度解析を行った．結果の一例として，マトリックス

部と大空隙部の透水係数を変化させた場合の結果を図-6 に示す．ここで変化させた透水係数の範

囲では，透水係数の違いによって流出のタイミングに僅かな差異が見られるものの，解析結果に

それほど影響しないことがわかる．一方，入力降雨ピーク時の各メッシュにおける流出形態（図

-7～9）を比較すると，結果が大きく異なっていることがわかる．特に，透水係数を大きめに与え

たケースでは，降雨のピーク時であっても計算領域内の大部分のメッシュにおいてマトリックス

流れとなっている．当該小流域の透水係数や土壌水分の挙動については，今後詳細な調査を実施

し，実態を明らかにする必要がある． 
 

 
図-6 透水係数が流出流量解析値に及ぼす影響 図-7 入力降雨ピーク時の各メッシュにおける流出形態

(ka=0.01m/s，km= ka/4=0.0025m/s) 

  

図-8 入力降雨ピーク時の各メッシュにおける流出形態

(ka=0.04m/s，km= ka/4=0.01m/s) 
図-9 入力降雨ピーク時の各メッシュにおける流出形態

(ka=0.008m/s，km= ka/4=0.002m/s) 
 

3. 低濃度浮遊砂の粒度評価手法の確立 

河川における土砂流送に係わる問題には土砂の粒子径が深く関係する．工学分野で用いられる

主な粒度分布測定方法として，ふるい法，レーザー回折・散乱法，沈降法などが挙げられる．こ

れらのうち，ふるい法は比較的粒径の大きな粒子に用いられる方法であり，細粒成分の分析には

不向きである．また，沈降法やレーザー回折・散乱法では一定量の試料を要するため，平常時～
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中規模出水時の比較的濃度の低い浮遊砂を測定するには大量の河川水の採取と濃縮が必要となる．

そこで，画像解析による低濃度浮遊砂の粒度分布簡易測定法に関する検討を行った． 

(1) 画像解析の概要 

解析には，川内川吉松橋で採取された試料水を用いた．採取から数年が経過した試料であった

ため，過酸化水素による有機物除去を事前に行った．さらに，ヘキサメタリン酸 Na 飽和溶液を

添加して十分攪拌した後に顕微鏡によって 100 倍，400 倍の画像を撮影した．このようにして得

た画像（図-10）に対して粒子解析を行い，粒度分布を求めた． 
画像解析の流れを図-11 に示す．まず，照明斑の補正を行った後に輝度値を二値化し，二値化

画像に対してノイズ除去を行った．さらに，収縮・膨張処理によって隣接粒子を分離した．その

後，粒子ごとに輪郭追跡処理を行う過程で粒子毎に番号を設定した．粒子径は，各粒子のピクセ

ル数から面積を算出し，面積相当径として算定した．以上の処理で得られたデータを基に，粒度

分布および加積曲線を作成した． 
 

図-10 顕微鏡画像の一例（100 倍） 図-11 画像処理プログラムの流れ 
 
(2) 必要な被解析粒子数に関する検討 

解析に使用する画像枚数を増加させ，結果として得られる粒径加積曲線の比較を行うことで，

解析の際に確保すべき粒子数を検討した．倍率 400 倍では解析画像を 50 枚から 900 枚，倍率 100
倍では 10 枚から 320 枚の範囲で解析する画像枚数を変化させた．結果を図-12，13に示す．倍率

400 倍の場合，解析粒子数 4×105個（画像枚数約 600 枚）以上で加積曲線の形状がほぼ安定して

いるのがわかる．一方，倍率 100 倍では，倍率 400 倍と比較して加積曲線の形状変化が小さい．

また，解析粒子数 5×105個程度以上で良好な解析結果が得られると予想される．以上から，画像

解析によって加積曲線を作成する際に必要な被解析粒子数の目安は 105個程度と考えられる． 
 

図-13 被解析粒子数別加積曲線（400 倍） 図-14 被解析粒子数別加積曲線（100 倍） 
 

(3) 画像解析プログラムの精度検証と問題点の整理 

作成した画像解析プログラムの精度検証として，レーザー回折・散乱法による測定結果との比

較を行った．図-15 に粒径加積曲線の比較結果を示す．画像解析による粒径加積曲線は撮影倍率

によって大きく異なることがわかる．具体的には，低倍率画像を用いた場合には粒度のピークが
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大粒径側，高倍率画像の場合には粒度のピークが小粒径側にずれている．この原因として，低倍

率画像では粒径が小さい粒子を十分な解像度で撮影できないこと，高倍率画像では被写界深度が

浅いために大きい粒子の輪郭を正確に捉えられないことが考えられる．加えて，小粒径粒子には

ガラス質の透明粒子が多く見られることも一因と考えられる．以上のことから，測定の際には，

試料に含まれる粒子サイズをあらかじめ確認して撮影倍率を選択する必要がある．また，画像解

析結果とレーザー回折・散乱法による測定結果との比較（図-15）では，粒径加積曲線の十分な一

致を見るには至らなかった．屈折率の設定によってレーザー回折・散乱法の評価結果も大きく変

わることから，沈降試験など他の計測手法も使用した多面的な精度検証が必要である． 
 

図-15 粒径加積曲線の比較 
 

4. おわりに 

これまでの事業では，降雨流出過程の実態把握を行ってきた．流域から流出した雨水は河道内

を流下する際に河床変動をもたらし，結果として生じる河積の減少や植生の繁茂などが河道の流

下能力を低下させる．そのため，流域からの土砂流入や河道内の土砂流送といった土砂輸送プロ

セスの把握は，治水能力維持の観点から降雨流出過程の把握と並んで極めて重要である．本事業

では，“南九州の山地流域を対象とした降雨流出過程に関する検討”と“流域土砂動態の評価に向

けた基礎的な検討”を推進した．研究対象流域周辺におけるリル侵食に対する外力評価のために

は解像度 10m 程度の DEM を整備する必要があることや透水係数の違いによって計算領域内で生

じる流出形態が大きく異なることが示唆された．また，画像解析による粒度分布の測定に関連す

る諸検討を実施し，測定に必要な一連の流れを確立するとともに問題点の整理を行った．土壌水

分の挙動や土砂動態の実態についてはまだ不明な点も多いことから，今後も引き続き鹿児島大学

農学部付属高隈演習林における現地調査を実施する予定である．  
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モデリング再現精度の違いが 3 次元流れ場に与える影響を検討するため

の平面水槽実験と数値波動実験 
理工学研究科・長山昭夫 

 
1. 研究背景 

海岸工学において現在，波の遡上域を含む海岸域の 3 次元数値モデルが注目されている．これ

らのモデルの多くは，比較的形状が単純な海岸構造物の波力や流れ場の計算や巨大津波の市街地

への遡上計算が多く，沿岸域における詳細な複雑地形を対象とした検討はあまり行われていない．

これは，沿岸域における波浪観測データや地形観測データを数値モデル上でどのように取り扱え

ばよいのかの明確な指針が定まっていないことが要因のひとつである．例えば，地形観測で得ら

れた大量の生データをそのままモデルに取り込み計算を行うことは現実的に不可能であり，対象

とする現象の再現精度を保ちつつデータを間引き・概略化することが必須であるが，その際に参

考とするべき指針が存在せず，試行錯誤を繰り返しながら計算を行うといった作業を行わなけれ

ばならない． 
 また近年の海岸構造物は，材料の高性能化や景観に対する意識の高まりに伴いこれまでにない

複雑な形状を有していることが多くなってきており，国内においても施工事例が多くなってきて

いる．しかしながらそのような複雑形状の構造物に対する耐波性を検討する際には，モルタルを

型枠に流し込み模型を作成するといったこれまでの手法では対応できない事例が多くなることが

予測される． 
 
2.研究目的 

本研究は複雑地形や複雑形状構造物に起因する 3 次元的な流れ場を正確に再現することを最終

目的として本報において，2 次元数値モデルにおける水位推算計算結果に格子が与える影響につ

いての検討，3D プリンタにより作成した構造物模型とモルタルから作成した構造物模型周辺の波

高測定結果の比較検討と，3 次元数値モデルによる構造物模型前面での衝撃波圧再現計算に格子

が与える影響についての検討を行った． 
 
3. 数値モデルの概要 
3.1 基礎方程式 
今回使用した 3 次元数値モデルは，オープンソースの OpenFOAM(Open source Field 

Operation And Manipulation) を使用した．この OpenFOAM は，C++で開発された偏微分方程

式ソルバのクラスライブリであり，離散化については有限体積法を採用しているという特徴があ

る．このライブリには熱流体・圧縮性流体・非圧縮性流体などの多くのソルバが実装されている．

OpenFOAM において，自由表面流解析法である VOF 法(Volume of Fluid Method)を用いた混相

流解析ソルバがあり interFoam と称されている．今回使用するソルバは，この interFoam に造

波ソースと反射波を吸収する境界条件を追加した ihFoam である．以下に interFoam における基

礎方程式は，連続の式と Navier-Stokes 式を時間平均した RANS(Reynolds Averaged 
Navier-Stokes)モデルを使用した．また液相の流体率αの移流方程式は次式で与えられる． 
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ここで v は流速ベクトル，t は時間，ρは密度，p は圧力，νは動粘性係数，vr：液相と固相の相

対速である．また流体率αはα=0 の時，liquid phase， 0<α<1：interface， α=1 の時，gas phase
を示す．なお，(1)式の左辺第 3 項は界面圧縮項であり界面が広がりを防ぎ，計算が発散すること

を抑制する．さらにこの第 3 項を考慮しない場合，多くのモデルで実装されている移流方程式と

同様となる． 
 
4.格子サイズの差異による水位推算精度の検証(2D) 
4.1 モデリング 

まず，使用モデルにおいて格子サイズが

推算結果に与える影響を検討した．本報は

他の数値モデルとの比較検討を行うこと

を前提とし作成格子は直交格子とし 2次元

解析を対象とする．今回，写真-1に示す鹿

児島大学が保有する造波装置付き平面波

動水槽(以下，平面水槽と称す)を対象とし，

図-1 に示す平面水槽の中央断面をスケー

ル 1/10 でモデリングした．また格子サイ

ズについては表-1 に示すように，波の進行

方向(x 軸)のΔx のサイズを進入波長に対

して 1/50～1/103，水深方向(z 軸)のΔz のサイズは，進入波高に対して 1/3～1/30 とし，case1 か

ら 6 まで設定をした．この設定により，case1，2，3 と case4，5，6 において水深方向(z 軸)の格

子サイズが与える影響，case1，4 と case2，5 と case3，6 により波の進行方向(x 軸)の格子サイ

ズの与える影響について検討を行う． 

 
4.2 造波条件と境界条件 

造波条件と境界条件をまとめたものを表-2 に示す．今回は，格子サイズが水位変動にどのよう

に影響するかを検討するために，規則波であるクノイダル波を波高 0.3m，周期 3.0s で造波させ

た． 

写真- 1 平面造波水槽 

図- 1 2 次元モデリング 
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また，計算時間間隔は自動設定で

最大クーラン数(Cmax)が 0.45 に

なるように設定した．速度の境界

条件については流入流失について

は使用するソルバが指定するのも

のとし，壁面は固定値とした．圧

力の境界条件はゼロ勾配とした．

また界面拡散抑制パラメータ Ca
はデフォルトである 1に設定した． 
 
4.3 水位変動計算結果の検討 

図-1 に示す 8 つの CH 位置

（CH1～CH8）における各ケース

の水位推算結果の比較を行った．

今回は，造波位置である CH1，水

平ステージ中央部の CH6 と最も

岸側遡上域の CH8 における計算

結果を図-2 に示す．図-2 上部の

CH1 より各ケースにおいて設定

した波が入射していることがわ

かる．しかしながら，今回，H/
Δz=3 と小さい case1 と case4 に

おいては，水位低下時において，

他のケースよりも水位が下がりにくく他のケースとは異なる挙動を示すことがわかった．また平

面ステージ中央部である Ch6(図-2 中部)において，入射した波により水位が上昇した際に，H/Δz
の小さい case1 と case4 で，他のケースに比べて水位の振動が発生していることがわかる．また，

2.5s 以降は，各ケースにおいて水位上昇と水位減少が発生するパターンに分けることができる．

次に最も岸側の遡上域である図-2 下部においては，波の入射時に H/Δz の小さい case1 と case4
において水位振動が発生し，case1 について水位の振動は時間の経過とともに収まるが，case4 に

ついては時間が経過しても水位振動が継続することがわかった．また，この水位振動は特に H/
Δz の値に影響すると考えられるが，case5 のように H/Δz が大きい場合でも 1.5s 以降では振動

が発生している． 
 
 
 
 
 
 

表- 1 造波条件・境界条件 

表- 2 各ケースの格子サイズと波長比と波高比 
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次に，case1，5，6 における Ch1，CH6，
CH8 周辺の水位変動について検討を行っ

た．図-3 左部は，0.75s における波の流入

部である CH1 周辺の水位変動を示し，上

から case1，中が case5，下が case6 での

結果である．CH1 周辺の水位変動を示し，

上から case1，中が case5，下が case6 で

の結果である．この図から，格子サイズの

粗い case1 では，他の case に比べて水表

面位置が高く表現されており，空気と水の

境界部である流体率の小さい赤色の層の

厚さが厚くなっていることがわかる．また

case5 と case6 における水位変動はほぼ同

様の挙動を示していることがわかる．しか

し水表面部である流体率の小さい赤色部

の層の厚さには違いがみられる．つまり，

格子サイズは境界部の流体率の小さい層

の表現を与え，沖部分では格子サイズが粗

いほど大きくなる傾向にある可能性があ

る．図-3 中央部においても，図中左部と

同様の傾向がみられ，格子サイズの粗い

case1 において水面の凹凸が強調されてい

ることがわかる．さらに case5 の図中右部において，case6 には見られない水面振動が発生して

いることがわかる．今回の条件において case5 の格子条件では波の遡上域において水面振動が発

生することが想定される．図-3 右部においては，格子数の最も粗い case1 と格子が最も細かい

case6 における CH8 における流体率については，格子数の影響により流体率の遡上が大きく異な

り，格子が粗い場合は流体率の先端部が分断されることがわかった． 
 
5. 平面水槽実験（3D プリンタ模型とコンクリート供試体の波高測定結果の比較） 

防波堤を模擬した，3D プリンタで作成した模型とコンクリートを使用した模型を同じ寸法で作

成し，同条件の波を作用させた場合の構造物模型の波高特性について検討を行った．模型寸法は

一辺 70mm の正方形断面で，長さ 200mm の直方体とした．3D プリンタはダビンチ 1.0A を使用

し，高精度モードでフィラメントを PLA として作成した．コンクリート模型は，普通ポルトラン

ドセメントを使用し，木製型枠を使用し作成した．その模型を写真-2 に示す．また波高測定実験

は写真-3 のように波高計を設置した．CH1 については，岸側斜面が始める先端部頂上に設置し，

CH2 は平面ステージと斜面の境界付近に設置した．CH3 は，模型の前面に設置し，CH4 は模型

背面に設置を行った．またプランジャーの振幅を 300m とし，振幅回数を 3 回とした．その結果

を図-4に示す．CH1 では，沖波を示しており，今回の 2 回の模型実験においてはほぼ同様の 

図- 2 各 CH における水位変動計算結果 
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水位変動を測定していることがわかる．またプランジャー造波機で周期が長い波を発生させる場

合，波の分散性により複数の波が観測できる．平面ステージと斜面の境界における CH2 における

水位変動については，水位低下時に差異がみられる．コンクリート模型を設置した実験時は，3D
プリンタ模型を設置した実験に比べて水位低下が大きくこの水位低下は波が入射する度に発生す

ることがわかる．これは，測定位置の地形変動が大きく変動する位置であり，波の入射条件，水

面の変動状態に敏感に影響を受けるためにこのような結果になったことが予想される．またこの

位置は模型設置位置よりも沖側なので模型の特性に影響は受けづらいことが予測できるので，微

細な環境条件に影響を受けこのような結果になったことが想定させる．またこの場所で砕波が発

生するのでその影響も受けていることが想定される．平面ステージでの模型前面である CH3 にお

いても，ほぼ同じ傾向を示すことがわかる．しかしながら，3 回目の水位上昇の最大値の違い，4
回目の水位変動に対して水位変動が若干異なることがわかった．この原因については今後の 

図- 3 各 CH における水位変動計算結果 

図- 4 構造物模型(左部：3D プリンタ作成，中部：モルタル作成)と波高計位置と構造物模型位置

(右部) 
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検討としたい．次に平面ステージでの模型直後である CH4 においては，ほぼ同じ水位変動を示す

ことがわかった．以上を総括すると，模型寸法が同一であれば，3D プリンタとコンクリートを使

用した模型実験においては同様の水位変動が観測できることがわかった． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.平面水槽実験の再現計算の検討(3D 計算) 

次に，3Ｄプリンタで作成した模型に造波した波を作用させた時に発生する流体挙動について，

格子サイズの設定がどの程度影響するのかの検討を行った． 
 

6.1 衝撃波圧について平面水槽実験における画像解析 
図-6に模型に津波を衝突させた直後の連続写真を示す．この写真において，右から入射した波

が 2.56s 時に直方体模型に衝突し，鉛直方向に噴流のように一気に上昇する様子が確認できる．

また 2.60s 時においても鉛直方向に上昇を継続し，2.68s 時まで上昇を続ける．また同時に，長方

体の淵から回りこんだ流体が増加し水位が増加し，直方体を周りから包み込むような挙動を示す

ことがわかる．また，2.75s 以降においては，直方体を乗り上げた流体が空中にある流体を押しあ

げ，空中の流体塊が湾曲しながら自由落下する現象が確認される． 
 

7.2 再現計算の検討(3D 計算) 
7.2.1 モデリング 

3 次元モデリングについては，幅(汀線方向)については構造物模型を中心に，左右 20cm の範囲

とし，長さ(岸沖方向)については，浅水域の斜面の開始位置から平面ステージの岸側の端部とした．

図-7 に，3 次元モデリングの俯瞰図を示す．図上部は，格子作成後のモデリング内部を示し，図

中部と下部は，気相と駅相の設定位置について表示したものである．またこれらの図において， 

図- 5 波高計による波高計測定結果の比較 
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気相は青色の領域で示し，液相は赤色領域

である．この図からわかるように液相を水

面ステージと同じになるように静水面を

設置した．また今回，モデリングの再現精

度を，格子サイズの大小と定義し，流れの

3 次元性について検討を行う．また，構造

物模型の前後で 3 次元性の強い流れ場と

なるために，2 次元解析時において十分に

水位変動の再現をできる格子条件とした

ものを case1 とし，また case1 の格子サイ

ズを各方向についてさらに格子サイズを

10 倍細かくしたものを case2 として，構

造物前面での流体挙動をどの程度再現で

きるのかの検討を行った． 
 

7.2.3 水位変動計算結果 
今回，3 次元解析条件は格子サイズが水

位変動を検討するために，2 次元解析と同

様の条件とした．まず流体率 50％の比較

検討を行った結果については，各 case 共

に構造物前面の水位上昇は表現できてい

ることがわかり，さらに case1 においては，流体が構造物に衝突した際の垂直方向への上昇は再

現できていないことがわかった．次に case1に比べ格子サイズが非常に細かい case2においては，

case1 では再現できていない垂直方向への流体の急激な上昇が再現できている．さらに，上昇位

置の根元付近は，後ろの流体に押され湾曲している現象も再現できている．しかし，この湾曲す

る現象は，実際，空中では大きく湾曲するが，今回の計算においてはほれほど大きく湾曲しおら

ず，特に上昇位置の先端部において湾曲する現象は再現できていない．これは，上昇する流体が

上昇する途中で分断されてしまうこと，実際には沖部分に多量の水が存在しているので上昇して

いる流体を押し込むといった効果が正確には再現できていないことが考えられる．また，構造物

模型の影響により，周り込む流体挙動については比較的正確に再現されていることがわかる．次

に，同条件における流体率 20％の比較検討を行った結果を示す．そうすると，case1 の場合は，

構造物に衝突後の流体の上昇する現象は確認できるが，上昇する流体の量が多い傾向にあること

がわかる．さらにこのために空中の流体群が湾曲する現象が再現できない可能性がある． 
 

 
 

図- 6 ビデオカメラによる津波の 3 次元解析 
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8.考察 

本研究は 3 次元的な流れ場を正確に

再現することを目的として 2 次元数値

モデルにおける水位推算計算結果に格

子が与える影響についての検討した結

果，水深方向の格子サイズが波の進行

方向の格子サイズに比べて水位変動に

与える影響が大きいこと，波の遡上域

においては地形が水平な場合，格子サ

イズを小さくしても水面振動が発生す

ることがわかった．次に 3D プリンタ

により作成した構造物模型とモルタル

から作成した構造物模型周辺の波高測

定結果の比較検討した結果，模型寸法

が同一であれば，3D プリンタとコン

クリートを使用した模型実験において

は同様の水位変動が観測できることが

わかった．最後に 3 次元数値モデルに

よる構造物模型前面での流体挙動につ

いて格子が与える影響についての検討

を行った．その結果，格子の細かさが

急激に変化する流体挙動を再現する場

合に重要であり，今回の条件下では構造物衝突後の鉛直方向に急激に変化する現象は再現するこ

とは可能であることがわかった． 

図- 8 モデリングにおける気相と液相の設定(左図)，case1 の格子サイズ(右上図)case2 の格子サ

イズ(右下図) 

図- 7 流体率 20%時の流体の 3 次元的挙動の解析 
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締固めた降下軽石層の三軸圧縮特性 

 

 

農学部 肥山 浩樹  

 

 

 

１．はじめに  
九州南部に分布する降下軽石層は、主に桜島を噴出源とする軽石を多く含む堆積物であ

る。降下軽石層は透水性が高く、風化とともに脆弱化することから斜面崩壊の素因となる

ことが多い。しかしながら、賦存量が少ないことから、詳細な土質力学特性について報告

されていない。筆者らは、降下軽石層の締固め密度や初期含水比がせん断特性におよぼす

影響を一面せん断試験から明らかにしてきた 1-5)。一面せん断試験は、試料が少なくて済む

こと、試験が容易なことおよび試験時間が短いことから良く用いられる反面、せん断時に

主応力の方向が回転し供試体の応力状態が不明確であること、ひずみが定義できないこと

および排水条件が不明確である 6)ため、土の詳細な挙動を評価するには十分とは言えない。

変形解析などに用いる精密なパラメータを決定するためには、三軸圧縮試験を実施するこ

とが望ましい。本研究では、採取した降下軽石層を 2 通りの密度で締固めて供試体を作製

し、圧密排水三軸圧縮試験を行い、強度や応力－ひずみ関係などの三軸圧縮特性について

検討した。 
 
２．実験材料と実験方法  

実験に用いた降下軽石層は、鹿児島県鹿屋市吾平において採取した。試料の物理的性質

を表 1 に示す。試料の自然含水比 wn と土粒子の密度ρs は軽石系の土質材料としてはいず

れも高く、強熱減量 Li も無機質系材料として高い値である。このことからこの試料は風化

が進んでいることが推察される。粒度分布から、日本統一分類による工学的分類では SF
（細粒分質砂）に属す。 

三軸圧縮試験の方法は、試料が砂質土であ

ることと将来的に斜面の長期安定評価に利用

することを考慮し、圧密排水三軸圧縮試験

（CD 試験）とした。CD 試験に用いた供試体

の寸法は、直径 5cm、高さ 10cm である。含

水比 20%に調整した試料を 2 つ割のカラー付

きモールドに 5 層に分けて詰め、層ごとに突

き棒で突固めて任意の密度の供試体を作製し

た。供試体の初期乾燥密度 d0 は、地山と同

表 1 試料の物理的性質  

 

地山密度 ρdn (g/cm3)    1.21
自然含水比 w n (%)  47.19
土粒子の密度 ρs (g/cm3)    2.612
強熱減量 L i %    3.99

粒 粘 土 分 (%)  18.9
度 シルト分 (%)  14.2
分 砂　　分 (%)  66.4
布 礫　　分 (%)    0.5

※粒径区分はJIS法7)
による。
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じ 1.21g/cm3（中位詰め）とこれより密な 1.36g/cm3（密詰め）の 2 種類とした。作製した

供試体は三軸室（セル）に設置した後、ごくわずかなセル圧（3 kPa）を負荷して自立さ

せた。供試体の飽和度を高めるため、ペデスタル側から脱気水を通水した。飽和の確認に

は Skempton の B 値 8)を用いた。非排水状態で供試体の拘束圧力を 5 から 10 kPa まで増

減し、この時の間隙水圧の変化量から B 値を計算した。 95.0B  で飽和したと見なし、圧

密過程に移行した。圧密圧力 3 は 50、100、200、300 kPa の 4 通りであり、100 kPa の

バックプレッシャーを作用させた。圧密過程の打ち切りには 3t 法 9)を用いた。なお、圧密

中の軸変位量は排水量から算定した。せん断過程はひずみ制御で行い、軸ひずみ速度 a は

0.01%/min とした。試験中の測定項目は、軸変位、軸荷重、間隙水圧および排水量であり、

これらのデータは動ひずみ計および A/D 変換器を介しコンピュータに取り込んだ。軸変位

は三軸室外部からピストンの動きをダイヤルゲージで測定した。軸荷重は、荷重計を三軸

室内部に設置することでピストンの摩擦を受けないようにして測定した。 
 
３．実験結果と考察  

降下軽石層の CD 試験結果を図 1 に示す。中位詰め（ 3
d0 cmg21.1 ）試料の場合、

kPa503  の供試体の応力－ひずみ関係は軸ひずみ %10a  付近で最大主応力差

 max31   を得るが、明瞭なピークを持たない。 kPa503  の供試体については、 %15a 

の範囲にピークの無いひずみ硬化を示した。体積ひずみ v は、いずれの供試体もせん断中

に緩やかな負のダイレイタンシー（収縮）を示し、 3 が大きい供試体ほどその傾向が強い。 

 

  

図 1 圧密排水三軸圧縮試験結果  
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密詰め（ 3
d0 cmg36.1 ）試料の場合、 kPa503  の供試体の応力－ひずみ関係は明

瞭なピークを持つひずみ軟化を示し、 kPa1003  についてはひずみ硬化であった。体積

ひずみ v は、 3 が大きい供試体ほど大きく、 kPa503  の供試体が負のダイレイタンシ

ーを示すことは中位詰め試料の場合と同じである。しかし、 kPa503  の供試体のダイレ

イタンシーは、せん断初期に負であるが、  max31   を迎える前に正に転じる。試験終了

時の供試体体積は試験開始時のそれより大きい。 3 が同じ供試体で比較すると、密詰め試

料の方で  max31   が大きく、体積ひずみが小さくなった。 
変形係数 50E は応力－ひずみ関係の勾配であり、荷重を受けた地盤の変形量を求めると

きに、地盤を弾性体と仮定した場合のヤング係数に相当するものとして用いられる 10)。た

だし、試験方法や排水条件により 50E の値は異なる。各供試体の応力－ひずみ関係から変

形係数 50E を求め、 3 に対してプロットしたものが図 2 である。初期乾燥密度 d0 が異なる

試料ごとに比較すると、いずれの供試体の 50E も 3 の増加に対してほぼ直線的に増大し、

その傾きは d0 が大きい試料の方が急である。 3 が同じ供試体で比較すると、初期乾燥密

度 d0 が大きい供試体の方が 50E は 1.7～2.3 倍大きい。 
図 1 に示した応力－ひずみ関係から  max31   を読み取り、モールの応力円を描いたの

が図 3 である。中位詰め試料の内部摩擦角 d は 32.5°、粘着力 dc は 21.4 kPa であり、密

詰め試料のそれは、それぞれ 35.8°、23.3 
kPa であった。いずれの強度定数も密詰め試

料の方が高かったが、砂質土としてはかなり

低い値であった。これは、密詰め試料であっ

ても、その d0 が砂質土としては小さいこと

と降下軽石層が破砕性を持つことに起因する

ものと考えられる。このことは、図 1 の応力

－ひずみ関係において、多くの供試体がひず

み硬化を示したことからも推察される。この

試料を建設材料として利用するには密度を上

げる工夫が必要であることが分かった。 

 

 

図 2 変形係数  
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図 3 モールの応力円  

0 200 400 600 800
0

200

400

600

垂直応力　σ'　( kPa )

せ
ん
断

応
力

　
τ
　

( k
Pa

 )

ρd0 = 1.21 g/cm3

cd = 21.4 kPa
φd = 32.5°

0 200 400 600 800
0

200

400

600

垂直応力　σ'　( kPa )

せ
ん
断
応

力
　
τ

　
( k

Pa
 )

ρd0 = 1.36 g/cm3

cd = 23.3 kPa
φd = 35.8°



－ 262 －

４．おわりに  
鹿児島県内で採取した降下軽石層について、締固め密度の異なる 2 種類の供試体を作製

し、圧密排水三軸圧縮試験を行い、強度や応力－ひずみ関係などの三軸圧縮特性について

実験的に検討した。得られた主な成果は以下の通りである。 
(1) 応力－ひずみ関係は、中位詰め試料の kPa503  および密詰め試料の kPa1003 

の供試体ではひずみ硬化を示した。密詰め試料の kPa503  の供試体のみダイレイ

タンシーが正であり、その他の供試体では負であった。初期乾燥密度が小さく圧密

圧力が大きい供試体ほど体積ひずみは大きい。 
(2) 変形係数は圧密圧力の増加に比例して増大し、その傾きは初期乾燥密度が大きい試

料の方が急である。 
(3) 強度定数は、中位詰め試料で  5.32d 、 kPa4.21d c 、密詰め試料で  8.35d 、

kPa3.23d c であった。いずれの強度定数も密詰め試料の方が高かったが、砂質土

としてはかなり低い値であった。これは、初期乾燥密度が砂質土としては小さいこ

とと降下軽石層が破砕性を持つことに起因するものと考えられる。 
今後、さらに密度の高い試料について試験を継続するとともに、締固め後あるいは三軸

圧縮試験後の供試体の粒度分布を測定し、粒子破砕の程度について検討する必要がある。 
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口永良部島新岳噴火の被災者支援における保健師の役割 

 

医学部保健学科看護学専攻地域看護・看護情報学講座 丸谷美紀 

兒玉慎平 

日隈利香 

森隆子 

稲留直子 

 

１．はじめに 

 平成 27 年 5 月の口永良部島の新岳噴火では、平常時からの避難訓練が功をなし、速やかに全島避

難でき、重大な健康問題も発生せずに帰島を迎えることができた。屋久島町や屋久島保健所で働く保健

師は、平常時から多職種と協働して地域住民の生活全体を支えている。今回の火山災害においても、発

生直後から生命を守り、その後は生活の再構築に向かって、避難所や仮設住宅への巡回等の支援を継

続してきた。火山災害発生当初からの保健師の活動を記録・分析することで、今後、同様の火山災害が

発生した際に、より安全で、かつ速やかに地域が回復できる支援が可能となると考える。 

そこで、今回の口永良部島新岳火山災害の被災者に対して、保健師が行った支援の内容を時系列に

整理し、生活全体を支える包括的な災害対策の一翼を担う保健師の役割を考察する。 

 

２．研究方法 

１）調査対象者 

主に口永良部島の火山災害の支援に関わった保健師 7 名。表 1 に概要を示す。 

 

表 1 対象者の概要 

所属 種子島西之表

保健所 

屋久島保健所 屋久島町

健康増進 

屋久島町地域包括支援

センター 

保健師仮名 H1 H2 H3 H4 M1 M2 M3 

年代 50 50 50 20 40 50 40 

保健師経験

年数 

33 30 30 1 27 30 19 

職位 技術主幹兼健

康増進係長、統

括保健師 

技術主幹

兼保健福

祉係長 

技術専門

員  

保健技師 健康増進

課、健康予

防対策係

長 

介護衛生

課課長補

佐 

介護衛生

課地域支

援係保健

師 

事務分掌 母子保健業務、

成人保健、介護

保険関係 

在宅医療

関係、危機

管理等 

精神等 

疾病対策

難病対策

母子保健

歯科保健

結核対策

保健分野 介護保険 介護保険 

所属の保健

師数 

4 3 3 2 
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２）調査地域と被災状況 

（1）人口、地勢、産業等 

・噴火時島滞在者 137 名（島民 118 名、旅行者等 19 名） 

・人口構造：2013 年 3 月時点は人口 138 名、高齢化率 39.9% 

・地勢：面積 38.04 ㎢、周囲 49.67 ㎞ 

・基幹産業：運送業・畜産業・漁業・民宿、その他公共施設（役場、郵便局、農協、発電所、電話・

水道・道路伐採等） 

（2）被災規模 

前年 8月 3日 新岳が 34 年ぶりに噴火。噴火警戒レベル 1（平常）→3（入山規制）へ引き上げ 

1 月 24 日 火山性地震（震度 1）あり 

5 月 23 日 火山性地震（震度 3）あり 

5 月 29 日 9:59 新岳噴火 

10:07  噴火警戒レベル 5へ引き上げ 

屋久島町・口永良部島の全島避難は、爆発的噴火から半日程度で完了 

＊火砕流は、島の面積の 2割にまで広がった。前田地区まで 200m の距離 

＊火口から北西方向に流れ出た火砕流は約 70 秒後、向江浜地区の海岸に到達        

（3)被災者数（屋久島への避難） 

125 人が町営船フェリーで午後 3時 45 分島を離れ、5時半に屋久島の宮之浦港に到着。島東部の湯

向集落の住民 6人は、10 管の巡視船からヘリに移り、屋久島へ向かった。3人は所有する漁船を利

用した。防災ヘリで避難したのは 3名。犠牲者は無。 

〈人的被害など〉70 歳代男性（高温の灰で火傷）、80 歳代男性（血圧上昇）2名が県防災ヘリで

屋久島の病院へ搬送       

（4)発災後からの支援 

○医療救護班派遣（日本赤十字鹿児島県支部） 

5 月 29 日医療救護班を屋久島に派遣した。午後 1時すぎに鹿児島市、鹿児島赤十字病院の医師や看

護師ら 7人が鹿児島海上保安部の巡視船に乗り込んだ。毛布とタオルケット各 100 枚、緊急セット

60 個の救援物資も載せた。（2日間で「救護の支援なし」と判断し撤収） 

○保健師、警察官が毎日巡回 

屋久島町保健師・診療所看護師・屋久島保健所保健師がチームで噴火翌日から毎日、三つの避難所を巡

巡回し、健康相談を行った。県警はカウンセリングの心得がある女性警察官 2人を交代で派遣。屋久島

町町地域包括支援センターからケアマネジャー1名、口永良部診療所の看護師 1名も避難所 3か所を巡

回。 

（5）避難所数・仮設住宅・借り上げ住宅数・被災者数（消防庁） 

 5/30 6/2 6/10 6/18 6/29 7/29 

屋久島社会福祉協議会「縄文の

苑」 

31 29 29 22 23 24 

宮之浦公民館 23 14 21 15 ※6/24廃止  

宮之浦老人憩いの家 29 28 29 13 12 11 

（上記 3つの避難所計） 83 71 79 50 35 35 

※親戚や知人宅、ホテル等は計上なし。※8月 1日に仮設住宅へ入居が完了し避難所は閉鎖となる。

（6)要援護者数 

  「縄文の苑」に主に介護の必要な高齢者等を避難。福祉避難所等を利用するものはいなかった。 

（7）屋久島町保健師として外部から受けた支援者 

・6 月の特定健診・がん検診の委託先に働きかけ、保健師従事者をそれぞれ 1 名ずつ派遣してもら

った。 

・長島町から保健師 1名派遣あり。全戸訪問に併せて 7月上旬の 1週間、派遣してもらった。 

 

３）調査期間 

 平成 27 年 10 月 16 日～12 月 

４）調査内容と方法 

 火山災害発生からの被災者支援活動について、時系列に聞き取った。 
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３．結果 

西之表保健所統括保健師、屋久島保健所保健師、屋久島町保健師の、被災者支援を表 2に時系列

に示す。また、それぞれの災害支援における課題を表 3に示す。 

 

表２ 口永良部島火山災害における保健所保健師・町保健師の被災者支援 

日時 事項 保健所保健師の被災者支援 町保健師の被災者支援 

5/29

（金）

9:59 

新岳噴火 

全島民に避

難勧告 

・フェリーで避難するため、保健所保健師と町

保健師で連絡を取り合い、港で待機した。 

血圧計他、救急箱準備 

・フェリーで避難するため、保健所保健師と

町保健師で連絡を取り合い、港で待機した。

5/29

（金）

17 時

30 分 

被災者がフ

ェリーで指

定避難先の

屋久島の港

に到着 

・屋久島町立診療所医師が船内に入り、健康状

態を確認する間、外で待機した（1名やけどで

ヘリ搬送）。 

・バスの中で役場担当者による名簿確認が行わ

れると同時に、町の保健師が住民に声かけして

いる間、住民の様子を外から確認した。 

・船内で診療所医師が健康状態を確認した後、

下船後、避難所までの送迎バスに乗り込み、

被災者を労い、家族と離れた場合は連絡を取

ることを約束した。 

・口永良部診療所看護師が、最近の受診者を

中心にカルテを約 30 持ってきたので、発生当

日に避難所に近い宮之浦保健センターに保管

し、受診が必要な者、薬が必要なもの等は徳

洲会病院の看護師に連絡を取った。 

5/30

（昼） 

被災者は避

難場所で滞

在 

8：30～町課

長会議 24

時間体制で

支援 

・午前、宮之浦保健センターで、関係者（島内

医療機関看護師、町健康増進課長補佐、介護衛

生課長、町保健師、保健所保健師）の連絡調整

会議を開催した。 

・被災者の健康状態を確認し、慢性疾患等の管

理を支援するために、町保健師、口永良部診療

所看護師と共に避難所を巡回した。 

・巡回後、保健所で町保健師や診療所看護師と

話し合い、6月 1日からは、町保健師と診療後

看護師、保健所保健師で避難所や町営住宅を巡

回することに決定した。 

・診療所看護師が、早朝から避難所を巡回し

ていたが、情報が錯綜していたため、町の対

応方針が決定するまで待機し、保健所保健師

と検討会議を開催した。 

・診療所看護師、ケアマネにも協力を得て、

避難所を巡回した。2名の体調不良者があり、

屋久島の医療機関へ受診を促した。 

5/31 

(日） 

・所長より、種子島西之表保健所の統括保健師

に電話が入り、屋久島保健所の支援に統括保健

師が応援に入ることの指示あり。 

・他市から支援の申し出が相次ぎ、対応に追

われ、必要時に応援を依頼することにした。

・夜、左手が痺れた被災者の受診に介護衛生

課長や町保健師が同行し、本土へ搬送された。

6月 

上旬 

・6月 3日から、隣の種子島西之表保健所の統

括保健師が応援に入った。種子島西之表保健所

も日常業務があるため、統括保健師以外の保健

師で日業務を分担できるよう整えてから応援に

入った。県庁からは、精神担当保健師を管轄保

健所の西之表保健所から派遣するよう依頼され

たが、総括的な保健師が必要という所長判断の

もとに統括保健師が応援に入った。町保健師が

主体で支援をしていく方針を決定し、保健所保

健師と町保健師の統括者と実働のリーダーを決

めて体制を整えた。 

・町保健師と週 1回会議を持ち、避難所の環境・

必要物品・健康状態等、変化する状況を共有し

ながら方向性を話し合った。 

・離島の災害支援を経験した保健所保健師に連

絡して報告書を入手し、災害サイクル毎の基本

的な支援内容を町保健師と共有して、先を見越

せるようにし、励ました。 

・全国健師長会の災害時の記録用紙を参考に記

録用紙を作成し、町保健師が活用できるように

した。 

・6月 3日に屋久島保健所（西之表保健所統括

保健師同席）から支援の希望の聞き取りがあ

り、災害の規模（死者等はなく、被災者の 130

名前後）から、島外の保健師の人材派遣を依

頼するよりも、被災者のことをよく知ってい

る町保健師が主体で支援する方針を決定し

た。 

・災害支援の経験も知識もないため、保健所

保健師と週 1 回連絡会を持ち、方向性を決め

つつ対応した。 

・西之表保健所統括保健師及び屋久島保健所

保健師が入手した奄美豪雨災害の報告書等を

参考にし、作成した記録用紙を活用した。 

  

・当該年度保健師減による平常時から町の通常

業務が多いこと、特に 6月は集団検診が集中し、

屋久島本島の通常業務は継続しながら、災害支

・6月は集団検診が集中するが、町保健師が被

災者支援に専念するために、健診委託業者の

保健師従事者数を増員するよう保健所保健師
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援することから、通常業務に関して人材派遣の

必要性を判断した。しかし、県庁からの人材派

遣等の応援態勢はないため、検診委託業者に非

公的に内諾を得、町からの正式依頼を助言した。

また、町保健師に在宅保健師を活用し通常業務

への従事者数を増員するための予算を確保する

よう助言し、町保健師が被災者支援に専念でき

る業務体制を整えた。 

・被災者を受け入れた屋久島本島自体は通常の

母子健診等も継続していたので、保健所保健師

は通常業務の支援と併せて新人の保健所保健師

の人材育成も考慮し、健診結果報告会や肺がん

検診等に従事させた。 

から助言を受けて、上司に予算を確保しても

らうよう提言した。 

・健診委託業者の派遣保健師が 2名増員され、

町保健師は 5 名中、3名が被災者支援に力を入

れることになった。 

・他市町から支援の申し出があったが、日常

業務の補助を依頼することも躊躇され、辞退

した。 

・町保健師（診療所看護師含む）と避難所を巡

回し、避難者数の確認を行い、被災者の表情や

避難所の室温、換気、ペット臭等を把握し、必

要時調整を依頼した。 

・移動手段や買い物の不便さ等を把握し、不安

や怒りを受け止めた後、町保健師へつなげた。

・潜在していた精神障害者や難病患者の受診を

支援した。 

・県からの指示により、避難所訪問の報告書を

毎回 FAX にて送付した。 

 

・包丁等の生活物品を、保健センター等から

融通したり、支援物資コーナーを設置して整

えた。 

・若い世帯が多い避難所では自炊できるよう

にした。 

・潜在していた人間関係の問題が表在化し、

被災者同士の人間関係の調整もした。 

・集団生活でのストレスに関して傾聴した。

一方、保健師が顔を出すことが負担になる雰

囲気の時は、距離を置いて支援した。 

・避難所での高カロリーな食事、運動不足、

手洗い等の衛生状態に対応すると共に、自立

を促すために、自炊や自治を促したり、大学

ボランティア主催の体操を勧めた。 

・農作業ができないことによる認知症の表在

化等に対して、介護サービスに結びつけた。

・口永良部島には欠けている保健医療サービ

スを、この機会に利用して健康状態の改善を

支援した。 

6 月 8

日 

第 1回目心

のケア会議 

精神保健福

祉センター

所長と開催 

・県庁からの支援が得られなかったため保健所

独自の判断で精神保健福祉センターの所長を招

聘し被災者の心のケアについて助言を得た。 

・以前の離島の災害報告書（奄美豪雨災害）も

参考にして、長期的な視点に立って、心のケア

を含めて全被災者に健康調査することにした。

・保健所保健師、精神保健福祉センター所長、

町心理士等と検討し、避難している教員や子

供の心の状態等を共有し、心の相談窓口を設

置したり、町のカウンセリング等を活用して

いくことにした。 

6 月 

中旬 

屋久島町長

から長島町

へ保健師の

派遣依頼が

ある 

・町長同士の縁故関係で、長島町保健師が応援

に入ることになり、町保健師と「長島町の保健

師へ依頼する業務」を話し合い、7月の全戸訪

問健康調査の応援を依頼することにした。 

・保健所保健師と相談し、長島町保健師が応

援に入るに当たり、経過をまとめた。 

・運動不足に対し、ストレッチボールを借り

て避難所に設置した。 

6 月下

旬 

障害福祉課

対策監官を

招聘 

・障害福祉課精神保健福祉対策監（保健師）を

招聘し、心のケア等について助言を得た。 

 

7 月 

上旬 

避難所＋公

営住宅等入

居者へ全戸

訪問 

・町保健師と口永良部診療所看護師と保健所保

健師で、全戸訪問し健康確認した。鬱うつ、PTSD

等、要経過観察者を町保健師と共有し、経過を

追った。保健所保健師と障害福祉課対策監官は、

集計も担当した。 

・状況が安定し、町の保健部門と介護部門の連

携も円滑に行えるようになったことから、保健

所と町の会議を月一回にし、通常業務を基盤と

していくことにした。その他、会議において毎

回役割分担を明確にするようにした。 

・町保健師は、災害支援と日常業務の重責に加

え、事務職同様に避難所の見回り当番が割り当

てられていたため、労った。 

・保健所保健師が、精神保健センター所長と

相談して作成した質問票や説明文を用いて全

員に健康調査した。鬱、PTSD 等、要経過観察

者を保健所保健師と共有し、経過を追った。

希望者には、心理カウンセリングの個別相談

を実施した。 

・長島町から 1週間、派遣された保健師と同

行訪問し健康調査をした。生活必需品が整っ

ていない家庭を町の担当部署へ結びつけた。
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・保健所保健師は、事務所の防災待機について

は、所長指示により、免除された。 

・種子島の西之表保健所は統括保健師が屋久島

へ応援にきているため、通常業務の負担が大き

くなるが、残った３名の保健師が対応し、大き

な問題もなく実施できていることを確認する。

8月 仮設住宅入

居 

第 2回全戸

訪問調査 

・仮設住宅入居後に全戸に健康調査し、集計を

保健所が代行したり、分析を県障害福祉課対策

管に依頼した。 

・町営住宅や仮設入居後に再調査し、被災者

が落ち着いてきた様子を把握した。 

・7月に鬱や PTSD 陽性だった被災者と、それ

以外気になる高齢者等、仮設は全戸訪問した。

・町保健師と仮設住宅を回り、必要物品等を確

認し、必要な担当部署へ結びつけた。 

・精神障害者が、仮設入居後も安定しているこ

とを確認した。 

・健康状態に問題がなくても、畑を心配した

り、自宅が荒れていくことに不満や怒りを抱

えていた。 

・いずれ帰島することを見据えて、自立でき

るような支援を考え、自炊を促したり、農業

委員会の協力を得て農作業ができるようにし

た。また、県の事業でポイントアップ事業を

活用して、仮設の集会所でカラオケや体操等

のレクリエーションを担当してもらった。 

・ボランティアセンターができ、家電製品の

搬入や公営住宅の掃除を担当してもらった。

9月 11

日 

 

 

 

 

第２回目心

のケア会議

開催 

全戸訪問調査と３ヶ月経過した島民の健康状況

について、振り返った。今後は、ＰＴＳＤ対策

ではなく、うつ予防対策や自殺予防対策として

通常行無にシフトさせ、長期的継続的な支援を

していくことを参加者全員で共有した。 

保健所保健師、精神保健福祉センター所長と

今後の心のケアについて検討。 

 

 

 

9 月 

中旬 

 ・前回の健康調査で継続的に支援が必要な家庭

に町保健師と訪問し対応した。 

・保健所保健師と、1カ月、3カ月という節目

で巡回し、保健所保健師が集計してくれたも

のを参考に、継続支援した。 

10 月   ・帰島の見通しが立ち、要介護状態の者や精神

障害者等を含め、社会資源等の整備状況等も考

慮し、帰島するか屋久島に残るかの決定を支援

していく予定である。 

・帰島しても、直ぐに自宅に住めない、畑が

使えない、道路が崩れている等の課題があり、

町で復興計画を立てながら支援していく。 

 

表 3 保健所保健師・町保健師の被災者支援における課題  

保健所保健師の課題 町保健師の課題 

・管轄保健所保健師の支援としては、心のケアのみで

なく災害全体に対応する人材が必要だった。 

・被災者が最も安心して支援が受けられる人材は町保

健師であると考えた。しかし、町保健師は日常的に業

務量が多いうえに、6月は健診等が集中していた。県

庁からの人材派遣等の応援はないため、保健師数を増

員するための予算を確保することや健診委託業者へ応

援の要請をするよう町保健師へ助言した。日常業務の

応援体制が必要だった。 

・管轄保健所とはいえ、海を隔てた離島同士の保健所

のため、物理的距離と交通手段の制限があった。さら

に西之表保健所も保健師は少ないため、西之表保健所

への応援も必要だった。 

・災害支援の現任教育体制が整っておらず、過去の離

島での災害支援の報告書を参考に示し、人材育成しな

がら災害支援をバックアップした。 

・今回の災害は、屋久島町や屋久島保健所が被災して

いなかった為、種子島の西之表保健所の支援で対応で

きたが、今後、離島で災害が起こった場合（保健所や

町役場が被災した場合）には離島の保健師等の人材派

遣には、課題が残る。 

 

・町外から災害支援の申し出が無秩序に来て、対応する

ことが負担だった。 

・日常的な人材不足に加えて、自治体職員としての避難

所支援の当番も割り当てられ、業務が過剰となった。災

害支援に関する教育体制も不備だったため、災害時の対

応が迅速にできなかった。 

・外部委託事業の保健師を増員するように保健所保健師

から助言を受けたが、日常的に町保健師には予算等へ発

言する機会が少なく、要求してよいか躊躇した。 

・被災者支援を担当しなかった保健師は後に自責の念を

強く持ったので、日常業務の担当や応援も重要な災害支

援の一環として、県も町も認識を改善する必要がある。

・口永良部にはない保健医療サービスを、避難中は屋久

島で利用することができたが、帰島後は資源の不足して

いる状態に戻ることになり、意思決定や資源確保の支援

が必要である。 
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４．考察 

１）保健師所属別の被災者支援の特徴 

(1)保健所保健師の被災者支援 

①現地に出向き、被災者の健康状態を、被災前も含めて包括的に把握し、緊急対処すべきことを

判断する。 

②非日常的な状況で被災者が安心できる支援体制・環境を整える。 

a.町保健師が災害支援の中核として活動できるよう体制を整える。 

・町保健師が円滑に災害支援ができるよう、保健所保健師は災害支援全体マネジメントと、災害

支援の一環として町の日常業務の応援を担う体制を整える。 

・町保健師が災害支援に専念できるよう、町内外の関係者（他課、外部委託業者等）と公的・非

公的に連絡調整し、体制を整える。 

・町保健師の災害支援の力量を判断し、災害支援に関する情報提供や必要書類の整備を行う。 

b.生活の場（避難所・公営住宅・仮設住宅等）に出向き、被災前からの変化を含めて心身の健康

状態、生活状況（食生活、睡眠、清潔、居住）等を把握し、精神疾患や難病等の専門性の高い

課題を重点的に支援する。 

③県本部へ報告・連絡し、精神保健・集計等の支援を依頼する。 

④自保健所の日常業務の体制を整える。 

 

(2)町保健師の被災者支援 

①被災者に身近な保健医療福祉関係者と情報を共有し、緊急対処すべきことを判断したり、継続

した健康支援が受けられるように整える。 

②非日常的な状況で被災者が少しでも安心できるよう生活を整え健康を衛る。 

・生活の場（避難所・公営住宅・仮設住宅等）に出向き、被災前からの変化を含めて心身の健康

状態、生活状況（食生活、睡眠、清潔、居住）等を把握し、町の担当者や保健福祉医療関係者

と連携して生活を整えたり、療養を支援したり、健康状態の悪化を予防する。 

・被災者の生活能力を判断し、関係者と協力して補ったり、現有する能力を活かしたり高めて生

活を整える。 

 

２）生活全体を支える包括的な災害対策における保健師の役割 

保健所保健師と町保健師は重層的に被災者の生活を支援していた。今回の口永良部島噴火災害

で重大な健康問題を予防できたことは、屋久島町の保健師や診療所看護師が日常的に住民の生活

や健康状態を把握していたこと、また屋久島町の関係者のネットワークが平時から構築されてい

たことも要因にあげられる。 

目指すことは、究極には、看護の目的である「安寧」をもたらすことである。安寧をもたらす

ために、地域看護では、個人や家族の生活を支え、セルフケア能力の向上を図り、人々の主体的

な問題解決能力を促進し、さらに、地域の人々と協働して資源の開発や調整を行い、また、健康

政策の形成を含め、環境の整備を図る1)。離島における火山災害という地域性と災害の特性を踏ま

えた上で、保健師は地域看護の原則に則って活動していたと考える。 

今後、帰島に向けて、保健師の役割は益々大きくなると思われる。地域看護の目的である「す
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べての人々のQOLの向上とそれらを支える公正で安全な地域社会の構築に寄与する1)」ために、島

民が望む生活の復元・復興に向けて、島民自身の力も活かしつつ組織的に取り組んでいくことが

求められると考える。 

 

３）災害支援活動における課題 

過去の火山災害に関する保健師の活動を紐解くと、被災地域外からの保健師の派遣が全くなか

った例はない 2)～ 13)。口永良部火山災害では、被災地域外からの保健師の派遣がほぼ皆無だった

にも関わらず、重大な健康問題もなく帰島を迎えることができた。支援に当たった保健所保健師・

町保健師の尽力・負担は類を得ないものといえよう。 

災害の経過の中で、屋久島町と屋久島保健所の保健師が島民のアセスメントをしながら、「保健

事業連携会議」として、連携を図りながら、支援計画を立てており、現在も継続している。 

種子島にいる西之表保健所の統括保健師は、所長指示（種子島屋久島兼務）のもとで、現地に

足を運び、屋久島保健所と屋久島町との連携体制を整え、口永良部島の災害状況の全体をアセス

メントしながら、支援体制を調整していた。今後の離島における災害支援活動、特に 28 の有人島

を抱える鹿児島県では、隣島の保健所による支援のみならず、県や国レベルの広域的な支援体制

を整えることも重要な課題である。さらに、日常的にも統括保健師にかかる精神的負担は大きい

ため、明確な支援体制が必要だといわれている 14)。地域看護の目的である「すべての人々の QOL

の向上とそれらを支える公正で安全な地域社会の構築に寄与する」ことも含め、今後は、日常業

務の応援も災害支援の一環として位置付け、町・保健所・統括保健師への広域的な支援体制を強

化していくことが必要と思われる。  

また、屋久島町内での保健師の役割を明確にし、専門的な被災者支援に専念できる体制づくり

も必要である。併せて、今後、鹿児島県で起こりうる桜島大噴火や南海トラフ地震等、東日本大

震災規模の巨大規模地震等の広域災害時に対応できるよう、 災害対策を含めた鹿児島県全体の保

健師の現任教育体制を強化していく必要がある。 
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イベントポスター関連 

 

 
 開催日： 平成２７年１０月１１日（日） １３：００～１７：００ 

 

２０１５年一般公開シンポジウム 

霧島山の火山ハザード ～２０１１年を事例として～ 

 

 

 開催日： 平成２７年１２月 ４日（金） １８：００～１９：１０ 

 

講演会 

看護師に必要な放射線防護の知識 －被ばく低減のために 

 

 

 開催日： 平成２８年  ２月 ６日（土） １３：００～１７：３０ 

 

第４回かごしま国際看護フォーラム 

島嶼・へき地のルーラルナーシングと災害看護 

 

 

 開催日： 平成２８年 ２月 ７日（日）１部 ８：３０～１０：２０ 

                    ２部 １０：３０～１５：３０ 

 

緊急被ばく医療講演会・研修会 

（１部：講話/２部：実習） 

 

 

 開催日： 平成２８年 ２月２０日（土） １３：２０～１７：００ 

 

２０１４年広島豪雨災害に学ぶ 

－警戒避難対応を中心に－ 

 

 

 開催日： 平成２８年 ３月 ５日（土）１部 １０：００～１２：３０ 

                    ２部 １４：００～１７：００ 

 

大規模火山噴火時の地域防災 

第１部 －何が起きるのか、何をなすべきか－ 

第２部 －大規模火山噴火時に立ち向かう最新技術開発－ 
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日時

会場 （鹿児島市郡元１ー２１－４０）

参加費無料

主催    国立大学法人 鹿児島大学 地域防災教育研究センター， 日本地形学連合    国

あるいは ＦＡＸ で，参加者の 氏名，所属，連絡先 をお知らせください。

鹿児島大学 地域防災教育研究センター ：
：

※ 当日の参加も可能ですが，資料印刷等の事前準備のためにできるだけご連絡ください。

新燃岳の噴火と立ち入り規制 2011年1月27日撮影  

開 会

開会挨拶 浅野 敏之 （鹿児島大学 地域防災教育研究センター長）

総合司会 下川 悦郎 （鹿児島大学 名誉教授） ・ 岩船 昌起 （鹿児島大学 特任教授）

～ 講 演

○ 霧島火山の防災マップと新燃岳 年噴火 小林 哲夫 （鹿児島大学 名誉教授）

○ 霧島火山 年噴火後の降下テフラと河床地形の変化 磯 望 （西南学院大学 教授）

○ 霧島火山地域における土砂災害 地頭薗 隆 （鹿児島大学 教授）

○ 霧島火山 年噴火における気象庁の防災対応 原田 智史 （鹿児島地方気象台 次長）

～ 総 合 討 論

閉会挨拶 倉茂 好匡 （日本地形学連合会長）

閉 会

お申込み

お問合せ

環境省えびの自然保護官事務所 提供 

鹿児島大学地域防災教育研究センター・日本地形学連合 
2015年一般公開シンポジウム 
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主催 

鹿児島大学地域防災教育研究センター 

看護師に必要な放射線防護
の知識―被ばく低減のために

講師：福島県立医科大学 先端臨床研究センター
分子イメージング部門臨床イメージングユニット

副主任看護技師 佐藤良信氏 

平成 27 年 12 月 4 日（金） 

6:00 PM ～ 7:10 PM 

 
場所：鹿児島市桜ケ丘 8-35-1 

医学部保健学科・保健学研究科棟６０１教室 

 

連絡先:鹿児島大学医学部保健学科 松成裕子 

電子メール： Matsuy@health.nop.kagoshima-u.ac.jp 

電話&FAX： 099-275-6754 





－ 275 －



－ 276 －



－ 277 －

 

緊急被ばく医療 
講演会・研修会 

日時：平成 年 月 日 日曜日

時間： 時 分～ 時 分（一部：講話）
開会の言葉
鹿児島大学地域防災教育研究センター長 浅野敏之

講話「放射線災害時の医療施設の備え」
福島県立医科大学災害医療総合学習センター講師 熊谷敦史先生

講話「放射線災害時の看護師の役割」
同 助手 吉田浩二先生

時 分～ 時 分（二部：実習）
実習「被ばく・汚染傷病者受け入れ」
福島県立医科大学災害医療総合学習センター講師 熊谷敦史先生

同 助手 吉田浩二先生

同 助手 安井清孝先生

閉会の言葉

場所：医学部保健学科・保健学研究科棟６０１教室
（鹿児島市桜ケ丘 ）
申込み方法：一部は、自由参加、無料。

二部は、研修場所の都合上、人数を 名と限らせていただきます。

事前登録に関して、メールまたは にて、施設名 氏名 年齢 職種 連絡先

（様式任意）を明記の上、下記の宛先に 月 日までにお申し込みください。

多くの方のご参加をお待ちしております。

 主催 鹿児島大学地域防災教育研究センター
連絡先： ‐ － 松成

メール：
 





－ 279 －





－ 281 －

共通教育棟１号館
１２５号講義室

１）大規模噴火の歴史

 　「大規模噴火の実例」 

     　小林哲夫 　鹿児島大学名誉教授
２）どんなことが起きるか

　　「大噴火でどんなことが起きるか」

        三田和朗　㈱ホウセイ・技研常務執行役員技師長

３）何を準備すべきか

　　「災害時の体制」

          大竹俊光　鹿児島県危機管理防災課
      「セーフコミュニティによる取組」

     　  郡司清隆　鹿児島市危機管理課
      「病院の準備、家庭の備え」

  　　  内山美香　鹿児島大学病院救急病棟副師長

１）基調講演

 「大規模噴火の監視と防災の課題」

 山里　平　気象研究所火山研究部長，前鹿児島気象台長
２）技術セッション
　　　噴火被害の観測・予測・減災技術の最前線
　　　コーディネータ：臼田裕一郎　防災科学技術研究所
　「災害リスク情報の共有と利活用」　
　　臼田裕一郎　防災科学技術研究所
　「九州防災・火山技術センターの役割」　
　　永吉修平　国土交通省九州地方整備局
　「大規模噴火の降灰予測」　
　　新堀敏基　気象研究所
　「雲の上から火山の状況を把握ー航空機搭載SARー」　
　　浦塚清峰　情報通信研究機構
　「地域内の通信と情報共有を実現する
　　　　　　　　　　　途切れにくいネットワーク」
　　井上真杉　情報通信研究機構　　
　「滞空時間の長い無人機による無線中継と
　　　　　　　　　　　　　　　災害モニタリング」
　　三浦　龍　情報通信研究機構
　　　

【主　催】 鹿児島大学地域防災教育研究センター 

　　　　　　次世代安心・安全ICTフォーラム  

【後　援】 内閣府（防災担当）※・文部科学省※

　　　　　　国土交通省九州地方整備局

　　　　　　総務省九州総合通信局

【協　力】 防災科学技術研究所※・情報通信研究機構※

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※現在、申請中【プログラムの詳細】 【参加申し込み】

〒890-0065　鹿児島市郡元1-21-40　産学官連携推進センター
棟2階
☎099-285-8919
E-mail：dbase@gm.kagoshima-u.ac.jp　

　2014年の御嶽山噴火による人命被害、全島民が避難した2015年の口永

良部島噴火、大規模噴火の可能性が指摘されている桜島など、火山噴火

に対する防災・減災の取り組みは喫緊の課題です。本ワークショップの

第1部では、大規模噴火時に何が起きるのか、それに対処するために何を

準備しておくべきかについて、大学、地方自治体や民間の防災担当者、

住民の方を交えて議論します。第2部では、大正噴火級大噴火の再来に備

えた火山観測や防災・減災に資する最新の技術開発を紹介します。

詳細は下記（左）QRコードを参照して下さい。又は 
http://ictfss.nict.go.jp/kagoshima2016/ 

①下記（右）のQRコードを携帯電話・スマートフォン等で
読み込んでください。 
②送信メールが立ち上がります。本文内の【お名前】、
【お電話番号】欄にご入力して送信してください。
ictfss-2016-kagoshima@ml.nict.go.jp 

参加費は無料です。





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災関連の論文について 

 

（論文名・著者名・掲載誌名・巻・頁） 





－ 283 －

■超大型浮体構造物が有する津波高さ低減効果の数値解析 

中平 達也・柿沼 太郎・勘場 隆嗣・村上 佳広・中山 恵介・栁 雄大・山下 啓 

土木学会論文集 B2（海岸工学） 

Vol. 71, No.2, pp. I_1033-I_1038 

 

■深層崩壊とは？ 

地頭薗 隆 

土木学会誌 

100(8)，2015，10-13 

 

■深層崩壊の前兆を捉える－渓流水・湧水を活用した発生場予測と警戒避難対応－ 

地頭薗 隆 

土木学会誌 

100(8)，2015，28-29 

 

■湧水を活用した深層崩壊警戒対応の確立 

地頭薗 隆 

砂防地すべり技術研究成果報告会講演論文集 

2015，1-21 

 

■東日本大震災後に建設された仮設住宅の室内気候－岩手県宮古市での通年観測に基づく温湿度

の実態 

高橋 信人・岩船 昌起 

季刊地理学 

67（1），22-38 

 

■水害・土砂災害における高齢者の体力と避難行動－2012 年熊本広域大水害時の球磨村での検証 

岩船 昌起 

「第 14 回 都市水害に関するシンポジウム」講演要旨集 

11-18 

 

■鹿児島地域の津波防災の現状調査と建築模型実験 

平田 悠祐・澤田 樹一郎・井崎 丈 

日本建築学会研究報告 九州支部 

構造系，第 55 巻，2016 年 3 月 

 

■防潮堤の倒壊を考慮した津波越流に関する数値解析 

石本 健治・坂本 佳子・野中 哲也・浅野 敏之・柴木 秀之 

土木学会論文集 B3（海洋開発） 

Vol. 71, No.2, pp. I_527-532、2015 年 6 月 

 

■津波が構造物を越流する場合の 3次元流動特性に関する研究 

石本 健治・北川 翔太・松村 沙希・井﨑 丈・浅野 敏之 

土木学会論文集 B2（海岸工学） 

Vol. 71, No.2, pp. I_865-870、2015 年 10 月 

 

■九州東シナ海沿岸で副振動災害を引き起こす気象津波の広域伝搬に関する数値解析 

松尾 俊平・浅野 敏之 

土木学会論文集 B2（海岸工学） 

Vol. 71, No.2, pp. I_133-I_138、2015 年 10 月 
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■ソフトコンピューティングを援用した津波波源の逆解析 

イヤン エッカ ムリア・浅野 敏之 

第 34 回、日本自然災害学会学術講演会講演概要集､pp.97-98,2015 年 9 月 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度 
国立大学法人運営費交付金特別経費(プロジェクト分) 

－地域貢献機能の充実－ 
「南九州から南西諸島における総合的防災研究の 

推進と地域防災体制の構築」 
報告書 

 
発行日 2016 年 3 月 
発行者 鹿児島大学地域防災教育研究センター 

〒890-0065 鹿児島市郡元 1-21-40 
TEL：099-285-7234  FAX：099-285-8495 
E-mail: bousai@kuas.kagoshima-u.ac.jp 
URL: http://bousai.kagoshima-u.ac.jp/ 
 

※無断転載・複製を禁ず。 
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