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４ 事前準備 

4.1 交通対策の事前準備 
 事前準備の項目として、4.1.1～1.1.4 に記載した事項が考えられる。桜島大噴火が差し迫ってはいな
い時点、すなわち現時点からはじまる平時の対応が重要である。 
4.1.1 道路啓開・復旧マニュアルの整備 
 地震・津波・土砂災害など、日本が繰り返し経験してきた災害については、対処法が確立している。
例えば、豪雨で道路斜面が崩壊した場合には、協定に基づいて担当企業が道路に堆積した土砂を撤去し
ている。特別な場合を除いて、土砂の撤去手法も使用する機材も、作業費用の算定法についても決めら
れているため、電話連絡の簡単な打ち合わせでもスムーズな災害対応が可能である。 
 ところが、現時点（2018 年 5 月）では、これまで日本が経験したことが無い近代都市部へのプリニー
式噴火による降灰災害について、予備知識がある行政関係者や施工企業関係者は少ない。対象が厚さ 30
～50 ㎝を超える軽石であることも、都市全域に降るので、緊急車両や災害復旧車両（タイヤ装着）の通行
が難しくなることも、除去が必要な軽石の量が膨大になることも認識されてはいない。このため、事前
の準備や災害発生後の復旧をどのように行うか不明である。したがって、プリニー式噴火による降灰災
害現象を把握し、道路啓開・復旧マニュアルを早期に整備することが重要である。 
  
 軽石道路啓開マニュアルとしては、次の事項が考えられる。 
【軽石道路啓開マニュアル記載事項】 
①道路啓開対象路線の選定 
 道路啓開時間を仮に 40 時間とすれば、その間は主要道路しか啓開できない。主要道路以外にも多く
の生活道路や地域連絡道路があるので、啓開する主要路線とその後に啓開作業を実施する路線をあらか
じめ選定しておく必要がある。 
②道路事情を考慮した道路啓開 
 道路には、路線ごとに様々な特性があり、多量降灰の場合には道路啓開の方法を場所ごとに替えなけ
ればならない。下記は、その事例の極一部である。 
・産業道路南部 
 産業道路は、道路復旧段階で多量のダンプカー走行路となり、同時に鹿児島市内のみならず鹿児島県

図-4.1 産業道路南部 南栄６丁目２ 交差点付近 （Google Earth） 
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全域の物流の大動脈としての機能を果たさなければならない。このため、片側 3 車線以上の道路啓開を
行う必要がある。幸いにもこの付近には、路肩・歩道・植樹帯・公園などがあるため、道路に降り積も
った多量の軽石をこれらの場所に移動することで、早期に道路啓開を完了できる。ただし、緊急の道路
啓開により、柵・植林・公園などが損傷せざるを得ないため、そのために公共施設を破壊しても責任を
問われないなどの事前の取り決めが必要であろう。 
・産業道路北部 
 産業道路の北部では、図-4.2 に示した様に、多量の軽石を受け入れることが可能な植樹帯や公園は無
い。したがって、道路に堆積した軽石を、学校のグラウンドや民間施設の駐車場などに移動する処理法
が考えられる。そのためには、例えば中学校のグラウンドを利用するケースであれば、産業道路からの
進入路の確保（塀とフェンスの撤去など含む）に関する協定、民間の駐車場であれば、利用許可の取得
など事前に調整が必要となる。 

・県道 16号線吉野町帯迫付近 
 九州縦貫道の吉田インターから吉野町を通り清水町を経由して鹿児島市中心部に至る路線は、多量の
軽石が降下した時に国道 10 号の道路啓開が遅れる（カルデラ壁から軽石が国道 10 号に頻繁に流出す
る）ので、鹿児島市を南北に繋ぐ重要路線となる。ところが、図-4.3 に示した様に、吉野町帯迫付近で
は片側１車線しかないうえ、周囲に建物が密集しており、軽石を仮置きできる場所が少ない。民地の利
用や区域外への軽石の搬出などを含めて事前に作業法を検討する必要がある。道路の特性上、前後区間
が早期に開通しても、この区間の道路啓開が遅れると、重要な県道 16 号が利用可能となる時期は遅れ
てしまう。 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

図-4.2 産業道路北部 南中付近（Google Earth） 

図-4.3 県道 16 号 吉野町帯迫付近（Google Earth） 
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・紫原団地入口  
 紫原団地は、台地に造成された人口 2.5 万人の団地である。図-4.4 の道路は、団地進入路の例である
が、道路が片側１車線しか無く、軽石を道路横に移動困難な場所もある。特に陸橋へのアプローチ部分
では、道路啓開の際に軽石を運搬して移動しなければならない箇所もあるため事前の検討が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以上の例は、多岐に亘る道路事情の 極一部 を示したものである。重要な点は、多量の降下軽石が降
り積もった道路では、事前に基本的な啓開手法が路線の場所ごとに決められていることである。これらの
検討は、平時（現時点）から行う必要がある。 
 
③道路啓開班の設定 
 降下軽石道路啓開に最適な重機や作業班の体制は現時点では不明な点が多い。この点に関して鹿児島
市は、2018 年の夏ごろ、重機性能確認や車両走行実験を行う予定であり、その成果で再検討する必要が
ある。下記に実験前の段階で、ＷＧで検討した各項目について記載する。 
・作業班の構成 
 初期の道路啓開を連続 40 時間行う場合、基本的には、一班 2 名で 3 交替の人員配置を叩き台として
提案する。この構成は、紫原団地入口など、軽石を運搬する必要がある箇所や、道路周辺の施設を撤去
する必要がある場合の人員は含まれていない。 

 各啓開対象路線の状況に適合した重機の選択も必要である。参考として図-4.5 を示した。ホイールロ
ーダーは、軽石を除去できる能力が油圧ショベルより高いが、道路幅が狭い箇所では運用に適さない。
その点油圧ショベルは、狭い箇所での使用に適するが、作業能率が小さい。モーターグレーダーは、軽
石の堆積厚さが少ない箇所では、効率的な使用が出来ると予想される。 
 また、ホイールローダーは、砕石場などの事業所で使用されることが多く、災害時に使用出来る車両
数に限りがある。必要な台数を確保し運搬する処置検討も必要である。緊急時には、重機を輸送するト
レーラーが不足するため、定期航路のフェリーを利用するケースや、海上自衛隊が保有している輸送艦

図-4.4 紫原団地入口 宇宿一丁目付近（Google Earth） 

ホイールローダー       モーターグレーダー   油圧ショベル    不整地運搬車 
                 図-4.5 道路啓開車両 



20 
 

（おおすみ型 基準排水量 8,900t ）などの支援を得る方法など種々の方法があろう。基本的な方針を
決めておき、噴火が予想された早い段階で実施可能な処置を選定する必要がある。 
・作業班の安全 
 プリニー式噴火が終了し、火山活動が沈静化しても多量の火山灰が降下する地域では昼間でも闇夜の
ように暗い [内田孝蔵他 3 名, 1937]。道路啓開作業は時間との闘いであるため、このような状況下でも作
業が求められるが、作業者の健康維持、重機のエアフィルターの交換、視界の確保、携帯電話回線の確
保など、安全確保に必要な処置は多い。さらに、作業者の飲用水、食事、排泄物の処置、休息できる環
境の確保など多くの検討課題がある。その、骨格を検討しておく必要がある。 
・作業の継続 
 道路啓開作業を仮に 40 時間とすると、８時間×5 日分の作業時間である。必要となる燃料の調達手
段、故障した場合の修理など、作業を継続するために事前に準備する事項は少なく無い。 
 
③道路復旧への円滑な移行 
 主要道路を約 40 時間で啓開した後に、支線道路の啓開を行うと同時に、道路復旧作業も行わなけれ
ばならない。啓開作業で道路横に移動した軽石を、ショベルカーや油圧ショベルで地面の軽石をすくっ
てダンプカーに載せる必要がある。ダンプカーが走行可能な車線数に応じて、必要な作業班を計画し、
スムーズな道路復旧とする必要がある。 
 
 道路復旧マニュアルとしては、次の事項が考えられる。 
【道路復旧マニュアル記載事項】 
①道路復旧対象 
 道路復旧は、全路線が対象となる。ただし、主要道路や生活幹線道路などを優先し、支線や生活道路
については、それらが復旧した後の作業になる。復旧計画の策定にあたって重要な事項は、総量で１憶
㎥を超える軽石を処分する場所と仮置きする場所が決まらないと軽石を処分できないため、詳細な道路
復旧対象の路線も決まらないことである。特に、軽石を搬出する道路の早期啓開は、その後の道路復旧
を早める意味で重要である。 
②復旧時間 
 道路復旧には時間を要する。市街地の人口密集地のみでも約 5000 万㎥の膨大な量である。一般的に
は、国内の大規模土工でも１カ月当たり 50 万㎥程度の量である。仮に１カ月に 50 万㎥の処理量とする
と市街地の人口密集地の復旧だけで 100 カ月（8.3 年）を要する。このように復旧が長期におよぶと東
北大震災と同じように被災地の人口流出をもたらす。市民生活の早期正常化、企業活動の早期再開のた
めには、復旧時間の短縮が重要である。 
 復旧時間の設定には、現実的に可能な最小の時間とする必要があり、あらゆる手段を講じて、復旧時
間の短縮を試みる必要がある。その際に、工事の経済性の検討はさほど重要ではない。復旧工事の遅れ
は、その後の市民生活や産業活動に、既存の経済性検討手法のみでは算定できない大きな被害をもたら
すためである。 
 災害時にどの程度の期間なら受忍できるか、水道については研究例 [吉澤源太郎, 2015]がある。この例
では、１日 3 リットル程度の飲用水が確保できる環境で、断水にどの程度の期間耐えられるかアンケー
ト調査を行っている。トイレ用水が 5 日目で受忍限度を超えた人の割合が 90％を超え、約 10 日経過後
は、すべての項目で受忍できない人々が 90％を超える。多量降灰時の受忍限度に関する調査は無いが、
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１カ月経過後は、スムーズな軽石の搬出が感じられない
と、道路復旧の長期化を受忍できない人が、9 割以上に上
る可能性がある。 
 道路復旧時間は、短いほど良いが、本ＷＧでは、実現可
能な最短の日数として噴火後３カ月とした。これ以上長引
くと、中小零細企業では従業員の解雇が始まり、街の復興
に重大な支障があると見込まれる。 
 道路復旧時間の短縮法として、道路に降り積もった軽石
のみを先に除去し、各家庭の庭や、圃場などの復旧をその
後に行う手法も考えられる。この場合、道路にのみ堆積し
た軽石を 1000 万㎥とみなすと、１カ月以内に道路復旧で
きる可能性が見えてくる。 
 
③軽石搬出基地 
 道路復旧で搬出する軽石の最終処分場所と、搬出基地、搬出の具体的な手法を、平常の段階で決定し
ておく必要がある。それは、前述の様に、軽石の搬出基地が決定しないと、道路啓開や道路復旧の優先
順が決まらず、ダンプカーの走行路の検討が出来ないためである。図-1.10 を再度掲載したが、黄色の部
分と緑色の部分を候補地として示している。図-1.10 は、１憶㎥を超える軽石処分場の確保が陸域では
困難なこと、たとえ人の活動に影響が少ない山間部に分散して処分したとしても、豪雨時に土石流化す
る危険性があること等から、海洋投入処分をせざるを得ないと考えられ作成したものである。 
 
【防波堤外区域（黄色の区域）】 
・利点 
 ⅰ 市街地北部から南部にかけて仮置き場所を確保できるため、搬出距離が短くなる。 
 ⅱ 現在の港湾・海岸施設をほぼ利用でき、同時に既存の航路への影響が比較的少ない。 
 ⅲ 海面上の軽石は 20 日以内には、概ね海底に沈むと考えられるので（第 4 回 03 錦江湾への軽

石運搬の検討試案）、海面上に露出する軽石は、図-1.10 より狭い範囲となる。 
・課題 
 ⅰ 仮置き中に台風が襲った場合は、搬出基地や後背地が被災することが懸念される。 
 ⅱ 軽石搬出にあたり、既設の海岸護岸や植樹帯がある場合は、作業の効率化を計るため、簡便な施

設（砕石のアプローチなど）とダンプカーの旋回箇所などを確保する必要がある。 
【防波堤内区域（緑色の区域）】 
・利点 
 ⅰ 防波堤の内部に位置するので、台風の影響を受けにくい。 
 ⅱ 谷山二区には、搬出基地として活用可能な広い海域が存在する。 
・課題 
 ⅰ 港湾機能との調整が必要となる。特に谷山二区は背後地のエネルギー供給基地や巡視船の基地等

の重要な港湾機能が存在するため、港湾利用者を含む関係機関等との綿密な調整が必要となる。 
 ⅱ 背後に渓流があったり、高潮時に水没したりしやすい区域もあり、内陸部に対する安全性の確保

が必要となる。 

図-4.6 断水受忍期間 吉澤 2015 
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 参考までに、与次郎ケ浜を搬出基地として選定した場合の作業例を記載する。与次郎ケ浜の護岸は、
約 1.6 ㎞の延長があり、延長 30ｍ当たりに１箇所の土砂搬出箇所を設ければ、52 箇所の搬出場所を確
保できる。スムーズな搬出が可能となるよう、砕石などの盛土を搬出箇所に設置し、ダンプカーで長水
路に軽石を落とす方法が考えられる。長水路は、すぐに軽石で満杯になるが、その時点で軽石を重機で
海側に押し出す手法が考えられる。軽石の流出被害を避けるために、海上に浮かぶフロートと網などの
施設を設置する必要がある。図-4.7 は、その手法を図化したものである。 
 5000 万㎥の軽石を 90 日（約３カ月）で処理しようとすると、１日当たり 56 万㎥の軽石処理量とな
る。仮にダンプカー１台で 10 ㎥の軽石を積載できるとすると、5.6 万台のダンプカー台数である。ダン

長水路 

砕石などの盛土 

樹木は伐採 

波返し 

図-4.7 与次郎ケ浜での軽石搬出例 

図-1.10（再掲載） 軽石搬出基地及び最終処分場所候補地案 
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プカー１台が軽石搬出場所で 5 分の時間を要したとすると、１箇所の搬出箇所で１日当たり 288 台のダ
ンプカーの処理作業が可能で、52 箇所では、14,976 台の処理が可能となる。１日当たり 5.6 万台のダン
プカー台数には達しないので、次の処置を検討する必要がある。 
 
 【軽石搬出基地整備の留意事項】 

①搬出基地を、海岸線に沿ってできる限り多く設ける。 
  ②ダンプカーの走行距離を出来るだけ短くするため、軽石搬出基地を分散して設ける。 

③図-1.10 の黄色の区域は、軽石搬出量が増大しても、沖になるほど水深が深くなるため、十分な容
量がある。 

④搬出基地の近くに、グラウンドや公園など、仮置き可能な場所を出来るだけ多く確保する。 
（グラウンドの容量は、100ｍ（長さ）×50ｍ（幅）×5ｍ（高さ）の場合、25000 ㎥と小さい。陸域
の軽石搬出基地は、道路復旧期間に１回満杯になれば、再度移動しなければならない。その搬出先
は現状のところ港湾区域にならざるを得ないと考えられる。） 

  
4.1.２ 道路啓開困難地域への支援計画 
 道路啓開を 72 時間で実施できたとしても、それは幹線道路と主要生活道路など限られる。したがっ
て、道路啓開が遅れる地域への支援法方法を噴火前の平常時の段階で検討しておく必要がある。図-4.6
は、鹿児島市犬迫付近の例であるが、支援方法としては、次の事項が考えられる。 
 
 【支援方法の検討案例】 
  ①早期の道路啓開対象とならないことに対し住民理解を得る。 
  ②この地区の道路啓開の考え方を説明する。可能ならこの地区の道路啓開予定を示す。 
  ③大噴火前の必需品（水・食料・その他）の事前準備について住民が理解する。 
  ④地区の防災組織の立ち上げと、防災組織を通じた住民の安全管理と支援計画案を作成する。 
  ⑤一般電話や携帯電話が不通となった場合の連絡法を事前に準備する。 

（衛星電話？ 無線？ 通話可能な地域に移動して電話？ ） 
  ⑥自衛隊の派遣 
    飲用水や緊急物資などの運搬  
  ⑦自衛隊車両を利用した通勤通学支援 
   もし、この地区の道路啓開の完了が遅くなる場合には、図-4.9 の六輪トラック等を利用し幹線道

路のバス停まで人の移動を補助することも検討の対象となろう（多量降灰後も使用可能なことを
確認する必要がある）。 

  ⑧火事や急病人の搬送 
   特に火事の場合は、現場に到着が可能な車両が少ないか皆無である。大噴火後に起きる可能性が

高い大地震に備え、大噴火後は火を使用しないなどの事前の取り決めなどを検討する必要がある。
（この点は、市街地も含めて徹底される必要がある。大正噴火の大地震で失火が記録されていな
いのは、このクラスの地震としては極めて幸運であった。1 箇所でも出火すると、消火活動が困
難なため、次々延焼し、阪神淡路大震災の後の神戸市のように鹿児島市街地は焼失する可能性が
高い。） 
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  ⑨その他 

 
図-4.8 の地域は、数 10 戸家が暮らしているが、さらに小さな集落も多

く、同様に事前の検討が必要である。行政や支援の手は届きにくいので、
自助を主体とせざるを得ないが、老人世帯などは希望により大噴火前から
公的な施設に移動して頂くことも検討の対象となろう。（生活に関する検討
は WG２の検討事項であり、WG３では特に検討は行わない。） 

 
4.1.3 広域通行止めの手法検討 
桜島の大噴火が予想される場合、風向きによっては、鹿児島市・日置市・いちき串木野市・薩摩川内

市・阿久根市とその周辺市町村などに、広域的な通行止めを実施する必要がある。このように噴火前に
広域的に通行止めを行う事例が少なく、かつ多量降灰という特殊性があるので、時間的な余裕がある平
常時にその実施法を検討しておく必要がある。噴火が差し迫ると、的確な計画を作成する時間と人と情
報が不足する可能性が高いためである。事前にいくつかの対策法を検討して置き、噴火前に降灰範囲が
予想できた時点で、既に作成したプランから具体的な配置方法や手法を選別すれば良いと考えられる。 
法的な根拠としては、災害対策基本法第 76 条「災害がまさに発生しようとしている場合において、

緊急の必要があるときは、緊急車両以外の車両の道路における通行を禁止し、または、制限することが
出来る。」がある。 
広域通行止めの検討方法としては、次の事項などが考えられる。 
 

 【検討案例】 
  ①降灰範囲を３パターン（軽石堆積方向が北西・西・南西）程度作成し、大噴火直前の多量降灰予

報が出た時点で、スムーズな通行止めが出来るように事前準備を行う。 
  ②通行止め路線の選定  
   降灰が 5cm 以下の地域では、一般車両も低速ながら通常状態では走行できるので、通行止めは特

殊な道路や気象条件を除いて特に必要はないと考えられるが、降灰量が 10 ㎝、30 ㎝、50 ㎝と増
えると、それに見合った通行止め計画が必要である。降灰量が 10～15 ㎝以下の場合は、放置車
両の撤去は、図-4.10 に示した一般的な手法を適用できると考えられる。このため、交通規制は、

図-4.8 鹿児島市犬迫付近 Google 

図-4.9 トラック  
出典 自衛隊ホームページ 
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国道や県道および生活幹線道路などの重要路線に限定することも可能であろう。 
ところが、降灰量が多く図-4.11 の状態になると、灰に埋没した車両の撤去は容易には出来な

い。したがって、交通規制を厳しくする必要
がある。同時に、通行止め対象路線も、生活
道路まで含める必要もあろう。 

  ③通行止めの開始時期 
   大噴火の予想と関連し、開始時期の設定は非

常に難しい課題である。早すぎる通行止め
は、住民に長時間の不便を強いる。一方、遅
すぎる通行止めは、通行止めが完了しない段
階で火山が噴火し、通行止めに失敗する可能
性もある。 

  ④通行止め方法 
   誰が発令し、どの機関がどの程度の人員で道

路を監視するのか事前に検討が必要である。初期の40時間程度で道路啓開する路線については、
主要な交差点に監視員（警察官）が見張りにあたる方法などが考えられる。通行止めが発令され
ても、遠方から帰宅するのに時間が掛かる人や、緊急に病院に行く人などさまざまな事情が予想
され、通行可能とする場合と不可とする場合の基準も必要となる。 

  ⑤監視員の救出 
   大噴火後は、前記の監視員が最初の被災者となる。このため、噴火して車両が通行不能になった

段階で、監視員を収容する必要がある。この時点の状況は、
真っ暗で非常に視界が悪い。ヘッドライトを点灯しても数ｍ
先までが視界の限度であろう。また、監視員の数は、非常に
多い。多量降灰後に使用する車両は、図-4.9 や図-4.12 に示
した自衛隊車両などを利用する方法も考えられる。あるい
は、あらかじめ決められた宿泊施設に徒歩で帰る方法なども
考えられる。 

  ⑥担当組織・連絡・その他  
   この計画を実施可能とするために、担当組織を決め、事前に訓練を行う必要があろう。関係する

機関は警察・各自治体の消防・自衛隊など多様で、さらに、噴火後は、携帯電話回線などが不通
の状況で任務に当らなければならないなど検討事項は多い。 

  

図-4.11 多量降灰に埋もれた車両 
撮影箇所ラバウル 出典米国地質調査所ホームページ 

図-4.10 車両撤去

図-4.12 高機動車 定員 10 名 
出典 自衛隊ホームページ 
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4.1.4 錦江湾への軽石投入処分の法的課題 
 鹿児島市が 2017 年に見積もっている 1.5 憶㎥の降下軽石を、陸上で永久処分することは、産業・経
済・防災の観点から多くの課題がある。地形的なポケットになっている山間部の谷に処分すると、大雨
の際に土石流として流出する危険性がある。平地や緩やかな丘陵地は、鹿児島市近郊では既に、圃場や
住宅地や商業地として利用されており、軽石処分場にする場合は、既存の土地利用を変更しなければな
らないため、大きな社会的損失が発生する。さらに、軽石からなる盛土地盤が豪雨で流出しやすいため、
各種の防災対策が必要となる。 
 これらの点から、本WGでは、
軽石の最終的な処分場所とし
て、錦江湾の深部海底が適して
いると判断した。この検討概要
を図-4.13 に示した。なお、軽石
の処分量を１日当たり 56 万㎥
とすると、軽石の処分を迅速に
おこなうための機材や施工企業
の確保や発注システムの再構築
も必要となる。 
 
【錦江湾の深部海底が軽石処分場所として適している理由】 
①容量が大きく、鹿児島市から距離が近いため、経済性に優れている。 

 ②環境や漁業への影響が少ない。 
 ③軽石が、深部海底から浅い海底に移動しにくいと考えられる。 
 上記②の漁業への影響については、最も懸念される事項である。大正噴火後には錦江湾内に多量の軽
石が降下し海底を覆ったが、資料 [中央防災会議, 2011（1914 桜島噴火報告書）]では、影響は限定的で
あったと報告されている。同報告書から該当部分を引用し下記に示す。 

 
 

図-4.13 軽石処分で想定されるボトルネック  

 

1914桜島噴火報告書 p61より抜粋 
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 火山から降り積もる火山灰の処分方法について、現在は、個別の法律は制定されてはいない。桜島の
場合は、大正噴火で放出された降下火砕物（火山灰や軽石など）は約６億トンと膨大な量である。降下
火砕物は、九州南部を中心として陸域と海域（錦江湾や太平洋等）に降下している。陸域に堆積した軽
石は、やがて海域に流出する。空から降り、やがて海に移動する過程は、雨水と同じ移動過程である。
陸域に降下した軽石は、斜面崩壊や土石流あるいは浸食作用で非常に長い年月を経て人間が手を加えな
くても海域へ自然流入し、やがて湾の海底へ堆積する。一方、雨水は、人工的に作った側溝や整備した
河川で、積極的に海に移動させている。降下軽石の錦江湾内深部への投入処分は、雨水の処理と同じよ
うに、生活環境を保全するため自然物の移動を促進する人為的な行為ではないだろうか。 

 火山噴火で堆積する軽石が廃棄物に該当するか否かは不明であるが、廃棄物の海洋投棄は、日本では、
ロンドン条約を海防法（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律）及び廃掃法（廃棄物の処理及び清掃に関する

法律）によって制度化し、廃棄物等の海洋投入処分を管理している。 
 海洋への軽石の投棄に関係する可能性がある法律として下記の法律がある。「海洋汚染等及び海上災
害の防止に関する法律」では、「第十条第二項第六号」の運用により、東日本大震災時に腐敗水産物を海
洋投棄した事例があり、同様の措置として桜島の軽石処置にも適用できる可能性がある。 

 これらの法律に基づく手続きの概略を（第 8 回 08 海上交通取りまとめ案）に記載した。 
・「陸域に堆積した軽石の海洋投入処分」については、海防法第 10 条第２項第６号の手続きにより海洋
への投棄が認められる可能性がある。 

・「泊地啓開により発生した浚渫土砂（軽石）の海洋への投入処分」については、海防法第 10 条第２項
第 5 号の手続きを踏むことで実施可能である。 

 港湾区域を利用した軽石の海洋投入は多くの課題があるが、現時点では他に適切な解決手段が見つか
らないので、下記の点を考慮しながら事前の問題解決法を準備しておく必要がある。大噴火前の数カ月
間で海洋投入の法的な準備が整うための下調べと手順書を作成する方法も考えられる。 

 

・廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約（S55 批准） 
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（S45） 
・船舶、海洋施設または航空機（海防法 43 条１項本文） 
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【軽石の海洋投入の課題】 
 ・法的な手続きや許可を大噴火前に得る必要がある。 
   噴火と同時に、実施可能となるよう事前の準備が必要である。 
 ・海洋投入全体を掌握し実施する機関の設立 

（WG では、多くの行政機関の調整が必要な観点や膨大な復旧費が必要な点などから国・県・市町村の
早急な協議が必要であると考えている） 

 ・港湾を利用する関係機関との協議 
   港湾を利用している機関（公的機関や企業や個人）との協議が必要である。 
 ・漁業関係者との協議 
 ・具体的な実施法の検討 
   建設業協会などと協議し、建設機材や船舶の台数を含め、実施可能なプランを作成する必要がある。 
 ・その他 
 
4.1.5 公共交通機関の早期回復法検討 
 道路に降り積もった軽石を３カ月で除去する計画とすれば、一般車両が通行出来るまで３カ月間を要
する。もし道路復旧に１年を要すると、１年間も一般車両は通行困難となる。この状態は、市民と街と
産業に急速な衰退をもたらす。個人としても、企業人としても、容認することは困難であろう。したが
って、市民と街や産業回復のために、早期に軽石を除去し通行可能となった道路から順に公共交通機関
を回復させる必要がある。ただし、この検討も容易では無い。最終的な回復方法の決定は、大噴火後に
実際に降った軽石分布状況を把握し、道路復旧計画の見通しが立ってから行うことになる。したがって、
平時に行う検討では、大噴火後に選定する対策パターン例を用意しておくことが考えられる。その方法
としては、下記の事項が考えられる。この事前の検討が、現実の場で役立つと考えられる。 
【早期に交通を回復するための検討課題】 
 ①復旧に対応した交通回復 
交通復旧は、主要幹線道路→主要道路→生活幹線道路→生活道路と段階的に進むので、その進行に合
わせた交通回復が必要である。すなわち、初期の段階では、路線バスが運航できる路線は限られるが、
次第に運行可能な路線が増加するので、市民の利便性を向上させるために、復旧に合わせた交通回復
の必要がある。 

②移動手段 
 バスが最も効果的な移動法である。市電は、初期段階では線路が軽石に埋もれているため運行困難で
あるが、早期に回復した方が良いことは言うまでも無い。鹿児島市電は、市街地中心部を走るので、
利用価値が高いと考えられる。その他、JR の指宿枕崎線・鹿児島本線・可能な状況であれば日豊本線
も、災害時の移動手段として利用できることが望まれる。また、一般車両を通行不可とした段階でも、
災害復旧車両や物流網車両など市民生活を支える車両は走行可能としなければならないので、これら
の車両に市民が便乗して移動することも考えられる。あるいは、路線バスの台数が不足する場合は、
タクシーの借り上げによる共同利用化、カーシェアリングのような方法も考えられないことは無いが、
特に後者の場合は実施に多くの課題もある。 

③通行可能車両の選定 
 復旧した道路を通行可能な車両は、道路復旧の初期段階では、緊急車両（警察・消防など）や、災害
復旧車両に限定する必要がある。しかし、ある程度復旧が進んだ段階では、市民から一般車両の通行
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を可能とする要望が必ず起きると考えられる。この要望への対処法も事前に検討される必要があろう。
ただ、この件に関しては、検討の時間的な余裕があるため、噴火後に道路復旧の状態を把握してから
方針を決めても間に合う可能性がある。 

④徒歩の有効化 
 市民の足が公共交通機関などに限定されるので、徒歩による移動は重要性を増す。ところが、道路啓
開の時点で、歩道には多くの軽石が積まれるので、この軽石を除去する必要がある。特に商店街では、
店舗前の軽石の除去は必須条件となる。 

⑤船舶の利用 
 大噴火の最盛期（プリニー式噴火の約 30 時間程度）が終了した時点で、視界さえ確保できれば、小
型船以外は航行可能である。したがって、陸上の交通網が寸断された時点では、重機や人の運搬、あ
るいは商業物流の早期回復に船舶を利用できる。ただし、港から先の道路の復旧を急ぐ必要がある。 

 
4.1.6 降灰パターンごとの対策作成 
 本 WG では、平成 29 年度に桜島の多量降灰が鹿児島市街地に降り積もるケースを検討した。しかし、
実際に起きると予想される降灰パターンは、噴火時の気象条件や噴火パターンにより様々である。噴火
パターンだけでも、噴火規模・噴火継続時間・噴火推移・火口位置・噴出物の違い、さらに気象条件の
違いにより様々なケースが考えられる。それら、多くのパターンに対して事前の対策を練ることは困難
と考えられるので、必要となる主な検討パターンを図-4.14 に示す。 

 図-4.14 のそれぞれのケースは、次の理由で選定した。 
ケース 2  

無風に近いため、軽石と一緒に多量の火山灰（砂やシルトサイズ）も降ると予想されるケースであ
る。このケースの場合は、ほとんど風が無いため、通常は遠方に飛ぶ細かな火山灰も桜島や鹿児島市
にも降下する。このため、降雨後は、火山灰でスリップし車両の走行性が低下すると予想される。同
時に、細かな火山灰は、電線や碍子にも付着するので大規模な停電が発生しやすくなる。この様なケ
ースは、2016 年の場合は、5 月 23 日の１日しかない。しかし、他のケースよりこの場合は停電発生
の可能性が高まり、車両の走行性が著しく低下し、事態が深刻なので、この様な分布になる場合の対
応も検討する必要があろう。 

 
ケース 4・5・6 

 鹿児島市街地を、多量の降下火砕物が直撃するケースである。鹿児島市で多量降灰対策が実施され
ても、鹿児島市と通じる国道や高速道路などの復旧が進まなければ、鹿児島市の復旧も遅れる。それ

図-4.14 検討モデル例 
ケース２ ケース 4 ケース 5 ケース 6 
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だけでは無く、鹿児島市とそれ以外の地域が断絶した場合、物流拠点が鹿児島港周辺にあることが多
いため、降灰が無い地域も物流網の寸断で被害を受ける。したがって、現在の錦江湾周辺の自治体に
限らず、全県下の被災を考慮した対策の策定が必要である。被害を受ける自治体は、ケース４～6 で
異なるので、各ケースにおける復旧対策を検討しておく必要がある。 
 

4.1.7 住民理解の手段検討 
 大正三年の桜島大噴火は、死者 58 名の噴火災害として語られることが多く、御嶽山の噴火災害〔死
者・行方不明 63 名 （2014 年）〕と同程度と把握されることがある。実際は、桜島の大噴火は、桜島の
全 3,388 戸の家屋のうち 2,129 戸が溶岩に埋没あるいは消失した大災害であった。同時に、噴火後 100
年以上を経た現在では、当時の住民心理は、ほとんど風化し話題にはならない。 
噴火前後の鹿児島市内の住民心理を当時の記録から調査すると、噴火が始まってしばらくは安心して

いたが、だんだん噴火が激しくなり、午後 3 時 30 分からは爆発音が起きると、非常に不安が強くなり、
午後 6 時 30 分に噴火に伴うマグニチュード 7.1 の強い地震が起きた後は、パニックが発生したと考え
られる（第 10 回 01 大噴火時の住民心理と放置車両撲滅対策）。 
 大地震前の心理状態を鹿児島県警察史（1972）は、噴火（午前 10 時）後の午後 2 時 30 分頃には、鹿
児島市内からは噴煙で桜島が見えなくなり、日光がさえぎられて暗くなっている。午後 3 時 30 分から
は爆発音が起き、その後「百発の砲弾が同時に空で破裂するみたいに大きく、そのために空震が激しく、
戸や障子や窓ガラスなどがガチャガチャと音を発したり壊れたりで、人の心は戦慄呆然の状態であっ
た 。」としている。なお、住民の多くがパニックになったのは、午後 6 時 30 分に起きた大地震後であ
る。このような恐ろしいと住民に感じさせる噴火に対し、下記の検討が必要であろう。 
 
a 噴火時の恐怖緩和 
 結果論から述べると、当時の鹿児島市の住民７万人（ほぼ全員）は、大正三年の大噴火時に避難する
必要はなかった。降下火砕物は、大隅半島側に降り積もった。しかしながら、噴火の爆発音や夜間の火
山雷および噴石の飛散をみて恐怖を感じているのも事実である。次の大噴火で、このような恐怖を住民
が感じると、大正噴火時と同じ大混乱の再開になりかねないと考えられる。それは、降灰方向が薩摩半
島側か大隅半島側かを問わない。したがって、大混乱やパニックが起きないように、住民に適切な情報
を伝達する必要がある。 
 噴火時の恐怖を緩和する必要があるが、過度な安心感が醸成されてはならない。その対策として、次
の対策が考えられる。 
 ①大噴火で起きる現象の住民理解促進 
  大噴火で起きる轟音・噴石・火山雷・火砕流・火山ガス・溶岩流出などについて住民に基礎的な知
識を提供し、桜島島内の噴火口付近からから放出されるそれらの物質と轟音は、鹿児島市街地側の安
全に影響が無いことを伝える必要がある。上記以外の現象については、今後の研究成果を待つ必要が
あるが、現時点での見解は下記の通りである。 

 ・海底噴火による津波発生：発生源が狭い範囲であれば、鹿児島市街地側では特に考慮する必要は無
いと考えられる。 

 ・山体崩壊：大正噴火の際には、火山表層の崩壊が噴火前の地震で多発し、轟音が頻繁に聞こえてい
る。次の大噴火で、大規模な山体崩壊が、発生するか否かについては不明である。 
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 ②予知が困難な現象の説明 
  大正三年の噴火では測候所が「桜島は噴火
しない」と噴火当日の朝まで誤った見解を述
べ、混乱を一層大きなものにした。根本的な
原因は、測候所に桜島の噴火を判断する観測
機器も知識もなかった※１うえ、測候所が判断
できる事項でもないにもかかわらず、測候所
が判断を下したことにある。さらに、村役場
は、測候所と言う科学的な雰囲気を過度に信
じていた。この教訓を生かす必要がある。 

  さて、図-4.15 は、桜島の一部でレベル４の
避難準備情報が出された日の地震記録（桜島
横山２）である。この時のマグマの移動量は 200 万㎥に過ぎなかったが、それでも地震記録が交錯し、
どこが地震の始まりか明確には解らない。大正三年の噴火の際には、噴火前から地震が頻発しており、
図-4.15 のような地震記録が得られると推測される。その場合、大噴火の新しい噴火口の形成場所が、
地震の観測からは解らない可能性が考えられる。 

  このような場合、地震以外の観測手段も検討されるであろうが、地中と言う不可視部分で起きる現
象の解明は、常に一定の困難をともなう。桜島の次の噴火の際に、新しく出来る火口の位置は、予測
できない場合も考えられる。その場合、桜島全島の他に、桜島周辺の海域も噴火の監視対処となる。 

 予知が困難な事項は、新しく出来る火口の位置の他に下記の例が掲げられる。 
 ・噴火の推移（いつ噴火最盛期になり、いつ噴火の勢いがなくなり、その後どのような噴火になるか） 
 ・噴火規模（次の噴火が大正噴火クラスの噴火か、昭和噴火（1946 年））の様に、火口から溶岩の流下

が起きる程度で、小規模なマグマの消費が起きるかは不明である。また、昭和噴火の場合には、
大正大噴火とは異なり、噴火前後の有感地震はほとんどなかった。 

  
住民に過剰な恐怖心が起きないように、安心できる情報を提供する必要がある。一方、火山には、ま

だ予測できない事項も多く、安心感の醸成のみでは危険である。科学的には解らない事項も多いなかで、
いかにして市民により適切な広報を行い、「火山防災対策と市民生活を両立させる」ことには、多くの検
討課題がある。 
その一つの解決策としては、SNS（social networking service）・TV 放送・ラジオ放送の活用などが考

えられる。停電が無ければ、刻々と変化する噴火の推移や、噴火対策の情報を随時提供できる方向が考
えられる。一方、情報発信局と情報を受信する側の双方の停電時対策も必要となる。噴火初期段階では、
降下軽石が主体になるので、停電が起きる可能性は大地震発生の場合を除くと少ない（図-4.11 のケース
２の様に無風に近い状態を除く）ので、少なくとも噴火最盛期の 1 日半程度は、有効に機能する可能性が
高い。それらの検討を、平時の状態で準備する必要がある。 

※１：1 台の地震計はあったが、１台の地震計では震源地を特定できないにも関わらず、震源地を発表
している。 

 
 

図-4.15 地震観測例（2015 年 8 月 15 日） 
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b 噴火対策に対する理解 
大噴火対策には、多くの住民の理解が必要である。事前避難に関する理解、道路啓開と復旧に関する

理解、道路復旧途中での万全とは言えない交通網に関する理解、復旧が進まないことに対する住民や企
業の理解など、数多くの課題があるが、最も徹底した理解と協力が必要な事項は「広域通行止めに関す
る理解」である。 
広域通行止めの検討事項を 4.1.3 に示したが、実施にあたっては、住民理解が必須である。例えば、

桜島から 40 ㎞離れた薩摩川内市の国道３号を通行止めにしようとした場合、現状のままでは桜島の火
山噴火災害に対する理解が少ないと見込まれるので、住民の不満が増大することが予想される。さらに、
通行止めの路線を利用して帰宅する人々やあるいは、避難物資を購入に行く人々の通行も制限すること
になるので、その伝達方法の準備も平時の検討事項である。 
 
c 自宅避難の仕方 
桜島から降る降下軽石は、火山灰と異なり屋根には厚く堆積しない。図-4.16 は、大正噴火の際に最も

多量の軽石が降り積もった箇所（桜島の黒神集落）の写真である。屋根勾配が急な場合はもちろん、緩
い屋根勾配でも軽石は屋根に堆積していない。このため、大正噴火の際の倒壊家屋は、表-4.1 に示した 

ように非常に少ない。この表は、地震による倒壊も含
んでいるので、降下軽石による倒壊はさらに少ないと
考えられる。表に記載している牛根村は、大正噴火で
降下軽石が最大 1m 以上降り積もった地域である。当
時この村は戸数 1200 戸であるが、大正噴火で倒壊し
た家屋は 16 戸である。この 16 戸の中には、地震に
よる倒壊も含まれると推定されるが、全部が火山灰に
よる倒壊と見なしても、1200 戸のうちの 16 戸で倒
壊家屋の比率は小さい。 
 多量降灰による家屋の倒壊は、地震による倒壊と異なり、火山灰が降り積もるにしたがって変形が進
行し、その後に倒壊する。このため、豪雪地域で雪が屋根に積もると軋み音があるように、多量降灰で
も軋み音などの前兆があると考えられる。したがって、避難するに十分な時間がある。これらの検討過
程は、巻末に添付した（第 4 回 08 多量降灰時の木造建物倒壊の検討２ 他、第 4 回 04 06 07）。  
 鹿児島市街地の全員が長期避難することは、避難者に多くの困難を強いる。同じ避難でも、自宅避難
の場合は、ストレスが軽減される。ただし、安全への配慮が必要なので、原則的には自宅避難が可能と
しながらも、軋み音がしたら、堅固な建物に避難する等とした丁寧な周知を平時に研究する必要がある。  

図-4.16 桜島黒神集落の降下火砕物堆積状況 出所 鹿児島県立博物館 

村市名 全倒 焼失 戸数 
鹿児島市 ３９ 0 ― 
東桜島村 0 677 ― 
西桜島村 24 1467 ― 
牛根村 16 0 1200 
百引村 9 0 ― 

 

表-4.1 大正噴火時の倒壊家屋 
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