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あとがき 

日本列島上空には偏西風があるため、大噴火で噴出した軽石や火山灰は、一般的に火山の東側に降る。
桜島火山の歴史時代の大噴火（４回）でも火山灰は、大隅半島側（東側）に降っている。ところが、岩松
（鹿児島大学名誉教授）により、桜島の西側に位置する薩摩半島側に多量の降灰がある可能性が指摘された
（2011 年）。鹿児島地方気象台は、夏場や台風の時期など、そのような事態が発生し得るとの定性的な見
解を示し、対処が必要なことが解かった（2012 年）。行政・水道・電力・消防・放送・通信のどの機関も、
鹿児島市に多量の降灰があることを想定はしていなかった（2012 年）。このため、住民の生命維持に関わ
る事態（大噴火後の停電、それに伴う断水、道路に埋没車両があるため救援部隊が鹿児島市に到着できな
い、道路を利用できないために火災が発生しても消火活動が出来ない、車を利用して災害復旧にも行けな
い・・・など）が発生した場合、未対策の状態では、東日本大震災を上回る死者 [三田和朗, 2015]も予想され
た。 

おりしも、2015 年 8 月に、桜島に約 200 万㎥のマグマが貫入し、島内にレベル 4 の警報が出され、対象
地域の住民が避難した。避難では、想定外の事態も発生し、鹿児島市は、様々な事態の対応に着手するこ
とになった。鹿児島市は、2016 年 4 月から、市街地に多量の降灰ある場合も含め、対応策の検討を開始し
た。気象研究所が、観測した気象条件で大噴火時の降灰をシミュレーションして、鹿児島市街地に多量の
降灰が降ることが明確になった時期と同時期のスタートである。鹿児島市は、2018 年５月からは、「大規
模降灰対策のマニュアル」を作成し、2019 年３月に完成する予定である。大規模噴火災害は、市町村レベ
ルで解決できる災害では無い。広域的な市町村の連携と県や国のサポートが不可欠である。さらに、世界
に類例が無い近代都市部における大規模噴火については、早い段階で、国や県を含めた総合的かつ広域的
な対策に着手する必要がある。

本検討は、鹿児島大学 地震火山地域防災センターの事業の一環として進められた。その検討にあたって、
大正噴火 100 年を契機に取りまとめられた「1914 桜島噴火 報告書  [中央防災会議, 2011]と、鹿児島大
学地震火山地域防災センターの「大正噴火関係文献デジタルアーカイブ」が非常に有効な資料となった。 

桜島の近くに住む住民の心情としては、大噴火は起こさないで欲しい。しかし、鹿児島湾奥部のマグマ
だまりは、約 1000 万㎥のマグマを毎年蓄積し、既に大正噴火時の 90％程度までマグマ量が回復している。
このため、近い将来、いつ噴火するかは現時点では不明であるが、大噴火が起きるとみられている。学内
の WG としては、その際の被害が軽減されるよう、平常時の現段階（今の段階）で、国・県・市町村・各
関係機関が連携した対策計画策定が進むことを願うものである。 

交通被害に関する WG 主査 三田和朗 



【解説】
2016 年の気象条件で、⼤正３年と同じ規模の噴⽕が毎

⽇起きていた場合、軽⽯が降下する⽅向を気象研究所が図
-1 の条件でシミュレーションし、得られた結果をＷＧで⽅
位別に区分した。軽⽯堆積⽅向は、図-1 に⽰した様に真東
を０度とし、堆積⽅向⾓度を表-1 に⽰した。表-1 の結果
を 30 度刻みで区分し表-２と図-2 を⽰す。

⿅児島市の市街地⽅向に軽⽯が降下する範囲を、⾓度
150〜240 度とすると 2016 年の場合は 22 ⽇である。

ただし、⼤正噴⽕の噴煙柱の傘の直径は、20 ㎞程度と考
えられるので、これ以外の⽅向でも⿅児島市中⼼部には、
軽⽯が降下すると考えられる。ただし、その場合は、降下
範囲が限定される。
また、年により春から秋の堆積⽅向は、著しく変化するの
で、留意が必要である。

図-2 表-1 の数値の意味

表-2 2016 年の場合の降下軽⽯堆積⽅⾓

図-2 軽⽯堆積⽅向グラフ

表-2

添付資料-1 2016 年の軽⽯堆積⽅向のシミュレーション結果

図-1 解析条件
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１ ⼤正噴⽕の予兆

湾奥部の姶良カルデラのマグマは、図-1 に⽰したように、⼤正噴⽕時に沈降した BM.2474(基準点)が、
⼤正噴⽕時の約 90％の⾼さまで回復し、毎年約 1000 万㎥のマグマが新たに蓄積されているので、⼤噴⽕
が近いと考えられている。その噴⽕は、⼀時的に昭和噴⽕（1946 年）と同じような⼩規模な噴⽕をするこ
ともあり得るが、いずれは⼤噴⽕しないと蓄積するマグマを消費できないと考えられている。

・⼤噴⽕ 5 年前の海溝型地震発⽣
プレート型の地震の後に噴⽕が始まる例は⼀般的である。⼤正噴⽕の 5 年も前になるが、宮崎県⻄部地

震（1909 年 Ⅿ7.6 深さ 150 ㎞）も予兆のひとつと考えることも出来る。この地震の 4 年後に、霧島で

群発地震（1913 年 5 月～1914 年 1 月）が始まり、鹿児島県西部地震（1913 年 Ⅿ5.7 とⅯ5.9 の２回）が

起きている。 

・⼤噴⽕の半年前に 3 ⽇連続の地震発⽣
⼤正噴⽕（1914 年 1 ⽉ 12 ⽇午前 10 時噴⽕）の予兆を⽰す記録を本編の表-4.3「⼤噴⽕の前兆現象」に

記載した。早い段階の明確な予兆としては、1911 年 7 ⽉ 28〜30 ⽇にかけて、地震が３回も連発したこと
が挙げられる。地震が連続した例は、⿅児島県北⻄部地震（1997 年 M6.6）やえびの地震（1968 年 M5.7）
もあるが、⿅児島湾の桜島周辺で連続して地震が発⽣する場合は、⽕⼭と関係した地震である可能性が⾼
い。⼤正時代には、桜島の近くには⿅児島測候所に１台の地震計があるのみであったので、今⽇の様に地
震記録から震源の特定を⾏うことは科学的には困難であった。今⽇では、多数の地震計が桜島周辺に配置
され、常時専⾨家が観測しているので、震源の特定は容易であろう。ただし、その地震活動が、⼤噴⽕に直
結するものであるか否か判断することは、この時点では簡単ではないと推定される。

添付資料-2 ⼤正噴⽕と安永噴⽕の予兆

図-1 ⿅児島市街地（BM2469）に対する BM2474 における相対上下変動
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・井⼾⽔の変化
井⼾⽔の変化は、⼤正時代は最初の明確な変化であったが、当時は噴⽕の前兆としては把握されなかっ

た。早いものは、1913 年の夏から涸れはじめている（⼭科 1998）。この井⼾⽔の異常現象は、島内の各所
（横⼭・⾼免・持⽊の共同井⼾・瀬⼾）で認められたが、初期の段階では、「夏以来の⽇照り続きのためだ
ろう」「⾃分のところの井⼾だけだろう」と、砂糖製造の繁忙期で忙しいため、重視されることは無かった。
井⼾⽔位の変化は、噴⽕を予知できる重要な指標であったが、1913 年 12 ⽉ 25 ⽇に⾕⼝⿅児島県知事か
ら、各町村役場に「天変地異があったら報告せよ」と訓令があったにも関わらず、報告はなされていない。
知事にわざわざ報告するほどの事でもなかろうとの判断があったとみられる。

・噴⽕ 10 ⽇前から当⽇の地震
噴⽕前に最初のうちは⼩さな地震が観測され、地震は、噴⽕が近づくとともに規模・回数ともしだいに

増加している。1 ⽉ 9 ⽇には、有感地震を何度も感じ、16 時頃少し強い地震があった（柳川喜郎 2014）。ま
た、⿊神と瀬⼾では、地⾯が熱くなり、冬眠中の蛇や蛙が⼭腹の⽳から出てきたので、村⼈たちは海岸に
集まっておかしな兆候について語り合った（柳川喜郎 2014）。

異変に気付き、10 ⽇には早くも⼀部住⺠の島外避難が始まり、1 ⽉ 10 ⽇には桜島全島で有感地震が感じ
られたので、11 ⽇には多くの島⺠が避難している。11 ⽇未明から始まる群発地震で眠ることが出来なかっ
た東桜島村の⽵之下助役は、震源地を電話で尋ねているほどである。北岳では頻繁に⼭腹崩壊が起きてい
るので、「こんなに⼭が崩れると北岳がなくなってしまうのではないか」と、島⺠が感じるほどの不気味さ
を感じていた。

午後になって、地震回数が増え揺れが強くなったので、有村の⽵之下助役は、測候所に電話し「震源地
は⿅児島の北三⾥（12 ㎞）で、桜島に危険はない」という回答を得て安堵したらしい（柳川喜朗 2014）。村
⻑代⾏として、すでに不安がっている村⺠の⼼理的動揺を防がなくてはならないとの思いから、測候所の
回答を村の連絡係に持たせて村内に⾛らせている。

⽇没後に、測候所⻑は⻄桜島の有村村⻑から避難場所を問われたが、依然として地震の震源地は桜島で
は無いと考えていた。午後 7 時 51 分に、⿅児島市内⼀帯に初めて不気味な鳴動があり、やっと測候所所⻑
は、⽕⼭性の地震であることに気づき始めていた。所⻑は、噴⽕は必ず地震を伴うが、地震があったから
と⾔って必ず噴⽕する訳では無いから、この段階で軽率に「噴⽕の恐れあり」と警告を発し、もし噴⽕し
なければ、重⼤な予報の失敗になり、お上の権威は失墜し、責任者は嘲り笑われると思ったらしい（柳川喜

朗 2014）。地震は明らかに異常な状態であったが、噴⽕する確証がなかったのである。

測候所⻑が、桜島が噴⽕すると考えたのは、噴⽕当⽇の午前 8 時に、北岳の⼭腹から⽴ち上がる⼀筋の
⽩い煙を⾒てからであった。警察に「噴⽕の危険がある」ことを伝えた。それは、所⻑としては参考意⾒の
つもりであった。測候所の規定によれば、測候所に地震観測の任務は有るが、噴⽕の予知や予報は任務外
であった。さらに、災害が予⾒されたときに、避難勧告や命令を発するのは、県や市町村、警察であって、
測候所の職掌に属してはいない。

地震活動は噴⽕前⽇にはますます活発化し、11 ⽇夜には持⽊で 1 時間に 50〜60 回の地震が感じられ、
⿅児島測候所において 11 ⽇の 24 時間で 82 回の有感地震を観測している（林 豊 2003）。島⺠の⾃主避難
は 11 ⽇には本格化し、12 ⽇朝には、地震がさらに強くなり、歩くのも難しいくらいであった（柳川喜朗
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2014）。

・噴⽕２⽇前から当⽇の光景
⼤噴⽕２⽇前の１⽉ 10 ⽇に、南岳の⼭頂に⼤⽕柱が明るく⾒え３分ほどで消えるという現象が数回⽬撃

されている。この現象について、⼭科は、⽕柱という表現がどのような状態を指すのか、詳しいことはわ
からないが、説明通りならば、⾼温の⽕⼭ガスが⽕⼝の上の雲または煙を⾚く⾒せたのかもしれないと述
べている（⼭科 1998）。

11 ⽇には、桜島の⼭体斜⾯の崩壊が繰り返され、同⽇の午後からは物凄い⼭鳴りが⿅児島市の隅々にも
響いていたとの記録がある。北岳中腹（⼋合⽬）から⿊煙（光線の具合では⽩）が上がりしばらくして消
え、南岳の東または南東側斜⾯で⽩い煙が⾒えるとの報告があり、そのスケッチ（Fig 3）が残っている。
垂⽔側でも⽩煙が認められているので、この⽇は、桜島の北部の他に、南岳の東または南東側⼭腹でも煙
が上がったことを⽰唆している（⼭科 1998）。

⿅児島測候所が 10 時５分に噴⽕を確認している
が、測候所の 10 時のスケッチには薄い⾊ながらか
なりの量の煙が上がって⾒えるので、10 時５分以前
に⼤噴⽕は始まっていたはずである（⼭科 1998）。

⼤噴⽕の前に、「８時頃南岳の頂上より⽩烟を饅
頭型に上空に拠出した（⼤森 1914）」とか、８時から
9 時の間に「中岳北岳間の渓⾕より藍⾊の煙、フリ
ハタ⾼知より⽩煙、引ノ平頂上より極⼩の煙南岳の
頂きより噴煙、中岳の⼀部に新たに煙⽴ち登る。⼋
時四⼗分頃、南岳頂部の⼀部より⼀団の⽩煙沸騰」
と記録されているように桜島⽕⼭の各所で起きた噴気活動が記録されている（⼭科 1998）。

9 時 10 分には、北岳で３か所の他、⿊煙や⽩煙の⽬撃記録が数名ある。9 時 56 分に⼤噴⽕が始まり（⾦

井 1914）9 時 58 分には、⿅児島市内で震度４に相当する地震が発⽣している。当時の時計の精度は、現在
ほど正確ではなかったが、⼤噴⽕の前に噴気活動が各所で観察されている。

参考⽂献
⼭科健⼀郎 1998 資料からみた 1914 年桜島⼤正噴⽕の開始と噴⽕に先⽴つ過程
柳川喜郎 2014 -復刻-桜島噴⽕記 南⽅新社
林 豊 2003 ⼤正三年桜島噴⽕に先⽴って発⽣した地震の規模の推定
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⼤正噴⽕時の住⺠避難⾏動 
１ はじめに 

桜島⼤噴⽕後に、速やかな軽⽯道路啓開や道路復旧が可能となるには、路上に道路啓開や復旧の⽀障となる放
置⾞両がないことが絶対条件である。これが達成されないと、救援や復旧の遅れにより⿅児島市⺠の多くの⼈命が危機
に瀕することになる。したがって、軽⽯道路啓開の⼀側⾯として、⼤噴⽕後の緊急⾃主避難と住⺠⼼理について考
察し対処法をのべる。 

 
２ ⼤正噴⽕開始直後の⿅児島市⺠の⼼理 
 1 ⽉ 12 ⽇の午前 10 時ごろ始まった噴⽕では、当初は爆発⾳や振動も無く、⿅児島市⺠は、⼤噴煙を⼤⾃
然の壮観として眺めていた。天⾼く噴き上げる煙を始めて⾒た市⺠には恐怖感は全くなかった [柳川喜郎, 

1984]。ところが、噴⽕が次第に激しくなると、不安感が増⼤し、避難者が出始めている。18 時 29 分の⼤地
震が起きるまでは、避難者は多少の荷物を持っていたが、その後の避難者は着の⾝着のままで避難し、当時
のパニックとも呼ばれる⼼理状況が読み取れる。この状況について、例えば桜島⼤爆震記 [⿅児島新聞記者⼗

余名共著, 1914]では、⼤烈震後は、「阿⿐泣喚の巷となれり」と表現している。噴⽕後直後には、対岸の⽕事
的に⾒ていた市⺠が、噴煙柱の巨⼤化とともに不安を感じ、12 ⽇午後になり、爆⾳が⼤きくなると、不安感
が増⼤している。 

⼤地震前の⼼理状態を⿅児島県警察史（1972）から引⽤すると、午後 2 時 30 分頃には、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、⼾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。」その後、午後 6 時 30 分には噴⽕に伴う
マグニチュード 7.1 の強い地震があるが、⿅児島県警察史からは、⼤地震が起きる前の状態でも⼈々は呆然
とするほど強い恐怖感を抱いていたことが解かる。その状態で⼤地震が起きたので、地震後にパニック※が
発⽣したと考えられる。 

なお、この状態は⿅児島市内にいた住⺠の⼼理状態である。結果的には、地震を除くと避難の必要は無か
ったのであるが、住⺠⼼理は怯えあがったとみる⽅が良さそうである。 

※：本⽂で使⽤するパニックは、次の意味である。個⼈または集団において突発的な不安や恐怖（ストレス）による混乱し
た⼼理状態、またそれに伴う錯乱した⾏動を指す。 
 

3 ⼤正噴⽕時の避難⾏動 
桜島が⼤正三年に⼤噴⽕した後、⿅児島市⺠は伊集院⽅⾯に避難したと⾔われている。この状況を、桜島噴⽕誌

（桜島噴⽕誌編さん委員会編 1988）から引⽤して下記に⽰す。 
 

添付資料-3 ⼤正噴⽕時の住⺠避難⾏動 

噴⽕直後は、対岸の⽕事を⾒るような気持ちで⾒物していたが、噴煙がますます強⼤となり岩 
⽯が⾶び交い、爆⾳がしばしば起こるに⾄ってあやぶみ始め、危険や災害が⾝近になっているの
ではと不安にかられているところに、「毒ガスが⼭からでて窒息の恐れがある」とか、あるいは、 
「津波が押し寄せてくる」とかの流⾔⾶語が伝わり、市⺠の恐怖の念はだんだんとその度合いを 
⾼めていった。 

12 ⽇午後 6 時 29 分の⼤烈震が起こってから後、・・・7 万市⺠はあわてふためき伊敷あるい
は伊集院、市来、串⽊野⽅⾯へ次々と避難し始め国道には⼈⾺があふれ、駅は空前の混乱をきた
した。混乱のなかで「⾼潮は下町を浸し、県庁付近まで⽔浸しであった」との⾶語が伝わっ
たので、・・。無我夢中となって伊敷⽅⾯へ逃げ出すなどその混乱ぶりは想像以上のものとなった。 

抜粋 桜島噴⽕誌（桜島噴⽕誌編さん委員会編 1988） 
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この時の様⼦について、当時の新聞記事は次の様に伝えている。 
 

・1914 年１⽉ 13 ⽇ ⿅児島新聞 
噴出する炎焰は、南東の⾵に送られて全く天を覆ひ午後⼀時頃に⾄っては、⽕⼭灰粉々として市内に落

ち来たり処に⼭の⼿⽅⾯は⾵に吹き付けられて天地ほとんど晦冥に帰し鳴動は刻⼀刻加わり来た
り愈々凄ましき光景を呈したれば、市⺠も或いは海しゅく襲来恐れて夫夫安全の地に避難しつつあり其
の光景悲惨を極む。 

・1914 年１⽉ 15 ⽇ ⿅児島朝⽇新聞号外 
第七⾼等学校 篠本教授の⾒解  「津波の危険性も毒ガスの危険性も無い」県知事の警告 「浮

説に気を付け惑わされることが無いように注意すべし」 

 

4 流⾔⾶語の実態 
⼤噴⽕後、当時７万⼈いた⿅児島市⺠は避難⾏動を開始し、⿅児島市はほとんど空っぽになった。この⾏

動の原因となった「毒ガスの襲来」と「津波」についは、その後デマと流⾔⾶語の⾔葉で記載されている。今
⽇、デマと流⾔⾶語の意味は、下記の意味とされている。  
    ・デマ（① 政治的効果をねらって、意図的に流される虚偽の情報。悪宣伝。 ② 根拠・確証のないう

わさ話。流⾔蜚語りゅうげんひご。）  
   ・流⾔⾶語（意味：世の中で⾔いふらされる確証のないうわさ話。根拠のない扇動的な宣伝。デマ。） 
 
  さて、本当にデマや流⾔⾶語として⼀笑に付したり知事が述べたように「浮説に気を付け惑わされることが無いよ
うに注意すべし」と広報すれば解決するものであろうか？デマや流⾔⾶語であれば、それに惑わされないようにすれ
ば良いのであるが、⼈間の感情を含めて考えると、実態はもっと根本的なものであり、⼤正噴⽕から 100 年経過した
今⽇でも、同じ規模の噴⽕があるとおなじような混乱が起きうると考えられる。まずは、当時の情況を⽣々し
く伝える⿅児島⻄⾼令者学級の「⼤正三年桜島⼤爆発の思出集 1972 年」から、体験談を拾ってみよう。 
 

【体験の要約】 
①噴⽕時の住所 ⿅児島市上⻯尾町 ⼥性 明治 31 年⽣まれ 
   13⽇、誰いうことなく、津波がくるという噂がたった。とにかく避難した⽅が良いということ 

 
あいだ 

になった。・・・桜島の鳴動は、間 なく時なくつづいていたので、いつ溶岩の流れにおしつぶされ 

るか解らないといった恐怖⼼につきまとわれていた。それやこれやで、やっとのことで列⾞が動き出
した時にはこれで、地獄の三丁⽬からなんとかして抜け出すことが出来るのだという安⼼感が、 
⼀次こみ上げてきた。 

 

②噴⽕時の住所 ⿅児島市仲町 ⼥性 当時⾼校⽣ 
   ガスが来るから夜が明け次第、もっと遠⽅へ避難しなければならないという。津波のデマは、中 

⾺来太郎、または中⾺太郎のまことしやかな名前で広がっていた。・・・伊集院⽅⾯への避難の途中、⼩⼭
⽥まちかくまでいった折り、ひきかえしてくる⼈々の話では、伊集院あたりで温泉が噴き出して危険であるとい
うことである。前にも進めず、後ろにもひけず絶体絶命といった姿である。 

   14 ⽇朝の市内⽅⾯から⾃転⾞にのってきたひとの情報「七⾼の⽯垣の中程まで津波が押し寄せてき
ている」という。⼩⼭⽥まで津波は来なくとも、いつガスが来るかもわからないと思いつつ、不安な
気持ちでいっぱいであった。 
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③噴⽕時の住所 ⿅児島市⾦⽣町⼥性 明治 35 年⽣まれ 
  （伊集院への⼭路を避難途中の列にいる情況 夜）これらの列の中から、津波のデマが⼀波、万波を呼ぶご

とく伝わってきた。「津波が来たぞー」とまるで、津波がおしよせてくるように、⼈々の⼝の波を引き起こして、伝え
ひろがったものです。・・・「もう市の海岸は海になっている」 

 

④噴⽕時の住所 伊敷村神伊敷 ⼥性 明治 34 年⽣まれ 
   絶え間ないゴー⾳とともに、噴き上げる煙は、⾒る⾒るうちにのびてゆく。そのうちにあの
煙は、毒ガスだ。あの煙が⾃分達の頭の上まで伸びてきたら、いっぺんに地上に落ちてきて、みんな毒ガス
にやられて死ぬ。などの話がひろがっていった。 

 

⑤噴⽕時の住所 ⽇置郡阿多村 ⼥性 明治 35 年⽣まれ 
   村の⻘年たちが役場からの使いだと⾔って来た。「ここから六⾥先まで避難せよ。出ないと危険だから」

と伝えていった。おじさんたちも、どうしよう、どうしたら良いかとおろおろしていた。 
  

当時の体験談では、⼤噴⽕で⾝の危険を感じている様⼦がうかがえる。その噴⽕時の不安は、桜島から遠く
離れた⽇置郡阿多村でも感じられている。⼤正三年の噴⽕では、真冬の偏⻄⾵のために、噴煙のほとんどは東側に流
れた。ところが、噴煙の傘は圧⼒が強いと⾵上にも広がるので、④の体験談では、噴煙が⿅児島市の上空まで伸びてくる
危険を感じている。 

体験談などからは、次の点を読み取れる。 
【⼤正噴⽕時の流⾔⾶語の性質】 
①⼤正噴⽕時のデマと今⽇呼ばれることが多いが、デマを「政治的効果をねらって、意図的に流される虚偽

の情報」とすれば、当時の流⾔⾶語は全くデマでは無い。 
②デマと呼ばずに流⾔⾶語とよべば、確かに「世の中で⾔いふらされる確証のないうわさ話。」ではあるが、

「根拠のない扇動的な宣伝」では無かったと考えられる。扇動するメリットが無いからである。 
 

⾒たことも無い⽕⼭の⼤噴⽕の様⼦を⽬の当たりにして、各個⼈が⽕⼭現象に⾝の危険を感じている
状況下で、さらに「津波」「毒ガス」などのリスクが伝聞されると、⼈々が、その内容に半信半疑でも、リスク回
避のためにとりあえず避難しようと考えることは、今⽇においても合理的で賢明である。通常、⼤地震が起きた場合
は、津波が来るか来ないかはその段階では不明であるが、とりあえず安全側に避難しようとする。あるいは、⼤⾬で、⾃宅
裏の崖が崩れるか崩れないかは不明であるが、念のために避難所に避難する⾏動がとられる。この安全性に配慮する賢明さが、⾮常に
多くの⼈命を救っていることも事実である。正確な情報が把握できないときに避難⾏動を⾏うことを、デマとは呼べないし、「流
⾔⾶語に惑わされるな！」と⾔うことも適切では無い。 

さらに、科学的な知識が今⽇より少なく、テレビジョン・ラジオ・インターネットなどの情報⼿段が無い状況では、
⼈命に危険を及ぼす可能性がある⼤噴⽕を起こした⽕⼭からとりあえず離れようとする⾏動は、信頼できる情報が無
い段階では賢明な避難⾏動とも考えられる。決して、デマや流⾔⾶語として⼀笑に伏すことが出来るような⾏動
ではない。したがって、当時⿅児島市⺠が避難した⾏動は、信頼できる情報が無い中での、当時の段階
としては適切な緊急避難⾏動と⾒ることが出来る。 

 

5 次の⼤噴⽕時の避難⾏動  
科学が進歩し、情報機器が発達した今⽇では、⼤正三年と同じような市⺠の避難⾏動は起きないであろうか？⾼

層の偏⻄⾵が弱く、⽕砕降下物が薩摩半島側に降ってくる場合について検討する。  
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  写真-1 は、噴⽕開始 30 分後に桜島の南東 
11.5 ㎞にある垂⽔市で撮影されたものであ
る。桜島の東側と⻄側の噴⽕⼝から噴煙柱が
⽴ち登っているため、桜島の⼭体とほぼ同じ
幅の噴煙柱が⾒える。この時には上空で恐ら
く噴煙の傘が成⻑し、空を覆いつつあったで
あろう。すさまじい光景である。 
    次の⼤噴⽕でどの地点に⽕⼝が出来る
かは解らないが、⼤正噴⽕で最も⻄側に出来
た⽕⼝からは、対岸の⿅児島新港までの距離
は、僅か 4.5 ㎞しかない。この距離で、噴煙柱が
むくむくと激しく上昇する姿や、噴⽯の落下、夜
は⾚い⽕⼭弾の落下を⽬の当たりにした住⺠は、
⼤正噴⽕時と同じように不安感や恐怖感を覚えるであろう。噴⽕⼝が桜島の南北２か所に出来ると、概ね桜島の幅と
同じぐらいの噴煙が上昇し、さらに上空を噴煙の傘が覆うので、住⺠が不安になるのはごく⾃然な⼼理である。参考
までに述べると、津波が襲ってくると⾔われた原因は、市⺠が噴⽕時の光景を⾒て、桜島が崩壊して錦江湾に⼟砂が突
っ込み、津波が発⽣すると考えたものであった。島原⼤変肥後迷惑と同じ現象である。噴⽕最盛期を過ぎて、再び⿅児島
市に帰ってきた⼈々からは、桜島が崩れることなく、「噴⽕前と同じ姿を保っていることに逆に驚いた。」との記述が
ある。⼤事な点は、それほど⼤正三年の噴⽕は、⼈々の⼼に不安と恐怖を植え付けたのである。今後起きると予想
されるのは、このような噴⽕である。 

 

  さらに、今⽇の視点で⾒たとき、津波に関しては、⽕⼭性地震や海底噴⽕に伴う津波の発⽣や桜島の⼭腹崩壊に
伴う津波発⽣の危険性も完全には否定できない要素であり、⼤正三年の避難⾏動を単に「デマ」と「流⾔⾶語」に惑わ

噴煙柱が南北に  
２個⽴ち登った場合 

⼤正三年噴⽕の最も
⻄側の⽕⼝  

図-1 ⼤正噴⽕の最も⻄側の⽕⼝位置と南北に噴煙柱が⽴ち登った想定 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
写真-1 垂⽔で撮影された噴⽕開始 30 分後の状況 
      桜島の姿を⽩線で強調した。 
出典   ⼤正三年   桜島⼤噴⽕写真集   ⿅児島県教育委員会 
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された⼈々 とみなすことは不適切と考えられる。 

 実際は、正確な情報が無い中で、噴⽕の凄惨な様⼦を⾒て、豪⾬に驚き、揺れに驚き、避難⾏動を開始
したと考えられる。次の⼤噴⽕の際にも、同様の避難欲求が起きる可能性がある。同じ⾃然現象を⾒て
も、恐怖の感じ⽅は⼈それぞれであり、噴⽕後に⼀刻も早く逃げたい⼈も現れると考えられる。⽐較的
冷静である⼈々も、恐怖を強く感じた⼈の擁護のために、⼀緒に避難⾏動を起こさざるを得ない場合も
多いと考えられる。 

 
 



㈱ホウセイ・技研 三田和朗
技術士（総合技術監理 応用理学）

鹿児島大学地域防災教育研究センター ＷＧ３※主査

※「大規模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」

大規模噴火時における交通被害に関するワーキンググループ

防災ワークショップⅡ 「大規模火山噴火に備える地域防災」

日時：2018年3月3日 10：００～16:30
鹿児島大学地域防災研究センター

桜島から全方向に多量降灰（軽石・灰）の可能性あり
２０１６年の気象条件での降下方向 解析と資料提供 気象研究所 新堀 ２０１８年

２０１６年の場合は、
２２日がこの範囲

２０１６年の場合は、
２０９日がこの範囲に降る
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平成２９年度の検討モデル
実際に降った大正３年噴火時の軽石・灰の分布を東西逆転したモデル

気象庁ホームページ
５cmで「通行不能」

普通自動車（二輪駆動）
通行不可

特殊車両（履帯装着）は、
走行可

四輪駆動車は、
走行できる可能性あり

桜島大噴火が起きた場合のシナリオ例

（無対策の場合）

① 火山灰・地震による影響で停電発生の可能性

② 停電で水道ストップ

③ ３０～５０㎝以上の軽石が道路に降り積もり、車両走行不能
・消防車は火災が発生しても出動できない
・自衛隊が救援にくることも困難
・緊急救援・復旧作業が実施困難

④ 鹿児島市に多量の軽石が降ると、

万人単位の死者がでる可能性がある。

鹿児島市は、対策を検討中
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桜島の大噴火は前兆現象が顕著

噴火 数カ月前 約１．５カ月前～ 噴火２日前 噴火前日

大正噴火
１９１４年

・井戸水の変化
（西桜島）

・桜島の井戸変化
持木地区 高免地区

・井戸と温泉の変化
（１２月下旬）
西田・武・新照院・加治木他

・桜島全島で有感地震
・桜島山頂で火柱（３分）
・地鳴り
・桜島住民の自主避難

・鹿児島市で有感地震８２回
・午後に至ってはものすごい山なり

・青み（白）を帯びた煙や黒煙
・桜島火山の斜面崩壊頻発

安永噴火
１７７９年

・１５日前から地震頻発し
続ける
（桜島大正噴火誌 鹿児島県
１９２７年）

地震継続 ・地震頻発
・海水変色
・井戸水の沸騰

・２０１５年８月１５日のレベル４ マグマ量 ２００万㎥
・桜島の大正噴火 マグマ量 １５．８億㎥

事前対策可能

ソフト対策
関係機関との具体策
市民への広報

ハード・事前対策
噴火日の気象条件を予測
道路啓開用重機の事前配置
事前避難・家庭の災害準備

噴火直前の処置
広域通行止め
危険地域避難完了

平常
（現在）

突発的に起きる地震・津波
災害と異なる。

主要準備

①道路啓開・復旧マニュアル整備

②道路啓開困難地域への支援計画

③広域通行止め手法の検討

④錦江湾への土砂投棄の法的課題
と港湾関係者や漁業関係者など利
益関係者等との調製

⑤公共交通機関の早期回復法
一方通行→全面回復

⑥降灰パターンごとの対策作成

⑦住民理解の手段検討
a 噴火時の恐怖緩和
b噴火対策の理解
（広域通行止めに対する理解）

c 自宅避難の仕方

事前準備
現在～噴火１年前

準備・直前準備
数カ月間 五者協議でスタート

道路啓開
噴火後72時間で緊急輸送道路確保

道路復旧
物流・人流の早期回復を実施

（主要幹線道路）

（仮称）軽石道路啓開・復旧法の概要（暫定版）

交通対策の基本概念（ＷＧ３試案） 噴火前に準備！

道路不通地域へは、
不整地運搬車などで

救援物資運搬

事前準備

４０時間

道路啓開作業

道路復旧

市街地清掃まで
５０００万㎥

一日あたり５．５万台

３カ月以内

スーパー コンビニの
物流網回復

１㎞以内で徒歩で必
需品購入可能
（弱者支援対策必要）

崩
壊

洪
水

土
石
流
対
策

軽石仮置き場所例

最終準備
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道路啓開ＷＧ３試案

図の範囲の道路延長
幹線道路 ８９㎞
生活幹線道路 １３５㎞
医療・復旧基幹道路 ９㎞
軽石搬出道路 １８㎞

４０時間で約２５０㎞の道路の軽石を除去

１班で平均５００ｍを啓開 → １０００班必要

１班で平均１０００ｍを啓開 → ５００班必要

◆噴火前に道路に配備
人員 ３交替
燃料 作業地点に配置（ドラム缶）
食住 作業地点付近に確保

◆道路啓開困難地域への支援計画必要

道路啓開 道路の軽石除去のみ（基本）
◆物流車両・復旧車両・通勤通学用のバス走行路を確保

◆55万（㎥/日）の軽石搬出路を確保（広い道路が必要）

広い道路の例 広い道路の例

狭い道路の例

検討課題
①車両走行実験
②重機の作業性確認実験
③各道路地点に適合する計画
④全国の機関との連携
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理由

１、この道路を通って被災地に救援部隊を送れない。

（自衛隊でさえ）

２、道路の軽石を除去できない。

３、道路復旧・水道や電気の復旧が進まない。

４、救援物資・生活物資を輸送できない。

課題

１、住民の合意

２、実施法を各機関で調整（平時の現段階で検討必要）

広域通行止め
道路に放置車両が無いことが絶対条件

理由

①復旧まで約３カ月間（仮の日数）も、

通勤・通学も出来ない状態を回避する。

②道路啓開後 バス・物流車両 を走らす。
一般車両の通行は、早期復旧の支障ともなる。

通行可能車両 物流関係車両 災害復旧車両 緊急車両など

メリット

①生活必需品を、スーパーやコンビニ店から購入できる。

②企業活動や学校など早期に再開し、都市機能を復活させる。

課題

①降灰地域全域への対応 ③バスが通れるまで日数が必要な地域への対処

②要支援者などへの対応 ④道路網は徐々に回復するので、それに見合った自家用車の利用法検討

バスを４日目から運行する（ＷＧ試案）

被災地（鹿児島）の回復を早める
部分的な企業活動可能
学校にも行ける！
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具体的な準備の開始

・法的な手続きの準備
海洋投棄
漁協・船舶
港湾関係者と合意形成

・住民対策
事前避難・噴火時の心理
孤立地域の支援

・道路啓開・復旧
マニュアル整備

・現場実験
車両走行実験等
重機使用実験

軽石処分地の検討中課題軽石処分場所の検討案

市街地で仮処分可能な敷地
グラウンド 公園 空地

終処分
場所候補
水深１００～２００ｍ

港湾区域に仮置き
利点：スピーディー
難点：台風時などの越波 軽石流出

港湾区域に仮置き
利点：台風時の危険小

４６００万㎥ 仮処分可能
難点：市街地中心部からやや遠い

関係者との協議
早くても２～３年必要
港湾・航路・漁協・その他
環境影響調査
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現在の大噴火時の火山防災計画は、桜島以外の場
所ではほとんど使えない。
理由

通信網・道路・電気が使用可能な設定は、不適

対策

通信網寸断・停電・早期の道路走行不可

空港施設使用不可・ヘリコプター使用不可

機能する計画の立案が重要

大噴火防災計画の重要事項

でも

 交通ＷＧでは、基本的な解決法が見えてきました。一方、実務分野における被害軽減対
策は、国内外に前例が無いため、今後非常に多くの課題を乗り越える必要があります。

◆今後早急に必要なこと（桜島以外の広域的な地域も含めた対策）

国・県・市町村・関係各機関が実施に向けた

検討と連携・早期の が重要

おわりに
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用語の説明 
 
本レポートで使用する火山と防災関係の基礎的な用語について解説する。 
 
１、 降下火砕物 
 大噴火では、地下から上がってきたマグマが爆発の勢いで粉々に砕かれ、火砕物となります。火砕物に
は、次のものがあります。 
  ・火山灰 直径 2 ㎜以下のもの 
  ・火山礫 直径 2～64 ㎜のもの 
     桜島の大噴火で火山礫が降る場合は、ほぼ軽石になりますが、桜島の近くや強風の時などは岩

片がふることあります。 
  ・火山岩塊 直径 64 ㎜以上のもので、桜島島内とごく近い地域にしか降りません。 
 
 本レポートでは、降下火砕物を略して「降灰」と記載することがある。軽石と火山灰の両方を含み、大噴
火時には、桜島から半径数 10km 以内の場合は、軽石が主体となり、離れるにしたがって火山灰が多くな
る。また、本レポートでプリニー式噴火終了後に使用する降灰は、文字通り火山灰をさす。 
 
２、火砕流 
 高温のマグマの細かい破片が気体と混合して流れ下る現象のこと。非常に高温のために危険である。火
砕流は、海の上も移動するが、桜島火山ハザードマップでは、桜島の大噴火では桜島近隣海域に留まると
されている。 

 
３、火山雷 
 火山が噴き上げる水蒸気、火山灰、火山岩などの摩擦電気により生じる雷を火山雷と呼ぶ。桜島の場合
は、通常の噴火でも、噴煙の周囲に雷が発生しているが、大噴火では、その雷が非常に多くなる。 
 
４、噴煙柱 
 噴煙の柱の事である。噴煙柱の最下部は、ガスの推進圧力で上昇し、その後対流しながら噴煙は上昇す
る。対流圏の最上部付近では、噴煙が上昇できないために傘の様に横に広がるため、傘と呼ばれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 M.MAKIの部屋 

傘 

噴
煙
柱 

傘 
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５、プリニー式噴火 
 桜島の通常の噴火は、ブルカノ式噴火と呼ばれる噴火である。プリニー式噴火は、桁違いに噴火規模が
大きく、桜島の場合では、噴煙の高さ 15～20 ㎞で、大正噴火の場合は 30 時間前後は軽石が降り積もった
とみられる。火山灰も放出されるが、その多くは桜島から遠く離れた地域にも堆積する。火砕流や溶岩流
出などを伴う。ただし、風が弱いと、火山灰も桜島周辺に多量降り積もる。 
 
 
６、軽石道路啓開 
 本レポートでは、「道路から降下火砕物（軽石や火山灰）を取り除き、車両が走れるようにすること」と
した。このため、緊急道路網の回復や道路復旧のための搬出路を含め、幅広く掃除して道路を通れるよう
にする処置を含む。ただし、道路に降り積もった降下火砕物を基本的には道路横に移動させるのみである。 
 参考までに国土交通省で使用している道路啓開の意味も下記に示す。 
「道路啓開とは 緊急車両等の通行のため、早急に最低限の瓦礫処理を行い、簡易な段差修正等により救援ルー
トを開けることをいう。 大規模災害では、応急復旧を実施する前に救援ルートを確保する道路啓開が必要であ
る。」 
 
 
７、行動時間計画 
 「タイムライン」という言葉が災害復旧の計画分野で使用される。意味は、『災害の発生を前提に、防災
関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共有した上で、「いつ」、「誰が」、「何をするか」に
着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画です。』となる。 

 「タイムライン」という言葉が国民には定着しておらず、「行動時間計画」という名称を用いることで、
初めての人も意味がわかる様に、本レポートは、行動時間計画とした。 
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