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4 大隅半島の道路啓開と復旧の考察 
 
4.1 道路啓開と復旧時の課題 
 大隅半島における道路啓開と復旧の主な課題について記載する。 
【道路啓開と復旧の主な課題】 
課題① 降下火砕物（軽石と火山灰）が、5 日間以上降り積もり、昼間でも闇夜の様に暗いため視程を

確保できず、多量の降下火砕物が降る間は軽石除去作業に困難を伴う。 
課題② 路上に放置車両があると、車両撤去に時間がかかり道路啓開に大幅な日数を要する。 
課題③ ⻑期停電による携帯電話の基地局機能喪失で、道路啓開や道路復旧作業時の通信手段を確保で

きない可能性が高い。 
課題④ 道路啓開作業は、降灰中の作業となることが考えられ、十分な検討と対策が必要である。 
課題⑤ 道路の走行性が低下する。 
課題⑥ 背後に一定規模以上の集水域を持つ渓流では、作業中に 10 ㎜余りの降雨があると、大規模な

土石流が発生し、道路啓開作業が危険となる。急斜面の下では降雨が無くても崩落が発生する。 
課題⑦ 道路啓開作業にあたる機材のエアフィルターが火山灰で詰まる可能性が高い。 
課題⑧ 道路と河川の標高差が少ない路線では河川に土砂が埋没し、洪水後に道路に土砂が溢れると考

えられる。堤防より低い道路や橋桁下の空間が小さい道路では閉塞する可能性があり、また、
道路に被害が及ぶため、道路復旧段階で河川の洪水対策も必要となる。 

課題⑨ 道路復旧と同時に、周辺の住宅や圃場などあらゆる箇所からの降下火砕物除去が必要となる。
この膨大な量の降下火砕物（主に軽石）の廃棄場所が必要である。 

 これらの事項について、WG では下記の対処案を検討した。今後の本格的な検討開始のための初期参
考資料として記載したものである。 
4.1.1 降下火砕物が降っている時の視程 
  大正噴火時の記録（郡被害始末誌 pp.160〜161）によると、多量の降下火砕物が堆積した高隅村・百引

村・牛根村・垂水村では、最初は軽石が降り（垂水村を除く）、翌日からしだいに砂状になり、5 日目
ぐらいから火山灰に変化したしている。どの程度の視界があったかは当時の記録からは不明である。

図-4.1 視程と降灰量 
    大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ 平成 30 年 12 月 7 日版 ※１ 
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参考になる資料として、桜島の安永噴火では、噴火後の７日間は、「冥々茫々として空も大変暗かっ
た」〔櫻島燃記 瀬川口語訳 1997 p.46〕と記載され、避難者への食糧提供が６日目から始まっている。 

降灰量と視程の関係については、blake et al(2018)の資料を図-4.1 に引用した。この資料によると、
１㎡当たり１時間に 3,000 グラムの降灰量があると視程は 2ｍ程度となる。視程と車両の走行速度の
関係について、武知・他（2015）は、視程が 100ｍ程度未満では、平均速度が 20〜30 ㎞/時まで速度
が低下するとしている。また、竹内（1980）は、吹雪時の調査から視程が 50ｍ以下で低速運転や渋停
滞が始まり、視程が 30ｍを下回ると交通は止まるとしている。この結果を踏まえ、内閣府の大規模噴
火時の広域降灰対策検討ワーキンググループでは、表-4.1 の関係を想定している。この想定では、視
程が 30ｍ以下の状態では通行不能となる。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 実際の降灰中の記録では、降灰厚さ 2 ㎝前後以上で道路は視界不良となり、1.3 ㎝の降灰量があった
セントへレンズの噴火（1980）では、48 時間あらゆる種類の交通が麻痺し、自動車のエンジン故障が発
生したと報告されている。もっと少ない降灰量では、0.2 ㎝の降灰で視界が一次 5ｍまで低下し（雲仙岳 

1991）、0.1～0.2 ㎝の降灰でも一時視界 3ｍでノロノロ運転となり、対向車が巻き上げる火山灰で視界

を遮られ４歳児をはねる事故が発生している。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

降下火砕物が盛んに降る５日間程度は、数 m 以下の視程しか確保できない状態になる可能性があり、
道路啓開作業そのものが危険になる可能性がある。仮に作業を行う場合も、数ｍ先の状態が解らないの
で、作業の安全を確認するために進捗が極めて遅い作業となることを考慮しなければならない。ただし、
噴煙の傘の中央部では多量の降下火砕物があるが、周辺部では傘の下から離れるに従い降下火砕物の量

視距（視認距離） 車両走行の可能性 

〜30ｍ 
通行不能  
（〜15ｍ）走行は極めて困難  
（15〜30ｍ）走行は困難で危険性が非常に高い 

30〜60ｍ 走行速度 10 ㎞/時 
走行はかろうじて可能だが危険性が高い 

60〜125ｍ 走行速度 30 ㎞/時 
減速、徐行による走行が可能 

125ｍ〜 通常の走行が可能 

表-4.1 視程と降灰量 
    大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ 平成 30 年 12 月 7 日版 

 400g/㎡            1000g/㎡             3836ｇ/㎡ 
図-4.1 １㎡あたりの火山灰量 

左の写真 土岐・井村（2016）井村（2018） 
中央の写真 気象庁（2018） 
右の写真 防災科学技術研究所、噴火予知連絡会資料（2018） 
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が減少する。また、風向きによっては、５日間のうち明るい日があることも予想されるが、大隅半島に
多量の降下火砕物が降る場合は、安定した偏⻄風がある時期（10 月から４月）が多いと考えられるので、
明るい日があることをあまり期待できない。ちなみに、安永噴火の場合は、垂水市付近の場合、噴火後
４日目で、「噴火が少し止みがちになっているが、頭を差し出すことが出来ないほどであった。」と記録
されている。なお、５日間を経過しても噴煙が覆った地域では、昼間でも真っ暗になる（大正噴火では
鹿児島市内側に多量の降灰は無かったが、噴火５日後の１月１７日には、鹿児島市は降灰のために闇夜
の様に暗くなっている（大正三年桜島噴火探検二十五周年追憶記 内田ほか 諸岡存 p.8 ）。 
この状態での道路啓開作業は、現時点では、「降灰が収まり作業環境が整うまで待機する」ことも一つの
選択である。当然ながら、その間、食料や水の運搬は困難なので、地域住⺠にもその準備が必要となる。
ただし、多量の火山灰が降る最中の視程については、桜島で多量の火山灰が降る最中でも、数 10ｍの視
程があり、低速ながら自動車の走行が可能であった複数の体験談があり、今後の研究が必要である。 
4.1.2 AI を利用した重機の稼働 

現在は、まだ技術的な課題があるが、近い将来は自動運転の重
機で道路啓開作業を実施することが考えられる。GPS を頼りに、
降下火砕物が降る最中に、モーターグレーダーで道路上の降灰除
去作業ができれば、道路啓開を早期に完了できる。１ｍもの厚さ
で降下火砕物が積もると、モーターグレーダーの使用は難しくな
り、ダンプカーも走行できない可能性があり、道路啓開に多くの
時間が必要になると見込まれるが、この手法だと多量降灰終了時
には、道路を使用出来るので緊急車両や復旧のためのダンプカー
が直ちに走行可能である。放置車両を根絶可能な高速道路（東九
州自動車道・大隅縦貫道）では、特に有効である可能性がある。 

視程が無いと同時に、多量の軽石が降る影響でもし GPS の電
波障害が出るようであれば、事前に道路位置情報を掲載した AI
が運転する作業車両の開発も考えられる。AI 化が間に合わない場合は、可視光で位置情報が得られない
時でも、車両を運転ないしリモートコントロールする技術を研究・開発する方向性も考えられる。 

なお、降下火砕物が降る最中の視程に関する記録は、大正噴火の記録には無いが、安永噴火２日後の
垂水の様子として次の記述がある（櫻島燃記 p.45）。「昼間の明るさは大体、一日ころの夕月夜のようで、
（例えば）暗い鞍馬山も超えてゆくことが出来るほどであった。」この状態であれば、日中でも暗い夜の
状態であるが、作業が可能な状態も考えられない訳では無い。資料により、噴火中の視程は相当異なる
ので、今後の研究が必要である。  
4.1.3 放置車両 

災害時の避難手段とし自家用車が使用される場合が多いが、基本的に大噴火の直前と噴火直後では自
家用車の使用を禁止する必要があると考えられる。それは徹底的に周知され、道路の検問などで監視さ
れる必要があろう。その理由は、降下火砕物に埋もれた車両の撤去が、雪に埋もれた車両の何倍もの撤
去労力と時間を必要とするためである。図-4.3 に示した状態（80 ㎝の埋没を想定）になると、車両の掘
り出しは、雪の場合より遥かに困難である。軽石の場合は、掘った地点に再び軽石が崩れてくるため、
車両が埋もれている周囲の軽石も広範囲に除去する必要がある。仮に、埋没車両の周囲にある軽石を除
去できた場合でも、その前後の道路も清掃し、埋没車両を移動しなければ道路を走行できない。道路上

図-4.2 モーターグレーダー 
引用：国土交通省 富士山噴火に備え
た防災訓練の実施（2014） 
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の埋没車両が撤去されなければ、道路啓開の際に、重機の走行や稼働を難しくし、その後の道路復旧段
階でもダンプカーの走路を阻害する。 

自家用車両での避難要求は、次の理由で発生すると考えられる。 
① 噴火がまだ差し迫っていない段階での避難（噴火 3〜10 日前） 

この段階における自家用車を使用した避難は推奨される必要があろう。多量の降下火砕物が堆積
する範囲から住⺠が事前に避難することは、避難に十分な脱出時間がある限り有効である。 

② 噴火直前の避難（噴火 24 時間以内） 
数日以上前の段階で、噴火を時間単位で予知することは困難と考えられるので、現実的には、噴
火直前の意味は極めて曖昧で概念的なものである。報道で噴火が差し迫っている状況が報道され
ると、それまでは避難する予定が無かった人々にも、避難欲求が起こり高まる。ところが、直前
のこの段階で避難車両が主要道に集中すると都市部（鹿児島市など）では大渋滞を起こしかねな
い。大渋滞が起きると、噴火後にそれらの車両が図-4.3 の様に降下火砕物に埋もれてしまい、道
路啓開にも道路復旧にも大きな障害となる。同時に、避難途中に車両が埋没してしまった人々に
生命の危機も迫ることとなる。 

③ 噴火直後の避難（噴火後 30 分間程度） 
噴火までは、自宅避難を決意していた人々も、見たこともない巨大な噴煙柱や火山雷の大きな音
を聞いて、急に遠方へ避難する方針に変える人々が出てくると見込まれる。この段階では、軽石
はまだ多くは堆積していないので、道路はまだ走行可能な状態である。噴火の凄まじい様子に生
命への危機を感じ、自己防衛の観点から走行が禁止されている自動車で避難を始めれば、その欲
求は極めて強いもので、静止には多くの困難が伴うと見込まれる。 

 このように、事前に周知していても、噴火直前直後に避難を試みる人も出てくると考えられるので、
平常時にその対策を検討し周知することが必要である。ただし具体的な実施方法については、主要幹線
道路では必ず禁止するとしても、どの道路まで規制するか、どの時点で規制するか、周知と監視をどの
様に行うか、事前に検討しなければならない課題は山積している。 
4.1.4 通信手段喪失 
 固定電話回線は、大噴火後に大地震が起きた場合は、不通になる回線が多いと考えられる。これは、
噴火に伴う地震による電話線の切断などの他に、大地震後に必ず発生する停電によるものである。停電
後には、コンセントから商用電源を使用する現在の一般的な電話機や IP 電話は使用できず、利用でき
るのは電話機から電話線のみが出ている電話機に限られる。それも、電話基地局が稼働できる日数に限

図-4.3 降下火砕物（軽石や火山灰）が 80 ㎝程度堆積場合の想定図 

降り積もった軽石と火山灰のイメージ 
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られる。災害時の連絡手段として便利な、携帯電話は、図-4.4 に示した様に東日本大震災の経験から、
被災する箇所が指摘されている。一方、 桜島の大噴火の場合は、さらに次の事態が予想される。 

① 被災箇所の復旧に車両で行くことが困難である。 
② 災害が⻑期間となるため基地局の蓄電池容量が枯渇し、エンジン発動機による無停電化基地局も

燃料が枯渇するため停止する。 
③ 災害時を想定した移動基地局も移動電源車も走行できるか不明である。プリニー式の大噴火最盛

期は大正噴火では 30 時間程度とみられるが、その後連続噴火があり、大隅半島の多量降灰地域で
は５日間以上は、降灰で視程不良のため、車両走行は困難である可能性が高い（冬場）。 

この様な理由で、大噴火後に、携帯電話の基地局が機能を喪失し、道路啓開作業中の重機乗員と指揮
者が携帯電話で情報を交換することが出来ない事態が想定される。 

携帯電話各社は、災害時を考慮して、代替電源としてのバッテリーや自家発電設備を基地局に備えて
いるが、鹿児島県内でも概ね全国的な基準で設置されている模様である。このため、停電が一週間以上
も続く桜島周辺地域のシビアなケースでは、それらの代替電源もストップすると考えられる。対策とし
ては、桜島周辺地域の携帯電話基地局では、代替電源を強化する必要があろう。多量降灰後は、携帯電
話基地局の自家発電設備に燃料を供給することも厳しい状況になるため、燃料タンクの容量を増やすな
ど地域の特性にあった設備が必要である。全国的な災害時のマニュアルを、桜島周辺の多量の降下火砕
物が堆積する地域にそのまま導入することは避けなければならない。 

一方、大規模災害には、指揮命令系統も混乱しやすく、十分な情報のやり取りが出来ないことも一般
的なので、あらかじめ情報が少ない中で作業することを念頭に道路啓開の計画を作成する必要性がある。
この場合、作業着手前の段階で、全体的な作業内容と情報が得られない場合の対処法を、道路啓開の指
揮に当たる機関と作業者が共有しておく必要がある。情報が得られない場合は、現場の作業班が自律的
に作業を進める方法などが事前に決定されていることが重要と考えらえる。 
4.1.5 人員や物資の確保 
  道路啓開作業に必要な機材や人員の確保も、重要事項である。たとえば、道路啓開に便利と考えら

図-4.4 東日本大震災における携帯電話ネットワークの被災箇所 情報通信白書 平成 23 年度版 



40 
 

えるホイールローダーの場合は、⺠間工場が
所有していることが多いので、工場で生産活
動に従事している機材を、大隅半島の現場に
投入することに企業の了承が得られるか課
題がある。近傍での調達に重機の数が不足
し、遠方からの搬入となれば、大型トレーラ
ーが南九州にはそれほど多くは無いので、重
機の運搬方法も検討課題である。 

  それらが解決できたとしても、大噴火後
は、道路通行がままならない状況では、重機
の燃料確保や作業者の食事や休息場所にも
事欠く。また、重機が故障しても修理専業者
が修理することは、道路走行が難しい状況で
は期待できない。道路網が機能しない状態で
は、重機の修理や機材のメンテナンス部品ま
で事前に検討する必要がある。このように、
一般的な道路啓開手法は通用しないので、平
時の現段階で、あらかじめ種々の困難な事態
を想定して、対策を講じる必要がある。 

4.1.6 道路の走行性低下 
  道路に堆積した降灰と車両の走行性の関係について内閣府の WG が検討した図-4.5 を引用し、鹿児

島市が実施した四輪駆動車の結果を赤の破線で加筆した。この図の特徴は、降灰の厚さと走行速度の
関係を示している点に特徴がある。有珠山の事例が図の作成根拠としても記載され、有珠山の事例も
参考に安全側の配慮を行ったものとみられる。有珠山の火山灰は、粘土鉱物（膨張性の粘土鉱物であ
るモンモリロナイト）を含んでいる（小坂 1981）ため、桜島の様にほとんど粘土鉱物を含まない火
山灰より車両の走行性が低下する。特に雨が降ったあとは、すべり易くなるため著しく走行性は低下
する。図-4.6 の右側の御嶽山とみられる写真は、火山灰が雨水を吸って泥濘化した例である。御岳山
の噴火後、捜索に当た
った自衛隊員は降雨後
に泥濘化した後は捜索
が 非 常 に 困 難 に な っ
た。御岳山の火山灰も、
膨張性の粘土（モンモ
リロナイト）や石膏な
どを含んでおり、それ
を含まない桜島の火山
灰とは状況が異なる。 

鹿児島市は、2018 年
7 月に桜島で大掛かり
な車両の走行実験を行

図-4.6 湿潤状態の火山灰 
大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ 
平成 30 年 12 月版 

 

図-4.5 降灰の厚さと車両走行速度 
大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググ
ループ 平成 30 年 12 月版に一部加筆 

桜島の場合 
四輪駆動車は低速走行可能 
（晴天時 ほぼ平坦地の場合） 
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った。目的は、桜島火山から噴出された軽石や火山灰を使用して車両の走行性を確認することであっ
た。その時点では、気象庁のホームページでは 10 ㎝以上の降灰で車両走行不可と記載していた。鹿児

島市に降る可能性がある30～100㎝を超える軽石などについて、走行性に関する資料が無かったため、

鹿児島市が実施したものである。実験の結果、図-4.8 に示した様に厚さ 1ｍの軽石の上でも、厚さ 30

㎝の桜島の火山灰の上でも四輪駆動車は走行可能であった。一方、二輪駆動車は 30 ㎝の軽石や火山

灰の上を走行することは困難であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一方、3日間に亘る大規模な実験であったが、下記の点を検証するまでには至っていない。 

① 大正噴火の火山灰は実験に使用した現在の桜島の火山灰より一桁程度細粒であるため、降雨後に

は滑りやすくなると考えられる。 

② 坂道や雨が降った後のカーブなど、シビアな条件での走行性は不明である。 

③ 大正噴火の火山灰は「セメント質で凝結する」性質があったが、それらに降雨があった状態での

走行性は不明である。 

 降雨後の状態を推測する写真として図-4.6（左の写真）を示した。新燃岳の火山灰は比較的粗粒で、

降雨後に想定された土石流はごく一部で発生したのみであったが、降雨後の状態はスリップしやすい状

態と見られる。特に、急な坂道などではスタックする可能性が指摘されるが、現状ではどの程度まで走

図-4.8 車両走行実験状況 
 二輪駆動車はスタックし走行不可 四輪駆動車は厚さ１ｍの軽石でも走行可 

走行実験 参加者・機関 

図-4.7 走行実験参加者・機関と開会式 
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行可能でどの状態で走行が不可となるか予測しがたい。一方、降雨が無い初期段階では図-4.9 に示した

様に、車両走行で火山灰が巻き上げられ、走行に支障がある場合が考えられるが、大正噴火の火山灰は

セメント質で凝結するとの記録もあるので、図-4.9 と同じような状態が長期間発生するかは不明であ

る。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.7 道路啓開作業中の土石流発生 
 多量の降下火砕物が斜面に堆積した地域では、道路啓開の作業中に、少量の雨で降下火砕物を主体と
した土石流が流下すると考えられる。噴火後の早い段階から特に１年程度の期間は、少ない雨量でも渓
流から軽石や土砂・岩石・流木が流出すると考えられる。さらに、降下火砕物の崩壊で天然ダムが形成
され決壊した記述もある。特に、図-3.4(再掲載)に示した国道 220 号では、道路啓開作業中に降雨があ
ると、作業員や重機が土石流に巻き込まれ、重大被害を受ける可能性がある。この路線は、重要路線（第
一次緊急輸送道路）であり道路啓開を急がなくてはならない反面、道路啓開を急ぐことが出来ない気象
条件もある。ちなみに、大正噴火後は、この路線の復旧を噴火した年には諦めている。復旧しても水泡
に帰すためである。 
 国道 220 号の牛根地区ほどでは無くとも、道路と渓流が交差する箇所では、その地点の地形と降下火
砕物の量に支配された土石流が起きるので、道路警戒作業中の安全確保も重要である。 

図-4.9 火山灰の巻き上げ 
大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ 
平成 30 年 12 月版 

図-3.4（再掲載） 国道 220 号 牛根地区 
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道路啓開の作業中に降雨があり、発生する土石流に巻き込まれる可能性がある場合は、作業を中断す
るしかない。どの程度の降雨量で土石流が発生するか事前には解らないので、初期段階では厳しい状況
を警戒避難の雨量に定めざるを得ない。新燃岳（2011 年）の噴火の事例では、初期段階では 4 ㎜（２月
10 日）であり、土石流が発生しない状況を見て 10 ㎜（3 月 1 日）、15 ㎜ないし 20 ㎜と引き上げられ
た。 
4.1.8 道路啓開作業にあたる機材のエアフィルター確保 

降灰と自動車のエアフィルターの関係について、独立行政法人防災科学技術研究所は、「降灰への備
え 事前の準備、事後の対応（2007 年）」の中で、次のように記載している。「エアフィルターは、頻繁
に交換しましょう（火山灰が多い時には 80 キロから 160 キロごと、火山灰が少ない時は 800 キロから
1600 キロごと）」。この表現には、火山灰が多い時と少ない時の具体的な数値は記載されていないため定
性的に把握する資料となる。さらに、火山灰の粒径が、桜島の大正噴火では通常の噴火の場合より一桁
細粒である点と、セメント質で凝結する性質があったことに留意が必要である。大正噴火と同じ火山灰
とフィルターの関係は不明なので安全側の配慮を行うしかない。すなわち、複数個のエアフィルターを
準備し、詰まってきたら交換し、あるいはエアーブラシなどで掃除や洗浄などを行う方法が考えられる。 
4.1.9 河川氾濫による道路閉塞 
 道路と河川の標高差が少ない路線では河川に土砂が堆積し、洪水後に道路に土砂が溢れると考えられ
る。堤防より低い道路や、橋桁下の空間が小さい橋梁地点では流木や土砂で閉塞する可能性がある。こ
のため、道路復旧段階で、河川の堆積土砂除去などの洪水対策も必要となる。大正噴火後は、記録〔下
川（1991）〕に記載されているだけで、下記の河川で洪水が発生している。 
  ・肝属川 1914 年２月 
  ・串良川 1915 年 6 月 1917 年 6 月 1918 年 6 月 1920 年 6 月 
  ・持留川 1917 年 6 月  
  ・菱田川 1917 年 6 月 
  ・本城川 1917 年 6 月 
  ・市来川 1917 年 6 月 
 肝属川では噴火した年の２月と早い段階で洪水が発生しているが、その他の河川での洪水発生は翌年
以降である。降雨が多い６月に洪水が起きた河川が多く、1917 年 6 月〔月間の最大日雨量は 306 ㎜（鹿
児島市）〕に 5 河川で洪水が発生している。記録には無いが、他の小河川でも洪水が発生した可能性が
考えられる。 
 当時は、重機が無かったので、河川に堆積した土砂を撤去することは容易では無かったと考えられる。
現在、河川改修が当時より進んでいるので、洪水の被害は当時より少なくなる可能性があるが、河川に
堆積した土砂を除去し、河床をコントロールする準備を検討する必要がある。 
4.1.10 降下火砕物（主に軽石）の廃棄場所 

道路復旧と同時に、周辺の住宅や圃場などあらゆる箇所からの降下火砕物除去が必要となる。この膨
大な量の降下火砕物（主に軽石）の廃棄場所が必要である。提言３の補足説明で述べたように、膨大な
量の処分場所が決まらないと、具体的な復旧計画を作成出来ない。早期に、降下軽石の処分場所を決め
て、復旧の計画を具体的なものにする必要がある。 
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