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まえがき

本レポートは、平成 30 年度に検討した多量の降下火砕物（軽石や火山灰）が、鹿児島市街地に堆積した
場合に続き、大噴火後に最も降下火砕物が降る可能性が高い大隅半島の交通対策について検討したもの
である。交通の回復を図るためには、技術的な面のみではなく、諸制度や法律がネックとなることもワ
ーキンググループの委員会で指摘された。そのため、大噴火対策として交通回復に必要な事項を、提言
の形でとりまとめることとした。補足資料と合わせて、防災検討のための有効な資料となることを願う
次第である。

大正噴火の記録を調査する過程で解った最大の事項は、大正噴火を記録した図書の多くが実際には噴
煙被害を受けなかった鹿児島市側の視点で描かれていた事である。このために大隅半島で起きた被害の
実態が埋もれてしまい、他の主要火山で行われている火山の減災対策が、現在でも大隅半島側でほとん
ど実施されていない事実である。大隅半島側の被害は、「桜島爆発肝属郡被害始末誌 鹿児島県肝属郡役所
（1915）」によると、23 名の死者行方不明者が記録されている。爆発やその後の暴風雨被害で失われた家
が 702 ⼾（推定約 4,200 人）にのぼる。それだけにとどまらず、この地域を繰り返し襲う土石流、食糧
難、社会インフラの喪失（道路不通や復旧困難）などで、多くの人々が艱難辛苦に陥った事実が記載さ
れているが、これらの情報は有効活用されることは無かった。

本ワーキンググループの昨年度のレポート(鹿児島市街地をモデルにした検討)でも記載したが、今日
の社会は、大正噴火当時に無かった文明の利器を使用できることが、生命維持や暮らしの必須条件とな
っている。それは、電気であり、道路、水道、情報通信網である。これらの社会インフラは、噴火後に
は一時的に寸断する可能性が高い。問題なのは、その喪失期間である。噴煙が覆う大隅半島では、噴火
後５日間以上は本格的な復旧作業が困難と考えられる。降灰中は、視程が数 m しかない可能性が指摘さ
れており、その場合は、道路啓開作業や復旧作業は、現在の技術力では実施がなかなか困難である。

さらに、錦江湾沿いのカルデラ壁に堆積した軽石は、土石流となって繰り返し集落と道路を襲う。垂
水市牛根地区の場合は、その回数が１年間に６回にも及ぶ。大噴火後のこの地区は、世界で最も土石流
が繰り返し発生する危険な地区となろう。土石流や洪水は噴火後少なくとも１〜10 年は断続している
が、記録が無いものまで含めると、大隅半島の各地で大小の土石流や洪水が頻発したと推定される。

本ワーキングのレポートは、「災害対策は拙速を旨とせよ」の視点で「暫定レポート」として公開する。
これは、早期に対策が実施されることを願って出来るだけ早く公開する点と、本レポートより優れた知
見や復旧法が将来必ず見出されるであろうから、とりあえず現時点の参考情報として活用して頂きたい
との視点からである。今後完成度を高めたレポートを作成する予定は今のところ無い。その検討を、行
政サイドが引き継いでくれることを期待している。

本研究は、鹿児島大学地震火山地域防災センターの「大規模噴火にレジリエントな社会の実現に向け
た防災・減災の取り組み専門部会」の活動の一部である。ワーキンググループの具体的な検討は、⺠間
の技術士を主体とした委員のボランティア活動と、垂水市などの行政機関のオブザーバー参加で平成 30
年 6 月から１年間行われた。検討に参加した WG 委員とアドバイスを頂いた京都大学火山観測所およ
び各オブザーバー、シミュレーションを行い資料を御提供下さった気象研究所、ならびに鹿児島大学関
係者に厚く御礼を申し上げ、ここに暫定レポートを報告するものである。
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1 提言

大噴火後の交通被害を低減するために提言する。交通被害軽減のためには、交通以外の取り組みも不
可欠であり、その事項を総括提言とし、大隅半島の交通に関する提言と区分した（ただし、交通に直結
しない事項は省略した）。防災関係者の検討資料の一助となれば幸甚である。なお、提言だけでは解り難
い部分が多いため、提言の補足資料を添付資料に記載した。

総括提言

提言１ 桜島は現在 100 年余りの間隔で、大噴火を繰り返しているので、必ず噴火する前提で、次の噴
火に対する備えを行うことが重要である。

次の大噴火があることを前提に、住居地域区分設定を行い、災害時に必要となる諸設備を平常時から
準備し、⻑期的視点にたって火⼭災害の影響が少ない⼟地利⽤区分に移行する必要がある。

提言２ 桜島の大噴火被害が、数年間に亘って大隅半島に継続的な被害をもたらしたことを県⺠に周知
する必要がある。

桜島の大正噴火で噴煙の風下にあたる大隅半島の被害は甚大であった。大隅半島で少なくとも 23 名
が犠牲となり、同年 11 月までに 702 ⼾の住宅が倒壊や埋没ないし亡失するなど、甚大な被害があった
事実がこれまで知られていない。このことが、大隅半島の桜島大噴火対策が進んでいない一因になって
いると考えられる。

提言 3 鹿児島県全域に甚大な被害を及ぼす桜島大噴火に対し、減災の取り組みが不十分である。行政
機関の実践的な対応部署を明確にし、減災と救援・復興の検討を早急に開始する必要がある。

大噴火後は、停電・交通被害・農林水産業の被害・⼟石流・洪水などが発生するため、離島を除く鹿
児島県全域で、ソフトやハード対策を事前に検討整備し大噴火への準備を整える必要がある。

提言 4 桜島の大噴火を想定した特例法を制定する必要がある。
現行法では、噴火前の緊急対策は、地権者の権利や法的制約との調整に時間を要し、間に合わないと

考えられる。事前の大噴火対策と復旧を短時間で実施可能とするため、地域と期間を限定した特例法の
制定が必要である。

提言 5 電気・上下水道・道路・情報網などの社会基盤が高度に整備された近代都市の近郊で大噴火が
起きる例は、世界に事例が無い。このため、未知の災害として大混乱の発生が予想される。したがって、
あらゆる事態を想定した事前防災が必要となる。

豪雨・津波・地震災害については、対処手法がほぼ確立されているが、多量の降下火砕物（軽石や火
⼭灰など）を伴う大噴火対策については、確立されてはいないため早急な検討が必要である。

桜島大噴火の被害を減らすための提言（大隅半島）
交通被害に関するワーキンググループ 
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大隅半島の交通に関する提言 

 
提言 6 扇状地や狭い谷底平野および背後に大きな集水域を持つ海岸平野では、大噴火後に繰り返し⼟
石流や洪水が発生するため、道路は頻繁に不通になる。このため、住⺠の生活圏の保全も含め、砂防対
策や河川対策および道路保全対策が必要である。 
 桜大噴火後は、大正噴火では 30 ㎝以上の降下火砕物が堆積した地域で⼟石流が発生し、場所によっ
ては繰り返し発生した。また、河川では、噴火後に河床が上がり洪水も繰り返し発生した。交通手段の
確保と、住⺠の生活及び産業保全まで含めた砂防対策や洪水対策が必要である。 
 
提言 7 道路・航路・空路は、噴火中ないし、噴煙活動中には利⽤出来ない事態に陥ると考えられる。
また、錦江湾に面した地域では、陸上交通網が⻑期間寸断されるので、発生する孤立地域に対し錦江湾
内の海上交通手段を検討する必要がある。 
 国道 220 号の垂水〜⽜根間は、大噴火後には、半年以上に亘って不通になるか頻繁に不通になると考
えられる。この地域は、繰り返し孤立地域となるため、具体的な支援対策が必要である。 
 
提言 8 桜島の大噴火後は、活発な噴煙活動が⻑期間続くので、道路に降り積もった火⼭灰や堆積物の
除去が⻑期間にわたって必要となる。 
 桜島の噴火活動は勢いを減じながら半年以上続くと考えられる。その間の堆積物の除去と処分場所の
確保および⼟石流が流出した箇所の復旧が必要となる。 
 
提言 9 桜島の大噴火を考慮した大隅半島の砂防計画は、降下火砕物の特性を考慮する必要があり、汎
⽤的な指針に加えて地域特性を考慮した規定が必要である。 
 降下軽石を多量含む⼟石流は、一般的な⼟砂災害の指針とは異なる性質（発生規模・発生頻度・⼟石
流の密度・流下する勾配など）があるため、この地域の特性を反映した指針の早急な制定あるいは、対
策工の実施が望まれる。 
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2 大隅半島の被害
2.1 降下火砕物

大正噴火後に降下火砕物の厚さを
調査した金井（1920）の分布図を図-
2.1 に示す。ここで述べる降下火砕物
は、火山から放出された破片状の固体
物質の総称であるが、大隅半島では、
ほぼ軽石と火山灰の総称になる。大噴
火した場合は、多量の軽石が放出され
るので、図-2.2 に引用したように、10

㎝以上堆積する地点では、降下火砕物
の大半が軽石である。 

図-2.3 は、桜島と同じように多量の
降下火砕物を降らす噴火タイプで 20

世紀最大の噴火を起こしたフィリピ
ンのピナツボ火山の降下火砕物の断
面図である。この図のⅭの部分が軽石

で、最上部のⅮの部分が火山灰であ

る。桜島の大噴火はプリニー式噴火と

呼ばれ、噴火の初期段階では、軽石を

激しく噴出し、それは次第に細粒にな

り、最後は火山灰になる。

この軽石の大きさは、火山の近くで
は大きく、火山から離れると小さくな

図-2.1 大正三年桜島火山降灰礫分布図（金井, 1920）の
リライト 数値単位はｍ 作成 鹿児島地図センター

図-2.2 大正三年桜島噴火の降下火砕物の構成
櫻嶌爆發誌 1916 鹿児島県曽於郡役所資料を岩松図化

図-2.3 ピナツボ火山の堆積物
出典 FIRE and MUD 1996 pp.515

写真提供 小林哲夫氏
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る。軽石の粒径は、桜島に近い牛根村と百引村では、最大で卵大以上、大半は指頭大の軽石が降ったと
されている（表-2.1）。高隅村の居住地は、大正噴火の東側の火口であった鍋山火口から約 20 ㎞あまり
離れているが、軽石の普通サイズが約 3〜4 ㎝、最大約 10 ㎝程度の軽石が降下している。噴火のピーク
を過ぎると、軽石の粒径は次第に小さくなり、３箇村で、大噴火後 17 時間経過した 13 日の午前 3 時頃
からは、砂状に変化した。百引村で砂状に変化したのは一日遅れて 14 日になるが、砂と礫の境界は判断
基準があいまいであったと考えられる。現在では、礫の小さなもの（細礫）の大きさは、2〜4 ㎜と規定
されているが、表-2.1 の記録を記載した当時の人々が各村とも正確に同じ尺度で記載した可能性は薄い。 

参考までに、桜島が噴火した場合の最大礫径のシミュレーション結果（気象研究所〔新堀〕 2016）を
図-2.4 に示す。現在、大隅半島に見られる大正噴火の軽石より径が大きいが、最大の礫径のみを図にし
たものなので、平均的な軽石の粒径はこれより小さい。降ってくる軽石礫の速度は、図-2.5 が参考にな
る。同図の○が密度 1.3〜0.4 なので、1 ㎝程度の礫径の場合、7（ｍ/ｓ）程度の落下速度であることが読
み取れる。３㎝の礫径でも、12〜13（ｍ/ｓ）である。参考までに、⻑⾕川（2000）によると自然状態の
軽石礫の密度は、乾燥密度 0.63〜0.72、湿潤密度 1.01〜1.06 が報告されている。 

空から降ってくる礫の危険度については、桜島
に近い牛根村住⺠の⼿記が参考になる。⼿記では
「軽石の大きさは、こぶし大から親指大のもので、
最も大きいものは頭大のもので、またたくまに積
もっていった。⼾外には、座布団か布団をかぶら

場所 軽石の最大粒径 一般的な軽石の粒径 砂状に変化する時刻

高隅村 1 尺廻り（約 30 ㎝）
（径 10 ㎝程度）※１

三〜四寸廻り（約 9〜12 ㎝）
（径 3〜4 ㎝程度）※１ 13 日午前 3 時頃

牛根村 鶏卵大以上 指頭大 13 日午前 3 時頃
百引村 鶏卵大以上 指頭大 14 日から
垂水村 （軽石降らず） （軽石降らず） 13 日午前 3 時頃

表-2.1 桜島に近い地域の軽石の大きさと砂への変化時刻
出典 櫻島爆發肝属郡被害始末誌 鹿兒島縣肝属郡役所 1927 p.161

※1 WG で周⻑から径に変換した目安値

図-2.4 桜島が噴火した場合の最大軽石礫径
出所 気象研究所 2016

図-2.5 軽石礫から砂の降下速度
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なければ出られなかった。〔垂水市史料集（八） 牛根編 1989 年 p.67〕」と記載されている。軽石が降る中
で、各地で徒歩による避難が行われている。例えば、牛根村の 1,200 ⼾の住⺠が、軽石が降る真最中に
百引村まで移動しているが、けが人発生の記録は無い（鹿児島朝日新聞 1 月 16 日）。降下軽石による傷は、
桜島以外では、最大でも牛馬の皮膚が傷ついた程度で、人的な重大被害はほとんど報告されていない。 

その一方で、降下火砕物は高温であったた
め、桜島に近い高隅村では、「木が煮えている」
との表現がある。また、草木が焼けたとの記述
もあることから、草や野菜が高温の降下火砕物
の影響で枯れたと推定される。

次に起きる噴火がいつ起きるかは不明であ
るが、過去４回の大噴火の降下火砕物の堆積地
域は大隅半島が主体であった（図-2.6）。気象研
究所の 2016 年の 1 年間の解析結果では、１年
間のうち約 8 割のケースで、降下火砕物は大隅
半島側に降下する。特に 10 月〜4 月の偏⻄風が
強い時期には、桜島の真東から南北 30 度の範
囲内に降下する。この地域で降下火砕物が降る
確率が小さくなる（なくなる訳では無い）のは、
夏場と台風が南方海上にあるケースなどであ
る。なお、付図の「桜島火山東方地域ハザードマップ（降下火砕物の被害）」には、噴煙柱の傘の直径も考
慮して、降下火砕物の堆積範囲を記載した。大正噴火の記録では、降下火砕物を 20 ㎝以上堆積させた
噴煙の傘の直径が約 16 ㎞程度と推定される。このため、ハザードマップで「降下火砕物が堆積する可
能性が高い地域」には、桜島の真東から南北 30 度の方向線から噴煙の傘の半径に相当する 8 ㎞の距離

図-2.8
図-2.7 噴煙の拡大状況（桜島 1914 年）

噴煙柱

傘

図-2.6 桜島の過去４回の大噴火時の降下火砕物
出典：1914 桜島噴火報告書 中央防災会議 2011 年

大正 

文明 

安永

天平宝字
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を拡張した。噴煙は、⽕⼝から「噴煙柱」として上昇し、対流圏と成層圏の境⽬付近で横に広がる。⿅
児島市側から撮影された図-2.7 では、傘が⽔平⽅向に勢いよく成⻑している状況が伺える。

この傘は勢いが強いと⾵上にも成⻑するので、⼤正噴⽕時には、⾵上の⿅児島市⺠が恐怖を感じた原
因の⼀つとなっている。噴煙の⼤きさは、垂⽔市から撮影された写真（図-2.8）のように巨⼤なもので
ある。この⽅⾓からの撮影では、２本の噴煙柱の幅が桜島⽕⼭の裾の幅に匹敵する。この⾒慣れない巨
⼤な噴煙と⽕⼭雷の凄まじい⾳、そして⼭体崩壊による津波発⽣の危険性などに不安を感じ、結果的に
は安全であった⿅児島市⺠は、⿅児島市から脱出し、津波に対する避難⾏動は錦江湾周辺の各地域、⾕
⼭、国分、垂⽔の海岸地域でも起きた。

桜島が⼤噴⽕した際の降下⽕砕物の堆積⽅向については、気象研究所が⽤いた解析⽅法を、図-2.9 に
⽰し、2016 年の解析結果から噴煙が向
かう⽅⾓を図-2.11 に要約した。図-2.11
は、2016 年に桜島が、毎⽇噴⽕してい
た場合の噴煙の⽅向を⽰したものであ
る。その数値は図-2.10 に⽰した様に真
東を 0°とし、真北が 90°、真⻄が
180°となる。

夏場は、桜島から全⽅位に噴煙が向
かうが、夏場以外では真東から±30°
の範囲に噴煙が流れる⽇が多い。2016
年の場合には、真東から±30 度の範囲
に噴煙が向かったのは、全体の 77％で
ある。

図-2.11 の解釈で注意しなければな
らないのは、噴⽕した場合の噴煙の傘
の⼤きさである。降下⽕砕物を 0.1ｍ以
上堆積させる傘の直径では、⼤正噴⽕
の場合 20 ㎞余りとみられるため、噴煙
が向かう⽅⾓に該当しない周辺地域で

図-2.10 噴煙の⽅向説明図図-2.9 噴煙の解析⼿法（気象研究所）

更新190712
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南の方向に移動しても、噴煙の傘の下に入る鹿児島市街地や垂水市には、多量の降下火砕物が降ること
を示す。実際の噴火では、噴火口の位置や噴火の規模および気象条件の違いで、様々な降下火砕物の堆
積パターンが考えられる。それらを総合して、概ね 8 割程度の割合で図-2.12 に示した範囲に降下火砕
物が堆積するとした。

図-2.11 2016 年に噴火していた場合の毎日の噴煙の方向

図-2.12 桜島火山東方地域ハザードマップ（マップ全体は添付資料に掲載）
掲載図 
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2.2 死者行方不明者
大正噴火の地震、噴火による死者行方不明者は、報道では 58 名とされる。これは、1927 年に鹿児島

県が公表した「噴火および地震のため死傷した数（図-2.13）」に記載された数字と一致する。同図の死
者 35 名と行方不明者 23 名を合計すると 58 名となる。気象庁のホームページでも「地震、噴火による
被害は死者 58 名、負傷者 112 名、噴火による埋没・全焼家屋約 2,140 ⼾，農作物大被害、地震による
全壊家屋約 120 ⼾等」としている（2019 年 3 月 27 日）。

一方、鹿児島県が「桜島大正噴火誌」を取りまとめる 10 年余り前の 1915 年に出版した「櫻島爆發
肝属郡被害始末誌」では、天皇皇后から大隅半島で亡くなった 23 名の死者行方不明者を対象に、その
遺族に第２回目の御下賜金（救援金）が与えられている。1 回目の御下賜金は、噴火で死亡した桜島島
⺠の家族等に移住先の村で支給された可能性が高いが、2 回目は、防風雨による 23 名の死者行方不明者
に下賜されているので、これまで示されていた 58 名とは重複しない。23 名は暴風雨による被災者とさ
れているものの「櫻島爆發肝属郡被害始末誌」に記載されているので、大隅半島に降った多量の降下火
砕物による土石流・洪水などの被害が、その主な被災原因で、もし大噴火が無ければ死亡者は発生しな
かったと推定される。したがって、この方々も噴火による犠牲者と考えられる。このように、大隅半島
の被害が甚大であったことを、鹿児島県全体で、少なくとも防災関係者間では把握しておく必要がある。 

北海道十勝岳噴火〔1926 年の噴火（VEI 1）〕では、十勝岳の中央火口丘の北⻄部が破壊され、火砕流
が積雪を溶かして大規模な泥流が発生し、死者・行方不明が 144 名にもなった。この数字の大きさから、
災害が重視され、十勝岳の火山防災対策は優先的に実施されている。現代の視点では、噴火を原因とし
て発生した土石流や洪水の犠牲者も、火山噴火の死者行方不明者数に含める必要があるであろう。

鹿児島県が 1915 年にまとめた死者行方不明者数は、図-2.14 に示した様に、世帯主 29 名、非世帯主
43 名の合計 72 名である。図-2.14 は、表-2.2 の 23 名を考慮していないので、重複する可能性が少しで
もある牛根村と垂水村の犠牲者３名を除くと、72 名に 20 名足して 92 名が、大正噴火の最小の犠牲者

給付自治体 世帯主区分 人数
佐多村（東桜島村からの移住） 非世帯主 2
大根占村（東桜島村からの移住） 非世帯主 2
新城村（東桜島村からの移住） 非世帯主 2
鹿屋町（東桜島村からの移住） 非世帯主 3
垂水村（東桜島村からの移住） 非世帯主 1
垂水村 非世帯主 1
牛根村 非世帯主 2
田代村（東桜島村からの移住） 世帯主 1
佐多村（東桜島村からの移住） 世帯主 3
大根占（東桜島村からの移住） 世帯主 2
新城村（東桜島村からの移住） 世帯主 2
垂水村 世帯主 1
高山村 （不明） 1

合計 23 図-2.13 噴火による死者行方不明者
出典：櫻島大正噴火誌 1927 ｐ.190

表-2.2 2 回目の御下賜金を給付した死者行方不明者数
出典：櫻島爆發肝属郡被害始末誌 1915 pp.108〜114
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数となる。そして、生き残った人々も、大隅半島では、辛酸を舐める日々が続いた。

2.3 住宅被害と移住
住宅が地震で倒壊したり、降下火砕物に埋もれたり、土石流に流されたりして失われた⼾数は、救済

対象となったものが肝属郡全体で 702 ⼾（1914 年 6 月 30 日付）（櫻島爆發肝属郡被害始末誌 p.106）とされて
いる。この被害は、2,100 ⼾の住宅が失われた桜島に次ぐ大きな被害である。

住宅を失った原因の一つと考えられる大地震による全壊は、牛根村では表-2.3 に示した僅か 16 ⼾で
あり、降灰により倒壊した家屋も、牛根村では松ヶ崎小学校など少数に限られる。50 ㎝〜100 ㎝以上の
降下火砕物が降っているのに、倒壊が少ない理由としては、降ってきた軽石が屋根から転がり落ちるこ
とが考えられる。図-2.15 に示した様に、降下火砕物の主体である軽石は、急勾配の⻨藁屋根の場合、屋

図-2.14 噴火による死者行方不明者 72 名
出典：櫻島大正噴火誌 1927 鹿児島県 ｐ.317

図-2.15 ⿊神村の家屋状
 

表-2.3 火砕と地震による被害
出典：1914 桜島噴火報告書 2011 中防災会議
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根から落下して積もってはいない。それだけでは無
く図-2.15 の中央にある比較的緩い屋根や、図-2.16
の緩い勾配の屋根にも、多量の降下火砕物は堆積し
ていない。このため、肝属郡全体で失われた住宅 702
⼾の多くは、土石流被害によるものか降下火砕物に
よる埋没により住めなくなった住宅と考えられる。

図-2.17 に、牛根村の埋没家屋の惨状を撮影した写
真を示す。軒下まで降下火砕物が積もった地域では、
住宅内に入るには、穴を掘って侵入するしかなく、そ
の作業中と見られる。しかし、掘った穴から降雨後に
降下火砕物の表層を流れる雨水が住宅内に侵入し、
畳が浮き上がるなど、復旧中の被災者を幾度となく
復旧困難な災害が襲った。肝属郡役所が噴火した年
の 11 月にまとめた住宅が関係した被害は、表-2.4 の
通りである。牛根村で、住宅を失った 652 ⼾から、1
⼾当たり 6 名として被災者を算定すると、この村だ
けで約 3,912 名が家を失ったことになる。

降下火砕物が厚く堆積した百引村、高隅村、垂水村
でも住宅が失われているが、百引村の場合は、村外移
住が 275 ⼾と多い特徴がある。しかし、鹿児島県の
櫻島大正噴火誌には、これらの事項は記載されてい
ない。

特に、噴火後に発生した土石流などの被害は、今日の視点では、明らかに桜島の大噴火で引き起こさ
れたものであるが、当時は、土石流被害は、桜島の大噴火によるものでは無いと鹿児島県庁が見做した
のであろう。実際には、多量の降下火砕物が降った大隅半島では、家を失うほどの大惨事が繰り返し起
きていた。

大隅半島全体や桜島を含む鹿児島県全体の移住者は、表-2.5 に示したように 3,600 ⼾近くにもなる。
大正 4 年の鹿児島県議会では、「種子島に 378 ⼾、肝属郡南部の佐多・田代・大根占に 505 ⼾、宮崎県
に 84 ⼾、朝鮮に 10 ⼾の合計 977 ⼾が、官の斡旋で移住している。この他に、官有地以外に自由移住し
たものが 2,600 ⼾ある。」と議案説明がなされ、移住に伴う予算が可決されている。官の斡旋移住と自由
移住の合計は、3,577 ⼾である。

村 名 住宅の倒壊埋没及び亡失 村外移住（降灰による耕作不能または水害危険のため）
牛根村 652 ⼾ 114 ⼾
百引村 27 ⼾ 275 ⼾
高隅村 7 ⼾ 18 ⼾
垂水村 16 ⼾ ―

計 702 ⼾ 407 ⼾

表-2.4 住宅の倒壊埋没及び亡失⼾数と村外移住⼾数 （1914 年 11 月 15 日報告）
出典：櫻島爆發肝属郡被害始末誌 1915 p.112

図-2.16 東桜島の校舎惨状 鹿児島県立博物
 

図-2.17 牛根村の桜島の埋没家屋惨状
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移住者数の記録を掲載している桜島町郷土誌（1988 年 p.551）では、肝属郡の移住者を、記載してお
りその官有地移住者数は県議会説明と概ね一致している。桜島郷土誌では、表-2.6 に示したように桜島
の降下火砕物が直撃し 40〜60 ㎝の堆積があった百引村と、それより堆積量が多かった牛根村の移住⼾
数が多い。一方、桜島から 30 ㎞も離れている⻄志布志でも１⼾が官有地に移住しており、現地では生
活できないと判断され、公的な支援を受けていることが解る。降下火砕物が厚く堆積した地域では、移
住をしなかった人々も、艱難辛苦の日々を送ったと想像される。これらの資料によると、当時の 1 ⼾当
たりの人数は約 6 人なので、肝属郡で 1,109 ⼾（約 6,700 名）、鹿児島県全体では 3,577 ⼾（約 21,500
名）の人々が居住地での生活が困難になり、移住したことになる。

村名
移住⼾数（⼾） 移住先の県(⼾)

官有地移住 任意移住 鹿児島県内 宮崎県
牛根村 3 652 427 228
百引村 41 224 179 86
市成村 12 18 11 19
野方村 0 20 19 1
高隅村 0 22 20 2
⻄志布志村 1 0 1 0

計 57 936 657 336

移住方法 移住先 ⼾数

官の斡旋移住

種子島 378
佐多・田代・大根占 505
宮崎県 84
朝鮮 10
小計 （977）

自由移住 2,600
合計 3,577

表-2.5 大噴火による移住⼾数(桜島住⺠を含む)
鹿児島県議会史 第一巻 1971 年 p.669

表-2.6 大隅半島住⺠の移住⼾数
出典：桜島町郷土誌 1988 p.551
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2.4 土石流・洪水被害
2.4.1 土石流

大正噴火後に大隅半島で発生し
た 土 石 流 と 洪 水 に つ い て 下 川
（1991）から、図-2.18 と表-2.6 を
引用する。土石流は、降下火砕物
の堆積厚さ 30 ㎝以上の地域で発
生し、洪水は桜島から 40 ㎞以上離
れた志布志湾に注ぐ肝属川や菱田
川でも発生している。

一般的な土石流は、同一地点で
あれば、⼈の一生より⻑いスパン
で繰り返し発生するが、大噴火後
には、牛根村で１年間に 6 回、垂
水村では、噴火した年に 11 回以上
発生したとみられる。垂
水 村 の 土 石 流 発 生 回 数
は、噴火 12 年後までに 20
回にも及ぶ。

なお、これらの数字は、
明らかになった回数であ
り、記録が残っていない
中小の土石流の発生も少
なく無いと推定される。

噴火後の状態を写真記
録とともに、以下に説明
する。図-2.19 は、噴火後
の牛根村の状況である。
図-2.19 では、軒下まで軽
石が堆積しているが、こ
こでの注目点は背後の斜
面が、白くなっている点
である。これは、背後斜面
に軽石が堆積したためで
ある。高温の軽石の降下
で樹木の葉が煮え落ち、
軽石が降り積もった地表
が白く撮影されたものと
推定される。この軽石は
すべて不安定土砂として

表-2.6 大正３年の噴火後における土石流・洪水被害発生状況
引用：下川 1991

図-2.18 大正噴火当時の降下軽石の分布
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土石流発生の原因となる。この写真の背後斜面に、仮に１ｍの堆積量があると、1 ㎢当たりの不安定土
砂量は 100 万㎥になるため、３㎢の集水域の場合、300 万㎥の膨大な不安定土砂量となる。牛根村（現
在は垂水市の北部）の住⺠の多くは、図-2.20 に示した姶良カルデラ壁に相当する斜面の裾野に暮らし
ているため、頻発する土石流のためにこの地域で暮らすことは困難になったとみられる。当時の状況を
図-2.21〜2.24 に示す。

図-2.19 牛根村の背後山地に堆積した軽石 出典 鹿児島国際火山学会開催記念写真集 1988 年

Google Earth

Geoshape リポトジ

旧牛根村

図-2.20 牛根村の地形（姶良カルデラ壁の内側に位置し、集落の背後に山腹斜面が迫っている） 

桜島

姶良カルデラ壁
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図-2.21 畑地の降雨後の惨状
場所 百引村堂籠
出典 櫻島爆發肝属郡被害始末誌 鹿兒島縣肝属
郡役所 1927

図-2.22 火山灰石が山上から洪水となっ
て流下した状況
場所 牛根村麓
出典 櫻島爆發肝属郡被害始末誌 鹿兒島縣肝属
郡役所 1927

図-2.23 山上から流下した降灰石が河川
を埋めた状況（⼈が立っているのは河川）
場所 百引村神百引沸石川付近
出典 櫻島爆發肝属郡被害始末誌 鹿兒島縣肝属
郡役所 1927
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多量の降下火砕物が堆積した地域では、火山灰の上にリル侵食が起き、侵食された降下火砕物が川を
埋めている状況が図-2.21〜2.24 で把握できる。このような膨大な量の降下火砕物が、降雨の度に斜面か
ら渓流に崩れ落ち、比重が軽い軽石は少量の降雨でも土石流として流出した。場所によっては、軽石で
あるにも関わらず天然ダムを形成し、天然ダム決壊後に土石流となって、渓流沿いの土石や立木を巻き
込んで下流の集落や田畑を襲った。

表-2.7 は、下川（1991）と垂水郷土誌から被害を抽出したものであるが、下川（1991）は、垂水村と
牛根村の２つの村の状況を表わし、垂水村郷土誌は牛根村を含まない垂水村のみの記録である。当時は
かなりの混乱があったと推定され、各記録の被害数は一致しないが、概ね被害の傾向は把握できる。ま
た、被害は８月以降も続くが、その頃になる
と牛根村に⼈が住んでいたのか、土石流の
発生を把握出来た⼈がいたのかも不明であ
る。そのため、表-2.7 では、８月までの記録
を掲載した。土石流被害・洪水被害としたの
は、当時の記録として出水被害と記載され
ているためである。実際は、広義の土石流で
あるが、当時の表現として「高隅山の堆灰堆
石は、砥石の如き奇なる作用を起こして、林
地の旧地表を削り起こし、泥状物となりて
流下の慣性を大ならしめ、以て幾百年来の
大木を根抜きにし、岩石の礎台を掻きさら
ひて、以て転覆せしめ、龍⻁打撃の角⼒の如
くに、泥土と岩石と大木等ここに転々たる
有様にてごうごうとして押し流し・・・（肝属
郡被害始末誌 1915 p.336）」と、土石流の言葉
を使用せず表現されている。

図-2.24 岩石や樹木などが流出し畑地を
埋没した状況
場所 垂水村河崎川
出典 櫻島爆發肝属郡被害始末誌 鹿兒島縣肝属
郡役所 1927

図-2.25 大正３年噴火の火山灰の粒径
出典 下川（1991）



16

前述の表現で、「砥石の如き奇なる作用を起こして、林地の旧地表を削り起こし」の箇所は、大正噴火
で軽石が降った後、その表面に降った火山灰が、浸透能が小さかったため、ホートン型表面流が発生し
たことを表現していると考えられる。桜島大正噴火の火山灰は、図-2.25 に示した様に、桜島で通常噴火
しているブルカノ式噴火の火山灰より、粒径が小さく、図-2.26 に示した様に、浸透能も一桁程度小さ
い。金井（1920）では、実測した浸透能を 4.83×10
−４㎝/sec としている。

さらに、大正噴火の火山灰は、凝結する性質も有
しており、表面流が形成されやすかった。この状況
は、鹿児島新聞の記者が出版した図書では次の様に
書かれている。「セメント質を帯びて凝結する灰砂
に覆われたる土地は、吸水⼒なく停滞⼒なく、降る
に従ひ低きを求めてとうとう流下するを以て少し
く凹地を為せる地若しくは河流は、直ちに濁流にあ
ら ぬ 灰 汁 流 を 為 し 、・ ・ ・（ 櫻 島 大 爆 発 記  1914
p.170）」。降雨があると図-2.21 の様にリル侵食が始
まり、表面流は合流して図-2.22 の様に軽石と火山
灰が堆積した地層の表面を流下した。図-2.22 の状
態では、降灰前の地表面は１ｍ以上下方にあると考
えられるが、降下火砕物の表面から下層に浸透しな
い雨水は、降下火砕物の表面を流れている。

表面流は、降下火砕物を侵食し図-2.23 の様に河
川を埋め、一般的な土石流と同じように渓流周囲の
土石や樹木を巻き込んで図-2.24 から推定される破
壊⼒が大きい土石流としても流下したとみられる。 

発生
（1914 年）

被 害 降雨強度
日雨量

（ｍｍ）
出典

死者・行方不明 全半壊流出家屋 床上浸水 橋梁流出

2 月 8 日 0 3 107（床上と床下
の合計）※１  1 32.9（垂水） 下川 1991

2 月 15 日 1 6 60 1 18.9(鹿児島市) 垂水村郷土誌 
2 月 25 日 0 2 105(浸水) 1 − 下川 1991
3 月 1 日 0 0 0 −   − 下川 1991
3 月 6 日 1 30 166 10 42.4（垂水） 垂水村郷土誌

3 月 8・9 日 （少し大雨がある毎に洪水を起こし、砂石を押し流し来たり。） − 下川 1991
8 月 22〜25 日 0 1 51 − 13〜109※2 垂水村郷土誌

※１ 内務省に対する 9 日の報告 垂水郷土誌では床下１なので、内務省への報告は、8 日以前の被害も一緒に報告し
たと推定される。

※2  22 日 13.1 ㎜ 23 日 5.8 ㎜ 24 日 48.4 ㎜ 25 日 109.1 ㎜（鹿児島市）

表-2.7 大正３年 8 月までの垂水村における土石流・洪水被害発生状況
引用：下川 1991 ＆ 垂水村郷土誌 付属第六 桜島爆発概要 1915 年

図-2.26 大正３年噴火の火山灰の浸透能
出典 下川（1991）
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表-2.7 で最も注目する点は、少ない降雨量で大きな被害が発生している点である。表-2.7 で現地（垂
水）の観測結果がある３月 6 日の土石流・洪水では、日雨量 42.4 ㎜である。この値は、時間雨量では無
い点に留意する必要がある。ちなみに垂水市高峠の日降水量の１位と 10 位は、1 位 375 ㎜、10 位 256
㎜であり、時間雨量の１位と 10 位は、1 位 92 ㎜、10 位 59 ㎜である（2019 年 3 月時点）。2 月 8 日にも
32.9 ㎜の日雨量で被災しているが、新聞では、表-2.7 で最初の土石流とされる 2 月 8 日以前にも悲惨な
土石流災害が発生した記事がある。

3 月 6 日に発生した土石流の規模を下川（1991）が引用している鹿児島高等農林の報告書では、「此
夜の大雨にて肝属郡垂水村市来、海潟、及び牛根村に洪水起こりて再度の惨害を蒙り避難せんとするも
のは東に馳せ⻄に馳せ阿⿐叫喚の一大修羅場を現出せり・・・とし、「市来の田地浸水 50 町歩」の貴重
な表現がある。市来の狭小
な谷底平野は、3 方が斜面で
固定されるため、50 町歩の
範 囲 を 復 元 で き る （ 図 -
2.27）。流出量を算定できる
明確な資料は無いが、家屋
や厩舎の流出が計 27 棟あ
り、床上浸水家屋が 39 棟あ
ることから、平均水深 0.5ｍ
とした場合、流出量はおよ
そ 25 万㎥となる。この値
は、上市来上流の集水域約 2
㎢に堆積したとみられる降
下火砕物約 157 万㎥（図-
2.30）の 6 分の 1 に相当す
る。流域約 2 ㎢に 42.4 ㎜の
降雨があると、降った雨の総量は約 8.5 万㎥であり、流出
した 25 万㎥は降雨量の約 3 倍に相当する。

背後に急斜面を抱えた牛根村では、噴火した年に 6 回
の土石流が記録され、垂水村では噴火した年に 11 回の土
石流発生が記録されている。降下火砕物の流出に伴う土石
流の発生頻度は、噴火後１年間が最も高く、次第に発生回
数は少なくなる。牛根村には土石流が沈静化するに伴い、
2〜３年の間には、移住先から住⺠が帰ってきている。

2.4.２ 道路・河川の被害
土石流と洪水が同じ地域を繰り返し襲っているので、甚

大な被害が流域の河川と道路に発生した。この状況は、鹿
児島県がまとめた櫻島大正噴火誌（1927）では、触れられ
ておらず、鹿児島県肝属郡役所の郡全体の記録は残ってい
るが、最も被害が甚大であった牛根村の記録は無い。した

図-2.27 垂水村市来の浸水地域と流出量の
  

Google Earth 使用

図-2.28 市来上流域の降下火砕物量

Google Earth 使用

降下火砕物の堆積量 157 万㎥
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がって、垂水郷土誌から河川や道路被害を抽出し表-2.8〜2.10 に記載する。なお、この記録は旧垂水村
の記録であり、現在の垂水市に含まれる旧牛根村の記録は含んではいない。これらの資料から、噴火後
の洪水頻発や道路災害の様子が伝わってくる。

まずは、表-2.7 で被害の具体的な数字が無い３月８日の被災について、郡役所の記録から当時の惨状
を引用する。

郡役所の記録では、具体的な災害記録が掲載されているのが 6 月 2 日以降なので、初期段階の被災状
況を、垂水村郷土誌から引用し、表-2.8〜2.10 に示す。表-2.8 の 2 月 8 日の日雨量は、僅か 32.9 ㎜（観
測点：垂水）である。現在、時間雨量 32.9 ㎜程度では、この地域では災害はほとんど発生しない。この
地域としては通常の降雨量で、大きな災害が発生している点を重視する必要がある。２月は、本格的な

災害発生の初期段階であるが、表-2.8 に示したように既に、市来では 240 間（430ｍ）の道路が流出及
び埋没し、堤防決壊箇所は、４箇所で合計 2,600ｍにも及ぶ。特に、海潟は⻑さ 1.6 ㎞と 1.4 ㎞程度の短
い河川しかないので、海潟の河川堤防は、噴火後 27 日目には、大半が決壊したことになる。海潟は、上

３月８日の夜に至りて、豪雨の前兆あり翌日に至りて降り頻る雨、遂に大洪水を来して高隅山の
堆灰堆石は、砥石の如き奇なる作用を起こして、林地の舊地表を削り起こし、泥状物となりて流
下の随惟を大ならしめ、以て幾百年年来の大木を根扱きにし、岩石の礎薹を搔き浚ひて、持って
轉覆せしめ、龍⻁搏撃の角⼒の如くに、泥土と岩石と大木等玆に轉々たる有様にて囂々○々とし
て押し流し来たり、高隈山を水源とせる河川に沿いたる上流部の、百引、高隅兩村の田地と、堤
塘、道路、橋梁などを破壊し、埋没し、用水溝の水門を塞ぎ、家屋を倒潰し埋没し、流出せしめ
て、下流に及び、⻄串良村細山田、有⾥及び東串良村岩弘の如きは、田地の全部を失ひたるのみ
ならず、河底増嵩すること約 1 丈⼋尺にも及び、爲に用水溝の水門埋塞し、⻄串良村細山田の田
地内に、面積十町歩にも達すべき溜池を現出して、筏に倚らざれば部落内の交通すら出來得ざる
に至り、・・・

垂水村に於ける河川と云える河川、亦た何れも同様にして、而も何れも其上流にては流下し來
れる大岩石の築き上げたる如くに堆積したるもの、極めて高く、かつ廣く、・・・河川と洗い出し
との大き同村は、別に又道路並びに橋梁など被害實に激甚にして、その損害程度の如き、容易に
はかり知る所にあらざるが如く、・・・

出典 櫻島爆發肝属郡被害始末誌 鹿兒島縣肝属郡役所 1927（pp．336-337）
○は、不明な活字である。

表-2.8  2 月 8 日の出水被害 垂水村郷土誌 2006
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流域に 0.5〜1.2ｍ以上の多量の降下火砕物が堆積し、河川上流部の地形が急なため、早い段階で堤防が
2,000ｍも決壊したものと解釈される。

表-2.9 に示した 2 月 15 日の垂水の降雨は不明であるが、鹿児島市では日雨量 18.9 ㎜の降雨であっ
た。堤防と道路の被害は凄まじく、市来・中俣・海潟・新御堂で、合計約 9,400ｍの堤防が決壊し、道路
の流出および埋没は 1,270ｍである。

表-2.10 の３月 6 日には、垂水で 42.4 ㎜の日雨量があり、大被害が発生している。堤防決壊箇所は 19
箇所（12,114ｍ）にもなり、道路の流出・埋没・損壊は 16 箇所（4,410ｍ）にもおよぶ。それに加え、
垂水南部の新御堂・高城・本城を中心に、合計 10 箇所で橋梁が流出埋没している凄まじさである。

3 月 6 日以降は、降雨が多くなる春になるが、垂水村郷土誌には 3 月 6 日の「出水被害取調表」の後
は、8 月 22〜25 日の「暴風出水被害取調表」が同誌の最後に掲載されているのみである。6 月から 7 月
の梅雨期の被害も掲載されていないので、この間被害が無かったのではなく、甚大な被害のために調査
が出来なかった可能性も考えられる。現代でも道路が無ければ現地の被害確認は困難であり、さらに通
信網も寸断されると、被害全体を迅速にまとめることは困難である。

垂水村より被害が大きかったと推定される牛根村の記録〔垂水市史料集（⼋）牛根編〕には、噴火後
の被害をまとめた資料は無い。被害が甚大であると、役所などの復旧機関そのものが機能不全となる。
また、道路が不通となり、繰り返し土石流が起きると個別の土石流を克明に記録出来ない場合も考えら
れる。

牛根村でも特に被害が甚大な地域では、耕地の復旧も諦めている。田畑の復旧のために、８月 7 日に
県が無利子の貸付を行っているが、降下火砕物の堆積量が 0.6ｍ以下の二川地区と境地区には耕地整理
組合が設立され、復旧工事が進められた。しかし、被害がそれより甚大であった麓地区には、近い将来
復旧の見込みがない田畑と指定されたところが多く、無利子制度の活用は出来なかったと記録されてい
る。

表-2.10  3 月 6 日の出水被害 垂水村郷土誌 2006

表-2.9  2 月 15 日の出水被害 垂水村郷土誌 2006

参考 １町＝60 間 
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大隅半島全体の被害については、櫻島爆發肝属郡被害始末誌（以後は、郡始末誌と略す場合がある）の第 4
節「風害 p.373」には、6 月 2〜3 日の「豪雨及暴風被害取調表」、8 月 24〜25 日の「暴風雨被害取調
表」、9 月 30 日の「暴風雨被害取調表」が掲載されているのみである。噴火があった 1914 年の 6 月〜7
月の鹿児島市の降雨記録は、比較的少なく郡始末誌にも災害記録が無いことから、この年の梅雨期の降
雨は大隅半島では通年より少なかった可能性もある。

大隅半島全体の 9 月 30 日の橋梁流出被害
の状況について、郡始末誌を表-2.11 に掲載す
る。この被害をもたらした 9 月 30 日の降雨
は、日雨量はこの年最大の 140 ㎜、（観測点：
鹿児島市）、最大時間雨量は 19.8 ㎜である。大
隅半島南部を台風が直撃しているので、多量
の降雨が大隅半島ではあったと推定される。

この災害で特筆される点は、降灰量が 7 ㎝
以下と少なった内之浦村の堤防決壊が 10 箇
所に及び橋梁流出も 3 箇所と最も被害が大き
い点である。この地域の降灰量は、1〜7 ㎝に
過ぎないが、降灰後は大洪水が発生し被害が
激甚になったと考えられる。

郡始末誌に記録されている前述の３回の被
害から、堤防と道路の被害を表-2.12 にまとめ
る。郡始末誌の堤防決壊延⻑は、表-2.8〜10 の
垂水村の災害記録と比較すると少ない。その
理由は不明である。一方、道路の被災箇所数と
流出橋梁数は、郡始末誌では大幅に増加する。
6 月以降の肝属郡全体をまとめた表-2.12 と、
垂水村に記録されている 3 月 6 日までの表-
2.8〜2.10 を合わせると、堤防決壊箇所 99 箇
所（延⻑ 25,970ｍ）、道路の流出及び埋没箇所
数 53 箇所（延⻑ 4,870ｍ）、流出した橋梁数 29
橋となる。なお、この数字は、被害が大きかっ
たとみられる 5 月までの牛根村の被害は含んではいない。

日
郡内の堤防決壊 道 路

橋梁流出数
箇所数 延⻑（間） 流出及び埋没箇所数 被災延⻑（間）

6 月 2〜3 日 0 0 0 13 0
8 月 24〜25 日 44 973 16 643 8
9 月 30 日 20 75 24 141 10

合 計 64 1048 40 797 18

表-2.12 郡始末誌に記録がある堤防と道路の被害

表-2.11 9 月 30 日の災害に関わる暴風雨被害取調表
櫻島爆發肝属郡被害始末誌 pp.382〜383
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郡始末誌(p.344)には、河川ごとの河床上昇量が記載されているので、表-2.13 に抽出する。同じ河川で
も計測場所により、河床変動量は異なるはずであるが、河川名は記載されているが、計測場所は不明で
ある。１尺を 30.3 ㎝で換算すると、多量降灰地域では 90〜180 ㎝の河床上昇が見られ、特に牛根地区
では３ｍを超えて河床が上昇した河川もあり、降雨後は氾濫している。この様な河床の上昇で、通常の
降雨でも河川は氾濫しやすくなるが、降下火砕物が堆積した地域では、浸透能が低いうえ、草原や田畑
は、セメント質の火山灰で表面が覆われて高い流出係数に変化しているので、降雨は一気に流下したと
考えられる。

村名 川名 河床上嵩尺度

垂水村

本城川 6 尺
河崎川 3 尺
是井川 3 尺
浦谷川 3 尺
飛岡川 3 尺
鶴田川 3 尺

牛根村

麓川 5〜9 尺
佛石川 5〜9 尺
松崎川 8〜12 尺
口輪川 5〜8 尺
大迫川 5〜8 尺
邊田川 5〜8 尺
中濱川 1.2〜1.5 尺
二川川 2.5〜5 尺
深港川 5〜8 尺
境川 4〜5 尺

百引村

平房川 5 尺
中河内川 4 尺
堂籠川 4 尺
裏谷川 4 尺

高隅村
高隅川 4 尺
完込川 2 尺
川原田川 2 尺

⻄串良村 串良川 1.1〜2 尺
東串良村 串良川 1.2〜5 尺

表-2.13  河床上昇量

図-2.29 九州南部に被害をもたらした台風
（櫻島大正噴火誌 p.48）

9 月 30 日に被害をも
たらした台風
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大隅半島の降下火砕物による被害は、街・耕地・山林などあらゆる箇所に発生した。特に、耕地を再
び耕作できる様に回復することは急務であったが、水田の回復のためには、溢流し流路を変えて流れる
河川の改修が重要であった。道路復旧においても、決壊箇所や流出した橋の架け替えを含む、河川改修
が重要であったことは言うまでもない。この災害は、当時の⼈々には前古未聞の大事件であったので、
現地を県知事、内務部⻑、県会議員、土木・耕地の職員などが視察し、地元の要望を受けて対応策を議
論し、７月 11 日には、改修方針と概算工事費が決定されている。その額は、垂水村 8 万 9 千円、東⻄
両串良総合 13 万 7 千、高隅村 5 万 8 千円で、２割を地元負担、８割を県負担と決められた。地元が、
この決定を受け入れられない場合は、その地域は遺憾ながら荒廃放棄地とする決定で、今日の概念から
は地元負担が多い厳しいものであった〔現在は、交付税措置により実質的な地方公共団体の負担は最大で
も 1.7％ （災害発生年災の場合）〕。

図-2.30 は、当時の河川改修図面のうち、串良川下流域（現在の肝属川）のものである。赤い部分が工
事個所とみられるが、重機が無い時代に流路を変えた先⼈の苦労が偲ばれる。現在は、国土交通省大隅

河川国道事務所により主要河川の堤防は改修されているので、大正噴火時と同じ降下火砕物量と降雨で
あれば、被害は当時より軽減すると見込まれる。一方、河川改修に、多量降灰後の大きな流出係数や小
さな浸透能が計画に反映されることは一般的には無いとみられるので、噴火後に現在の施設がどの程度
の能⼒があるか検討する必要もあろう。

図-2.30 串良川下流部の河川改修箇所（櫻島爆發肝属郡被害始末誌）
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大噴火後の道路被害の様子は、郡始末誌（p.428）の交通被害を記載した冒頭の文章に要約されるであろ
う。冒頭部分には、現在の言葉に直すと次の記述がある。 
 ・天地が転覆するようだと思われるばかりに砂石を降らせ、一大修羅場を現出した。 
 ・そのために、交通機関は途絶し、一時は近隣の消息すら知ることが出来なかった。 
 ・降下火砕物の堆積後は、道路が閉塞し、徒歩さえも通行困難になった。 
 ・道路には、崩壊した山岳の土砂、岩石、樹木が押し流されてきた。 
 ・さらに、道路は埋没、破壊、流出などの大災禍を重ね、橋梁や暗渠も破壊流出した。 
 ・佐多街道（現在の国道 220 号）はもちろん、百引街道も降下火砕物で閉塞された。特に百引二川間   

の 17 ㎞区間は、全く閉塞し牛根村の村⺠を兵糧攻めにした感がある。 
 ・佐多街道の牛根垂水間のうち 19 ㎞区間は、応急工事を行い、代道を作り代橋を架けることに、2 万

円を費やしたが、水泡に帰するため、当分の間危険区域として放棄した。 
 その他、鹿児島県記録では、表-2.14 に示した道路途絶箇所が記録されているが、この表の「安楽、夏
井間」は、降下火砕物の堆積量が 10〜20 ㎝未満の地域である。この区間は平地が多いにも関わらず、
交通が途絶しているため、当時は、10 ㎝以上降下火砕物が堆積した多くの地域で、一時的に交通が途絶
したと推定される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

路線名 途絶箇所 
佐多街道 垂水村界二川間 
百引街道 二川、百引間 
高隅街道 市成、高隅間 
岩川街道 志布志、岩川間 
末吉街道 松山、岩川街道分岐点間 
鹿屋街道 安楽、夏井間 

表-2.14 県記録に記載されている交通途絶箇所 
（櫻島大正噴火誌 p.233） 
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3 噴火後の陸上交通
大隅半島の人口は約 287,000 人（半島振興法の指定を受けている地域 2010 年国勢調査）であり、交

通手段は、ほぼ道路に限られ、半島振興法指定区域内の大隅半島（日南市・串間市・桜島を除く）には
鉄道や空路は無い。海上交通としては、中核国際港である志布志港が、大隅半島地域と宮崎県南部地域
の拠点として重要な役割を果たし、錦江湾内を運行するフェリーとしては、鴨池・垂水フェリー、桜島
フェリー、フェリーなんきゅう（⼭川−根占間）などがある。

この地域で、最も重要な交通手段である主要道路を図-3.1 に示す。本稿では、これらの路線を中心に
Google  Earth で俯瞰してリスクを抽出した。大噴火後は、この地図に記載されていない市町村道も地
域の救援と復旧に重要な道路であるが、それらは本資料や関係資料を参考に、今後各機関で検討される
ことを期待する。

3.1 噴火後の交通途絶
噴火前後の交通途絶を、噴火の進展に伴い次の４段階に区分して述べる。

図-3.1 大隅半島の主要道路網
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① 噴火前の交通規制による途絶
桜島でプリニー式噴火（軽石を放出する大規模噴火）が始まると、走行中の車両は通行困難となり、

噴火後は道路啓開と道路復旧を妨げる障害物となる。このため、噴火前の適切な段階で道路の通行を
規制する必要がある。降下火砕物に埋没した車両があると、道路啓開と道路復旧作業が困難であるば
かりでなく、救援車両の走行にも障害となる。降下火砕物に埋もれた車両の撤去や走行回復は、雪の
場合と異なり、非常に多くの人手と時間が必要であるため、噴火前の交通規制は重要である。この段
階で、道路通行止めが発生すると考えられる。
② 噴火中の交通途絶（噴火後 5〜7 日間程度）

噴火が始まると上空から降下する軽石や火⼭灰のために、太陽光が遮断され昼間でも真っ暗になる
日があるなど、ほとんど太陽が見えなかった期間を、県の大隅郡役所は旬日（10 日間くらいの日数）
としている〔櫻島爆發肝属郡被害始末誌 p.160〕。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 2017 p.46〕と記載されている。その程度は、上空の降下火砕
物の量に関係し同じ噴火でも場所により著しく変化するはずであるが、1977 年の有珠火⼭の事例で
は、「ライトをつけても視界は２ｍもない。この世では無いような孤独感に捕らわれた。どこからどこ
までが道路なのかわからない。〔有珠⼭噴火記 1978  p.50〕」と走行の困難さを記載している。この状態
では、四輪駆動車など軽石が降り積もった道路を走行可能な場合でも、視界不良のために、道路走行
は困難と考えられる。緊急車両はこの状態でも走行しなければならない事態があるが、視界が数ｍし

かない状態で、道路の位置と安全を確認しながら走行しなければならず、極めて低速の走行になると
考えられる。あるいは、走行困難と考えられる。

表-3.1 に大隅半島に降った降下火砕物の性状を示す。大正噴火は、1914 年 1 月 12 日午前 10 時
頃始まり、噴火初期の段階では軽石が降下していたが、翌日には砂状に変化し、噴火 5 日目頃からは
火⼭灰が降下している。火⼭灰は軽石噴火に続く連続噴火やブルカノ式噴火で放出され、しだいに量
を減らしながら１年余り継続した。鹿児島市から見たと推定される観察記録では、噴煙高度が下がっ
てきた 13 日 17 時ごろ島影を確認でき、「最も噴火が激しかったのは 12 日午前 10 時から 13 日 16 時
ごろとみられる（安井 2006）」としているが、風下の大隅半島側では、その後も噴煙活動で昼間でも真
っ暗な日々が続いたとみられる。このため、噴火後 5〜7 日間は、一般車両は勿論、緊急車両でさえ
通行できない可能性が考えられる。

ﾊﾞｼｮ 軽石降下開始時刻 軽石の降下激甚 砂状に変化 降砂最盛期 灰状
高隅村 12 日午前 10 時半頃 12 日午後２時から 13 日午前３時 16 日最も盛ん 17 日から
百引村 12 日午前 11 時半頃 12 日午後２時より 14 日より灰砂状 15 日まで 17 日から
牛根村 12 日午前 10 時より 12 日午後２時ごろ最も盛ん 13 日午前３時 砂状〜灰状 16 日まで盛ん
垂水村 牛根と同じ時間で軽石降下無し

③ 噴火ピーク終了後（噴火後 5〜7 日経過後から 3 日間程度）
火⼭灰の降下量が減ると、視界が確保できるようになる。実際は、その日に噴出される火⼭灰の量

と風向きの関係で、昼間でも真っ暗になる地域もあるが、全体的には次第に視界が開けてくる。この
段階では、道路啓開と道路復旧が急がれるが、噴火開始からすでに 5 日から一週間程度経過している。
したがって、十分な生存物資（水・食料・その他）が整っていない家庭があれば、生命の危険が迫っ

表-3.1 大正噴火の降下物の変化 出典：櫻島爆發肝属郡被害始末誌 1914
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ている極めて危険な状態である。仮に道路啓開がこの時点で開始されたとすると、幹線道路を除くと、
四輪駆動車以外の通行止めはさらに継続する。

噴火中でも迅速に道路啓開できる手法と、救援物資の輸送や救援機関の移動が可能な方法を検討す
る必要があると考えられる。現時点では技術的に多くの課題が有るが、将来的には、自動運転の道路
啓開重機ないし自動運転のダンプカーなどの復旧車両が必要であろう。
④ 噴火後１年程度の期間（噴火 10 日後程度〜1 年間）

大正噴火で降り積もった軽石や火⼭灰は、次第にその回数を減じながら 10 年以上に渡って土石流
や洪水を発生させている(表-3.2)。このうち、特に最初の１年間に土石流・洪水の発生回数が多いの
で、その期間を「噴火後１年程度の期間」とした。この期間に高速道路と国道で通行が困難と予想さ
れる箇所を、Google Earth の立体写真から推定し、図-3.2 に示した。この他に県道や市町村道など通
行が困難となる箇所は非常に多いが、それらの箇所の抽出は各機関の今後の課題である。本 WG で
は、通行困難となる可能性が高い地点の地形を記載し、復旧後も頻繁に不通となる国道 220 号の牛根
〜垂水間について対策を考察する。

年 月 日 発生場所

大正３年

２月  8 日 牛根村 垂水村 高隅村 百引村
２月 15 日 垂水村 牛根村 ⻄桜島村

２月中旬 肝属川
３月 1 日 百引村
３月 6 日 牛根村 垂水村 高隅村 百引村 ⻄串良村 東串良村 ⻄桜島村 志布志町

３月 8・9 日 高隅村 百引村 ⻄串良村 東串良村
3 月 23 日 垂水村 百引村 市成村 ⻄桜島村
４月 24 日 野方村
５月 15 日 垂水方面
５月 20 日 垂水村
５月 21 日 垂水村 ⻄串良村 東串良村

６月 2・3 日 牛根村 ⻄串良村 高⼭村 小根占村 田代村 花岡村
６月 19 日 垂水村
６月 21 日 高隈村 ⻄串良村

８月 22〜25 日 牛根村 垂水村 高隅村 百引村 鹿屋町 花岡村 新城村 ⻄串良村 東串良村
9 月 30 日 牛根村 垂水村 鹿屋町 花岡村 ⻄串良村 東串良村 内之浦村 高⼭村 姶良村

10 月 28・29 垂水村

大正４年
6 月頃 垂水村 串良川

6 月 24 日 垂水村
8 月頃 垂水村

大正 5 年 ８月頃 垂水村

大正６年 6 月頃 垂水村
６月 15.16 日 持留川 菱田川 串良川 本城川 市来川

大正８年 6 月 15 日 串良川
大正 9 年 10 月頃 垂水村

大正
10 年

6 月 20 日 大崎村
6 月頃 串良川
7 月頃 垂水村

10 月頃 垂水村
大正 15 年 9 月頃 垂水村

表-3.2 （表−2.11 再掲載） 大正３年桜島大噴火後における土石流・洪水流発生状況 （下川 1991） 
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3.2 交通途絶箇所の例
3.2.1 国道 220 号

国道 220 号沿いの牛根麓と牛根境に
は、現在約 680 世帯の人々が暮らしてい
る。これらの地区は、大正噴火と安永噴
火の際に、それぞれ最大１ｍを超える降
下火砕物が堆積した地域でもある。この
地域の⼭腹斜面には、図-3.3 に示した様
に、多量の軽石が堆積し、１年程度で軽
石の大半が土石流として流出したと推
定される。これは、牛根地区の土石流災
害の記録が、１年間の 6 回のみ限られ、
2 年目以降の発生記録は無いためであ

道路啓開と復旧後も繰り返し 
復旧が必要と見込まれる地点 

図-3.2 上流地域に降下火砕物が堆積した時の国道の通行困難箇所（道路復旧後）

図-3.3（再掲）牛根地区の⼭腹に堆積した軽石（白っぽい⼭腹）
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る。このように牛根地区では土石流が頻発しているので、この地域の 19 ㎞区間の道路復旧は噴火した
年の 1914 年には断念されている。

当時の郡役所が道路復旧を断念した困難な状況は、100 年以上経過した今日でも再び起こり得ると考
えられる。図-3.4 に示した様に、国道 220 号の背後には、数㎢単位の集水域を有する谷がいくつもあり
海岸部の道路と街は、土石流が堆積した扇状地に造られている。このため、大噴火で降下火砕物が⼭腹
斜面に堆積した後は、僅かな日雨量（表-3.1 参照）で数 10 万㎥規模の土石流が繰り返し流出する。図-
3.5 に示した桜島口〜垂水市街地側では、上流域に数㎢単位の集水域を有する細⻑い谷が国道の近くま
で伸びており、現状のままでは、国道は頻繁に被災するであろう。大正噴火後に当面の復旧を断念せざ
るを得なった「垂水牛根間の四里二十町餘」は、この区間も含まれると推定される。今日の重機や土木
技術で、どの程度まで道路機能を早期に回復できるか、事前対策が実施できるかがポイントとなる。

発生
（1914 年）

被 害 降雨強度
日雨量

（ｍｍ）
出典

死者・行方不明 全半壊流出家屋 床上浸水 橋梁流出

2 月 8 日 0 3
107（床上と
床下の合計）

※１
1 32.9（垂水） 下川 1991

2 月 15 日 1 6 60 1 18.9(鹿児島市) 垂水村郷土誌 

2 月 25 日 0 2 105(浸水) 1 − 下川 1991

3 月 1 日 0 0 0 −   − 下川 1991

3 月 6 日 1 30 166 10 42.4（垂水） 垂水村郷土誌 

3 月 8・9 日 （少し大雨がある毎に洪水を起こし、砂石を押し流し来たり。） − 下川 1991

8 月 22〜25 日 0 1 51 − 13〜109※2 垂水村郷土誌 

図-3.4 国道 220 号と牛根地区の地形

※ 下川 1991 付属資料 p.12〜15
※ 垂水村郷土誌 附録第六 大正三年桜島爆発概要

表-3.1(表-2.7 再掲載) 大正噴火後の土石流・洪水被害例
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3.2.2 国道 504 号
国道 504 号は、桜島が大噴火した際には、降下火砕物が 30〜50 ㎝以上堆積する可能性が高い地域を

ルートとする。噴火後の道路復旧が完了した後も、上流斜面に多量の降下火砕物が積もれば、扇状地や
谷底平野との交点などで、道路復旧後も繰り返し道路を不通とする土砂災害が起きる可能性が高い。そ
の事例を以下に示す。
① ⼭腹斜面からの土砂流出 鹿屋市秡川町付近

国道背後の高隅⼭に多量の降下火砕物が堆積した場合、谷の出口近くをルートとする国道には多量の
土砂が流出する。この付近の集落は、扇状地に形成されているため、住宅への被害も甚大となる。この
地域の土砂災害は過去には少なったが、それは偶然で幸運なことであったに過ぎない。今後、上流斜面
に多量の降下火砕物が堆積した場合、大雨や大噴火後の僅かな降雨で土砂災害が発生しやすい地域とな
る。

② 谷底平野の河川からの氾濫 鹿屋市輝北町坂下付近
上流に大きな集水域を持つ河川では、洪水が発生しやすい。図-3.7 の地点では、狭小な谷底平野を流

れる川が頻繁に氾濫すると考えられる。その際、国道 504 号の橋桁の下を洪水や土石流が流下する場合
は問題は大きくないが、図-3.8 に示したように、河川に土砂や軽石が堆積し、橋桁下の空間が狭くなる

図-3.6 国道 504 号 鹿屋市祓川町付近

図-3.5 国道 220 号 桜島口〜垂水市街地付近

桜島口 

垂水市街地 

山地に集水域を持つ細長い谷 



30

と、土砂や流木による堰き止めが起き
ると考えられる。このような事例は、
国道では少ないが、道路の規格が低く
なるに従い事例は多くなるとみられ
る。

なお、この地点では、道路の下り坂
を河川の様に利用して軽石が流出す
ることも考えられる。流水が路面を流
れる⻑い下り坂は要注意箇所である。
また、谷底平野の低い位置にある道路
は、早い段階で土石に埋没されると見
込まれる。
3.2.3 国道 269 号

国道 269 号で路線が台地上にある
区間は、道路復旧後に再度被災する
可能性は少ない。一方、谷底平野で土
石流や泥流が流れると考えられる場
所では、それらが道路上に溢れて通
行止めになる可能性が高い。その様
な箇所で、今後調査する必要がある
と考えられる例として、国道 269 号
の下記２箇所（図-3.9 図-3.10）を掲
げる。これらの箇所では、繰り返し不
通となる可能性がある。

図-3.7 国道 504 号 鹿屋市輝北町坂下付近

洪水による土砂流出と 
流木のせき止め 

図-3.8 国道 504 号 鹿屋市輝北町坂下の橋梁付近

土砂が堆積した場合の 
地盤面高さ 

図-3.9 国道 269 号 鹿屋市串良町細⼭田付近
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それは、両地点とも谷底平野を土石流が流れて来た場合、道路面と谷底平野との標高差が少ないため、
土石流は谷底平野の水田と一緒に国道にも氾濫すると予想されるためである。その規模と氾濫回数は、
降下火砕物の量や性質と量と降雨強度に支配される。

3.3 東九州自動車道
高速道路は災害に強い道路である。1993 年に記録的な豪雨が鹿児島地域を襲い、鹿児島市が陸の孤島

になった際に、最も早く通行可能となった道路でもあった。
東九州自動車道は、被害が発生しやすい土石流が流出する地点については高架橋で通過しており、被

害の発生は予想されない。優れた処置である。一方、図-3.11 の地点を、要注意箇所として指摘する。理
由は⻑大法面が連続しているため、道路に斜面から崩落した多量の降下火砕物が落下して堆積すると考
えられるためである。１箇所であれば復旧は早いが、この地点では⻑大法面が連続しており、道路の始
点か終点側から 1 箇所ずつしか復旧出来ない。したがって、中央付近まで復旧するには時間がかかると
見込まれる。この付近の斜面がモルタル吹付であれば、噴火後斜面に堆積した降下火砕物は早期に崩落

すると見込まれるが、現在植生で景観に配慮した斜面となっているため、崩落が少量ずつとなり、その

ために道路交通を阻害する期間が長期化する恐れもある。 

図-3.10 国道 269 号 鹿屋市串良町細⼭田付近

図-3.11 東九州道 霧島市福⼭町佳例川付近
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3.4 県道・市町村道
県道と市町村道では、ここまで述べた国道と高速道路に比較し、復旧後にも被災する箇所が多くなる

と考えられる。多量の降下火砕物が堆積すれば、次の箇所で、繰り返し被災すると考えられる。
① 渓流や谷地形を通過する地点

渓流や谷地形に堆積した降下火砕物は、少量の降雨で道路に流出し、流域全体の降下火砕物がほぼ無
くなるまで続くと考えられる。図-3.12 はその一例である。またこのように道路勾配がある地点では、流
出した軽石が道路を伝って流下する場合も考えられる。側溝や暗渠も土砂量が多いため埋まってしまう
であろう。対策としては、崩壊の度に崩落物を除去することが考えられるが、降雨後などに頻繁に除去
作業が必要になると見込まれる。

② 橋の余裕高が小さい地点
橋桁下の空間が狭い場合は、その空間が土石流などで閉塞し、その後繰り返す土石流で道路が繰り返

し不通になると考えられる。図-3.13 に⻩⾊の破線で示した２本の谷底平野には、上流の集水域が 2 ㎢

図-3.12 県道 71 号 新御堂〜高峠間

図-3.13 県道 71 号 鹿屋市上高隅町付近

閉塞の可能性大 
閉塞の可能性小 
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ないし 10 ㎢以上あるので、降雨後は多量の泥流や土石流が流下すると見込まれる。その際、図の左側
の渓流では、橋桁下の余裕高が大きいので、土石流に閉塞される可能性は少ないが、右側の渓流では、
橋桁下の余裕高が小さいので、泥流や土石流発生の度に閉塞する可能性が高いと考えられる。閉塞する
と同時に、この路線の周囲も土砂に埋没すると考えられる。このような箇所は、道路規格が落ちるに従
い多くなる。

③ 河川との標高差が少ない道路
大きな河川や谷底平野を流れる河川との標高差が少ない道路では、これらの河川に洪水が発生し泥流

が流れてくると、道路を走行できなくなる。発生回数は、堆積した降下火砕物の量・地形・雨量などに
より決まる。図-3.14 地点は、河川沿いの道路は度々不通になると考えられる。

④その他
ここまで述べた他に、道路復旧後も次の地点では、再び不通となる可能性がある。

ⅰ 湛水地域
河川が土砂で閉塞されると洪水が発生する。その状態で大雨が降ると事態は深刻で、湛水地域も発生

する（図-3.15）。大正噴火後の台風で湛水した主な地域は表-3.2 の通りである。大正噴火当時と比較し、
河川は整備が進んでいるので、現代では当時より湛水域は少なくなるはずであるが、降雨量との関係で
湛水域の面積も増減する。なお、河川の氾濫などを理由とした湛水の他に、錦江湾の海岸地域では、噴
火後の地盤沈下にともなう海水域の陸地への侵入が湾岸地域で発生している

図-3.14 河川と標高差が無い道路 鹿屋市輝北町下百引の例 
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ⅱ 細粒な火⼭灰
道路復旧後も桜島の降灰活動は続くので、急

な坂道や、火⼭灰が細粒であった場合は、車両
の通行に支障があると考えられる。風があれば
遠方に飛ばされて拡散する細粒火⼭灰が、桜島
の上空が無風に近い状態でれば、直下に降って
くる。細粒な火⼭灰は、降雨後にはスリップの
原因になる可能性が考えられる。
ⅲ 河川近傍の道路

大噴火後に河床が上昇し、泥流などが堤防を
乗り越える地域の道路や、決壊箇所の周辺に
は、軽石や泥が堆積し、道路は走行不能となる。 

場所 洪水被害（反） 海水進入面積（反）
東串良村 312.2 28.5
⻄串良村 511.0 0.0
垂水村 3.0 14.0
高隅村 2.0 0.0
鹿屋村 20.0 0.0
花岡村 0.0 3.9
新城村 0.0 1.5
小根占村 5.0 6.5
大姶良村 0.0 0.1
田代村 10.0 0.0

図-3.15 池と化した水田 出典：肝属郡役所資料 1914

表-3.2 1914 年８月 22〜25 日の台風の暴風雨による被害状況
出典：櫻島爆發肝属郡被害始末誌 1914 p.372
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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
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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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提言の補足資料

提言１の補足説明

 桜島は、文明噴火（1471～76 年）、安永噴火（1979～82 年）、大正噴火（1914 年）と大噴火を繰り返

してきた。現在、毎年 1000 万㎥のマグマが蓄積され続け、錦江湾奥部のマグマ溜まりでは、すでに大正

噴火時の約 90％程度までマグマ量が回復している。このため、近いうちに再び大噴火が起きると予想さ

れている。同時に、恒常的なマグマ供給

が続いているので、桜島は、今後も 100

年余の期間で繰り返し大噴火すると考

えられる。 

 国内の活動的な火山で、17 世紀以降に

噴出物量3憶㎥以上の噴火が２回以上あ

ったのは、桜島、樽前山、北海道駒ヶ岳、
有珠山の 4 火山のみで、噴火の際に積雪
が溶けて 144 名の死者行方不明があっ
た十勝岳を加えると、今世紀に最も危険
と見込まれている火山は 5 か所になる。 

このうち、桜島以外の火山では、すで
に将来起きると考えられる大規模噴火
に対応する計画が策定され、ハード対策
とソフト対策が進行している。例えば、
樽前山では、1739 年の大噴後、現在は沈
静化に向かう可能性が指摘されている
が、それでも大噴火が積雪時に起きた場
合でも安全で、さらには大噴火後に 100
年に一度の豪雨が降ることまで想定し
て流出する土砂から住⺠や街が安全となるよう施設整備が進められている。

ところが、桜島については、桜島島内で昭和噴火規模を想定した砂防事業が実施されているものの、
大隅半島では大噴火に対応する砂防施設の整備計画や道路計画はほとんど進んでいない。他の火山が大
噴火時も対応できる計画を策定し、ハード対策を進める中で桜島は、大噴火に対応したハード対策が進
んではいない点（大隅半島）で他の 4 火山とは著しく異なる火山である。

図-1.1 は、大正噴火時に軽石や火山灰が堆積した厚さを示したものである。気象研究所の 2016 年の
１年間の気象場のシミュレーションでは、大隅半島で桜島の真東から南北 30 度以内の方角に、噴煙の
中心が向かう確率は概ね８割である。この場合、20 ㎝以上の降下火砕物が降り積もる地域に住む鹿児島
県内の人口だけで、12 万 4,000 名になる。大正噴火後は、降灰量 5 ㎝の地域でも大きな被害が発生して
いるが、その地域は宮崎県南部まで広範囲に及び多くの人々が暮らしている。今回の検討対象とした大

図-1.1 大正三年桜島火山降灰礫分布図（金井, 1920）の 
リライト 数値単位はｍ  作成 鹿児島地図センター

提言１ 桜島は現在 100 年余りの間隔で、大噴火を繰り返しているので、必ず大噴火する前提で、次の
噴火に対する備えを行うことが重要である。
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隅半島（桜島を除く）の降下火砕物が堆積する厚さ別の人口（平成 27 年国勢調査よりカウントした 鹿児島県域の
み）は、下記の通りである（添付資料-1 参照）。

・50 ㎝以上の範囲     32,377 名
・30 ㎝〜50 ㎝の範囲   9,413 名
・20 ㎝〜30 ㎝の範囲  82,290 名

国内の砂防計画の基本は、100 年に１回程度の豪雨で発生する土石流に対応する方針である。桜島も
100 年に 1 回程度は大噴火する可能性があるので、豪雨と大噴火が複合した砂防対策を行う必要がある
と考えられる。ハード対策としてのコンクリート製の砂防堰堤などは、数世紀以上の長期間にわたって

使用することも可能であろう。費用と便益を算定する場合、長期的な便益を期待できるインフラは、数

世紀の供用期間を考慮しても良いと考えられる。この観点が無ければ、長期的な国土保全には制約が伴

うこととなる。 

参考までに明治 30 年に施行された砂防法第六条にも触れることとする。この法律は、現在でも生き
ている法律である。そして、三十六条は、一定期間内に実施しなければ、執行罰を課する規定であり、
明治時代に砂防に対する必要性を強く認識していたと考えられる。

提言 2 の補足説明

桜島の大正噴火後、大隅半島の暴風雨で、23 名の死者行方不明者があったことや、約 702 ⼾の住宅が
倒壊や埋没あるいは亡失で住めなくなったことは知られてはいない。23 名の死者行方不明者は、多量の
降下火砕物による土石流・洪水などの被害が、その主な被災原因で、もし大噴火が無ければ死亡者は発
生しなかったと推定される。噴火後の悲惨さを、鹿児島県肝属郡役所が 1915 年に取りまとめた資料（櫻
島爆発肝属郡被害始末誌）から、冒頭部分を現在の言葉に代えて下記に引用する。

 
【肝付郡役所の記録（現代語訳） 第４章の「一般罹災者救助」p.103】

桜島の大噴火は、住⺠の家を奪い、耕地を奪い、避けることが出来ない災害をもたらしたのみなら
ず、桜島の隣接地である肝属郡の住⺠は同じく被害を被り、飢えに泣くものその数を知らず、さらに
六月と八月には暴風雨の被害が激甚で、如何にして助かり得るのか、無残の極みである。・・・

両陛下より莫大なる義援金（御救恤金）の御下賜を拝戴することとなり、・・・

砂防法第六条〔明治三十年法律第二十九号〕
砂防設備ニシテ他ノ都道府県ノ利益ヲ保全スル為必要ナルトキ、其ノ利害関係一ノ都道府県ニ止マ

ラサルトキ、其ノ工事至難ナルトキ又ハ其ノ工費至大ナルトキハ国土交通大臣ハ之ヲ管理シ、其ノ工
事ヲ施行シ又ハ其ノ維持ヲ為スコトヲ得
第三十六条
私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ国土交通大臣若ハ都
道府県知事ハ一定ノ期限ヲ示シ若シ期限内ニ履行セサルトキ若ハ之ヲ履行スルモ不充分ナルトキハ
五百円以内ニ於テ指定シタル過料ニ処スルコトヲ予告シテ其ノ履行ヲ命スルコトヲ得

提言２ 桜島の大噴火被害が、数年間に亘って大隅半島に継続的な被害をもたらしたことを県⺠に周
知する必要がある。
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この様に降下火砕物が覆った大隅半島の住⺠生活は、暴風雨や⾷糧難で「無残の極み」であった。
両陛下の御下賜金は、３回給付されており、桜島爆発の罹災者と、その後発生した暴風雨被害者に給

付されている。暴風雨被害は、降灰後には土石流と洪水が激甚になる点と、「櫻島爆発肝属郡被害始末
誌」に記載されていることから、その多くが、噴火災害の犠牲者と考えることが適切と考えられる。

鹿児島県が 1915 年にまとめた県全体の死者行方不明者数は、図-2.14（本文に掲載）に示した様に、
世帯主 29 名、非世帯主 43 名の合計 72 名である。図-2.14 は、表-2.2（本文に掲載）の 23 名を考慮し
ていないので、重複する可能性が少しでもある牛根村と垂水村の犠牲者３名を除くと、72 名に 20 名足
して 92 名が、大正噴火の最小の犠牲者となる。

大正噴火では、桜島島内で溶岩埋没を原因として消失した家屋が 2,100 ⼾もある。一方大隅半島でも、
噴火を原因として倒壊・埋没および亡失した住宅が 702 ⼾記録されている。桜島の場合は溶岩に飲み込
まれた家屋がその大部分なので、今日でも流下する溶岩から家屋を保全することは難しい。一方、大隅
半島の 702 ⼾の場合は、砂防施設により技術的には被災を予防することが可能である。

失われた住宅合計 702 ⼾の記録から、１⼾当たりの家族構成員が 6 名と仮定すると、約 4,200 名の
人々が家を失ったことになる。家を失わなかった人々も、圃場からの収穫は得られず、かつ道路や河川
および圃場の復旧に当たる必要があった。その様な状況で、明治 33 年に発布された罹災救助基金法に
関わる県の規定を、噴火後に緊急改定し、⾷糧費や小屋掛費が改正前の約 4 倍になったのは、被災者に
はせめてもの救いであったと推察される。

現代では、人口減少が続いている大隅半島で大噴火後に人口減少に拍車がかかると見られる。現時点
から人口減少対策を含めた検討が望まれるであろう。

提言３の補足説明

桜島が大噴火した場合、図-補足１に示した様に鹿児島県本土全域に多量の降下火砕物（軽石と火山
灰）が堆積する。災害は広範囲でかつ甚大なので、市町村単独での対応には困難があり、国や県の積極
的な関与や事前の減災対策の策定と実施が重要であるあることは言うまでもない。現在、鹿児島市は多
量の降下火砕物が堆積する場合の減災対策を検討中であるが、鹿児島市に多量の降灰があれば、まだ、
検討をスタートしていない日置市やいちき串木野市および薩摩川内市周辺にも多量の降灰がある。そし
て、それらの市町村は、県内の他の市町村や国・県と連携を取って対処しなければ事態は悪化する。そ
の調整や牽引役として鹿児島県庁の社会的な責任は大きい。インフラ対策や復旧に関しては、技術職員
の具体的な検討が不可欠であり、実務を担当出来る部署が県庁内に必要である。本来は、もっと早い段
階で、対策の検討と整備を進める必要があったと考えられる。

提言 3 鹿児島県全域に甚大な被害を及ぼす桜島大噴火に対し、減災の取り組みが不十分である。行
政機関の実践的な対応部署を明確にし、減災と救援・復興の検討を早急に開始する必要がある。



47

提言 4 の補足説明

現在の法律は、桜島大噴火のような地域限定の特別な事態を想定して制定されている訳ではない。こ
のため、桜島大噴火においては、すみやかな減災対策と復旧対策の実施に、現行法では対応できない場
合が多いと考えられる。まずは、数億㎥にのぼる降下火砕物の捨て場所が無い問題である。現実的には、
錦江湾（平均水深 140m）の深い部分に軽石や火山灰を沈める手法が良いと考えられるが、現行法の規
制のために、処理場所を検討する協議は進んではいない。噴火後の海面には、陸と同じように軽石が降
り積もりそれらはやがて海底に沈む。錦江湾の海底には大正噴火・安永噴火・文明噴火など過去の大噴
火で降り積もった軽石が海底に堆積しているが、それらが環境に悪影響があるとの指摘は無い。

鹿児島県がまとめた「櫻島大正噴火誌 1927 年 p.220」では、詳細な調査によって「水産上に受け
たる桜島爆発の影響」の項目に「不漁と豊漁がみられ、爆発の影響がどれほどあったかは、判断するこ
とは難しい（爆発の影響は軽微であった）」と結論づけている。

鹿児島市は対策を検討するにあたって、最終的な降下火砕物の廃棄方法と廃棄場所を決めなければ、
実践的な復旧計画を策定できないとしている。緊急の道路啓開も復旧も具体的な計画策定も出来なけれ
ば、多くの人命と産業が失われることになる。ところが、環境省は錦江湾に沈めることを許可してはい

図-補足１ 桜島大噴火で予想される降灰地域
調査製作 砂防地すべり技術センター 2007 年

提言 4 桜島の大噴火を想定した特例法を制定する必要がある。



48 
 

ない（2019 年 2 月 5 日現在）。環境省の担当者としても法律がある以上、簡単に許可できる立場に無い
ことも理解されなければならないが、法律が人間を豊かにするために制定された点に立ち戻って考える
必要があろう。東日本大震災で、自衛隊の現場の指揮官は、法律違反を見ないことにし、部下が路上の
車両を移動させて道路啓開と救援に当たったことを黙認した。この法律違反行為が無かったら、さらに
多くの人命が失われたであろう。今日では、この教訓から災害時の車両撤去に関する法律は改正されて
いる。このような現在の法律が、大噴火後の緊急時には社会機能に損害を与える観点から、桜島大噴火
が迫っている桜島周辺地域では、「大噴火災害を考慮した法律を制定」する必要があると考えられる。 
 この他にも、噴火前に緊急に土石流の流路工を建設したり、緊急に砂防堰堤を水田に造ったり、土石
流分散堆積地を建設するため、大面積の用地確保が必要な場合が考えられる。現在の桜島の観測体制は、
大正噴火と同じような噴火の前兆現象があれば、数カ月前には検出することも可能で、緊急の砂防対策
を実施可能な時間がある。ところが、技術的には可能であっても、「地権者の同意」が得られなくては着
工できない。多くの地権者が関わる事業を数カ月で実施することは事実上困難である。このため、「非常
時に緊急避難的な工事を実施可能とする法律」が必要である。 
 さらに、財政的な課題もある。年度途中で発生する大災害の予防に対して財政的な緊急処置が行われ
ることは無い。災害が起きた後は、災害復旧費が予算計上されるが、年度途中であっても大噴火が迫っ
ていることが解った場合に予防対策に財政処置できる災害対策費も大幅に認められる必要がある。特に
桜島の様に高度な観測体制が敷かれ、年度の途中に大噴火の予知が可能で、防災対策を行うことが可能
な火山では、それを可能とする法律が必要である。砂防堰堤（ソイルセメントなどを含む）を建設する
のであれば、災害後では無く災害前に建設する方向が優れていることは言うまでもない。 
 災害に関する法律の不備は、災害対策全国交流会でも指摘されている（「大規模自然災害に対する防
災、減災、法整備のあり方を考える」災害対策全国交流集会・2016in 福島／第 3 分科会：中村）。多くの関連法
を一気に整備することは難しい。桜島周辺地域（鹿児島県本土全域と宮崎県南部）に適用する、地域と
期間限定の法律であれば、検討期間も短縮できる可能性があろう。また、この法律に関しては、過去の
法律に抵触しても、噴火時には新しい法律が優先するなどの処置を行い、噴火に間に合うように早急に
制定する必要があると考えられる。 
 

提言 5 の補足説明 
 
 
 
 
 
 鹿児島県では危機管理局に危機管理防災課が設置されているが、同課が公表している 9 項目の業務内
容に「桜島の大噴火対策」は、特に掲げられてはいない。鹿児島県では活火山が多いため、桜島だけを
考慮することはもちろん適切ではないが、人口と産業および鹿児島県全域に与える影響を考慮すると、
桜島の大噴火対策は、業務内容として重視するとともに明記しても良い事項であろう。桜島の大噴火対
策が明記されていないためか、桜島の大噴火に対する県全体の備えはほとんど実施されておらず、桜島
が大噴火した際に「県⺠の生命と財産を守る（2018 火山砂防フォーラム）」県の表明の具体的な裏付けは著
しく不足している（桜島島⺠の避難については鹿児島市が実践中）。 

これまで、危機管理局は、災害が多い鹿児島県で、奄美豪雨など多くの災害に対応し機能してきたと

提言 5 電気・上下水道・道路・情報網などの社会基盤が高度に整備された社会の近郊で起きる大噴火
は、世界に事例が無い。このため、未知の災害として大混乱の発生が予想される。したがって、あらゆ
る事態を想定した事前防災が必要となる。 
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思われる。しかし、それは、度重なる経験から、非常時における一連の避難・救援・復旧手法が確立さ
れているため機能したものであろう。例えば、道路が斜面崩壊で通れなくなった時、道路管理者は、す
でに災害協定を結んでいる建設業者に、道路の崩土撤去を依頼すれば、撤去が実施され道路を通れるよ
うになる。撤去手法も工事費の積算手法もこれまでの実績と経験を踏まえ確立されている。日本では、
豪雨災害・津波災害が繰り返し起きているため、これらの非常時の対応法は地方・国・自衛隊などで経
験が生かされ概ね機能する。

ところが、桜島が大噴火した際には現在の非常時の対応法は機能出来ないであろう。それは、近代化
された日本では未経験の災害であるからである。例えば噴煙の風下側で 10 ㎝以上の降下火砕物が堆積
する範囲（大正噴火では面積 1200 ㎢）では、大噴火のピーク時に軽石が降り、それは礫状からやがて
砂状に変化し、その後、火山灰が降り積もるが、車のライトも降下物に遮断されことになる。このため、
視界は数ｍもない可能性がある（1977 年の有珠山噴火で降灰の中を走行した車両では、「視界はライトをつけても

２ｍもない」と記録されている〔NHK 取材班 有珠山大噴火 1978 p.50〕）。降下火砕物が空から降る状況では、

どこが道路なのか解らない事態にも遭遇する。とても、車両が走行できる状況ではない。火事があって

も消防車は現場に行けず、警察車両、自衛隊車両でさえ移動は出来ない場合が考えられる。 

たとえば、噴火後、大隅半島で災害派遣医療チーム（DMAT）に支援を要請しても現場に移動できず、

ましてや DMAT が３日間耐えた後は、JMAT (日本医師会災害医療チーム)が到着するから万全の体制が

整っているとの構想は、机上の空論に過ぎない。航空機は飛べず、現地の道路を通行することも困難な

のに、どうして全国から集まった JMATが大隅半島の救援箇所に３日間で到着できよう。大正噴火と安

永噴火で偏西風の風下あった大隅半島では、少なくとも５日程度は視界がほとんど無い状態が続いたと

みられる。このように、地震・豪雨・津波災害の場合は機能するこれらの対応マニュアルや組織機能は、

桜島が大噴火した場合は現在のままでは機能しない。 

 さらに、多量降灰地域では、停電が起きる可能性が高い。その理由としては、①大噴火後に大地震が

起きる可能性が高いこと、②火山灰が通常の火山灰より一桁細粒であるため送電施設の碍子や鉄塔に付

着し、南九州全域で地絡（電気が大地に流れ自動的に停電になる）が起きる可能性が高いこと、などが

指摘される。停電が起きた場合、災害拠点病院でさえも３日間程度の自家発電用燃料しか確保されてい

ないので、長期の自家発電が出来ない可能性が高く、その場合は病院の近代化された設備も停止に陥る。

日本がこれまで経験を積み重ねて改善してきた災害時を想定したシステムは、このように、桜島の大噴

火時には機能することが難しい。 

 停電になると、今日では携帯電話などの情報網も寸断される可能性が高い。情報のやり取りが困難な

状況で、場合によっては災害担当部署の職員が登庁する事さえ難しい状態で、如何にして救援と復旧を

行うかが実際の現場では問われるのである。難しい課題であるが、解決しなければならない現実の課題

である。 

さらに付け加えると、残念なことに地震や台風の災害に比較し、復旧には大幅な時間が必要となる。

火山の風下の地域では、現状の技術では５日間程度は、停電の復旧作業の開始も困難な可能性が高い。

その後も、噴煙活動はやや沈静化しながら続くが、仮に停電の原因となっている地点が山間部の送電鉄

塔とすると、火山灰が降り積もった斜面を走行し現場に到着しなければならないが、これとても簡単で

はないであろう。また、道路も、小さな渓流との接点ごとに、軽石の流出などがあることが考えられ、

通常の走行とは異なるものになるであろう。 

 この他にも水道ストップ後の飲用水確保と下水維持など、多くの困難な課題がある。鹿児島市等の人

口密集地ではさらに課題が増えるが、大隅半島の山間部ではまた別の課題が発生する。このように、こ
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れまで日本で起きた災害の救援・復旧手法を桜島の大噴火にそのまま適用することは出来ない。したが

って、現段階で、あらゆる局面を想定した検討が必要となる。当ＷＧの検討対象である道路についても

同じ状況であり、大噴火に間に合うよう諸準備を行う必要がある。 

 検討課題は、社会インフラ・情報・医療・産業（農林水産業・商工業）の他、ありとあらゆる分野が

対象となる。机上の想定訓練だけでも、降下火砕物の向きや量の違いで多様なケースが考えられる。具

体的な検討は他の組織で行う場合でも、統括的な組織で実施するべき検討課題は山積している。これら

の課題を検討する部署として、例えば「桜島大噴火対策課」などの名称で、現在から大噴火後の復旧時

まで、一定期間機能する専門部署が必要であろう。同時に、いざという時に指揮命令の権限を有する組

織に進言ないし所属できる長期に亘る人材育成の場としても活用される方向性が考えられる。 

 

提言 6 の捕捉説明  

 
 大正噴火で、降下火砕物が 30 ㎝以上堆積した地域で土石流が発生した記録（下川 1991）があるが、
この調査時点、1991 年で記録に残されていない土石流も少なく無かったと考えられる。このため、地形
によっては、30 ㎝未満の堆積量でも土石流発生に警戒する必要がある。 

提言 6 の参考資料として、鹿児島県が 1927 年に出版した「櫻島大正噴火誌 p.449」から、鹿児島、
姶良、曽於、肝付の各郡⻑にだされた通達の一部を、現代の語に書き直して下記にしめす。 
【依命通牒の一部を抽出し現代語に意訳した】 

 
  

爆発以来数 10 日間降下した灰石は山や谷を埋没し、渓流を遮断し流路を変更した。軽石の上に積も
った緻密な火山灰は雨水の浸透を妨げ、降下物の熱で植物も枯れたので、雨水の大部分は非常の勢力を
もって流下した。このため、堆積層を崩壊させて巻き込み大きな破壊力を持つようになった。押し流さ
れた噴出物は、自ら渓谷に堆積して堰堤を作り泥水を貯え湖池を形成した（天然ダム）。天然ダムの水位
が徐々に上がり、急転直下恐るべき土石流を起こすことは、僅か 42.2 ㎜の日降雨で家屋の流出と人畜の
大被害があった垂水と牛根の例をみれば明らかである。 
 安永噴火の古記では、噴火 12 日後に高免村で大土石流が発生し、二俣と白濱の上方部で土石流が起
きた記録がある。翌年の 5 月には、比冀谷から土石流がでて、野尻、赤水村を洗い流して全滅させた（桜
島のことと推測される）。また、同月牛根村に大出水が来て家を押し流し、二川の邊は窓から水が入り損
害が甚だしかった。 
 貴所においては、洪水の恐れがある場所を調査し、危険区域を定め家屋を移転せしめ、あるいは避難
所を設け降雨の際は迅速に避難の準備を為さしめ、その他河川の堤防修築砂防工事などの予防方法を講
じ些の遺憾なきを期せられ候 

提言 6 扇状地や狭い谷底平野および背後に大きな集水域を持つ海岸平野では、大噴火後に繰り返し
土石流や洪水が発生するため、道路は頻繁に不通になる。このため、住⺠の生活基盤の保全も含め、
砂防対策や河川対策および道路保全対策が必要である。 
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提言 7 の捕捉説明

大噴火後の大隅半島全体の交通状況と現在の国道 220 号の状況については、大正噴火後の記録「櫻島
爆発肝属郡被害始末誌 pp.428〜429」から知ることが出来る。当時の文章を現在の言葉にして、以下
に要約する。

安永時代に噴火した桜島は、再び噴火して火柱を噴き、大きな鳴動と振動を起こし、天地が引っ繰り
返るのではないか思われるほど砂石を降らせ、一大修羅場の様相を呈し人々は不安になった。このため、
交通機関の運搬が途絶し、一時は近隣の消息すら知ることが出来なかった。その後さらに降下した灰石
は、ついに道路を塞ぎ、徒歩でさえも通過に困難な状況があった。それだけでは無く、数回の水害で、
崩壊した山岳の土砂、岩石、樹木などが押し流されて、更に埋没、破壊、流失、などの大災禍が繰り返
し発生し、更に橋梁、暗渠などの破壊、流失などがあった。佐多街道の牛根垂水間の中瀬⼾付近は、溶
岩の噴出で全く閉塞し、通路が遮断されどうすることも出来なかった。このため、本県の鹿屋土木出張
所が、応急対策として代わりの道や橋を架けようと日夜奮闘したが、降雨の都度、繰り返し破壊されて、
復旧工事は進まず、徒労に終わるので困った。

このように、道路の被害はおびただしいもので、佐多街道はもちろん、百引街道の場合は、降灰石の
堆積が多い中心軸になるので、百引二川間の 4 里 15 町あまりの道路は全く閉塞された。これまで百引
から牛根に向けて搬出していた貨物は、輸送手段が無くなり、牛根村⺠を⾷料攻めで泣かしたような観
がある。百引村からの貨物は、牛根村に届ける必要があるので、しかたなく曽於郡市成を迂回し、馬の
背をたよりに運搬した。このため、運賃は、玄米１俵につき 24 銭もの高額な運賃となった。この困難
は、道路修繕工事の完了で解決することが明らかなので、本県土木課でも修繕工事の完成を急いでいる。
その様な状態であるが、佐多街道中の垂水村海潟から牛根境までの４里 20 町あまりは、高隅山に堆積
した降灰石が降雨のたびに流下して危険なので、当分の間、その工事に着手することが出来ない。特に、
二川橋の場合は、手の付けようがない惨状である。

〔鹿屋土木出張所の報告の一部抜粋〕
佐多街道は、延⻑ 21 里あまりのうち流出した橋梁は、牛根村の麓橋、沸石橋、松ヶ崎橋、大迫橋、

中浜橋、垂水の小浜橋、城ノ下橋である。牛根村の二川橋は埋没している。このため、今日に至るまで、
応急工事を行い代道を造り、代橋を架設し既に２万円を費やしたが、水泡に帰すため、当分の間垂水牛
根の 4 里 20 町あまりは、危険区域として放棄の状態となった。

提言 7 道路・航路・空路は、噴火中ないし、噴煙活動中には利用出来ない事態に陥ると考えられる。
また、錦江湾に面した地域では、陸上交通網が⻑期間寸断されるので、発生する孤立地域に対し海上
交通手段を検討する必要がある。
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噴火後に交通途絶となった 6 本の主要道路を県資料から引用し、表-1.2 に掲載する。これらの道路で
は、交通量に応じ客車、馬車などが通行できるように、その他の路線では駄馬および人車が通行でき
る程度に応急修繕を行っている。今日で言う「道路啓開」的な処置が行われたと見られる。

提言 8 の捕捉説明

路線名 途絶箇所
佐多街道 垂水村界二川間
百引街道 二川、百引間
高隅街道 市成、高隅間
岩川街道 志布志、岩川間
末吉街道 松山、岩川街道分岐点間
鹿屋街道 安楽、夏井間

図-1.4 鹿児島県肝属郡役場資料 抜粋 pp.428〜429

表-1.2 大正３年桜島大噴火後における交通途絶箇所  櫻島大正噴火誌 p.233

提言 8 桜島の大噴火後は、活発な噴煙活動が⻑期間続くので、道路に降り積もった火山灰や堆積物の
除去が⻑期間にわたって必要となる。
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大噴火後直後は降下火砕物が激しく降るが、桜島の噴煙活動はだんだん規模が衰えながらも 8 カ月以
上継続する。このため、風下となった地域では降灰が続くこととなる。「櫻島爆発肝属郡被害始末誌
p.428」では、「爆発以来数 10 日間降下せる灰石は」と記載されている。大噴火後、数 10 日間は、降灰
が特に著しかったと推定される。

一方、道路横の小さな渓流からは、１〜数年間は軽石が流出すると推定される。初期の段階では、頻
繁に流出し、時間を経過すると、大雨の後に軽石が土石流と一緒に流出すると考えられる。

提言 9 の捕捉説明

桜島が大噴火した際に降下する軽石は、一般的な土砂とは著しく異なる性質がある。さらに、軽石の
上に火山灰が堆積し、浸透能が小さいために雨水は流れやすくなる。また、火山灰は大正噴火の記録の
なかでセメント質という表現が度々見受けられるように、固化する性質があり、雨水は地表面を早い流
速で流れるものと考えられる。

大規模な土石流を起こさないはずの僅かな雨量（日雨量 18.9 ㎜）でも氾濫し、日雨量 42.4 ㎜で図-1.5
に示した 50 町歩に及ぶ被害をもたらす大規模な土石流や泥流を引き起こしている。全国的な砂防施設
の整備基準とは異なる指針が必要と考えられる。緊急火山砂防で原則的に行われる砂防堰堤内の除石は、

図-1.5 大正３年 3 月 6 日の垂水村の市来を襲った土石流の被害

提言 9 桜島の大噴火を考慮した大隅半島の砂防計画は、降下火砕物の特性を考慮する必要があり、汎
用的な指針に加えて地域特性を考慮した規定が必要である。
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桜島大噴火の場合は困難な側面がある。まず、堆積する降下火砕物が、30〜100 ㎝以上と極めて多量で
ある点と、春から夏にかけて南九州では降雨が多い点がその理由である。

表-1.3 に、垂水村の村誌に記載されている垂水村内の土石流発生状況を記載した。この記録では最初
の土石流が 2 月 8 日に発生していることになっているが、実際にはそれ以前にも発生している。この状
況を鹿児島新聞 1914 年 2 月 10 日版から下記に現代の文字と言葉に代えて引用する。

【鹿児島新聞 1914 年 2 月 10 日版】
『牛根麓全滅す 洪水約四百⼾を浸す』

肝属郡牛根村麓並びに邊田二部落が八日午前洪水の爲め再び悲惨なる被害を蒙りたる次第は別項
記載の如くなるが取調べの爲め八日午後同地に赴き九日午前帰来したる上床保安課⻑の談に依れば今
回の洪水は八日朝大雨の爲め麓、二川の谷川氾濫し多量の軽石を流下したる爲付近⺠家にして床上又は
床下を埋められたるもの居宅百七棟厩舎七十八棟流出居宅二倒壊居宅一棟に達し幸い人畜には死傷な
かりしもこの洪水のため麓約二百⼾邉田約二百⼾は殆ど全滅の致命傷を与えられ桜島爆発避難後僅か
に住家を掘りたて帰家したるものも最早家財道具悉く雨水に浸潤し且つ今後の雨毎に軽石を流下する
事は疑わなければ将来はここでも復活の見込みなかるべしと去れば前記約四百の住⺠は、取り合えず全
村境部落に避難する事に決したりと云う天災の止むを得ざる次第とは云へ這般の遭難誠に同情に堪え
ざるなり。

牛根村の惨状をしめす記録として、旧牛根村を含む垂水市の資料も下記に示す。

【垂水市史料集（八）牛根編 ｐ79 垂水市教育員会】
大小河川は灰・砂石のために埋まり、水の流れを見る川とてはなく、雨期に入ってからは降灰隻の重

量のために傾斜した牛根の山岳部は、何百箇所となく山崩れして、谷から川へ、川から海へ打ち出す間
に、耕地と言わず宅地と言わず押し流し、その被害たるや筆舌につくし難く、数年間は安住の気持ちは
なかった。桜島爆発によって、牛根村は、全地域のほとんどが再起不能の状態に立ち至った。全村⺠は
最低の生活をし、三学校・役場を再建し、耕地の復興を計ったが、その後幾年もの歳月を要したのであ
った。このような事で、教育の発展も意の如くならなかったのである。

表-1.3 は、垂水村の土石流被害であるが、隣の牛根村では１年間に 6 回の土石流が記録されており、
翌年以降は無い。このため、地形が急峻な牛根では、１年間で降下火砕物の不安定なほぼ全量が流出し
たと推定される。

発生日
（1924 年） 

被害 降雨強度 
（ｍｍ）

死者・行方不明 全半壊流出家屋 床上浸水 橋梁流出 日雨量 出典
2 月 8 日 0 3 5 1 32.9（垂水） 下川 1991

2 月 15 日 1 1 60 - 18.9（鹿児島市） 垂水村郷土誌 

2 月 25 日 0 2 105(浸水) 1 - 下川 1991

3 月 1 日 0 0 0 (道龍川埋没) - 下川 1991

3 月 6 日 0 30 116 10 42.4（垂水） 垂水村郷土誌 
3 月 8・9 日 （少し大雨がある毎に洪水を起こし、砂石

を押し流し来たり。）
- 下川 1991

8 月 22〜26 日 0 1 51 - 13〜109※ 垂水村郷土誌 

表-1.3 大正３年桜島大噴火後の垂水村の土石流被害 ８月までの記録
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桜島大噴火時の交通対策
暫定レポート2019年6月版

大隅半島側に軽石が厚く堆積すケース

鹿児島大学地震火山地域防災センター
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・減災の取り組み専門部会

交通への影響ワーキンググループ

概要説明版
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大正噴火の大隅半島の被害

・死者行方不明者（大隅半島のみ） 23名 桜島爆發肝属郡被害始末誌
・住宅の倒壊埋没亡失（大隅半島のみ）702⼾ 桜島爆發肝属郡被害始末誌 1914年11月15日報告
・移住者（大隅半島のみ） 1036⼾ 桜島郷土誌

次の噴火と降灰確率
・大噴火の時期（私たちが生きている世代は経験する）
・規模（大正噴火が考えられる噴火規模）
・大隅半島に降下火砕物（軽石・火山灰）が降る確率 約8割
大隅半島の激甚被災可能性人口（鹿児島県内のみ） 20㎝以上の地域に12.4万人
・50㎝以上の火山灰堆積地域 3.2万人
・20〜50㎝の火山灰堆積地域 0.9万人
・20〜30㎝の火山灰堆積地域 8.2万人
（10㎝の降灰地域でも被害は大きい）
大正噴火で大隅半島は、噴煙の風下になるた
め、桜島に次ぐ甚大な被害が発生した。
この事実も今後重視する必要がある。
桜島爆發肝属郡被害始末誌 p.103(現在の言葉で要約）

桜島の大噴火は、住⺠の家を奪い、耕地を奪い、
避けることが出来ない災害をもたらしたのみな
らず、飢えに泣くものその数を知らず、さらに
六月と八月には暴風雨の被害が激甚で、如何に
して助かり得るのか、無残の極みである。 2



大隅半島の土石流被害

・大噴火後は降灰量数㎝以上の地域で洪水が激化
・降下火砕物30㎝以上の堆積地域で土石流発生
・大隅半島の主要河川で洪水発生

土石流
・山腹斜面に降り積もった降下火砕物が
不安定土砂として降雨後に繰り返し流出した。
１年間に垂水村11回 牛根村6回

・日雨量（時間雨量ではない点に留意）42.4㎜で大被害
垂水村3月6日 全半壊流出家屋30⼾

床上浸水166⼾
橋梁流出10箇所

・堆積厚さ30㎝以上の地域で土石流発生

大正噴火で大隅半島は、噴煙の風
下になるため、桜島に次ぐ甚大な
被害が発生した。
この事実も今後重視しする必要が
ある。

同じ集落を何回も大規模土石流が襲った。

山腹斜面は軽石が降り積もって白い

牛根村は、繰り返す土石流のため、生活が
困難な地域になった。
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大隅半島の河川・道路の被害

・道路被害甚大（現在の国道220号の復旧は、噴火した年には諦めた。）
・大噴火翌年から主要河川で洪水が発生
・洪水は激化し堤防決壊（降灰量数㎝以上の地域で災害激化）

道路被害
・堆積した降下火砕物により通行不可
・土石流発生により通行不可
・河川氾濫による被害
・橋梁の流出埋没

同じ集落を何回も大規模土石流が襲った。

3月6日の降雨（日雨量42.4㎜）で発生した垂水村の出水被害 垂水村郷土誌 2006

河川被害
・土砂が堆積し河床が上昇 最大3ｍ以上
・土堤防決壊・破損

垂水村のみの被害 堤防12,258ｍ 道路 4,410ｍ 橋梁流出埋没 10箇所
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大隅半島の国道・高速道路・主要道路の道路復旧後の被害発生箇所検討例

復旧後も道路被害が発生しやすい箇所
・土石流が流下する地点（多数にのぼる 特に国道220号の牛根地区は被害頻発）
・河川との標高差が少ない道路（洪水により道路被害発生）
・渓流から軽石が流出する地点
・洪水で湛水する箇所（大正噴火時より改善が進んでいるが、発生は降雨規模しだい）

主要道路のみ記載した図
規模が小さな被害箇所は図示地点以外に多数発生する見込み

県道71号 新御堂〜⾼峠間

県道71号 鹿屋市上⾼隅町付近

閉塞の可
能性大

閉塞の可能性小
道路が高い位置
にある

渓流から軽石が流出する地点例

河川との標高差が少ない道路地点例
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従来手法では道路啓開困難

・大噴火後は数日間（5日程度？）視程15ｍ以下（視距15ｍ以下では車両走行不能）
・道路啓開が遅れるため、道路復旧も遅れる。
・数日以上〜緊急車両の走行も不可

大正噴火 12日午前10時半頃から、降下火砕物のために視程が無くなり少なくとも
16日までは闇夜のように暗かったと推定される。17日以降の視程は不明である。

安永噴火（1779 年10 月１日噴火）の際には、「七日までは冥々茫々として、空も大変暗
かったけれども、その後はやや噴煙も鎮まって・・・」と書かれており、6 日間程
度は空が大変暗かったとしている。その状況は、「10 月3 日と4 日には噴煙もやや薄
らいで降灰の勢いも衰え、5 日には（噴火も）止みがちになったが、（それでも）
噴煙でふさがれた空は乱れて、頭を差し出すことも出来なった。
（「桜島燃記」口語訳瀬角）垂水の状況

視程と降灰量

頭を差し出すことも
出来ない火山灰の量
は左写真の量以上と
推定される

１㎡あたり1000g/㎡の火山灰量
気象庁（2018）

１時間当たり1000g/㎡の降灰が
あると視距10ｍ以下
車両走行不能

6



火山 想定規模 現在の整備状況
（ハード対策） 将来整備計画（構想）

桜島
（大隅半島）

計画無し
〔桜島では対策中〕

非火山地域と同じ指針で
整備中

緊急減災で対応（多量
の降下火砕物への対応
は現状では困難）

樽前山
過去200年間の最大規模噴
火規模噴火で積雪2年確率
整備対象土砂量3214万㎥

融雪型泥流 整備率8％
降雨型泥流 整備率81％

中期目標達成後
融雪型 整備率48％
降雨型 整備率100％

北海道駒ヶ岳
大噴火後に100年に1度の確
率の大雨が降った場合の降
雨型泥流量

保全対象：人家884⼾、整
備率70％（h24年度） 大噴火に対する融雪型

泥流に対応

有珠山
1977年噴火で発生した二次泥流
規模に対応済みの状態で2000年
噴火を迎え、2000年噴火で発生
した二次泥流に施設対応終了
（2007年）

2000年噴火規模の20年確
率雨量で発生する二次泥
流に対するハードとソフ
ト整備は完成

2000年噴火より大規模
な噴火に対応できる
ハード整備構想

十勝岳
過去最大級の泥流災害を想
定する。
富良野川で1330万㎥/s ※１
美瑛川で610万㎥/s

富良野川で 426万㎥ /s
（H22）
美瑛川で610万㎥/s（H21）

過去最大級の泥流災害
に対応できるハード整
備（基本計画）

国内主要火山の対策 桜島（大隅半島整備計画無し）



今後の課題とまとめ
今後の課題

○行政と鹿児島県⺠に、大正噴火の惨状が周知される必要がある。
○大噴火への対応策検討検討には、多くの機関の参画が必要である。
○降灰中の視程の研究など、対策を実用化するための研究や検討が必要である。

１㎡あたり1000g/㎡の火山灰量
気象庁（2018）

まとめ

○桜島の大正噴火で多量の降下火砕物が堆積した大隅半島では、人々が飢え、居宅
での生活が困難になり、土石流や洪水などで甚大な被害が発生した。その死者も23
名以上にのぼる。

○大噴火への対応策を、平常時である現時点で検討し、ハードとソフトの準備を行
う必要がある。

○現代社会は電気など文明の利器に依存している。このため、たとえば、⻑期間の
停電だけでも現代社会は甚大な機能不全に陥るので、噴火前の対策が必要である。

○次の桜島大噴火が迫っているので、鹿児島県全体で早急に検討を開始する必要が
ある。
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