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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 
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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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