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１． はじめに
鹿児島大学地域防災教育研究センター（http://bousai.kagoshima-u.ac.jp/）では、地域の防災
力の向上を支援することを目的に，南九州地方で発生した、豪雨、台風、火山、地震、津波によ
る自然災害に関して、鹿児島大学が収集した資料やこれから収集する資料をデータベース化して
いる。データベースは，住民、地方公共団体、教育機関、企業、各種団体の防災関係者が図・写
真・表・数値データを web 上で閲覧しダウンロードすることができるようになっている。以下、
データベースの概要と利用方法について述べる。
２．データベースの概要
２．１ 整備の経緯
2013 年に地域防災教育研究センター（以下センター；小林哲夫センター長）は、大学内の防災
に関する資料を恒久的に保存し地域防災に役立てるための総合防災データベース（以下データベ
ース）を導入した。導入に当たって，升屋教授（センター兼務教員）の協力のもと、センターの
予算によりデータ登録・管理用プログラムが用意され、データベース用サーバが鹿児島大学情報
基盤センター内に設置された。その後、文部科学省の委託研究「南九州地方における地域防災支
援データベースの構築」
（2013 年度～2015 年度）の予算によりデータ登録作業が行われるととも
にデータ公開用 WEB サイトが用意された。この委託研究は，全国の大学等における理学・工学・
社会科学分野の防災研究の成果を一元的に提供するデータベースを構築するとともに、大学等の
防災研究の成果を、地域の防災・減災対策へ役立てるために、2013 年から開始された「地域防災
対策支援研究プロジェクト」
（2013 年～2018 年）の中で実施された研究である。データベースの
スタートはセンター独自のものであったが，その後の改良や運用は上記の委託研究によるところ
が大きい。より詳細な経緯については文部科学省研究開発局・国立大学法人鹿児島大学（2014，
2015，2016）にある。文部科学省の委託研究終了後の 2016 年度からは，センターのプロジェク
ト研究「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・減殺の取組」（2016 年
～）の中で、データ登録作業が継続中である。
２．２ カテゴリ
データベースは大カテゴリと小カテゴリの２層構造をしている。大カテゴリは災害分野をもと
に、
「総合防災」，
「水害・土砂災害」，
「火山災害」，
「地震・津波災害」，
「放射線災害」，
「地域連携」，
「教育」，「桜島大正噴火」の８つに分類される。カテゴリの 2 層構造は変更できないが，大カテ
ゴリ内の分野数に制限はない。小カテゴリは登録された教員名に対応づけられている。現在，3
名の特任教員と 61 名の兼務教員が登録されている。登録する教員数に制限はない。
２．３ データベースの管理と資料の登録
ここでは大小カテゴリの管理やデータベースへの資料の登録・管理方法について述べる。図
2.3.1 にデータベースの構造と資料の登録方法を示す。図では，大カテゴリを「倉庫」，小カテゴ
リを倉庫内に設けられた「トランクルーム」と見なしてデータベースを表現している。
「倉庫」に
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は災害分野毎に名前が付けられている。各「倉庫」の中には教員用の「トランクルーム」がある。
このトランクルームの管理者は登録された教員で，それぞれの研究室にある防災資料を自由に登
録・抹消・公開することができる。防災資料はデジタル化されていることが原則である。紙ベー
スの昔の古い資料はセンターの担当者によりデジタル化されデータベースへ登録される。資料の
登録方法にはフォルダー内の資料を一括しておこなう方法（インポート）と個別の資料を一つず
つ登録する方法の二通りがある。前者の場合、各登録資料の内容（資料名、作成日時、作成者な
ど）を記載したインデックスファイルにより登録する。後者の場合は、手作業で各登録資料を登
録する。

図 2.3.1 データベースの構造と資料の登録方法

３．データベースの例
３．１ 桜島大正噴火
鹿児島県は、11 の活火山を有する有数の火山県であり、60 万都市である鹿児島市は活発な噴火
活動を続ける桜島を市内にかかえる世界的にもまれな都市である。1914 年 1 月 12 日の桜島大正
大噴火とそれに伴う地震では、死者・行方不明者 58 名、負傷者 112 名、家屋の焼失 2,148 棟、
家屋の全半壊 315 棟という甚大な被害が発生した。今後も同様規模の噴火の可能性が指摘されて
おり、大正大噴火に関わる様々な情報を発信することは鹿児島県民や市民のみならず、活火山を
有する他の地域住民の防災意識を高める上で重要である。しかしながら、鹿児島市は戦時中の空
襲で徹底的に焼きつくされたため、地元に一次資料はほとんど残っておらず、全国各地に散在し
ている状態であった。岩松暉（現鹿児島大学名誉教授）は長年にわたり県内外で収集した資料を
デジタル化しアーカイブした。本データベースはこれらの資料が基礎になっている。表 3.1.1 に
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桜島大正噴火に関連する資料を示す。学術論文・学術記録に加えて，写真・絵画などの画像や新
聞記事がデジタル情報としてアーカイブされており、当時の噴火の様子や被害の甚大さを直感的
に理解できる。写真 3.1.1 と写真 3.1.2 に噴火時に撮影された写真の例を，図 3.1.1 と図 3.1.2 に
噴火の様子を描いた山下兼秀の絵画の例を示す。これらの画像の情報は当時の噴火やその被害の
様子を身近なものとして伝える効果がある。
表 3.1.1 桜島大正噴火データベースの内容
分類

件数

Web 公開

出版年

学術論文・学術記録

200 編以上

1914-2011

○

新聞記事

34 編

1914-1985

著作権

絵画・映画・書

7

1914-1915

○（要確認）

写真・絵はがきなど

40

1914-2012

著作権

国・軍・県・郡役所

37

1914-1983

○（要確認）

市町村郷土史誌

41

1915-2006

○（要確認）

単行本・雑誌など

80 編以上

1914-2005

○

地図

8

1915-2008

○（要確認）

写真 3.1.1 桜島大正噴火当時の様子を撮
影した写真（鹿児島県立図書館所蔵）

写真 3.1.2 上：大森房吉（東京帝大）撮影、
国立科学博物館所蔵、下：山口鎌次（鹿児島
女子師範）撮影、産総研所蔵
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図 3.1.1 「櫻島爆發図」山下兼秀
油絵，鹿児島市立美術館所蔵

図 3.1.2 「縣庁前を避難する島民」山
下兼秀 油絵，黎明館所蔵

３．２ 平成 5 年 8 月豪雨データベース
鹿児島県に甚大な災害をもたらした「平成 5 年 8 月豪雨」に関する pdf 化した報告書、写真、
図表等が収集されている。「平成 5 年 8 月豪雨」は気象庁が命名した豪雨で、1993 年 8 月 1 日に
鹿児島県姶良郡を襲った集中豪雨（8.1 豪雨）と 1993 年 8 月 6 日に鹿児島市を襲った集中豪雨（8.6
豪雨）を言う。100 年に一度の豪雨と言われ、8.1 豪雨では県中央部で死者 23 名、8.6 豪雨では
死者 48 名と行方不明者 1 名を出す災害となった。
図 3.2.1 は鹿児島県溝辺地域気象観測所における１時間降雨量と積算降雨量の時間変化である。
時間雨量 40mm を越す降雨が 8 月 1 日の 5 時から 8 時に観測されている。同日の 18 時には 80mm
に達する降雨が観測され、8 月 1 日の日雨量は 600mm に達した。この豪雨では、各地で土石流
が発生し、国道 10 号線や高速道路が通行止めになった。
図 3.2.2 は鹿児島地方気象台における１時間降雨量と積算降雨量の時間変化である。この豪雨
では、17 時から 20 時の間に、時間雨量が 30mm 以上の降雨があり、最大で約 60mm に達する
降雨が観測された。8 月 6 日の日雨量は約 250mm となっている。

図 3.2.1 ８．１豪雨の鹿児島県溝辺地域気象
観測所における１時間降雨量と積算降雨量の
時間変化（気象庁より）

図 3.2.2 ８．６豪雨の鹿児島地方気象台に
おける１時間降雨量と積算降雨量の時間変
化（気象庁より）

8.6 豪雨では、鹿児島市の中心を流れる甲突川、新川、稲荷川が氾濫し、西鹿児島駅（現在の鹿児
島中央駅）や繁華街である天文館が浸水した。甲突川の増水では、市民に親しまれてきた五石橋
のうち新上橋（しんかんばし）、武之橋（たけのはし）が流出した。玉江橋、西田橋、高麗橋の残
った３石橋は、その後、洪水対策の一環として、石橋記念公園へ移設保存された。データベース
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から、防災啓発として参考になると思われる写真の例を写真 3.1.1～写真 3.1.4 に示す。

写真 3.1.1 左：鹿児島市竜ヶ水の土石流、右：金峰町大木山の土石流。「平成５年鹿児島豪雨災
害の記録」（鹿児島県）による。

写真 3.1.2 姶良町平松姶良ニュータウン周辺
のシラス台地の崩壊（国際航空写真株式会社撮

写真 3.1.3 鹿児島市桶之口町の浸水（8.6 豪
雨、鹿児島県）。

写真 3.1.4 左：鹿児島市稲荷町清水中学校付近の被害状況，右：鹿児島市稲荷川一つ橋付近の被
害状況（8.6 豪雨、鹿児島県）。

－ 89 －

３．３ 1938 年肝属災害データベース
データベースに登録された pdf 資料には下記の資料がある。
・西力造・内藤喬・藤瀬四郎・小柳彌（1938）：鹿児島県肝属地方の水害に就て，16pp.
・鹿児島県（1940）：昭和十三年肝属地方風水害誌，402pp.
・高山町（1957）：昭和十三年高山地方風水害誌，248pp.
・吾平町（1960）：吾平町誌，p.159～180
・内之浦町（1966）：内之浦町史，p.332～335
・大根占町（1971）：大根占町誌，p.65～69
・佐多町（1973）：佐多町誌，p.362
・根占町（1974）：根占郷土誌，p.15～27
・田代町（1982）：田代町郷土誌，p.42～45
・建設省大隅工事事務所（1980）
：肝属川水系災害実態調査業務，昭和 13 年 10 月 15 日災害調査報
告書
・地頭薗隆・下川悦郎・下山和久（1999）：1938 年 10 月鹿児島県大隅半島南部で発生した土砂災
害，鹿大農演研報 27，p.1～9
これらの資料から得られた「肝属災害」の特徴を以下にまとめてみた。鹿児島県大隅半島南部
は，1938 年 10 月 14 日～15 日に台風に伴う大雨に見舞われ，高山では総雨量 420mm，最大時
間雨量 63mm を記録した（図 3.3.1）。表 3.3.1 は，この台風で発生した人的被害と家屋被害を旧
市町村ごとに集計したものである。高山町で被害が非常に大きかったことがわかる。このほか，
学校，道路，橋梁，農地，農作物などにも多大な被害が発生している。高山町や吾平町に位置す
る高山川や姶良川の上流では崩壊・土石流が発生，さらに下流では洪水に見舞われた（写真 3.3.1）。

図 3.3.1 左：連続雨量の等雨量線図，右：高山における降雨状況（鹿児島県，1940）
表 3.3.1 肝属災害の被害状況（高山町，1957）
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写真 3.3.1 被害状況（西ら，1938）

図 3.3.2 斜面崩壊・土石流の発生跡地の分布図（地頭薗ら，1999）

図 3.3.2 は，空中写真判読により作成した斜面崩壊・土石流の発生跡地の分布図である。図に
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おいて，赤色部分は崩壊域，青色部分は移動域である。使用した空中写真は 1947 年撮影であり，
1938 年の災害発生から 9 年が経過している。分布図にはこの 9 年間に発生した崩壊と 1938 年災
害前に発生した崩壊もプロットされているが，風水害誌や郷土誌の土砂災害の記録や降雨記録か
ら判断して，大部分は 1938 年災害時のものと考えられる。崩壊地の個数は大小合わせて 14,354
箇所にのぼる。
以上のような災害資料をデータベース化し，活用することによって，土砂災害警戒区域等指定，
土砂災害警戒システム構築，防災教育等を支援し，地域防災力の向上に取り組んでいる。
３．４ 火山噴煙画像データベース
火山噴火に伴う噴煙に関してレーダ画像やカメラ画像を登録している。図 3.4.1 に 2013 年の桜
島噴火の顕著事例の積算反射強度分布の例を示す。データベースへは噴煙高度が 3000m 以上の噴
火、計 31 事例を登録した。図 3.4.2 は個々の噴火事例の噴煙の web カメラ画像とマルチパラメー
タレーダパラメータで，その 1 分毎の時間変化をアニメーションで見ることが出来る。

図 3.4.1 2013 年桜島噴火に伴う噴煙エコーの反射強度積算値の例。

図 3.4.2 2013 年 8 月 18 日の桜島噴火の web カメラ動画とレーダ観測画像。
－ 92 －

写真 3.4.1 は噴煙の写真（JPEG 画像）で，木下鹿児島大学名誉教授が撮影し保存した印画紙
ベースの写真をスキャンしデータベース化したものである。1987 年 9 月から桜島を中心に＊＊な
どで撮影された噴煙写真がデジタル化され順次データベースへ登録されている。

写真 3.4.1 桜島の噴煙写真データベースの例（木下鹿児島大学名誉教授による）
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４．データベースの活用
４．１ 防災関係者による利用
学内外の防災関係者や防災教育者がデータベースの資料を閲覧，ダウンロードするための検索
サイトを用意している。学内の登録利用者は，特に利用制限された資料以外については制限無し
に資料を閲覧．ダウンロードできる。利用制限された資料とは，資料の持ち主あるいは登録者が
非公開とした資料である。学外利用者には学外登録利用者と学外一般利用者がある。学外登録利
用者はユーザ ID とパスワードが与えられ，学内登録利用者と同じように資料の閲覧とダウンロー
ドができる．これに対して学外一般利用者はユーザ ID とパスワードを必要としないが，閲覧，ダ
ウンロードできる資料は学外に公開された資料に限られる。
利用者の便宜のために，本データベースの利用方法を別途，用意している。
４．２ デジタルサイネージによる防災啓発
登録したデータの活用例として、デジタルサイネージを利用した防災啓発がある。デジタルサ
イネージとは大型の固定モニター上に様々な情報をあらかじめ設定したスケジュールに従って表
示出来る電子掲示板で、公共施設のロビー、空港、駅、バスターミナルなどの構内、商業エリア
の建物外壁など様々なところで利用されている。本学構内でも、図書館や学生会館などで館内や
催し物の案内に利用されている。防災啓発用としては，キャンパスウェザーと名づけた情報端末
にデータベースの資料を利用した学内実験をおこなっている。キャンパスウェザーは 10 分先の雨
の予報情報を表示するデジタルサイネージで，そのコンテンツの開発や有効性についての検証を
日本気象協会との共同研究として進めている（真木ほか，2015）。デジタルサイネージは、2014
年から鹿大郡元キャンパスの学生交流プラザのエントランスに設置され，2015 年には桜島ビジタ
ーセンターの展示室に設置された。2016 年には県立博物館に設置され（写真 4.1.1），異なる環境
下でのデジタルサイネージの有効性に関する実証実験が進められている。

写真 4.4.1
（右）。

鹿児島県立博物館に設置されたデジタルサイネージ（左）と表示画面の拡大図

県立博物館では，10 分先の天気予報に加えて，晴れ曇りの日には防災啓発情報をモニターの左
側画面に表示している。防災啓発情報は県立博物館が所蔵している資料や出版物の中から視覚に
訴えるものを選択して表示している。これにより著作権の問題がクリアされている。なお，画面
尾切り替えはある設定された範囲内に降雨が予測されているかどうかで自動的に切り替えられる
ようになっている。表示の ON･OFF はモニターに接続された PC のタスクスケジューラにより行
なわれる。
今後、学内の産学官連携推進センターや桜島ビジターセンターにも設置する予定である。また、
学内で開かれるシンポジウムやセミナー等でも実証実験をおこなう予定である。
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５．おわりに
本報告書では，鹿児島大学地域防災教育研究センターが整備している総合防災データベースの
概要について述べた。データベースに登録されている資料件数は，現時点で＊＊＊である。デー
タベースの例として，桜島大正噴火，平成 5 年 8 月豪雨，1938 年肝属災害，火山噴煙画像につい
て紹介した。また，データベースの活用例として，外部の防災関係者へユーザーID とパスワード
付きで公開している web 検索サイトを紹介した。このサイトの波及効果として、社会的・経済的
視点から、地方公団体における地域防災計画の見直しや民間企業の BCP 作成時の参考情報、防災
士や自主防災組織の教材としての活用を期待したい。もう一つの活用例としてデジタルサイネー
ジを利用した防災啓発について紹介した。
本データベースの今後の課題として以下の点をあげたい。
１）さまざまな分野で登録資料数を増やしていく必要がある。潜在的には、大学には図書館以外
に各教員の研究室に膨大な資料がある。データベース化に予算をかける環境にない場合、教
員単位で保存されている資料をいかに収集して恒久的なものにしていくか？その答えとして、
各教員のボランティア精神に加えて、各教員が登録しやすいデータベースの仕組みを提供す
ることであろう。本データベースは各教員が手動で登録しなければならないところがある。
外注により、ある程度、改良は進めているが満足できるところまでは行っていない。
２）今後、データベースの維持と発展を考えた場合、近年、個人レベルで写真などを保存するク
ラウドなどの考え方も参考になるかもしれない。新たなアイデアで次世代のデータベースを
考えても良いであろう。その際、現在のデータベースに蓄積されたデジタル資料をスムーズ
に移行できるようにしておくことが重要である。
３）データベースの利用者として、大学・研究機関の研究者、地方自治体の防災担当者、マスメ
ディアなどが想定して検索画面を用意している。今回、データベースを設計納入した業者に
委託して若干の改良をおこなったが、必ずしも満足できるものとはなっていない。この分野
にはさまざまな民間会社がサービスを提供しており、データベースをより使いやすいものし
ていくためには適切なサービスを利用していくことも重要であろう。
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