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桜島と火山と砂防
──大正噴火から
100年をむかえて

腹の荒廃が進んだ。これに伴い土石流が頻発するように
なった。
　昭和49年8月9日に、野尻川上流で工事中の作業員5名
が土石流に巻き込まれ死亡するという惨事が起こった。
当時の生存者の1人は、地元新聞社のインタビューに対し
て、次の様に述べている。

「あの事故の日は、昼食時間に雨がパラパラと降っただ
け、その後の3時のお茶の時間にザーッときたが、ほか
の時間は陽が照っているくらいの天気。こんな日にまさ
か鉄砲水が起きようとは……」

　野尻川からわずか4キロしか離れていない対岸の鹿児
島地方気象台の当日の雨量は0ミリであった。これは、
局地的な降雨特性や、わずかな降雨でも発生する桜島の
土石流の特性を物語っている。
　このように、活動中の火山での砂防工事という特殊な
条件もあり、技術的な困難性や多額の工事費を要するこ
とから、国による対策の要望が高まり、昭和51年より直
轄砂防工事が着手された。以降、多くの先輩が桜島の
砂防事業に携わられ、昼夜を問わず土石流対策に奔走
されてきた図-1。
　火山活動は、平成18年6月4日の昭和火口の噴火以降、
活発化の一途をたどっており、平成23年には爆発的噴火
の回数が、観測史上最大の996回を数え、本年も843回＊1

を数えている写真-2。　　　　　＊1：平成24年12月2日現在

２．桜島爆発記念碑
　桜島の東部、鹿児島市立東桜島小学校にひっそり
と記念碑が佇んでいる。「桜島爆発記念碑」という

1．はじめに
　桜島は有史の時代より噴火を繰り返し、数々の災害
を引き起こしてきた。記録に残る最古の噴火は、和銅元

（708）年のものであり、今から1300年余り前の奈良時代
である。その後も文明3（1471）年、安永8（1779）年、大
正3（1914）年、昭和21（1946）年が記録に残る大噴火で
あり、そのうち、特に大正3年の噴火においては、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棟と甚大な被害が発生し、流出した溶
岩により大隅半島と桜島が陸続きとなった写真-1。その
大正噴火から2013年で100年となる。
　桜島の砂防事業は、鹿児島県により昭和18年に持木
川で始められたが、本格的な砂防工事が行われたのは、
昭和21年の野尻川からである。昭和噴火後は、火山活
動は一旦沈静化し、山体の荒廃も比較的進まず、土石
流の発生も比較的少なかった。しかし、昭和30年に山
頂噴火を起こして以降、特に昭和47年以降は活動が活
発となり、爆発の際に噴出される火山灰などによって山

写真-1 鹿児島市城山から見た噴火状況（鹿児島県立博物館所蔵）

青実線が直轄担当河川、円（赤色）の範囲が立入禁止区域（南岳・昭和
火口から半径２km）

図-1 桜島管内図
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写真-3,4。大正噴火後の大正13年に建立された記念碑
には、以下のように記されている。

「大正三年一月十二日桜島ノ爆発ハ安永八年以来ノ

大惨禍ニシテ全島猛火ニ包マレ火石落下シ降灰天地

ヲ覆ヒ光景惨憺ヲ極メテ八部落ヲ全滅セシメ百四十

人ノ死傷者ヲ出セリ其爆発数日前ヨリ地震頻発シ岳

上ハ多少崩壊ヲ認メラレ海岸ニ熱湯湧沸シ旧噴火口

ヨリハ白煙ヲ揚ル等刻刻容易ナラザル現象ナリシヲ

以テ村長ハ数回測候所ニ判定ヲ求メシモ桜島ニ噴火

ナシト答フ故ニ村長ハ残留ノ住民ニ狼狽シテ避難ス

ルニ及バズト諭達セシガ間モナク大爆発シテ測候所

ヲ信頼セシ知識階級ノ人却ッテ災禍ニ罹リ村長一行

ハ難ヲ避クルノ地ナク各身ヲ以テ海ニ投ジ漂流中山

下収入役大山書記ノ如キハ終ニ悲惨ナル殉職ノ最

期ヲ遂グルニ至レリ

　本島ノ爆発ハ古来歴史ニ照ラシ後日復亦免レザル

ハ必然ノコトナルベシ住民ハ理論ニ信頼セズ異変ヲ

認知スル時ハ未前ニ避難ノ用意尤モ肝要トシ平素勤

倹産ヲ治メ何時変災ニ値モ路途ニ迷ハザル覚悟ナカ

ルベカラズ茲ニ碑ヲ建テ以テ記念トス

大正十三年一月　東桜島村」

　大正3年1月12日に発生した桜島の爆発は、安永8年

以来の大惨禍となり、全島は猛火に包まれ、火石が落

下し、降灰が天地を覆い、光景は惨憺を極め、8集落

を全滅させ、140人の死傷者を出した。その爆発の数

日前から地震は頻発し、山上は多くの崩壊が確認され、

海岸には熱湯が湧きだし、旧噴火口からは白煙をあげる

など刻一刻とただごとではない現象が発生したことをう

けて、村長は、数回測候所に判断を求めたが、「（測候

所は）桜島に噴火なし」と答えたことから、村長は、島

に残留した住民に対し「あわてて避難するには及ばない」

と諭したが、まもなく

大爆発が発生し、測候

所を信頼した知識階級

の住民は、かえって災

禍に罹り、村長一行は

避難する場所もなく、

各人が身を海に投じて漂流していたが、山下収入役、大

山書記は終に悲惨な殉職を遂げるに至ったのである。

　本島の爆発は、古来の歴史に照らせば、将来また再

び免れないことは必然のことといえよう。住民は科学を

信頼せず、異変を察知した場合には、事前に避難の用

意をすることが最も肝要である。平素から節約倹約をし

て家業に励み、いつ何時災害にあっても、路頭に迷わ

ないような覚悟がなければならない。ここに碑を建立し、

以てその記念とする。

大正１３年1月　東桜島村（以上、筆者仮訳）

　大正噴火後に県内で多くの記念碑が建立されたが、
その中でも最も有名な記念碑である。火山の異変現象を
察知したら、理論、つまり科学を信頼せずに住民は避難
をするよう訴えており、大噴火の前兆等の描写を含め、
読む者に強烈な印象を与える。
　当時の測候所管内には震度計が一基しかなく、火山
性地震を観測する体制が貧弱であり、噴火予知が充分
に行えなかったとするのが定説であり、そのような背景
から碑文を解釈することも可能である。しかし、下線部
を付した後半、「異変を察知した場合には、事前の避難
の用意」というくだりは、総合的な土砂災害対策として、
土砂災害警戒区域等の指定、土砂災害警戒情報の気象
台との共同発表や、土砂災害防止月間等を通じた一般住
民の土砂災害防止に関する意識啓発を推進するうえで、
火山災害から得られる貴重な教訓である。
　私が過去に勤務した県の山間部の集落では、平成16

写真-2 昭和火口の噴火状況（平成24年6月1日） 写真-3 桜島爆発記念碑近景

写真-4 桜島爆発記念碑文
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の安全確保にあったことはいうまでもない。
　昭和55年に当事務所（当時は建設省大隅工事事務所）
が作成した「四十年のあゆみ」記念誌によると、直轄砂
防工事を開始する2年前の昭和49年度から直轄砂防調査
が開始され、学識経験者を含む「桜島防災対策技術委
員会」を設置した。当委員会の指導のもと、昭和50年よ
り野尻川をはじめとする７河川8箇所で土石流観測所が
設置され、河川を横断する検知線が土石流により切断
すると撮影を開始するVTR観測が実施されるようになっ
た。同時に7河川7箇所に設置された雨量観測所の設置
とあわせて、土石流発生降雨の指標となりうる「有効雨
量」「有効雨量強度」等が解析され、また土石流の流
量や流速等が観測可能となった。これらの成果は、土
石流の基礎的研究に活用されるだけではなく、工事現場
の中止基準等にも一部活用されたわけである。
　初期の監視システムは、水路に設置したワイヤーに土
石流が接触し切断することによりサイレンや観測カメラが
作動する簡単な仕組みであり、また、土石流発生毎にビ
デオテープ交換する方法をとっていたが、昭和62年には
光ケーブルにより出張所に動画を伝送して録画できるよ

年に台風が度重なって来襲し、土砂災害により壊滅的な
被害を受けた。しかし、当時、住民は声を掛け合い、
間一髪のところで土石流災害から難を逃れた。住民はそ
の教訓を忘れず、台風や梅雨期に雨脚が強まると、麓の
公民館に自然に住民が集まり、「隣の家の誰々はまだ家
にいた」「裏山の沢から水がものすごい勢いで出ていた」
など区長に報告し、「早く避難勧告を出してくれ」と市に
要望するというのである。山あいの公民館で、私は区長
さんや住民の皆さん、市役所職員と直接お話をさせてい
ただく機会を得た。どなたも、そうすることは当然のこ
とだ、という口調で熱心に話されていたのが強く印象に
残っている。この集落では「理論」を信頼する必要なし、
といえるのかもしれない。

３．桜島土石流の監視・観測体制
　桜島砂防の特徴の1つとして、土石流の監視・観測体
制の整備に重点を置いてきたことがあげられる。それら
の観測データ等は、結果的には土石流の機構解析や解
明等に学術的に活用されたわけであるが、その背景とし
ては、前述の通り、土石流が頻繁に発生する渓流工事

写真-5 土石流の流下状況（平成24年4月3日野尻川河口部） 写真-6 野尻川河口部堆積状況（左：堆積なしの状況、右：平成24年4月3日土石流の堆積状況（約5万㎥堆積）

図-2 桜島土石流監視・観測体制 表-1
観測機器 箇所数 備考

雨量計 11 データは国交省川の防災情報等で
閲覧可

降灰量計
ドラム缶 18 データは月１回発表

自動降灰量計 11 現在、順次増設

監視カメラ
渓流監視カメラ 31 一部事務所ホームページで視聴可＊2

火山監視カメラ 10 一部事務所ホームページで視聴可＊2

土石流
検知センサー

ワイヤーセンサー 17

振動センサー ５

ハネルセンサー ３

超音波計測器
水位流速計 ８

水位計 ４

ＸバンドＭＰレーダー雨量 観測 １
・国交省ホームページ（Ｘレイン）で
  閲覧可＊3

・垂水国道維持出張所内に設置

＊2：http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/camera_sabo.htm
＊3：http://www.river.go.jp/xbandradar/
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うになった。平成3年には土石流発生に伴い全カメラが
自動的に作動し遠隔操作を行うシステムが完成した。
　さらに、平成8年からは、桜島の東西南北方向から遠
方監視をする火山監視カメラを10箇所設置している。ま
た、ワイヤーセンサーは、土石流発生の切断後に河道内
で張り替え作業を行わなければならないが、梅雨等の長
雨の期間は、ワイヤーセンサーを張り替えることができ
ずに、土石流が発生することもあることから、振動セン
サー、ハネルセンサーを設置している。
　水文観測においても、雨量・水位計データのテレメー
ター化、そして、桜島の相対的に狭い範囲における局所
的豪雨に対応するための小型雨量レーダー計の設置や、
現在では、ＸバンドMPレーダー雨量計による試験運用
も行われている。その結果、現在、以下のような土石流
監視体制を構築している（H24.10.31現在）図-2。
　表-1の通り、桜島を横断する国道224号線等の光ファ
イバー網の整備により、一部観測情報は、外部に公表し
ている。特に火山監視カメラ画像は、月平均10万件以上
のアクセスがあり、整備局管内ではトップクラスのアクセ
ス件数であり、防災関係者のみならず、様 な々分野の関
係者に利用されている。例えば、鹿児島空港においては、
航空管制上、火山灰の中を機体が航行するとエンジンに
致命的な影響があり、場合によっては墜落する恐れもあ
ることから、空港関係者は、当事務所のホームページを
常時監視されているとのことである。このように、土石
流から現場作業員の安全を守る観点からスタートした土
石流監視・観測成果は、さまざまな地域の皆様に利用さ
れている状況である。
　上記の監視・観測体制のもと、現在当事務所において
は、土石流が発生しワイヤーセンサーが切断されると、
担当者の携帯電話に「切断時間」「渓流名」「切断の段
数（河床から60㎝（1段目）、120㎝（2段目）、180㎝（3段目）
に1段ずつワイヤーが張られている）」が通報される。事
務所担当者は事務所に急行し、事務所からカメラを遠隔

操作して土石流の流下状況を監視する。降雨後、安全
を最優先し測量作業を実施し土石流の堆積量などを計
測する。一方で水文情報を整理し、土石流発生日のうち
に土砂災害防止法第29条第2項の規定による「土石流調
査情報（随時情報）」を発表し、関係機関に通知すると
ともに、当事務所ホームページに掲載している。
　今年平成24年は、昨年の31回を大きく上回る55回＊4の
土石流が発生しており、昨年の約4倍の154,885㎥（野尻
川の河口部堆積量）＊5が流出している写真-5,6。
　　　　　＊4：平成24年11月15日時点／＊5：平成24年10月末時点

４．結論
　桜島の火山噴火活動がさらに活発化すれば、立入禁
止区域が拡大し、各渓流上流部に設置した監視・観測
施設が機能不全となることが想定される。また、島内の
各観測データを集約・伝送する桜島砂防出張所や国道
224号線が立入禁止になることも充分想定される。本稿
では触れなかったが、当事務所では超長距離の無人化
試験施工も実施しており写真-7、そのような土石流監視・
観測や無人化施工を超長距離からコントロールする体制
整備、現在の情報ネットワークを補完するバックアップ機
能の整備が緊急に求められる。また、整備内容の詳細
の検討にあたっては、火山噴火終息後の復旧・復興も視
野に入れる必要がある。
　大正噴火の教訓を考えれば、当事務所が取得した監
視画像・観測データを、噴火状況がさらに活発化しても
継続的に監視・観測を実施し、わかりやすく関係住民に
お伝えし、客観的かつ冷静な避難判断に活用していた
だけるように取り組むことが目標である、これが本稿の
結論である。
　「住民ハ理論ヲ信頼シ異変ヲ認知スル時ハ未前ニ避難

ノ用意尤モ肝要トシ」

と島民に言っていただけるよう、大正噴火100年を迎え
る取り組みを加速しなければならない。

写真-7 左：無人化試験施工（桜島砂防出張所内操作室）　右：無人化施工（8㎞離れた有川村の試験施工現場）
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