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史料にみる桜島大正噴火
岩松

暉（防災地質研究所）

１．はじめに―資料の収集―
今年 2014 年は桜島大正噴火のちょうど 100 周年に当たる。桜島大正噴火はわが国
が 20 世紀に経験した最大の火山噴火である。明治の磐梯山噴火（1888）に比し、近
代科学も根付き、震災予防調査会も機能していた。磐梯山のような僻地と違い、県庁
所在地の眼前で起こった事件だったし、写真機も普及していた。したがって、詳細な
資料が残っているものと思われがちである。しかし、鹿児島には海軍航空隊がおかれ
ていたし、県内各地に特攻基地もあった。そのため、1945 年徹底的な空襲に遭い、鹿
児島市は焦土と化した。資料は一切焼失してしまったのである。降灰被害のひどかっ
た大隅半島には公文書が残っているだろうと回ってみたが、市町村合併の度に廃棄さ
れたらしい。たとえば、百引村にとっては移住者まで出たような大事件だったが、昭
和の合併で輝北町になり、平成の大合併で鹿屋市になった。市役所職員からみれば、
僻地の昔話に過ぎない。
そこで、地元新聞社や放送局を通じて資料提供を呼びかけてもらった。当時の経験
者の孫や曽孫の時代である。大事に保存しておられた方もあったが少数派、直系の孫
までは大事にしていた写真乾板も未亡人にとってはガラクタ、危うく捨てられるとこ
ろを県立博物館に寄贈していただいたようなこともあった。同時に、全国各地の図書
館や横浜の新聞博物館等に残っていないか探してみた。ネットの OPAC が大変役立っ
たが、100 年も経つと貴重書、禁帯出になっている場合が多い。図書館同士の相互貸
借協定の対象外である。出かけて行って館長に面会し、館長裁量による特別貸し出し
などの例外措置を講じてもらったこともあった。大学図書館なら、そこの大学に所属
している友人に依頼するなど、人脈も駆使した。国会図書館や国立公文書館がネット
公開しているものは大助かりだった。著作権は作者没後 50 年まで有効である。没年
を調べて、国会図書館にネット公開してもらったこともある。陸海軍の記録も残って
いた。軍隊のような典型的縦組織は、細大漏らさず中央へ報告されていたのである。
防衛研究所が保管しており、国立公文書館でネット公開されていた。学術論文は
J-STAGE でほとんど全部入手できた。ネット時代のありがたみを実感した。こうし
て、さまざまな手段を講じて集めた文献は全部電子化し、pdf にして鹿大サーバに保
存した。大別すると、新聞記事・絵画・書・映画・写真・絵はがき・国や軍の資料・
県庁や郡役所の資料・市町村郷土誌・単行本・雑誌・私家本・日記・作文・社史・地
形図・野帳・スケッチ帳・学術論文・学術記録などである。出版社に見積もってもら
ったところ、1 巻 400 ページで 17～18 巻になるだろう、出版の初期費用として 3,000
万円くらい用意して欲しいとのことで、残念ながら、紙媒体での出版は実現しなかっ

― 22 ―

JAHIGEO Bulletin no. 43(2014)

た。著作権に関して、必要な手続きを経た上で、ネット公開する予定である。
文書や写真のほかに記念碑も探し回って、碑文を採録した。県下各地と宮崎県小林
市に計 71 基あった。加工しやすい溶結凝灰岩に刻まれたものが多く、100 年も経つ
と苔むして風化がひどい上に、地元でも存在が忘れられているので、忠実に碑文を採
録すると共に、所在地を 2 万 5 千分の 1 地形図に記録し、書物として刊行した（岩松，
2014；岩松・橋村，2014）。したがって、小論では触れない。
２．噴火と災害
火山噴火の概要については、大森房吉・小藤文次郎らの論文に詳述されているし、
内閣府中央防災会議災害教訓の継承に関する専門調査会報告書「1914 桜島噴火」にコ
ンパクトにまとめてあるから、そちらを参照されたい（Omori, 1914-1922; Koto, 1916;
中央防災会議, 2011）。実はこの報告書をまとめる主査をさせられたため、資料収集を
する羽目になったのである。
噴火活動に関して小林ほか(2013)によって簡単にまとめてみると次のようになる。
大正初期、真幸地震（1913-1914）、日置地震（1913）、霧島御鉢噴火（1913）などが
相次ぎ、南九州は地学的活動期に入っていた。その中で 1914 年 1 月 12 日午前 10 時
5～10 分頃、桜島が東西両山腹から爆発的なプリニー式割れ目噴火をしたのである。
同日午後 6 時 29 分鹿児島側で M7.1 の地震も発生した。火山噴火に関係する死者 29
名、地震の死者 29 名、計 58 名の犠牲者を出したと言われる。西側火口から流出した
溶岩は沖合の烏島を覆い尽くし、約 2 週間で活動が沈静化した。東側火口の溶岩は 1
月 30 日には瀬戸海峡を埋め、大隅半島と地続きになった。東側火口はその後も断続
的に約 1 年半活動を続けた。一方マグマ供給源である姶良カルデラを中心に地盤沈下
が発生、沿岸部では塩田や干拓地が水没した。
以上が、地質学者や地震学者の論文に報告されている事柄である。噴火が終息する
と学者や世間の関心も薄れていったが、活動終息イコール災害終了ではない。地元で
はここから苦難の道が始まるのである。復興という茨の道が。発災当初は立場の違い
を乗り越え互いに助け合う。周辺からも暖かな支援の手が差し伸べられる。災害ユー
トピアが一時的に成立するのである。しかし、復興の段階では、被害程度の差、自力
再建が可能かどうかの貧富の差、先のある若者か年寄りかの世代間の思惑の違いなど
から、復興のやり方や将来像をめぐって軋轢が生じがちである。
火山噴火はそれだけではない。大量の軽石・火山灰が積もったから、山地は荒廃し、
植生は破壊された。当然、火山泥流や土石流が頻発する。下流では河床が上昇し、水
害も頻発する。こうした河川災害は 10 年近く続いたようだ。一方、軽石・火山灰は
当時の基幹産業だった農業に壊滅的打撃を与えた。まだ重機などなかった時代、堤防
修築・灌漑修復・農地復旧など、すべて人力で行わなければならなかった。農地の復
旧も、軽石層が薄かったところは、軽石を排除して畑の一角に山積みする「ボラ塚」
を作った。もっと厚かったところは、肥沃な耕土を掘り出して、軽石を下に埋める「天
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地返し」が行われた。それも不可能なほ
ど厚いところや溶岩に覆われたところは
移住しか手がなかった。地震災害では、
建物は倒壊しても土地は残る。火山災害
は土地まで失うこともあるのである。移
住地には指定移住地と縁故をたどる任意
移住地とあったが、指定移住地には国有
林が当てられた。国は県に国有林を移管
し、県は被災者にそれを貸与する。開墾
が終了して一定の年限が経過したら、土

第1図

小藤文次郎のフィールドノート

地所有権を無償譲渡するという方法を採
った。国有林は照葉樹の生い茂る山地だ
から、開墾は困難を極めたし、水は谷底
まで汲みに行かなければならない。女子
供の重労働だった。垂水市大野原には昭
和 11 年に建立された「土地所有權移轉
紀念碑」が建っている。実に移住 21 年
後のことであった。
３．今回新しく見出した主な文献の紹介
3-1. 東京大学小藤文庫
小藤文次郎は周知のように東京大学地
質学科の第 1 回卒業生で、かつ、日本人
の初代教授である。かつて理学部地質学
教室には小藤記念室があり、蔵書やノー
トの類が保存されていた。それらは、現
在地球惑星科学科図書室の保存書庫に収
められている。桜島には噴火直後と 4 月
の 2 回調査に行ったようで、フィールド
ノートが 2 冊残っている（第 1 図）。英
文で克明に記載されているが、論文とし
て公表されているので内容は省略する。
同時に小藤文庫から 5 冊のスケッチブ
ックが発見された（第 2 図上）。10 時 5
分の爆発の前、午前 8 時 30 分からスケ
ッチが始まっているので、小藤の描いた
ものではない。篠本二郎宛の葉書が挟ま
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っていたから、恐らく篠本二郎第七高等学校講師からもらったものらしい。画家の黒
田清輝画伯もたまたま帰省中だったので、油絵の小品を残しているが、あくまでも画
家の目で見た光景である。このスケッチブックは科学者の目で、意識的に観察記載さ
れたものだから、貴重である。ナンバーが打ってあるが、No.1,2,6,7,9 のみ現存する。
当時の鹿兒島測候所は前兆地震を内陸部の地震とみなし、
「桜島に噴火なし」と言い続
けてきたが、篠本は一貫して桜島説を唱えて、桜島の噴火を心配していた。そのため、
8 時 30 分の白煙に気づいたのだろう（第 2 図中）。以来、観察し続けたらしい。一般
の人は 10 時 5 分の爆発的噴火で気づいたが、9 時 50 分の音もなく上がった黒煙にも
気づき、スケッチしている（第 2 図下）。スケッチと簡単な解説が続くが、時々、文
章で経過をまとめて記載している。活動が静穏だった日も降灰や雨で遠望できなかっ
た日もスケッチがある。データがないことも重要なデータである。科学者らしい。
3-2. 金井眞澄(1920)の大正三年度火山降灰礫分布圖
鹿児島には当時高等農林学校があった。鹿児島高等農林の研究者も主として農業被
害の調査に当たった。それは「鹿兒島高等農林學校學術報告特別號」としてまとめら
れている。その中に金井助教授の論文も収録されているが、標記の付図は七高の後身
である鹿児島大学図書館にも国会図書館にもなかった。今回の調査で鹿大農学部の研
究室から発見された。見開き新聞紙大の大きな図である。尺単位で軽石・火山灰の等
層厚線図が描かれている。火山学者達は初めて見たという。地質家が後世調べた等層
厚線図と比べると層厚は倍近
い。つまり、この 100 年で半
減したのである。主として細
粒分が雨風で流されたのであ
ろう。
ちゅうざん

3-3. 中 山 尋常高等小學校の
櫻嶋噴火紀念作文帖
メディアで資料提供を呼び
かけたところ、90 歳を過ぎた
老婦人から亡夫が小学生時代
書いたという作文のコピーを
頂戴した。原文ではなくコピ
ーだから、もしかすると学校
に保存されているのではと、
問い合わせたところ、校長室
の金庫に和紙・毛筆書きの作
文帳が製本されて保管されて
いるのが発見された。尋常科
2 年生から高等科 2 年生まで
107 人が書いたものである。

第3図
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内容から察するに 4 月の新学期になっ
てから、全校生徒に 1 月の噴火時の思
い出を書かせたものらしい。その中の
いくつかを抜粋紹介する。
尋常 4 年男子「櫻島の噴火」
「かへってごはんをくってゐましたら、
大じしんが來でしな物などはこはれた
所が多くありました。十二日の夜はこ
えらどんのもそ竹（孟宗竹）やぶの中
で一ばんくらしました。又、さくらじ
まの人には、からいも（甘藷）や、た
きヾや、みそだいこん、米などきふう
（寄付）しました。學校から私は五錢

第4図

櫻嶋噴火紀念作文帖

きふうしました。」
尋常 6 年女子「櫻島爆發す」
「上の原にかけ昇って見ればむくむくと高く上る煙は丁度猫の子が何十万匹とかたま
ったやうでして其の晩せっかく御飯をたべやうとしましたら音もはげしくわりわりわ
りと大地しんが家をひねるやうにきました。…みんなでよしのさんのうちの竹山に行
きました。…青々としたつば木のはの間から泣き顔をした月の光がかすかにさしてゐ
ました。」
3-4. 囎唹郡役所「櫻嶌爆發誌」
各市町村はどこでも郷土誌を発行している。郷土誌は教育委員会主体で歴史家など
を集めて編纂される。そのため、エピソードな
どは豊富だが、文学的で、定量的な記載に乏し
い例がままある。当時は郡役所が県の下部機関
としてあった。被害の大きかった肝属郡や曽於
郡の郡役所が詳細な記録を残している。曾於郡
役所の記録は、県立図書館にも国会図書館にも
なく、京都大学経済学部の図書室にあった。幸
い相互貸借協定に基づき入手出来た。主な集落
毎の降灰石堆積狀況畧圖が載っており、農業と
くに養蚕業に対する降灰被害状況と対処法が記
載されている。先に農業は壊滅的打撃を受けた
と一般論として述べたが、もちろん、葉菜類か
根菜類か種類によっても、降灰の量や粒径によ
っても、また、対応の仕方によっても、当然、
影響の度合いは異なる。ここでは、甘藷や大根
など根菜類は却って生育が良好だったとか、麦
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は、当年は不作だったが、翌年は豊作になったなどと具体的に記載されている。耕土
と混ぜて土壌改良にも使ったらしい。親身になって営農指導に当たったことが分かる。
3-5. 新渡戸稲造の移住地調査
社会科学的な調査は皆無に等しいが、唯一つ、新渡戸稲造が噴火の翌年 1915 年に
宮崎県小林市大王の移住地調査に行っている。当地に現存する 1923 年建立の記念碑
には「地方官民の深厚なる同情と援助とに負ふもの尠からず」とあるが、新渡戸(1915)
は、
「未だ曾て移民排斥をしなかったものは無いさうである。只の一箇所でも、不幸な
る罹災者に歓待の意を表した村は無かったと云ふ。而して其眞の動機はやはり經濟上
のものらしい。」と述べている。要するに、国有林は江戸時代以来の入会地、それを桜
島移民に占有されたことに対する不満と、粗食に耐え低賃金で働く移民に労働市場を
奪われることに対する恐れが原因である。その地に溶け込み、
「深厚なる同情」を得る
には 10 年近い歳月が必要だったのである。
４．おわりに
鹿児島県には県立公文書館がない。そのため、役所の一次資料はほとんど廃棄され
ている。何のためにいくらお金を使ったのかを知るには議会議事録が役立つ。しかし、
大正三年度の県議会議事録は欠本であった。今回、苦労していろいろ集めたが、ほと
んど二次資料、せいぜい 1.5 次資料であった。東日本大震災では、各方面でアーカイ
ブ事業が進められている。今後大災害があった際には、後世に教訓を引き継ぐために
も、是非とも一次資料を残して欲しいと願う。
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