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はじめに 

 

 

 観光資源としての火山環境を最大限に活用するためには、火山そのものをよく知ることから

はじめる必要がある。火山についての環境教育に関する問題点を議論し、最適の方法を探る。

いわゆるエコツーリズムなどにおいて、自然ガイドの養成、資質・能力の向上が強調されてい

るが、動植物などに比較して、火山現象、火山環境に関する基礎知識、応用教材などは特に見

劣りがする状態である。この点に着目して、環境教育の専門的センターとなりうる全国の火山

系博物館の関係者を中心として、研究・教育の基礎的な面とその実践方法について突っ込んだ

議論を行う会議を、当山梨県環境科学研究所で開いた。 

 会議への特別参加者として、アメリカのセントへレンズ火山博物館の科学主任である、ピー

ター・フレンゼン博士を招聘して、火山の環境教育・エコツーリズムなどについて先進国であ

るアメリカにおける最近の実情を紹介していただくとともに、出席者全員が参加して、博物館、

環境教育のあり方について自由な討論を行った。  

 

この報告書は、この会議の記録である。 

2005年10月 

 

山梨県環境科学研究所 

所長 荒牧重雄 

 

 

 

 

                       



６月 24日 プログラム 
 

第１部 

14:00 - 14:10  荒牧重雄：開会の挨拶 

14:10 - 14:50  田鍋敏也：洞爺湖周辺エコミュージアム構想 

14:50 - 15:30  佐藤 公：磐梯山地域の博物館とエコツーリズム 

 

15:30 - 15:40  休憩 

 

15:40 - 16:20 池辺伸一朗：阿蘇火山博物館の将来計画 

16:20 - 17:00  Peter Frenzen：セントへレンズ火山博物館と米国の博物館事情 

17:00 - 17:50  菊川 茂：立山カルデラ砂防博物館と体験学習 

 

第２部 

19:00 - 19:40  杉本伸一：雲仙岳地域の博物館とフィールドミュージアム  

19:40 - 20:20 福島大輔：火山防災とまちづくりー 

20:20 - 21:00 荒牧重雄：富士山地域のエコツーリズム 

21:00 - 21:30  討論 

21:30         解散 

 

６月 25日 プログラム 

 

第 3部 

9:00 - 10:00  三松三郎：火山系博物館の抱える問題とこれからの役割 

10:00 - 10:40  伊藤和明：伊豆大島火山と火山学習 

10:40 - 12:00  荒牧重雄：総合討論 

12:00        会議終了 解散 

 



2005年６月24日 14:00-14:10 

 

こんにちは。これから火山関連博物館研究所国際フォーラム、「火山博物館とエコツーリズム」

についてのフォーラムを開催いたします。私はきょうとあすのこのフォーラムについて全体的

な司会進行をする山梨県環境科学研究所の輿水といいます。よろしくお願いいたします。 

 このフォーラムは、本日と明日にわたって１部・２部・３部とあります。そして土曜日の午

後は公開講演会を計画しており、大体、あす夕方４時半までということになっております。後々

の記録もありますので、発表者につきましては必ずマイクを使って行ってください。質問者も

マイクを使って質問をしてください。 

 一般の参加者については、第１部のあとの２部までに、第１部が５時過ぎに終わると思いま

すが２部までの間に食事時間を入れますのでそのときにお願いします。あすの昼食も同じよう

に各自でお願いしますということです。事務的な説明をさせていただきました。 

 では、「開会の挨拶」を研究所の所長の荒牧いたします。荒牧先生お願いします。 

 

開会の挨拶：荒牧重雄 

 

皆様よくおいでいただきましてありがとうございます。この会は国際フォーラムと呼んでお

りますが、ねらいはかなり絞られております。テクニカルといいますか専門的というか、しか

しながら私どもの考えでは非常に重要な意義を持っていると思っております。そのために、き

ょう夜までがんばって議論をします。またあすの午前中まではかなり問題が絞って議論をしま

す。それにせっかくアメリカからも有名な方をお呼びしたので、一般の皆様にもう少しくだけ

た火山に関するお話をしてもらおうというのが、あす午後の公開討論会でございます。そうい

うことで、火山についてのおもしろいお話を聞きたいという方は、あすの午後に来ていただい

てお聞きいただければ、より良いのではないかと思います。 

 本日とあすの午前中の会のねらいは、２つあります。日本は火山国といわれておりますから

火山が重要です。それについての知識、火山についていろいろとわかっていることがあります。

そういうものを一般の市民の方にどうやって渡すか。要するに、かたい言葉でいうと啓発活動

といいますか、そういうことについての議論でございます。 

 ２つの柱があるといいましたが、１番目は日本の火山の地域の博物館です。火山につてのこ

とは皆わかります。博物館ですから、いらっしゃいという博物館はたくさんあります。ところ

が、非常にかたい話で学術的に非常に重要な仕事をしていて、良心的でよく機能している、と

いう博物館はそれほど多くはありません。私が自信をもって申し上げますが、きょうとあすに

お話をいただく10人ばかりの方々は、日本における火山関係の博物館のうちでトップの業績を

あげられる方をお呼びしたつもりであります。 

 その方々はそれなりに悩みを持っています。火山系の博物館をどう運営するのか、お金がな

いとかいろいろなことかあります。そういう問題点を出し合ってもらうということがあります。

それについてそれでは、どういうようにしてそれを改善していくべきかという話を議論します。 

 それでできればしかるべき人、例えば役所を含めて、国を含めて、どのように改善案を提言

していくかという、これは博物館を運営する側というかやっている側の都合という議論になり

ますが、実はその中で議論をすることは、非常に意味がある重要なことです。 



 日本は火山国といわれていて日本の国立公園の70％は火山地域にあるといわれていて、日本

の美しい自然というのは相当は火山に負うところが多いのです。もちろん温泉もあるというこ

とで、観光産業は火山に負うところが非常に多い、その割に、火山について基本的な知識がな

いというところ、それをなんとか強くしていきたい。 

 最近はエコツーリズムということがいわれておりまして、自然を学ぼう、自然に対して親し

もう、というような運動が世界中で巻き起こっておりまして、日本でも御存じのとおりに、富

士山の北麓地域が環境省のモデル地域の一つにいま指定されまして、ここでエコ環境教育、エ

コツーリズムを推進しようという一つのトップの地域になって、皆さんが注目しております。 

 ここはどういう場所かというと、富士山の北麓ですから、火山というものがすごく重要な役

割をしております。例えば青木ヶ原にいってエコツアーで皆が自然に親しむといっても、失礼

な言い方かもしれませんが、ガイドさんがしゃべる内容の相当部分というのは動物と植物です。

いま鳴いている鳥はなんというのか。この花はきれいですね。この名前はなんというのですか。

それはそこそこに皆さんが御存じです。 

 しかし、われわれは溶岩の上を歩いているのですが、この溶岩はこういう特徴があって、な

んと呼ばれていて、いつどうやって噴火してどうしたのかという話は、これは世界の平均に比

べて、日本人はどういうわけだか弱いと私は思っております。なぜだかよくわからない。理科

離れとか地学教育が弱いということがよくいわれておりますが、そういうものも関係するかも

しれません。逆にいうと、われわれ火山関係者がある程度の責任を負う立場にあるのかもしれ

ません。 

 そういうわけで、エコツアーとかエコツーリズムで代表されるような自然を学ぶ，自然学校、

自然教育というものについて、火山の研究者サイドがいかにその知識を提供できるか、という

ストラテジーというものを議論していきたい。これはそういう発信の元になるのは博物館が一

番重要なものですから、１番と２番のテーマはつながっております。そういうような基本的な

議論をしたい。 

 もちろん、皆さん興味をもって来ていただいている方は、それについていろいろと御意見が

あると思いますので、ぜひ討論には加わっていただきたいと思います。とはいっても、10もお

話がありますので時間を厳守させていただきます。特にしゃべる講演者の方は、なるべく切り

詰めてしゃべってください。お願いをします。時間になったら立ち上がって時間ですといいま

す。なるべく討論の質問の時間をそれぞれについてとりますので、ぜひ皆さんから議論なり質

問なり討論をお願いしたいと思います。 

 セントヘレンズという火山がアメリカにあります。今から20年ぐらいになりますが大噴火を

しました。これがもとでアメリカというのは世界で博物館の先進国ですがフィールドミュージ

アムとしてすばらしい世界的に一流の立派な博物館ができた｡ そこの主任です。所長とはいわ

ないが、実質的な所長の人です。フレンゼンさんという方がいらっしゃったものですから、彼

らはどういうことをやっているのかということを聞いて、日本と比べてどうかという話もした

い。 

 それで時間がもったいないので通訳はいたしません。申し訳ないのですが、ピーター・フレ

ンゼンさんにゆっくりしゃべってもらいますから英語で聞いてください。どうしてもたまらな

いという人は途中で遮って、どうしてもそこがわからないとおっしゃれば、私がなんとか通訳

します。 



 タイムキーパーの輿水さんにお願いしたいのは、フレンゼンさんのときには少し余分に時間

をみてやっていただきたいと思います。申し訳ないのですが、ほかの講演者は時間厳守という

ことでお願いいたします。ありがとうございました。引き続き発表に移ります。 

 

 最初は北海道壮瞥町総務課の田鍋さんです。タイトルは「洞爺湖周辺エコミュージアム構想」

です。お願いします。 

 

14:10-14:50 田鍋敏也：洞爺湖周辺エコミュージアム構想 

       T.TAMABE：Lake Toya Area Eco Museum Project 
 



洞爺湖周辺エコミュージアム構想 

Lake Toya Area Eco Museum Project 

田鍋 敏也 北海道有珠郡壮瞥町 総務課 

Toshiya TANABE, Director,Sobetsu Town Office 

 

 御紹介をいただきました北海道壮瞥町の田

鍋と申します。2000年の噴火、もう５年前に

なりますが、さまざまな御支援をいただきまし

たことを感謝申し上げたいと思います。また、

きょうお招きをいただきましたことを荒牧先

生ならびに皆様に感謝したいと思います。あり

がとうございます。 

 本日は、2000年の有珠山噴火以降に、当地

域でエコミュージアムというプロジェクトを

進めておりますが、その取組を説明させていた

だきます。 

 最初にお断りしますが、このエコミュージア

ムは、箱物のミュージアムと違います。また、

現在、展示施設をつくっている最中で、完成し

たものではございません。周辺の火山災害のあ

とを御覧いただく仕組みをつくりながら、そし

てエコツーリズムというか地域住民や観光客

に火山を学習していただくソフト事業も含め

て完成形ではないことを冒頭お断りして進め

させていただきます。 

 有珠山ですが北海道の南西部で３つの自治体にまたがっております。周辺には５万人ぐらい

の方がお住まいになっております。ご承知の方も多いと思いますが、この富士山周辺と同じよ

うに、観光地でもございます。 

 有珠山は1663年以降、少なくとも記録では８回の噴火を20年から50年に１度の割合で繰り



返した火山でございます。平成12年３月31日、

インターバルとしては 22年間でございました

が、まだまだ大丈夫では、という予想を裏切っ

て、このように民家ですとか教育施設の近くか

ら噴火したわけでございます。 

 この噴火のあとに、火山を資源として活用し

ていこうという考え方がでました。それでいま

地域で進めているところでございます。検討会

を設置しました。ここにはありませんが、2000

年10月には私も参加しましたが、きょうお招きのピーター・フレンゼンさんのところにお邪魔

しまして、マウント・セントヘレンズ・ボルキャニック・モニュメント(National Volcanic 

Monument)も視察をさせていただき、それをモデルとしていま取り組んでいるところでございま

す。 

 エコミュージアムの考え方です。これは

1960年代にフランスの農村漁村地域で提唱

されました考え方の地域振興策です。普段わ

れわれが目にしているなんでもないような

山とかフィールド、など、そういうものが部

外の方にとっては大変に珍しくて希少価値

があるものである、ということを地域住民が

認識をして、活用して情報発信、活性化させ

る、内発型の地域振興策でございます。 

 フィールドミュージアムでございますので、テーマに沿ったものでエリアが設定されていま

す。そこにいろいろなことを学ぶことかできる天然の資源とか、文化・体験ができるものであ

るとか、来遊者にとっては珍しいもの、地域資源をサテライトとして配し、それらの情報を提

供するコアセンターがあり、ここで情報を得て各施設、サテライトに出かけていく、このよう

な野外ミュージアムの考え方でございます。 

 有珠山周辺地域にある火山災害跡とか地層

などを展示物と見なして、いままではだれも振

り向きもしなかった負の遺産的なものもござ

いますが、有珠山周辺にしかないことをセール

スポイントにして、情報発信し地域振興と将来

の減災につなげていく考え方です。観光客の皆

さんには珍しく、そして自然を学んでいただく

仕組みをいま考えて推進しているところでご

ざいます。 

 こういった施設は、地域住民にとっても地域学習を行う仕組みを構築し、有珠山の特性とか

火山災害の歴史、そういうものを次の世代に伝承していくことを、行政とか、学者さんの仕事



ではなく、われわれ住民の問題であるという

ような意識を芽生えさせる、そういうことも

ねらいにしたプロジェクトでございます。 

し 有珠山に対して正しい知識を持っている

方々が有珠山周辺の住民に増えてくる、正し

い知識をもとにいろいろな人に情報提供する

ことは、有珠山のように緊急時、20年とか30

年に１回噴火を繰り返すときに、火山情報が

流れてきたときに、正しい知識をもとに自分

の身は自分で守る、こういう現象が起きたら

有珠山はこうなる、というような行政の情報をもとに判断を自分で行い行動する、そういうこ

とが出来る人を育てることにもなり、減災にもつながっていくのではないかと思われ、ここが

非常に大事なポイントであると思っております。 

 前置きが長くなりました。ではいま実際

に何をやっているのか御紹介をしたいと

思います。 

 これが有珠山でございます。その周りに

○で囲んであるところが過去の噴火の爪

痕とか、火山を認識していただく資源で、

エコミュージアムではサテライトといっ

ています。20世紀の噴火だけをとりまし

てもこれだけあります。こういうところを

訪れていただくためにコアになるビジタ

ーセンターを整備し、この緑色が散策するルートですが、順次整備を行っております。 

 これが今回の2000年の噴火口です。洞爺湖温泉に近いところでは、民家から何百メートルと

いうところに火口ができたわけです。この写

真のとおりに、これだけ近接して人が住んで

いること自体が珍しいのですが、地域の人間

は認識していないのです。私自身、このよう

な環境が世界ではあまりないということを

知り、地域で情報を共有し、伝承する必要が

あると認識し取り組んでまいりましたが、エ

コミュージアムは、情報共有の一つの手だて

になるのではないかと思っております。 

 いまこの周辺は、大きな砂防空間の中にな

っており、被災した町営温泉や公営住宅の跡

がメモリアルとして災害遺稿構として残され、遊歩道が整備され、今年の春から利用できるよ

うになっております。このあたりが洞爺湖温泉小学校の跡地でございますが、環境省のビジタ



ーセンターが来年度完成する予定です。ここがエコミュージアムの情報発信基地の一つになる

と思っております。 

これもサテライト施設、1977年火山遺構講演で、壮瞥町のエリアにある前回の噴火で被災し

た病院です。この図面は東京帝国大学の大森博士が1911年に論文にした断層です。この病院の

オーナーは立地するときに、眺望が良いという理由で、この施設の位置が断層に乗ったところ

だということを恐らく知らずに億単位の投資をしました。しかし病院の開設からわずか10年後

の1977年の噴火で被災し使えなくなった。このようなことを繰り返していいのかというメッセ

ージをこの施設は語っており、地域にとっては火山周辺の土地利用を考える生き証人でもござ

います。 

これはこの構想でテーマセンターとして位置づけた施設の一覧です。各市町村の既存にある

施設も位置づけております。 

各施設を結ぶ道路ネットワークの整備でご

ざいますが、サテライト施設へのアクセスを

よくするため、長年要望しても着手されなか

った歩道整備が、この構想を支援するという

ことから国において整備がなされました。 

 これがトレールです。去年の10月2日にオー

プンしました。この散策路設備により前回の噴

火以降閉ざされていた有珠山山頂部分にも一部、

足を踏み入れられることができるようになった

ところです。 

現在進めておりますのは、野外博物館でございますので、道路管理者さんにこのロゴマーク

を目印として各施設へ誘導する仕組みづくり、道路サイン北海道開発局ならびに北海道庁のご

理解をいただき、昨年度から３カ年計画で整備がされております。 



ここからはソフト事業の取組状況について

お話をさせていただきます。 

 構想は平成14年にまとめましたが、一方的

に行政がつくったようなところもあり、当初

は理念の共有を図る努力を行ってまいりまし

た。具体的には、シンポジウムの開催、ロゴ

マークの公募と決定、ワークショップなどで、

１年に１度は必ず開催しており、あわせて右

上にありますようにフィールドに出かけるよ

うにしております。 

このように有識者をお呼びしまして、シン

ポジウムで、地元の地域づくり団体の代表が

意見交換会を行っております。構想は６つの

自治体で推進していることもあり、なかなか

施策のプライオリティとか考え方が違い、難

しいのですが、行政の枠を超えた、市民同士

のネットワーク形成にもつとめております。 

 火山や地域を知るエコミュージアム講座や

アウトドアの体験ツアーの実施など、施設の

整備がなされてきたことを受け、それを活用

したエコツーリズムを地域に根付かせるため、

お隣の登別温泉で実施されているボランティ

アガイドグループの方に講演をいただくなど、

具体的な利活用を考えるソフト事業も展開し

ております。 

わが壮瞥町では、本日お見えになっており

ます昭和新山の三松正夫記念館館長の三松さ

んにお世話になっておりますが、そうべつエ

コミュージアム友の会を昨年立ち上げまして、



いまは 30人らいで活動しております。その

活動の一端ですが、今年の４月に昭和新山の登

山学習会を行っております。会員にとっては将

来のエコツアーコースの現地化、会員にとって

はツアーコースの現地確認のガイド養成を目

的に、また、一般の方については火山への認識

を深めていただき、火山を体感していただくこ

とを目的に、フィールドを楽しみながら自然、

火山を学んでいただきました。これは５月にや

りました有珠山の登山学習会です。友の会のメ

ンバーが受け付けをしているところでござい

ます。 

 当地域も観光地ですが、2000年噴火災害のあ

と修学旅行生の落ち込みが顕著です。修学旅行

とかツアーの企画担当者、エージェントに向け

ても、最近できてきたインフラを使いながら火

山学習ができるということをＰＲ、プロモーシ

ョン活動も民間事業者とタイアップして行っ

たところです。 

 問題点・課題点としましては、ハード面の施

設整備にあわせて、それをソフト的にどのよう

に運営していくか、ということだと思っており

ます。広域自治体でやっているということもあ

り、なかなか難しいのですが、壮瞥でエコミュ

ージアム友の会的なものが各市町村にはござ

いまして、こういった団体間の連携を図ってい

ければと思っております。16年度までには理念

と情報の共有を主に行ってまいりましたが、現

在は、運営組織を立ち上げていく具体的な検討

段階だと思っております。友の会もそうべつと

いう名前がついておりますが、最終的にはそう

べつがとれたらいいなと思っております。さま

ざまな活動を行いながら将来的には法人化を

目指していこうと考えております。 

 これがエコミュージアム全体の推進、運営組

織イメージです。エコ友の会のような組織が中

心となり、市町村と連携し、専門家の協力をい

ただきながら、学術的なバックボーンのもとに



お客さん、地域に情報を発信する仕組みがで

きればいいと思っております。 

地域資源を丸ごと博物館と見立てて、住民参

加型でつくる博物館がエコミュージアムの理

念です。まず住民が地域をよく知って、自分

たちが住んでいるところの価値を再認識・再

評価するというところがエコミュージアムの

出発点です。 

火山資源という実際に存在する資源だけで

はなく、人的なネットワークも大切であり、

壮瞥町や周辺住民には、北海道大学の諸先生

方と大変太パイプがあります。荒牧先生も北

大にいらっしゃいましたが、さまざまな事業

の企画、実施に際しては、専門家のご協力、

アドバイスをいただける環境にあります。学

術的なバックボーンをもって情報を提供でき

る環境にあることも大変大事だと思います。

このような環境も資源であると思っておりま

す。それらを生かして自然とか火山をキーワ

ードに、次代担う子どもをターゲットに情報

提供し地域づくり、エコミュージアムをつく

っていきたいと思っております。 

 ここで少し防災の話をします。私どもの町

はどうしても有珠山の噴火を意識しなければ

なりません。2000年噴火から既に５年が経過

し、20年と考えるとあと 15年しかない。ひ

ょっとしたら７～８年で噴火するかもしれな

い。そういう認識を基本に置かないといけな



いと思っております。  

2000年の噴火が右です。 

1977年の噴火が左です。1977年の噴火は前兆地震

が始まってからわずか 32時間で噴火したといわ

れています。32時間を今回の時系列に合わせます

と、緊急火山情報も、まだ発令されておりません。

自然災害は、このようなことも起こることを地域

で情報を共有していないと、次の噴火のときに必

ず死傷者がでるという惨事が起きるのではないか、

ということを認識し、地域に情報提供をしていきたいと考えております。 

 そのためには防災防災といっていても面

白くなく、また、防災というとどうも人間と

自然が対立する関係にあるような感じです

が、実際にフィールドに出かけていき、登山

会いうイベントを通じ、火山地球の息吹を楽

しみながら、専門的な知識を少しずつ蓄える

という仕組みが大事だと思っております。そ

こにエコミュージアムの大きな役割がある

と思っております。 

 このような環境で有珠山の山頂からわず

か２キロメートルのところに8000人が宿泊できる観光地があるということでございます。これ

が四十三山で1910年に噴火したところですが、もう緑に覆われて、ここに火口が存在するとい

うことか全くわかりません。 

実際に住んでいる人も、わずか 100年くらい前のことなのに忘れられているのが実態です。

地域の災害史、火山との共生の歴史を伝承していくために、このエコミュージアムのプロジェ

クトは推進していきたいと思っております。資源を生かしながら体験学習ゾーンを形成すると

いうことと、もう一つは地域の災害環境の認識を高め、減災につなげていく取組みです。 

 以上、時間は余ったかと思いますが、最終的には、フィールドを楽しみながら防災という観

点の情報を伝承する仕組みづくりとしてエコミュージアムが有効に活用され、次の噴火は何年

後に起こるかわかりませんが、こういう取組を行っていて良かったとその時点で１人でも２人

でも住民が言ってくれるような取組としてのミュージアムをつくっていきたい、という思いで

がんばっております。今回のフォーラムも私にとっては大変よい機会であり、勉強させていた

だきたいと思っております。 

 なお、パンフレットですが、これは観光客の皆さん向けではないものですが、会場入口に置

いてありますので、興味がおありの方は御覧いただければと思っております。御清聴ありがと

うございました。 

 

 ありがとうございました。時間配分も理想的であります。会場から質問等がありましたらお



願いします。 

 

荒牧： 興味深くお聞きしました。お金についてお聞きしたいと思います。どのくらいのお金

がかかりそうでしょうか。構想ですね。それをだれが払うのか、ということを簡単に教えてい

ただけますか。 

田鍋： それはあとで計算しないとわからないというところです。実はこのプロジェクトを支

援するプログラムというか国の制度はありません。ないので本当に、例えば道路整備をすると

なると、開発局さんが国費で直轄で道路を整備していただくとか、先ほど御覧いただいた散策

路の自然歩道は、北海道庁さんがいろいろな施策の持ち分があるのです。洞爺湖温泉街の砂防

空間は、北海道庁さんが砂防事業の一貫として地域と連携してやったということもございます。 

 私どもの町で整備した２枚目で御覧いただいたサテライト施設は、私どもの町で１億１千万

円ぐらいかけて整備したということでございます。展示物だけをとるのかどうかということは

詳しい計算をしていません。だから計算をしてみないとわからない。ただ地元の持ち出しがな

るべくないような形で関係機関の支援をいただいて進めているということでございます。 

 ソフト事業、ここまでいろいろと構想をつくったりするものだけは、私のほうで計算をして

おります。北海道開発局さんとか北海道庁さんとからソフト的な支援をいただいておりまして、

ソフト事業につきましては、ぼくの試算では大体ここにくるまでは5000万円ぐらいがかかって

いるかなと思っております。 

 ほかにはありませんか。 

○○： 人についてもお伺いします。エコミュージアムの構想を実際に推進されている構成員、

どういう方々がメンバーになっていて、どういう形で仕事としてやっているのか、ボランティ

ア活動のような形でやっているのか、そういうことについても教えていただきたいと思います。 

田鍋： いまの構想を直接的に推進しておりますのは、市町村間の広域市町村の担当者と北海

道庁さんがメンバーの行政機関の人間だけで表面上は推進している形です。それを支援してい

ただいているのが、こういう地域づくり団体ということになっております。実態はそういうこ

とです。 

 この状態、行政機関と地域づくりグループと専門家の皆さんが一つの場で話し合う場をこの

１～２年でつくっていきたいという状況でございます。冒頭に申し上げましたとおりに、まだ

完成はしていなく、インフラ整備とともにソフト整備もいま行っているということでございま

す。早く完成したらいいと思いますが、ここからはちょっとグチになってしまいますが、市町

村間でかなりの施策のプライオリティがありまして、進めていくことも一歩一歩やっていかな

いといけないという悩みはございます。 

秋葉： 山梨県富士山レンジャーの秋葉と申します。興味深いお話をありがとうございました。

２点お伺いします。  

 こういう広域のミュージアムというのは、解説とかガイドという人材の養成が重要になると

思います。先ほど触れられたと思いますが、そのあたりはどういう体制で教育とか育成を行っ

ているのか、ということをお聞きしたいというのが１点です。 

 もう１点です。これから本格的に運用していくにあたって想定されている利用者層、個人な



のか団体なのか、もしくは道内の方なのか道外の方なのか、そのへんで想定されることがあれ

ばお聞きしたいと思います。 

田鍋： 人材養成ですが、まだ昨年ぐらいまでは理念の共有を図るということを中心的に活動

をしておりまして、今年度ぐらいから人材育成ということで具体的にこのインフラを使ってい

こうという取り組みをはじめたところでございます。私の直接担当しているところでは、お話

をさせていただいたとおりです。 

 ただ、周辺の６市町村にはそれぞれの地域づくり団体の各ボランティアグループが独自に、

例えばお隣の伊達市さんのところは、縄文時代の北黄金貝塚というテーマセンターのところに

ボランティアガイドの方々がいらして、そこはそこ独自でやっている。独自でやっている取り

組みがございます。そういう活動もみなこのエコミュージアムにつながる活動です、という理

念の共有をいましているところです。 

 最終的には、どこか一つがリーダーシップをとって協議会というものができて、広域ネット

ワークがそこにぶらさがる、という形になれば理想形かなと思っております。全部そういうこ

とまでできればよいなと思っております。なかなかそこまでいくのは難しいかなと思っており

ます。現状はそういうところです。 

 利用者層ですが、なんといっても次世代の子どもたちをターゲットというか利用していただ

く環境にしていきたいと思っております。以上です。 

 

 ありがとうございました。田鍋さんの発表をこれで終わります。 

 続きまして磐梯山噴火記念館の佐藤公さんに「磐梯山地域の博物館とエコツーリズム」とい

うことでお願いします。 

 

14:50-15:30 佐藤公：磐梯山地域の博物館とエコツーリズム 

      K．SATO：Volcano Museums in the Bandai-san Area Ecotourism 

 

 



磐梯山地域の博物館とエコツーリズム 

Volcano Museums in the Bandai-san Area and Ecotourism 

佐藤 公 磐梯山噴火記念館 副館長   

Kou SATO, Bandaisan Volcano Memorial Museum 

  

ただいま御紹介をいただきました磐梯山噴火記念館の佐藤と申します。きょうは「磐梯山地

域の博物館とエコツーリズム」というテーマでお話をさせていただこうと思います。全国に火

山系の博物館はそうたくさんあるわけではないのですが、その中で実は純粋民間の博物館とい

うのは、私ども磐梯山噴火記念館と、後ほど発表されます三松正夫記念館と阿蘇火山博物館の

３つだけで、多くは公立の博物館です。全国に私が知っている範囲内では２つの民間の博物館

の１つです。 

 磐梯山地域ということについて話をしましょう。磐梯山という火山は福島県にございます。

福島県というのは東北の一番南側に位置しております。お出でいただいた方もいらっしゃると

思いますが、福島県というのは全国でも３番目に広い面積を持つ県です。中心部には日本で４

番目に大きな湖の猪苗代湖がございまして、その北側に磐梯山があります。磐梯山から見て北

東に吾妻、東側に安達太良、この３つの活火山が比較的活発に活動しているといわれています。

ただし先ほども発表がありましたように、有珠山のように 20年とか 30年に１回噴火するよう

な山ではございません。 

 東北の火山は、一般的にそうですが、噴火と噴火の周期が非常に長い。ですから、地元に住

んでいる人たちが火山という意識で付き合っていないという地域です。それゆえに、例えば、

栃木県との県境には那須火山がありますし、尾瀬は非常に有名ですが、ここには燧ヶ岳という

山がありましてこれも火山です。一昨年、気象庁の火山の定義が変わりました。いままでは２

千年以内に噴火した山を活火山といいましょうといっておりましたが、１万年以内に噴火した

山を活火山としましょう、と定義が変わりました。沼沢というものも活火山の仲間入りをしま

した。地元でもこれが火山であると知っている人は極々一部です。 

 代表的な火山について３つ簡単に

触れます。磐梯山の最後の噴火が明

治21年です。西暦でいいますと1888

年です。実は、この磐梯山が噴火し

た後に吾妻と安達太良が 10年以内

に噴火をしております。吾妻は1893

年に噴火しまして、このときには調

査にあたっていた技師が２人亡くな

っております。福島県の中では本当

に活発なほうの火山に分類されます

が、1970年などに小規模な水蒸気爆

発噴火などを起こしているのが吾妻になります。これが有名な吾妻小富士という山になります。 



 こちらが安達太良になります。安達太良は1997年に、この沼の平という火口ですが埼玉県の

登山客４名が火山ガスで亡くなっております。1997年というのは安達太良、八幡平、阿蘇と火

山ガス事故が多発した年でもありました。いまでもこの沼の平のコースは入山ができません。 

 磐梯山の噴火の明治21年は、477名という多くの方が犠牲になっております。その前の噴火

が大同元年の 806年といわれております。千年近く噴火がなかった山なものですから、当時は

だれも磐梯山が火山であるという意識はありませんし、１週間ほど前から鳴動とか遠雷音が聞

こえて、地震活動が体に感じるようなものが起きていたわけですが、それを前兆現象と受け止

めることができず、犠牲となってしまいました。 

 後ほど聞き取り調査をした県の担当者の報告によりますと、動物が逃げ出す、ということが

あったということが報告書の中にも残っております。その磐梯山は、実はいまから５年前に、

ちょうど有珠山が2000年３月に噴火し、その後に三宅島が６月に火山活動を開始した同じ年の

８月に、下が地震の回数を示すグラフですが、８月15日のお盆の日ですが１日で400回を超え

る火山性地震が発生しております。ところがこれは体に感じるような地震ではありませんでし

た。ですから、地元に住んでいる私たちは、まさか磐梯山の地下でマグマの活動が活発になっ

た、ということを理解しておりませんでした。８月16日に臨時火山情報が出されました。山頂

付近で小規模な水蒸気爆発の可能性があるかもしれないということで、地元の自治体ではすぐ

に入山規制を行いました。 

 そこまでの対応は非常によろしかったと思います。しかし、この地震の回数はなかなか減ら

ないのです。気象庁とも相談したのですが、もうしばらくは様子を見たほうがよいのではない

ですかといわれました。磐梯山というのは、福島県では非常に有名な観光地なので、早く観光

客を戻したい。そのためには入山規制を解除しないといけないということになりまして、３つ

の町と村の首長さんか磐梯山登山をしました。自分たちが登ってみて安全ですからこれでＯＫ、

入山規制を解除してしまいました。観光業者からのかなりのプレッシャーがあったようです。 

 磐梯山周辺の博物館について御紹介します。磐梯山は私の噴火記念館がある北塩原村、猪苗

代湖のある猪苗代町、磐梯町にあります。この３つを合わせてもせいぜい人口が２万人ほどの

小さな自治体です。その中に博物館は全部をあわせても５つ程度しかありません。新しい千円

札で有名になった細菌学者の野口英世を顕彰する野口英世記念館、会津地方の民具ですとか家

屋を展示している会津民族館、噴火記念館のそばに諸橋近代美術館という非常にしゃれた美術

館が５年ほど前にオープンしました。これは皆さんの地域にもあるかもしれませんがゼビオと

いうスポーツショップがオーナーの財団でありまして、サルバドール・ダリという人の作品を

並べているきれいな美術館です。 

 磐梯山という山は古い時代は山岳信仰の山でもありました。平安時代には徳一というお坊さ

んが恵日寺(エニチジ)というお寺を建てまして、仏教関係のことを紹介する磐梯山慧日寺資料

館もあります。 

 続きまして磐梯山地域とエコツーリズムの話をしたいと思います。福島県の中でも磐梯山が

ある地方を会津地方と申します。人口的には福島県の中では少ないほうの地域ですが、観光客

が非常に多い地域です。福島県は昨年度の統計でみますと、年間で約４千万人の観光客が訪れ

ている県です。その中でも会津地方が約40％を占めます。その中でも噴火記念館のある磐梯山



周辺だけで570万人ほどが訪れております。 

 なぜそんなにお客さんが多いのか。これでも昔から比べる随分と減ってしまったのですが、

立地が首都圏から近いということが大きな要因であると思います。新幹線を利用して裏磐梯ま

で２時間30分です。乗用車で東北自動車道を通ってきますと280キロで３時間半ほどで到達す

るエリアにございます。 

 会津地方といいますと、皆さんも白虎隊というものを聞いたことかあると思います。幕末の

時代に会津藩の少年兵がお城が燃えていると勘違いして自害してしまった事件ですが、そうい

うことで会津は歴史の町ということで非常に有名です。この会津若松と磐梯山のある自然、こ

れをセットで見学すると非常に短時間にいろいろな観光ができるということで、修学旅行での

利用が多いエリアです。 

 例えば、小学生であれば、隣県の宮城県とか新潟県や茨城県から来ます。また首都圏の東京

や神奈川や千葉県などからは、中学生なども来るというエリアです。磐梯山周辺は四季を通し

てお客さんが訪れるところです。春とか秋には修学旅行とか一般のお客さん、夏には家族連れ、

私などは非常にある意味では残念に思っているのですが、磐梯山はスキー場がたくさんありま

す。山肌がいっぱい削られてしまって、５つも６つもスキー場があるという山です。でも観光

からみると、冬にスキー場目当てにたくさんの人か訪れる。年間を通してお客さんが来るエリ

アということになっております。 

 ただ、そういうこの磐梯山地方も10年前からだんだんと観光客が減少してきました。ですか

ら、ただマスツーリズムだけでやっていたのでは限界があるのかなというのが、地域の人たち

の共通認識になってきているところです。 

 そういう中で私ども噴火記念館のある北塩原村には、磐梯山の北側で桧原湖という大きな湖

があります。これがその湖です。それ以外にも小野川湖、秋元湖といった大小で 300ほどの湖

や沼が1888年の噴火でできました。117年前にできたわけですが、地元に住んでいる人でさえ、

こういう湖や沼がその噴火の産物であるということを理解している人は、残念ながら少ないで

す。 

 地元の北塩原村では、磐梯山の登山コースだけではなく、有名な五色沼の遊歩道だけではな

く、全部で19のトレールをつくりました。そういうものをつくりまして滞在型の観光、エコツ

ーリズムに結びつけようということを考えていたのです。2001年にエコツーリズムの世界大会



か日本で行われるということで、日本エコツーリズム協会の方が開催地を探しておりました。

その情報を聞きつけた北塩原村の村長が、ぜひ私のところでやりましょうということでエコツ

ーリズムの世界大会を誘致しました。しかし、その後の２年ほど、エコツーリズムの活動は停

滞しております。村ではもともと財政が厳しい中で、エコツーリズムに予算をつけるという考

えはなかったのです。 

 昨年になりまして、この富士山地域と同じく環境省のエコツーリズムのモデル地域に指定さ

れました。富士山と同じようにマスツーリズムエリアにおけるエコツーリズムをどのように導

入していくかということで、同じような発想で指定を受けた地域であると思います。これに対

して地域では何をしようかとなったときに、せっかく19ものトレールをつくったのに、きちん

としたガイドが非常に少ない、ガイドを養成することがスタートではないかということで、本

年の５月からエコツーカレッジというものを開校しました。 

 続きまして、磐梯山噴火記念館の活動に話を移し

ていきます。当館は1988年、磐梯山が噴火してち

ょうど 100年目にオープンした博物館でございま

す。純粋民間で株式会社でございます。私どもの役

員は 1980年ごろから裏磐梯で何らかの博物館をつ

くりたいという考えを持っておりました。それが

1986年11月に伊豆大島の噴火をテレビで見ており

まして、間もなく磐梯山が噴火して100年になると

いうことが話題になりました。それだけだったのかどうかわかりませんが、それをきっかけと

しまして、では火山の博物館がよいのではないかということで、話がとんとん拍子で進みまし

て、86年12月には博物館のゼネコンである丹青社に展示基本計画を依頼し、建物の建築を依頼

し、87年 7月に間組によって建築工事が始まり、

88年４月にはオープンさせてしまいました。公立

の博物館では絶対にあり得ないことをやってしま

いました。これが建物の外観です。磐梯山の西側に

は喜多方という町がございます。 皆様はラーメン

などで名前を聞いたことがあると思います。蔵など

で非常に有名な町です。そういう蔵づくりのイメー

ジでこの建物を設計したそうです。１階には磐梯山

に関する展示を行い、２階では火山に関する展示を

行い、あとは当館の特徴なのですが、気象に関する

展示なども行っております。中心にありますのは、

火山系の博物館ですといろいろと展示していると

ころもありますが、世界で初めてつくられました地

震計の模型なども展示してございます。 

 私どもの館は、オープンした当初の３年から５年

ぐらいまではだんだんと入館者が増えてきました。



ピーク時には 20万人を超える来館者もあっ

たのですが、３年、５年、そこからまた並行

して７年目くらいからずっと落ちっぱなしで

減っております。いまはピーク時の３分の１

程度になりまた。 

 そういう中で予算もかけられない。すると

企画展などを通してお客さんを呼べないかと

いうことで、このような写真の展示会を毎年

行っております。磐梯山周辺は非常に写真を

撮る方がたくさんいらっしゃるエリアなのです。セミプロ級のカメラマンの方の個展会場とし

て年に２回ほど会場を提供しております。私どもではこのようなポスターをつくる程度で予算

を抑えております。 

 また私どもが主催となりまして毎年写真のコンテストを

開催しております。その入賞作品展を展示したりしますと、

全体の企画展の７割がこのような写真

展になります。本当であれば火山系の

博物館ですから火山の展示をしたいと

ころですが予算がございません。いま

までに２回しか火山の展示をしたこと

がないのです。10周年のときに「磐梯

山の怒り」、15周年のときに「アフリ

カの火山」という２つの企画展を開催

しております。 10周年のときの火山

の企画展では磐梯山だけではなく、北

海道の三松さんなどの影響を受けておりまして、防災にも力を入れようということでハザード

マップの展示などもその時から行っております。 

 また15周年の企画展のアフリカの火山は、当時、東北大学にいらした浜口先生がよくアフリ

カのコンゴに行っていらしたのでニイラゴンゴの写真をたくさん持っているという話を聞いた

ものですから、その写真をお借りして展示をしましょうということになってこの企画展を準備

しました。偶然に、2002年にニイラゴンゴ火山が噴火をして浜口先生の弟子が事前に噴火を予

知して住民を避難させた、ということが新聞などでも報道された年でしたので、単に火山を紹

介するだけではなく、ニイラゴンゴの側にはゴマ都市があるのですが、都市と火山というテー

マでもこの企画展を展示しました。 

 当館で開催したあとには、阿蘇火山博物館でも展示をして巡回展の形をとりました。昨年は

雲仙岳災害記念館でも展示をしました。 

 私どもでは夏は毎年「世界の昆虫展」を開催しております。当館にある昆虫標本を利用して

おりますが、夏は家族連れが多く、子どもも多いということで、そういう企画展を開催してお

ります。今年は、春にちょっと変わった企画展を開催中です。「裏磐梯とカリフォルニアの花」



という企画展です。太平洋を挟んで８千キロほど離れた場

所に同じような花が咲いている。一番上は水芭蕉ですが、

日本では白、アメリカでは黄色です。このような花の写真

展を開催しております。これにあわせて地元の福島大学の

植物の先生においでい

ただき講演会を開いた

り、または花の観察会を

開いたり、いろいろな事

業を行っております。    

私どもの館内でできる

ことには限られており

ますので、1991年ころか

ら自然観察会というも

のを始めました。これは

どこでもそうですが、主に動植物が中心です。 

こういう観察会を年平均で５～６回ほど開催して

まいりました。火山の博物館ですから火山の観察会

を実施したいということで、ようやく 2003年から

開始しました。まだ残念ながら５回ほどしか実施し

ておりません。動植物の観察会ですと、きょうはガ

イドの方もいらっしゃると思いますが、天候が悪く

ても比較的実施しやすいと思います。ところが火山

の場合には天候が悪いとあまり向かないというこ

とがあります。ですから実施したのは５回ですが、

準備して当日中止になった観察会が何回かござい

ます。磐梯山のときの観察会ですと、ガイダンスを

して周りの地層を御案内します。ここの地層は荒牧

先生は覚えていらっしゃいますでしょうか。３Ｄワ

ールドという施設がもう一つございまして、そこの

流山の露頭でございます。 

これ以外にも昆虫展にあわせた昆虫観察会、花の観

察会ということでさまざまな観察会を実施してお

ります。                                        

 次に防災的な話に移ります。実は火山防災授業を

5年前から地元の中学校で実施しております。生徒

がヘルメットを被って、防塵マスクをして、ゴーグ

ルをしております。毎年、同じ中学校で全校生徒を

対象にしてこのような防災授業をするものですか



ら、同じことができないのです。子どもが興味を持つようなものということで三松館長さんに

相談をして、こういうものがあるということで借りて実施した防災授業です。 

 昨年の授業では、「火山防災マップと非常時持ち出し品」というテーマで授業を行いました。

子どもたちにいろいろな持ち出し品をリストアップしてもらう、お年寄りのいる家庭ならどう

いうものが必要ですか、赤ちゃんがいる家庭ならどういうものが必要ですか、そういうことで

自分たちで選ばせるというような授業を毎年やっております。 これ以外にも出前授業も行っ

ております。地元の学校だけではなく、修学旅行や林間学校で来る子どもたち向けに、宿泊先

にお邪魔して、このような授業を行っております。これは茨城のつくば市にある吾妻小学校の

出前授業です。一方的に話をするだけではなく、磐梯山地方の民話を子どもたちに読んでもら

ったり、マグマの粘りの違いの実験に協力してもらったりとか、こういう実験も取り入れて出

前授業を行っております。 

 出前授業以外にも、ほかの博物館との連携事業も行っております。これは昨年実施しました



国立磐梯青年の家のイベントです。国立科学博物館、東京学芸大学と共催で「どこでもミュー

ジアム・イン・磐梯」というタイトルのもとに、私は『磐梯山は生きている』というお話、そ

して火山の実験などをしました。こういうことを通して地域の子どもたちが火山を知る一つの

きっかけになればと思っております。 

 続いて火山学習会です。先ほど2000年臨時火山情報がでたときのお話をしました。実はこの

とき、非常に地元行政の対応に問題もあったのですが、報道機関の人たちも日頃から火山地域

であるという理解がありませんでしたから、非常に勉強不足でした。ちょうど当時、読売新聞

の福島支局長であった小林茂さんという方がいらしたのですが、この方は実は1977年の有珠山

噴火のときに北海道にいたのです。火山に非常に興味を持っている方で、二人で火山学習会を

始めましょうということになりました。 

 きょうも参加なさっている宇

都宮大学の中村先生と、東北大学

の浜口先生がハザードマップの

検討会で猪苗代町にいらしてい

るときに第１回目の学習会「磐梯

山の現状について」という講師を

お願いしました。その後、いまま

でに 13回ほど学習会を開催して

おります。ただ、残念ながら北海

道との違いは、福島県内には火山

を専門に研究している研究者が

少ないのです。ですから、なかなか良い講師が見つからないのが現状です。 

 これは大人の方を中心にやっている学習会なので、子どもたちにもきちんと教えることが重

要だと思いまして、実は「磐梯山に強くなる本」を今年の３月につくりました。これは宇都宮

大学の中村先生、いまは新潟地方気象台の台長をなさっている中禮(チュウレイ)さんと３人で

分担してつくりました。この本の大きな特徴ですが、どうしても防災の本といいますと火山は

恐ろしいです、危険ですということに終始してしまいますが、そうではなく、まず火山のすば

らしさを知ろうということからこの本は入っております。火山は噴火すると恐ろしいが、火山

が噴火することによって美しい景色がつくられたり、温泉がわき出たり、または適当な水はけ

のもとに農作物ができたり、地下資源があがってきたり、いろいろな恵みを私たちに与えてく



れる。そういうことを最初に理解した上で、火山に良いイメージをもって引き続き防災のこと

も勉強しましょう。そういう作りにしてございます。 

 この本を作りたいと中村先生に相談したときに、「では佐藤君、予算はどこから出るのだ」と

聞かれまして、ぜんぜん考えてなかったのです。どこからもお金が出てこないのです。偶然、

私の知り合いのガイドが、福島県で補助金の制度がありますよということを教えてくれて、締

め切り１週間前であったのですが、慌てて申請をしました。 

 こういうテーマで出している団体が他になかったものですから、トントンとうまくいきまし

て80万円の補助金をいただきました。それで本を500冊つくりました。磐梯山周辺の中学校の

１年生全員に配り、県内の図書館にも配布しました。まだちょっと残っておりますので、会津

地方の中学校全部に配りたいとは思っております。 

私たちはこの本を作っただけで終わりであるとは思っていません。実は、補助金の申請を出し

たときにも、きちんと活用されないと意味がないと思いましたので、この副読本をベースにし

た講演会を開きましょうということで、今週の月曜日に執筆者である中村先生、中禮(チュウレ

イ)台長さんをお招きして火山防災講演会を開きました。来月になりますと、私が地元の中学校

に出向きまして、この副読本に基づいて出前授業 をする予定でおります。                                  

きょうのメインのテーマであるべき裏磐梯エコツーリズムカレッジの話ですが、いままで裏磐

梯ではエコツーリズムというと動物・植物を中心に考えていました。でも、違うのではないで

すか、と私が昔から言っていたことがようやく最近になって理解されはじめ、いまほど紹介し



た『磐梯山に強くなる本』なども出した関係もございまして、やはり磐梯山という火山がベー

スにならないといけないという共通認識に達しました。そこで、エコツーリズムカレッジの１

回目の講師を私がさせていただきました。これはビジターセンターの中の写真ですが、火山の

講義をまずしまして、今度はフィールドに行って、火山の仕組みとか火山の地形などを紹介し

ました。ようやく、裏磐梯でもエコツーリズムが火山なしでできないという状況になってきた

ところです。これからの役割をお話ししたいと思います。 

 火山文学とエコツーリズム、あまり皆さんは聞かれたこ

とはないかもしれません。実は火山文学というのは非常に

有効であると思っております。その最たるものが皆さんも

読まれたことかあるかもしれませ

ん。「死都日本」という小説です。

この本では、実際にわれわれが経

験したこともないような巨大な火

砕流を表現しています。それがき

っかけでシンポジウムが開かれた

りもしましたが、文学というのは

火山に興味のある人以外の方も触

れる機会があります。 

皆さん、「大人の休日」という雑

誌を御存じでしょうか。どちらか

というと中高年の人向けの旅行の雑誌ですが、この雑誌は毎月いろいろな文学作品を紹介し、

その作品を通して地域の観光につなげるという組み立てになっております。実は６月号におい

て、磐梯山の噴火を書いた井上靖の小説「小磐梯」がこれに取り上げられました。この取材で

４月に記者の方がいらしたので、これは使えると私は思いました。磐梯山のエコツーリズムで

考えたときに、いままでは動植物、そして火山を加え、そしてこのような文学も加えましょう。

それぞれいろいろな角度から磐梯山に触れることがエコツーリズムではないか、ということを

強く思うようになりました。 

 地域の資源を活用したモデルコースもつくってみたのですが、先ほども御紹介した桧原湖と

いう磐梯山の北側の湖に一泊二日でエコツアーをしましょう。まず磐梯山噴火記念館に集まっ

てもらって、この地域の成り立ちのガイダンスをしましょう。ここが終わったらトレッキング

コースを歩いて、湖を船で渡って、その日の夜の早稲沢という民宿に泊まりましょう。 

 当然、そこの民宿では地元でとれた食材で歓迎しましょう。翌日は金山浜というトレールを

歩き、桧原歴史館に寄り歴史的なところを歩いて、またトレッキングコースを歩きましょう。

そして最後に細野というところから船に乗りましょう。実はこの細野から船に乗ったコースが

井上靖の「小磐梯」が描かれた場所なのです。ですから、動植物だけではなく火山、そして文

学、地元の食材、いろいろなもの体験できる、こういうコースをこれからどんどん提起してい

きたいと思っております。 

 いままで学校との連携授業をたくさんやってきたのですが、まだまだ地域との連携が弱かっ



た部分があります。今回のエコツーカレッジを通してガイドの人たちとのつながりができまし

たが、より地域とのつながりを強めるためには、公民館活動とか、老人学級とか、そういうと

ころでもぜひ火山の話をしていきたいと思っております。 

 また実際に磐梯山噴火記念館にいらっしゃる来館者の方に、磐梯山が火山です、ということ

をわかりやすくいかに伝えるかというのが私のこれからの役割だと思っています。 

 最後に一つ、火山博物館の連携ということで皆さんに御案内したいと思います。新聞などで

も報道されましたが、「三宅島 過去・現在・未来」という巡回展を私ども火山系博物館では準

備をしております。準備が遅れておりまして開始時期は遅れそうなのですが、全国の火山系博

物館でこの三宅島を紹介したいと考えております。 

 どうしても、噴火が収まってしまいますとテレビや新聞では報道されることも少なくなりま

す。しかし、全国でこういう巡回展で三宅島を紹介することによって、もう一度三宅島を見直

す、そういう機会になればと思っております。日本は火山の多い国で、またどこかで噴火する

かもしれません。そういうときにはまたそれが有珠山であれば有珠山の巡回展、雲仙であれば

雲仙の巡回展、そういうことを私たち火山系博物館ではこれから取り組んでいきたい。そうい

うふうに思っております。御清聴ありがとうございました。 

 

 ありがとうございました。会場の皆様質問をお願いします。 

 

一宮： 興味深い話をありがとうございました。いくつかお聞きしたいのです。 

 まず一つは、噴火記念館のすぐ側に環境省のビジターセンターがあったと思います。そこの

ビジターセンターでパークボランティアの方々がガイドツアーとかをされていると思います。

そのへんの方々とエコツーリズムに関しての連携の動きとかはあるのかどうかを最初に伺いた

いと思います。 

佐藤：お話しましたが、エコツーカレッジというのはビジターセンターの中で授業を行いまし

た。そういうガイドの人たちも一緒に参加してエコツーカレッジに参加してより自分たちのレ

ベルアップを図ろう、ということでやられておりますので、一緒にやっていこうということに

なっております。 

一宮：噴火記念館でガイドの養成をはじめられたということですが、その参加されている方々

は地元の地域の方々が多いのでしょうか。それともよそからボランティア的に参加されている

方がいらっしゃいますか。 

佐藤：私の授業を５月にやったときには、50数名集まったのですが、見たことのない人が結構

いたのです。ですから地元の比率が半分ぐらいかもしれません。磐梯山地域だけではなく、広

く県内からガイドをやりたいという人が結構いるようなので、多分、そういう方もたくさん集

まっていたのかなと思っております。 

一宮：あとは、近くのもう一つの施設で、サイトステーションという施設がいただいたパンフ

の中に載っているのですが、ここは特にそういうガイドさんを常に置いておき、何かの御案内

をしているという場所ではないのでしょうか。 

佐藤：サイトステーションは、以前は村で管理をしていたのですが、いま現在は国民休暇村磐



梯高原という側にある施設が、そこの管理をしておりまして、夏休み期間はボランティアの方

が常駐してガイドをするシステムがございます。そこにレンゲ沼という小さな沼があるのです

がバリアフリーのトレールになっております。 

一宮：長くなって申し訳ないのですが、桧原湖周辺に19のトレールを設けたというお話があり

ました。１つの湖の周りに19というのは、随分と豊富にあるという印象だったのです。これは

以前から何かに使われていたトレールをそういう形で整備をしたのか、それとも今回のこうい

うエコツアー事業を進めるにあたって、改めて整備をしたのでしょうか。 

佐藤：そうですね。３分の２ぐらいは既存のものがありました。しかしきちんとそれがトレー

ルといえるレベルであったものは、５～６個だったと思います。ですからここ数年の間にぜひ

整備をして、新たに開拓したところもあります。 

一宮：最後の質問です。裏磐梯の周辺というのは、火山があってあとは湖があってその周辺を

たくさんの観光の方が利用されているということで、富士山の周辺と非常に似たような環境に

あると思います。こちらのほうでもいまはエコツーリズムのことをいろいろと自治体なり民間

なりが進めようとしております。そのへんのお互いの交流というものを図ろうと考えた場合に、

何か受け入れをしていただけるような態勢というのはございますか。 

佐藤：基本的に私どもの地域では、行政が中心になってやっておりますが、実際にエコツーリ

ズムを根付かせるためには、行政単独では難しいと思います。できたらＮＰＯのようなものを

立ち上げるようなことを有志の中では考えているところがありますが、まだそこまで具体的に

発足まではこぎ着けていません。 

  

ありがとうございました。 

 ほかにはよろしいでしょうか。ではこれで佐藤公さんの発表を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。 

次に阿蘇火山博物館の池辺さんによります「阿蘇火山博物館の将来計画」についてお願いしま

す。 

 

15:30-15:40  休憩 

15:40-16:20 池辺伸一郎： 阿蘇火山博物館の将来計画 

       S.IKEBE : Future Planes for the Aso Volcano Museum 

 



阿蘇火山博物館の将来計画 

Future Plans for the Aso Volcano Museum 

                                             池辺 伸一郎 阿蘇火山博物館 

   Shinichirou IKEBE, Aso Volcao Museum 

 

  阿蘇火山博物館の池辺と申します、よろしくお願いします。 

 私のほうでは一応のタイトルとして「阿蘇火山博物

館の将来計画」ということでタイトルをあげております。

今回、荒牧先生からテーマをいただいております火

山博物館とエコツーリズムというタイトルを考えたとき

に、非常に壮大なタイトルで、それを分解してみると

火山と博物館とエコとツーリズムということで、それぞ

れが非常に重要なテーマになってきます。 

 今回、エコツーリズムにスポットがあたっているわけ

ですが、テーマの一つの火山というところ、それがき

ょうも何回が出てきております自然環境、植物や動物

等も含めた自然、あるいは環境というテーマにつな

がっていく。それからミュージアムというものの役割

として、調査・研究・教育というほうにも広がってきま

す。 

“エコ”は生態という言い方でいいのでしょうか、そ

れが地域社会からみれば文化や歴史につながって

いく。そしてツーリズムというもの、観光や地域振興

につながっていくかなということで、そういうものをす

べてお話するような時間もありませんので、今日は、

博物館的な見方から、火山やエコ、あるいはツーリ

ズムにどうつながっていくのか、という視点でお話を進めていきたいと思います。 

 まず、博物館というのはどういうものかというのはおさらいになってしまいますが、簡単に導入としてお

話をさせていただきます。 

 日本においては、これまでの教育システムとして、

どうしても学校教育が中心なのかなという気がする

のですが、そのベースとして家庭教育や社会教育

というものがあります。ミュージアムの役割は、この

社会教育の部分にあたります。 

博物館の本来の役割としては、資料の収集・保

存、この付近が一番重要になってくるのかなと考え

ております。つまり、博物館の活動のベースとなる



部分です。それに収集・保存された資料に対する調査

研究、それをいかに発展させていくか、普及させていく

か、という点があります。 

 学校教育としては、既存の知識をいかに子どもたち

に伝えていくかというようなところですが中心かと思いま

すが、社会教育施設としては知識の伝達というよりも、

あくまでも発展的な学習へのきっかけづくり、というよう

な役割が一番重要になってきます。 

 その博物館ですが、伊藤先生の『開け博物館』という

本があって、その中に博物館の世代交代論というもの

があります。これからいくと、第１世代、1960年代以前

は保存が中心です。珍しいものを集めて、すごいだろう

といって見せてやるというものです。 

 第２世代は、それが若干発展してきまして 60年代末

以降になると、身の回りのものの価値観まで見いだして、

それを公開していく。いわゆる情報発信というところに

少しスタンスが移ってきます。 

 そして第３世代になってくると、これは 1980年代以降

ということになっておりますが、住民参加型の博物館に

変わってくる、という言い方がされております。 

この伊藤先生は残念ながらもう亡くなられております。 

現在、もしいらしたら第４世代、つまりさらなる博物館と

しての進化を指摘されるかもしれません。私はここ 10

年ほどの間に双方向情報発信型というものも出てきつ

つあるのかなと思います。博物館として利用者の視点

を持って運営していく。さらに利用者は、博物館をどの

ように活用していくのかというような、お互いに双方向に

情報をやりとりしていく、そういう流で博物館をどんどん

進化させていく、というような形態できつつあるかなとい

うふうに考えております。 

 こういう時代になってきたときの重要なキーワードとし

ては、コミュニケーション、連携というものがあります。そ

れぞれの博物館が持っているミッションを成り立たせる

ために、到達させるために、単独の博物館だけではな

かなか大きな活動までは発展できません。具体的には、

調査・研究～資料～博物館職員同士の連携、博物館

と利用者の連携、学校との連携、そして地域を使った教育普及、地域との連携などです。こういうさまざ

まな連携がでてきており、それをとおしてミッションを達成していくことが重要となってきます。 



 こういう中で、実際に博物館として活動をやっていく上で社会学習の重要性ということについてみてい

きたいと思います。 

 きょうはキーワードの一つとして火山がありますので、火山を切り口にしていきます。この付近はいまさ

ら言うまでもないことですが、特に日本国民はほとんど火山と同居しているようなものですので、多くの

恵み、あるいは災害、そういうものと同居していくということになります。 

 つまり火山の近くに住むものとしては、噴火が起こったときの影響の大きさ、ある程度は収まるまでに

長い期間を要する、そして何回も何回も繰り返されるというようなことの火山の情報を正確に理解する必

要があります。 

火山は北海道の三松さんもよくおっしゃっておりますが、噴火して当たり前という基本的なところを多く

の方々に理解していただかねばなりません。 



 例えば、タイムスケールの違いということがきょうも何回かお話が出てきております。阿蘇の場合でいい

ますと、平成７年の夏以降、活発な活動はしていません。活動していないというのは言い過ぎですが、

気象庁の噴火の定義が変わったということもあって、一応は去年一昨年小さな噴出があったものも“噴

火”とはなっておりますが、一般的に見ると噴火らしい噴火は行っていない。 

 そういうことから考えると、地元の中学生ぐらいの子どもたちは阿蘇は噴火しないのではないか。白い

煙をあげているだけで、何もしないのではないか、というようなことしか考えていない可能性が非常に大

きいわけです。ということは中学生くらいの子どもですら阿蘇の噴火を知らないということになってしまい

ます。そういうことから、特に地域として考えるときには、身近な火山についてどういう山なのか、次はどう

いう噴火が来そうなのか、いつごろ来そうなのか、そういう情報について正確に伝えていく必要がありま

す。もちろんこれは観光地、観光客に対しても同じようなことがいえます。  

 では、地元にある火山博物館として何ができる

か。地域の火山に関して、収集そして調査研究し

た資料、それに基づく情報発信というものがもち

ろん中心になるのですが、ではだれにそういう情

報発信をしていくのか。もちろん地域住民、学校、

観光客です。では、どういう形で、どういう手法で

情報発信をしていくか。博物館の大きな役割とし

て、展示があります。そのほかアウトリーチ活動、

Web上での情報発信、今回のテーマであるエコツ

ーリズムと大きくかかわってくるフィールドワークと

いうものがあります。 

 ここではエコツアーという言葉を使っておりますが、エコツーリズムとある程度は似通った言葉でありま

す。どちらかというとツーリズムというのは考え方のような言い方ですので、ここではあえてエコツアーと

いう言い方をしておきます。 フィールドワークにかかわるエコツアーということで、何が一番大事なのか

というと、左側に書いてあるフィールドワークを実施していく中で視覚的な情報からより深層にある情報

を引き出す。こういうことができていかないといけない。ということは、つまりいかにこれを引き出せる人か

重要かということになってきます。 

 わたしたちも結局は、博物館がこれまでやって

きた展示という情報発信の形態と同じような考え

方なわけです。一つの展示物がもっている情報

をいかにおもしろく楽しく引き出し、そして来館者

に対して、それについて少しでも興味をそそって

いただき、新たな知的欲求の高まりにつなげて

いく。このように一つ一つの階層につなげていく、

という形がもっとも博物館としては理想とするとこ

ろです。つまり博物館がこれまでやってきた活動

の一つの広がりとして、エコツアーというものも十

分に考えられるということで、わたしたちもエコツーリズムについては大きな関心をもっているわけです。 



 エコツーリズムについては、自然文化の保護、観光の成立、地域経済、こういうものが成り立つべきで

あろうというような考え方が海津さんたちによって提唱されています。 

 そしてより深層なところにある情報を、いかに隠れたところの情報を引き出して、うまく伝えていくか。そ

の重要な役割の実践者として、インタープリターが存在します。これまでの博物館でいえば、Curator 

であったり Educator であったりするわけです。 

 つまり、博物館としての活動の延長上にエコツーリズムというものがあり、博物館のミッションを達成す

るための一つのツールとしてのエコツーリズム、エコツアーというものが考えられます。 

そういうことで、阿蘇としてどういう活動をしているのかということに話を移します。 

阿蘇火山博物館は、財団法人を昨年設立いた

しました。荒牧先生にも理事になっていただいてお

ります。そして現在の運営形態としては、理事、評

議員、あるいは顧問等の役員の方によって構成さ

れており、あとは地元の大学関係、それから行政、

そして財団法人のシンクタンク的な役割を果たして

いこうというＮＰＯ法人阿蘇ミュージアムというものを

つくりまして、これらとの連携を持ちながら動きつつ

あるところです。 先に述べましたが、博物館のミッ

ションというのは非常に大事なもので、阿蘇火山博

物館としては、学術研究、火山防災、ということを中

心に考えています。 

 そのうちの一つ、の火山防災についてですが、阿

蘇における火山災害のタイプは、次のようなもので

す。１番の中岳の噴火。２番の火山ガス。こういうと

ころは中岳の火口周辺でしかおきないわけです。

御存じのように中岳の噴火というのは、それほど大

きな噴火は起こしません。せいぜいクシャミ程度の

水蒸気爆発を起こしたとして、火口から１キロメート

ルくらいの範囲までこぶし大の石を飛ばすという程度です。火山ガスの災害というのは、平穏な時期で

も常にガスが流れてきますので、これは風向き次第ということになります。 



 ３番の温泉地域での小規模な水蒸気爆発というのは、数百年あるいは数千年に１回程度の割合で発

生します。 ４番の岩屑なだれ５番の泥流というのは、気象的な影響もあるので、なかなか頻度はわかり

ませんが、４番の岩屑なだれというのは数千年に１回ぐらいですが、それでも発生する可能性は十分に

あるわけです。 

 こういうことから考えると、１・２・３番あたりは影響が出てくるのはほとんど観光客です。４・５番というの

は、この災害の範囲が広くなってきて地元の住民というところまで被害の可能性があるわけです。ところ

が頻度としては、１・２・３番が結構高くて、４・５番は低い。つまり阿蘇の住民にとっては、火山災害という

のは自分たちのものではない。観光客に対してなんとかしておけばいいとい考え方、阿蘇においては

そういう傾向があります。 

 ですから、観光客と地元住民にどういう防災対策

を考えていくのかというのは、大事なところです。 

博物館として、エコツアーも含めて、それぞれへの

伝え方を考えていかないといけないと思います。 

 それでは、次に博物館内での情報発信、そういう

ところを少し御紹介します。 

 私どもの博物館では、火口にテレビカメラをつけ

ておりまして、そこからリアルタイムの映像を館内で

上映しております。またその映像をそのまま気象庁、

あるいは地元のテレビ局、ホームページ上でも公開しています。 



 展示として、現在は阿蘇のハザードマップもできておりますので、そういうものの展示、あるいは過去

の災害状況の展示、気象情報や火山情報の展示を行っております。 

 フィールド学習やフィールドワークについてですが、ここにある４つの写真は近年非常に増えているフ

ィールド学習の様子です。修学旅行あたりが博物館の見学だけでなく、フィールドワークを一緒にやり

たい、フィールドも含めた形で学習という形をやりたい、というようなことが非常に現在は増えてきており

ます。 

 右下の写真は、富士山地域にもたくさんあります。溶岩トンネルの中の観察会、フィールドワークの様

子です。 これは文部科学省からの委託事業の一つとしてシンポジウムを行ったときのものです。これ

は地元の小中学校４つと連携して１年間総合学習あるいは選択理科の中で火山を学びましょうというこ



とで実施したときの状況です。右の写真は館内をどのような見方をしていただくか、これは学校の先生

ですが、子どもたちにワークシートを配って、それを展示を見ながらいろいろと回答させていく、その回

答の判定をしているところです。 

 次はネットワーク事業です。テレビ電話システムを使って、全国各地の小中学校と授業をやる。理科

の授業であったり、総合学習の授業であったり、あるいは修学旅行の事前事後の学習、そういうことにも

現在使っております。 

 これも文部科学省の授業です。これも総合学習の中でやったときの様子です。 

 今後、火山博物館を訪れた学校、子どもたちに対してどうやって火山の情報を与えていくのか、という

ようなことでレクチャーをやったり、いろいろな質問に答えたり、ということをこれまで以上に頻繁にやっ

ていく必要性を感じているところです。 

 ＮＰＯ法人として、阿蘇火山に関する副読本をいま作成中です。この夏ぐらいには作り上げたいと考

えております。 

 また、博物館の Curator、Educator的な役割を果たすエコツアーにおけるインタープリター、こういう

方々を養成する必要に迫られております。もちろん博物館自体が、フィールドワークの需要が急速にい

まは増えつつあります。学校団体もそうですが、一般の方々が２人とか３人で来て、案内してくれるのか

という問い合わせがあります。また、ＪＴＢや近畿ツーリストというエージェントの方々からも何かそういうプ

ログラムがあるのか、というような問い合わせがここ１年間ぐらいに急速に増えつつあります。 

 そういうものに対して、もちろん博物館で引き受けることができればやるのですが、ある意味ではパン

ク状態になりつつあります。私どもの博物館に 学芸員が現在３人いますが、当館は年中無休ですから

だれかが休んでいることもあるわけです。そういう状態の中で、需要が増えてくるとどうにも回らないとい



うこともあります。そういうことがあって昨年の５月にＮＰＯ法人の阿蘇ミュージアムで、インタープリターの

養成をやろうということに行き着き、現在実施しているところです。 

 インタープリターの養成講座は、だいたいは２カ月ぐらいかけて主に土日に開いております。現在、32

名が参加しております。主催はＮＰＯ法人の阿蘇ミュージアムです。会場は阿蘇火山博物館のフロアを

使う。ゆくゆくはこのインタープリターの人たちが、自らの学習やインタープリテーションの一つのツール

として博物館を使っていく、というようなことにもつなげていければと思います。 

 余談ですが、この養成講座は２カ月間です。私たちは佐藤さんのところのように補助金も何もありませ

んでしたので、２カ月間で受講料を６万円をいただいております。６万円も払ってよくこんなに集まったと

いわれるのですが、きちんとした情報をわれわれがまず伝えて、そしてきちんとした人たちを育てていか

ないといけないと考えております。 

 この講座の方向性としては、とにかく形だけのイ

ンタープリターになってもらっても仕方がありませ

ん。話し方のうまい下手ということや、ある意味で

はどうしても超えられない部分の人間性というも

のもあります。しかし、そのようなことをカバーする

ために、情報を伝える技術も必要ですし、それに

加えてわれわれは専門性が必要であると考えて

おります。そうすると、それぞれが独自の解説が

できるのではないでしょうか。 



 私たちが講座では、インタープリター講座が全部で77時間ありますが、そのうちの58時間というクリア

ラインがあって、その 58時間を超えればＮＰＯ法人の阿蘇ミュージアムが認定するインタープリターとし

て登録させていただきます、としております。 

 そのため、会員の方には 58時間をクリアすればいつでもインタープリターになれると思っている人が

いますが、そういうものではありません。とにかく博物館と同じです、きっかけづくりにしかならないわけで

すから、それぞれに専門分野、得意分野をもっていただき、自分の得意とする技を磨いていただく。そ

れを発展させていきながら力をもったインタープリターになっていただく。そういったものを目指したいと

思います。 火山博物館としてのこれからの

目標としては、このような事柄を掲げていく

ということです。 

 最後に、博物館として今後、エコツアーと

いうのを、博物館活動の中の重要なツール

の一つとして使っていく、そういう立場でわ

れわれは考えていきたいと思っております。

以上です、ありがとうございました。 

  

 ありがとうございました。では会場の皆様

から質問があれば手を挙げてください。 

 

荒牧： 77時間というのはすごいのでびっくりして、しかも６万円とってこんなにたくさんの人が来るという

ことにもびっくりしました。インタープリターと認定されるとか、インタープリテーションの活動をすれば、

報酬をちゃんともらえるというシステムと理解してよろしいでしょうか。 

池辺： 基本的には、有償でインタープリテーションをやってくださいといっております。まだ、では幾らと

いう具体的なことまでいってないのですが、おおよそ、半日案内してもらったら５千円とか、１日でお昼を

超えて４～５時間くらい案内してくれたら１万円という程度の報酬は考えております。 

荒牧： そのアクティビティは、いまのＮＰＯが責任をもってやると理解してよろしいでしょうか。 

池辺： そのように考えております。 

○○： いまの荒牧先生の質問と関係します。それだけの高額の受講料をとって多くの人を集めたとい

うのは、なかなかやり方的には非常に魅力的な部分をもっていたと思います。報酬だけを期待して集ま

ってきたようには思えないのですが、どういうことを折りにして集めているのか。そういうところに集まった

人たちというのは、どういう属性を持った人たちなのでしょうか。それは興味深いのでぜひ教えてくださ

い。 

池辺： 実は、われわれもＮＰＯとしてはまったく広報は下手でして、先ほど出てきたチラシなどを頒布し、

募集を図りました。30名を募集しますということで５月末が第１回の講習でしたので、その２週間ぐらい前

までは５名ぐらいしか集まっておりませんでした。５名ではどうしょうもない、少なくとも 10名ぐらいは集ま

ってほしいという話しをして、地元の新聞社にお願いをしました。先ほど出てきた記事を載せてもらった

のです。それであれだけ集まったのです。 

 記事を見たにしても、どうしてそういう人が集まったのか。実際にただ申し込みだけではなく、阿蘇に



対する思いとか、そういうものを200字ぐらいで書いていただき、私たちもだれでもいいから受け入れよう

ということではなく、遊びで来るような人はやめようということで、とりあえず 200字ぐらいで阿蘇に対する

思いを書いていただくということをやりました。そういう結果としては、２種類の方がいらっしゃいました。 

 一つは、若い学生さん、あるいはいま働いていてもちょっとほかのことをやってみたいというところ、ま

た阿蘇あるいは自然について非常に興味がある。そういうことでまずは勉強してみたい。それがある程

度収入になるのであればそれに越したことはない、という考え方をもってきている人。 

 それから最近よくいわれる団塊の世代がこれから大量にリタイアされるということもあると思いますが、

そういう世代の方が32名のうちの半分以上です。20名近くいらっしゃいます。そういう方々の中には、こ

の講習を受ければすぐにインタープリターとして登録してすぐに雇ってもらえるだろうね、という言い方を

される方がいらっしゃいます。この講座をはじめてまだ１カ月弱ですが、そういう方がそういう中で少しず

つ見えてきたので、われわれもそういう簡単なものではありませんと最初からいっているのですが、そう

いうそれで報酬が得られるという考えを持っている方も若干いるので、そのへんをちょっと抑えていかな

いといけないと思っているところです。 

 属性としてはとしては二通りです。若い世代の方と団塊の世代の終わりかけの方、もちろんリタイアさ

れた方もいるのですが、年齢構成はしてはそのように大きく分けられます。 

  

 ありがとうございました。議論もあるかと思いますが、ここで池辺さんの発表を終わらせていた

だきます。 

 第１部の後半を開始します。 

 
 セントへレンズ火山博物館のピーター・フレンゼンさんによる「セントへレンズ火山博物館と米国の博

物館事情」ということでお願いしたいと思います。 
荒牧： ちょっと１つその前に御紹介しておきますが、彼は今、紹介があったようにセントヘレンズの火山

博物館、そこの館長じゃあないが実質的な館長ですが、事務屋じゃない方のトップです。要するに研究

とか、それから教育活動全てを彼が総括されています。 
 それから参考までに１つ、よくアメリカだと国立公園とお考えになるでしょうけど、この博物館はフォレス

トサービスといって、森林農務省の管轄で、そこがあまりにも貴重な場所だというので、独自の公園をつ

くりましたが、国立公園と同じなんですね。だけど、最近つくったものですから素晴らしいハードウェア、

素晴らしい建物もありますし、それから内容が素晴らしいということで、世界でトップの、最も素晴らしい

博物館の１つということでご紹介いただきます。次に阿蘇火山博物館の池辺さんによります「阿蘇火山

博物館の将来計画」についてお願いします。 




