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 荒牧先生、山梨県環境科学研究所の皆さん、

本日はお招きいただきありがとうございます。

きょうはここで日本の火山と我々の火山につ

いてお互いにたくさんのことを学べることと

思います。セントヘレンズ火山は米国西部に多

数ある火山の１つで、北米においてセントヘレ

ンズ火山は火山であること自体に加えて、重要

な生態系の保護地域としての役割を果たして

いる公園でもあります。米国にはハワイに火山

があり、また、カリフォルニアからカナダにか

けて起伏のあるキャスケード山脈が連なって

います。たくさんの方がハワイ火山国立公園と

そこでの活発な噴火や生物についてご存じで

しょう。また、氷河で有名で、また人々が見に

くる野生動物や大型動物でも大変有名なイエ

ローストーン国立公園についてもご存じだと

思います。 

 あまり知られていないのですが、カリフォルニア北部にあるラッセン火山国立公園は1915年

に有名な噴火があり、現在ではその火山とともに森林がよく知られています。 

 また、クレーターレーク国立公園もその噴火口と火山湖で有名で、そこが火山なので、人々

はその森林や野生動物を見るためにたくさん訪れています。 

 レーニア国立公園はセントヘレンズ火山の北側にあり、そこを訪れる多くの人がレーニア山

が火山だということさえ知りません。人々は山と、その氷河、そして壮大な森林を見るために



訪れています。 

 セントヘレンズ国立火山史跡は1980年の噴火の後つくられました。どのようにしてセントヘ

レンズ国立火山史跡を我々がつくったのか、どのように史跡が始められたのか、そして去年９

月にどのように再びセントヘレンズが活発になったのかをこれからお話したいと思います。 

 1980年３月の春にセントヘレンズ火山は

100年以上の静寂の後、活発になりました。

そしてまた、多くの人々がセントヘレンズが

火山だということを知ってさえいなかった

のです。人々はセントヘレンズは日本の富士

山のようにただ美しい山だと思っていたの

でした。火山の中に上昇するマグマがあらわ

れ、北斜面を外側へ押し出しました。これが

火山周辺全ての景色を変化させた横向きの

爆発を起こしたマグマ溜まりの始まりでした。 

 そしてその静寂の美と原生林で知られた

地域はたった 10分間で、以前とは全然異な

る、大変興味深い景色へと変わりました。こ

れは 1980年の噴火によって影響を受けた地

域を示す図です。これが火山で、たった 10

分間で噴火によって基本的に500平方キロメ

ートルの地域が変化しました。これの爆発に

よって、なぎ倒されたため、バラエティに富

むさまざまな種類の森林が生まれました。火

山の前側、北側の全ての地域で全ての森林が

火砕流によって失われました。そしてまた、大規模な地滑り、土石流が60平方キロメートルも

の地域を覆いました。 

  管理者の間では噴火後のこの一帯をどうすべきかについて大きな論争が起こりました。樹木、

倒れた木々は取り除いて材木にするべきか。またはこの一帯を公園、国立公園にすべきなのか。

これは政府、米国政府にとっても、州政府にとっても、また火山周辺の地方自治体にとっても

大きな問題でした。 



  噴火の２年後の1982年に米国議会はセントヘレンズ国立火山史跡をつくりました。そして史

跡は４つの主要原則、４つの主要なミッションでなっています。１つ目に地質学的、生態学的

特徴を保護すること。２つ目に科学的調査をとり行うこと、３つ目に噴火にかかわるリクリエ

ーションや学習を提供すること、そして４つ目が公共の健康と安全を提供することです。 

 ４万4700ヘクタールの史跡がギフォード・ピンチョー国有林に生まれました。噴火の後に建

てられた施設のいくつかと博物館のいくつかを見ていこうと思います。火山の西側地域、東側

地域、そして南側地域、この３つの地域が人々がセントヘレンズ火山に訪れるときの主要な地

域となります。 

 噴火後、一番最初に建設されたビジターセンターは火山の西側に建てられ、重要なフリーウ

ェイで、カナダとメキシコの間を走る州間ハイウェイ５号に大変近いところにあります。大変

美しい木造の建物で、1982年に開館以来、運営されています。現在は州立公園局によって運営

されています。なぜなら、国立史跡はもはや施設を運営するための財源や予算を持たず、我々

や訪問客のために州へと運営が移ったからです。 

 次に建設されたビジターセンターは火山の北西に位置するコールドウォーターリッジです。

冬と夏に開館しており、植物や動物の生態、1980年の噴火の後の森林の再生についての展示が

あります。 

 火山に最も近く、最も新しい建てられた博物館は、噴火口のちょうど向こう側に建てられ、

ジョンストン・リッジ展望台と呼ばれています。そしてビジターセンターの内部には巨大な映

画館があり、噴火を説明した映画で、カーテンが開くと、火山の様子が映し出されます。また、

地震計や地震モニタリングがある展示や、現在のモニタリングや火山直下の活動についての展



示などもあります。また、お客さんが上下にジャンプすることで自分で地震を起こすことがで

きるようなものもあります。 

 これらの施設を運営するのに重要なのが民間のレストランやお土産店の運営の努力を通して

のものです。またＮＰＯが我々のために本屋を運営してくれています。これらの施設の売上で

上がったお金は博物館の運営を補助する役目を担っています。 

 火山の東側には博物館はありません。ここではウィンディ・リッジと呼ばれる場所で、人々

に説明をする解説者やパークレンジャーに頼っています。夏には訪問客は野外の円形劇場に集

まって、そこで1980年の噴火に関する説明やいかに景色が変化したかの説明を受けます。人対

人の解説、そこで語られる話がこの史跡の鍵となる特徴です。そして我々にとってはビジター

センターの中で展示物を取り替えることなく、最新の、現在の情報をお客さんに提供するとて

もよい方法です。だからとてもダイナミックで、活気のある、とても人気のあるものとなって

います。 

 南側には古い、2000年の溶岩洞と溶岩の表面の形態を見ることができます。そして火山の南

側の洞窟を訪れる訪問客にとても人気があります。そしてまたとても長い距離のトレイルがあ

ります。史跡の中には 400キロ以上に及ぶトレイルがあり、田舎の中のトレイルハイキングは

史跡を訪れるにあたりとても重要な部分です。その一帯を通してトレイルから見えるたくさん

の壮大な景色の中で、訪問客がトレイルを歩けるよう、我々は多大な努力をしています。その

地域は保存され、景色の自然な変化は保護されています。 

  では、この25年間の間に起こったいくつかの変化を見てみましょう。噴火口の北側から直接

流れた火砕流上で、我々はその地域が原生林から新しい森林が再び始まるまでに変化する様子

を見てきました。景色の変化というのは我々が訪問客に対して提供する情報という点において、

我々が提供する物の中で大きな部分です。地滑りの沈殿物、土石流上で、たった25年の間に地

形の浸食や新しい森林の復帰を我々は見てきました。 

 そして溶けだす氷河から出てきた火山泥流上では山そのものの変化や山頂の損失、そして火

山泥流での森林の復帰を我々は見てきました。あそこに車がありますが、車はあの大きさです。 

 火山から起こった強い横向きの爆発は木々を倒しただけでなく、実際のところ、地上から木々

を取り去ってしまいました。これは噴火後の同じ場所の景色です。そして再び、我々はゆっく

りですが着実な25年後の森林の復帰を見てきました。 

 そしてなぎ倒された木々そのもの、何ヘクタールにもわたってなぎ倒されて残された森林に

おいて、我々は森林が着実に腐敗をし、だんだんと土壌へ戻され、そして再び新しい森林があ

らわれるのを見てきました。 

 噴火区域の外側のへりにはスタンディング・デッド・フォレストという地域がありました。

そして我々はそれがだんだんと時間をかけて倒れ、新しい森林が再び始まるのを見てきました。 

 昨年の秋より以前には、セントヘレンズ火山を訪れる人々に我々が語る物語の主要な部分は、

25年間の景色の変化を見ることでした。なぜなら、火山はその間静かだったからです。火山の

風下から北西は、風が灰、テフラという火山灰を吸い込んだ場所でした。だから小型植物の原

生林が噴火によって灰の下に埋められました。そして年月をへて、再び着実に灰で覆われた森

林に生命が復帰するのを我々は見てきました。 



 セントヘレンズ火山では研究調査による発見が史跡における鍵となる特徴となってきました。

そして我々は地質学、生態学両方において米国地質調査所と大学の科学者たちと密接に協力し

あってきました。セントヘレンズ火山において見られる科学的発見は我々の訪問客にとって重

要な特徴ですから、我々は最新の科学的情報を人々に提供するようにしています。我々はそう

したことを大変ドラマチックで、とてもエキサイティングな、人対人の説明、解説的な話をす

ることで行っています。そして我々はさまざまな写真、道具を使っています。我々が行ってい

ることはとても面白い方法で科学的情報を提供することで、よく計画され、よく体系化された

説明を我々の訪問客に提供することを通して人々が簡単に理解できるような方法で行っていま

す。 

 我々は従業員とボランティアの育成に長い時間をかけて、また多くの努力を払っています。

ですから彼らはエキサイティングで正確なプレゼンテーションを訪問客に対してすることがで

きるのです。そして我々は従業員とボランティアを米国内の国立公園制度の中においています。

セントヘレンズ火山は質の高い解説者を訓練する場として知られてきました。我々はまた、自

身の研究のために火山を実験材料として学んだり使うためにやって来る学校の先生や教育者、

学生たちを訓練することにも大変な努力を払っています。 

 我々はまた、インターネットのホームページを利用して訪問客に情報を提供しています。去

年の秋からは噴火口を見据えるライブカメラの映像を設けて、月平均して 2000万から 4000万

のアクセスをもらっています。ですからセントヘレンズ火山はインターネットを通して世界中

で見られているわけです。そして我々はホームページ上によい情報を提供するよう努力してい

ます。 

 火山が活発になったとき、我々は世界中のメディアやテレビ局の訪問を受けました。米国地

質調査所と森林サービスはニュースメディアを通してよい情報と教育的な機会を提供すること

に多くの努力をしました。 

 ９月に新しい噴火が始まり、我々、セントヘレンズ火山にとって全てが変化しました。ただ

生態の復帰、植物と動物生命の復帰を観察することから、現在は活火山ができて、噴火口の中

には新しい溶岩ドームがあります。９月以前に、昨年の９月の終わり以前に我々は溶岩ドーム

の後ろで新しい氷河が育っているのを観察していました。そしてそれがセントヘレンズ火山に

おいての最大の地質学的な発展でした。 

 しかし９月の終わりにマグマが表面まで上がっていて、噴火口の中に新しい溶岩ドームが形

成されました。その新しい溶岩ドームは現在では前の溶岩ドームの３分の２になっています。

古い溶岩ドームは形成するのに６年以上かかりました。この新しいドームは６カ月の間に形成

されたものです。ですから、セントヘレンズ火山では大変速い新しいマグマの押し出しが起こ

ったわけです。これが新しい溶岩ドームです。そしてありがたいことにガスはほとんど出ませ

んでした。ほとんど爆発的な活動の伴わない大変静かな噴火だったのです。 

 そして将来セントヘレンズ火山に何が起こるかについは、我々にはわかりません。我々は待

って観察しているところです。これは溶岩ドームが動いている様子の夜間の経過です。そして

我々は新しいドームが成長するのを観察し、そして将来に何が始まり、何が用意されているの

かを思案しています。ですから我々にとってのセントヘレンズ火山は大変大きな学習の機会、



つまり世界中からの訪問客の方たちと分け合える機会となっています。ご静聴ありがとうござ

いました。 

 Thank you Dr. Aramaki and Yamanashi Institute for inviting me to be here. I think we 
have much to learn from one another here and our volcanic sites. Mount St. Helens is one of, 
a number of volcanoes in the western United States. In North America, our volcanoes are 
parks, they're important ecosystem preserves in addition  to having the volcano. We have 
volcanoes in Hawaii and then up-and-down the cascade mountains from California to 
Canada. Many people know about Hawaii Volcanoes National Park and the active eruptions 
and life there. Also Yellowstone National Park with its famous geysers. And also very 
famous for its Wildlife, large animals that people come to see.  
  Less known is a Mount Lassen Volcanic National Park in  northern California which had 
a famous eruption in 1915 and is now known as much for its forest as it is, as volcano.    
  Also Crater Lake National Park which is known for its volcanic crater and lake. Again a 
visit is much for its forest and its wildlife as for the fact that is also a volcano. 
  And Mount Rainier National Park to the north a Mount St. Helens. Many people who 
visit Mount Rainier don't even know that it is a volcano. They come to see the mountain and 
its glaciers and its many magnificent forest.  
  Mount St. Helens National volcanic monument was created after the eruption of 1980. 
And I will talk about how we created the National Volcanic Monument, how the monument 
was started. And also it's last September how Mount St. Helens became active once again.  
 In the spring, in March of 1980, Mount St. Helens became active after more than 100 years 
of quiet. Again many people did not even know that it was a volcano. They've thought it is a 
beautiful mountain much like your Mt. Fuji. The rising Magma came up with in the volcano 
and pushed in north flank outward. This has the opening of the magma chamber which 
caused a sideways explosion that changed the entire landscape around the volcano. 
 So area that was known for its tranquil beauty and old-growth primary forest was changed 
in only 10 minutes time, to much different and very interesting landscape. This is a map 
showing the area affected by the 1980 eruption. This is the volcano and basically 500 km2 
area was changed by the eruption in only 10 minutes time. That created a great variety of 
different types of condition's forest that were blown down by the explosion. The whole area 
in front of volcano, north of the volcano, all of the forest was removed in pyroclastic flows. 
And also the massive landslide, debris avalanche  which covered as 60 km2 area.  
 There was a very big discussion by managers about what to do with this land after the 
eruption. Should the timber, the down trees be removed and turned into lumber? or should 
the area be turned into a park? A National Park? It was a big question for the government, 
the national government, the state government and the local communities around the 
volcano.   
  Two years after the eruption in 1982, the National Congress of the United States created 
the Mount St. Helens National Volcanic Monument. And Monument was created with 4 



main principles, 4 main missions to protect geologic and ecologic features, to provide for 
scientific research, to provide for recreation and learning about the eruption and provide for 
public health and safety.  
  The 44,700 hectares Monument was created on the Gifford Pinchot National Forest. And 
we will look at some of the facilities, some of the museums that were built after the eruption. 
Areas on the west side of the volcano, areas to the east side of the volcano and then to the 
south of the volcano. Those are the 3 main areas that visitors go when they come to Mount 
St. Helens.  
  The first visitor center that was constructed after the eruption was built on the west side 
of the volcano, very close to Interstate 5 which is the major freeway, major highway that 
runs between Canada and Mexico. It's a very beautiful wooden building and has been run 
since it opened in 1982, is now run by the State Park Agency. Because the National 
Monument no longer has the resources, no longer has the budget to run that facility, and it's 
been transferred to the State to run for us, and for visitors.    
  The next visitor center that was constructed was built northwest to the volcano, 
Coldwater Ridge. It's open winter and summer and it contains exhibits on plant and animal 
life and return of the forest after the 1980 eruption.   
 The closest and most recent museum built at the volcano was built directly across from the 
crater on Johnstone Ridge. It's called the Johnstone Ridge Observatory. And inside the 
visitor center is a large movie theater and the movie which describes the eruption and when 
the curtain opens, provides the view of the volcano. There are also exhibits that contain a 
seismographs earthquake monitoring and other exhibits about the ongoing monitoring and 
activity beneath the volcano. There is one where you can make your own earthquake by 
jumping up and down.  
 And an important part of how we run our facilities is through the efforts of private 
restaurant and gift shop operation. And also NPO that runs a bookstore for us. And money 
that has made from sales in these facilities help support the operation of the museums.   
 And east side of volcano, we don't have museums. We rely on interpreters, we rely on park 
rangers who give talks at place called Windy Ridge. So in the summer time visitors gather 
in outdoor amphitheater and there they receive information about the 1980 eruption and 
how the landscape is changed. The person to person interpretation, the talks that go on 
there are key feature of the Monument. And it's a very good way for us to provide the most 
recent and current information without having to change exhibits in the visitor centers. So 
it's very dynamic, very active and very popular.  
  On the south side we have old 2000 year-old lava tubes and surface lava formations. And 
they're very popular for visitors who come to learn to visit the caves on the south side of the 
volcano. They also have many many kilometers of trails. We have more than 400 kilometers' 
trails in the Monument and our trail hiking in the back country is a very important part of 
visitation to the Monument. Many magnificent views from the trails throughout the area, 



we make a big effort to keep the visitors on the trails. So that area is preserved and the 
natural change in the landscape is protected.  
  Look at some of the change that occurred over the last 25 years. On the pyroclastic flows 
directly north of the crater, we have seen the area transformed from primary forest through  
a new forest beginning once again. So changing landscape is a big part of what we provide 
in terms of our information that we provide to our visitors. On the landslide depositor debris 
avalanche, we have watched the erosion of the features and again the return of the next 
forest in only 25 years.    
 On the lahars came off from the melting glacier ice, we've watched the change of the 
mountain itself and the loss of the top of the mountain and then the return of the forest to 
the lahars. That is a car there, an automobile scale. 
 The blast sideways explosion that came out of volcano, not only knock the trees  over, it 
actually rid them out of the ground. This is the same view after the eruption. And again we 
have watched the slow and steady return of the forest 25 years later.   
 Also the blown down trees themselves that were left many many hectares of blown down 
forest, we have watched them steadily decay and they're gradually been returned to the soil 
and again new forest is coming up once again. 
 And the outer hedges of the blast zone there was an area of Standing Dead Forests and 
we have watched that gradually fall down overtime and a new forest is beginning once 
again.  
 And prior to last fall that was a major part of what our story was for people visiting 
Mountain St. Helens was looking at the 25 years of change to the landscape because the 
volcano have been quiet. Downwind of the volcano to the northeast was area where the 
wind took the ash, the volcanic ash or tephra. So we had old-growth forest that were the 
small plants were buried, beneath the ash by the eruption. And over the last years we've 
watched again the steady return of life to the ash covered forest.  
 At Mount St. Helens research and scientific discovery have been a key feature of the 
Monument. And we have closely cooperated with the USGS and University scientist both in 
geology and biology. So the scientific discovery that goes on at Mountain St. Helens is an 
important feature for our visitors and we try to present them with the latest scientific 
information. We do that through very dynamic, very exciting, person to person talks, 
interpretative talks. And we use a variety of photographs, props and what we do is 
represent the scientific information in a very interesting way, we give it in a way that people 
can easily understand through well-planned and well-organized talks presented to our 
visitors.  
We spent a long time, lots of efforts, training our employees and volunteers. So that they 
can give exciting, an accurate presentations to our visitors. And we have placed employees 
and volunteers throughout the National Park system in the United States. Mountain St. 
Helens is becoming known as a place for training for quality interpreters. We also put a lot 



of efforts into training school teachers, educators and students who come to learn and use 
the volcano as a   laboratory for the own studies.  
  We also take an advantage of the World Wide Web by providing information to our 
visitors and since last fall we have a live camera looking into the crater that has received 
average of 20 to 40 million visits per month. So Mountain St. Helen is being watched 
around the world on the Web. And we put a lot of efforts into providing good information on 
the Web. 
  When the volcano became active, we were visited by media, by television crews from the 
all over the world. And the USGS and the forest service put a lot of efforts into providing 
good information and education opportunities through the news media.    
  On September a new eruption began which changed everything for us, Mount St. Helens. 
Instead of just watching the return of life, the return of plant and   animal life, we now 
had an active volcano and a new lava dome rising within the crater. Prior to September, the 
end of September last year, we were watching a new glacier grow behind the lava dome. 
And that was a biggest geologic development in Mount St. Helens.    
  But in late September, magma came to the surface and we had a new lava dome form in 
the crater and that lava dome is now 2/3 of the volume of the old one. The old lava dome 
took more than 6 years to form. This dome formed in 6 month time. So we had a very rapid 
extrusion of new magma at Mountain St. Helens. This is the new lava dome.  
 And thankfully there has been very little gas. So it's been a very quiet eruption with little 
to no explosive activity. 
 So what the future brings at Mount St. Helens we do not know. We are waiting and 
watching. This is the view of the lava dome blowing at night a time lapse, time exposure of 
the dome. And we kind of watch the new dome growing and we wonder about what the 
feature will begin or preparing. So Mount St. Helens for us is a very much learning 
opportunity and one that we share with our visitors from around the world. And I thank you 
for your attention. 
 

どうもありがとうございました。それでは質問で、会場の皆さん、質問は、英語でも、日本語

でもどちらでもかまいません。 

 所属と名前を言って、そして質問をお願いします。 

  

中村：宇都宮大学の中村といいます。 

 私の質問は、新しい噴火と以前の噴火との大きな違いは何でしょうかです。2004年に噴火が

起こったとおっしゃいましたが、訪問客に対する規制、規制地区、他の違い、訪問客数などの

違い、またあなた方のプログラムとの違いは何でしょうか。これが最初の質問です。 

 ピーター・フレンゼン 新しい噴火の後、火山から北へ12キロの間の区域が閉鎖されました。

そしてジョンストンリッジ展望台から人々を避難させ、ほとんどの人気のある博物館を閉鎖し



ました。火山からの潜在的な脅威による結果です。 

 普通、施設は10月の終わりまでオープンしているのですが、去年の秋には３週間早く閉鎖し

ました。そしてこの春、５月中旬まで閉鎖する代わりに、米国地質調査所からのジョンストン

リッジを再オープンするのは恐らく安全だろうというアドバイスを受けて、ジョンストンリッ

ジ展望所と火山後ろ側周辺と北側へのトレイルのほとんどを再オープンしています。依然閉鎖

されたままなのは、火山ちょうど前面、火山のちょうど北側の谷です。 

 訪問客数はものすごく増えました。お天気の場合ですと、火山へは何千もの人々が訪れます。

忙しい週末の１日では5000人から１万人の訪問があることもあります。太陽が輝いていて、お

天気で、火山が水蒸気を出していたら、忙しいときには２、３千の訪問を受けます。ですから

訪問者数は２倍以上になりました。 

 しかし天候にとても左右されます。火山があまり見えないときに、そんなにたくさんの人は

来ません。しかしお天気で、火山から水蒸気が立ちのぼっているのを人々が市街から見ること

ができると、火山を近くまで見るために車で上がってくるわけです。 

中村： 今はオープンしていますか。 

ピーター・フレンゼン： はい。オープンしています。５月の６日に再オープンしました。 

中村：つまり、ことしの春は去年より２倍の訪問客ということですか。 

ピーター・フレンゼン： はい。普通、冬の間では晴れた日に、晴れた日でさえ、100人以下の

訪問客数です。晴れた日でさえ。しかしこの冬、お天気が晴れの場合には、その５倍の、１日

に 500人の訪問客がありました。しかしそれはとても難しいことでした。なぜなら冬の期間、

我々の従業員はとても少ないからです。通常ならそんなに忙しくないからです。ですから我々

の多くが、他の場所の従業員がお天気の場合にはビジターセンターを運営するのを助けるため

に火山まで車で来なければなりませんでした。これは我々スタッフと従業員にとってはちょっ

としたストレスでした。とても忙しくて休暇を取ることが難しかったからです。 

中村： 短い質問ですが、ここは国立史跡ですね。でもＮＧＯへ対する訓練制度、つまり解説者

の訓練制度ですが、国立公園制度と国立史跡制度の間に何か違いがあるのでしょうか。つまり、

資金や計画やプログラムにおいて。 

ピーター・フレンゼン： 我々の国立火山史跡は米国農務省の森林局によって運営されています。

それは内務省の国立公園のサービスとは違うわけです。しかし我々は国立公園と大変似た方法

で運営しています。我々の従業員やボランティアは政府で、つまり森林サービスで働いていま

す。ＮＰＯは我々の施設を運営するのを助けて働いてくれるパートナー組織となります。 

中村： ありがとうございます。  

海野： 三宅島自然ふれあいセンター・アカコッコ館の海野義明と申します。景観と防災につい

てお伺いしたいんですけれども。素晴らしい景観地ですので、噴火の後、防災上、防災のため

の工事と、それから景観について何か注意して行われたことがあるのかどうかと。 

ピーター・フレンゼン：４万 7500ヘクタールの史跡の内部では我々は一切の森林の復元作業、

樹木の植採などは一切やっておりません。 

荒牧： 今、彼が示した緑色のところですね。あそこは全く何も手を加えない。何にも復旧工事、

作業もしませんでした。 



ピーター・フレンゼン： ですから自然は復元作業によるものではありません。境界の外側の何

千ヘクタールものところは、国有地においても民有地においても森林へと再植林されました。 

 他の質問への答えですが、危険の緩和についてです。セントヘレンズ火山からの大きな危険

の１つが、新しい湖でした。それらは山崩れの堆積物で形成され、排水路を壊す恐れのあるも

ので、スピリットレーク、コールドウォーターレーク、キャスルレークです。 

 湖から水が溢れだしたりしないように湖から水をはかせるために、これらの湖の排水路を工

事しなければなりませんでした。 

 ですから自然は成り行きにまかせるべきなのですが、我々は湖に対しては多くの工事を行い、

また多くのモニタリングが進行中で、火山を監視する設備を持って、火山周辺のコミュニティ

に対して警戒を出すようにしています。 

 そして我々にとって１つとても幸運なことは、史跡をつくるにあたって、たくさんの民有地

を取得したことです。それによって大変大きな公的所有の、政府所有の土地を火山周辺に持つ

ことができました。ですから火山によって起こるほとんどの問題は我々の運営のもとでの連邦

政府の土地、政府の土地で起こることですから、我々にとっては必要なときに閉鎖することが

とても簡単なわけです。 

海野： 続きのことなんですけれども、森林生産が行われているので、植林はあると伺いました

が、自然植生の部分で、自然の植生ですね。自然の植生のあるところでダメージを受けたとこ

ろを、防災上、植採、植林をしたりということがあるんですか。それとももし防災上、恐らく

そのままだと思うんですけれども、その防災を取るか、植採を取るかというようなことはあり

ましたでしょうか。 

ピーター・フレンゼン： 史跡の外側で排水工事の他にした唯一の工事ですが、大きな安全対策

上の工事を行いました。火山からの土砂をせき止めるための大きな砂防ダムの工事です。なぜ

なら土砂が川を埋めることで、下流のコミュニティにおいて大洪水の危険を生む可能性のある

大問題であるからです。ですから谷を横切って35メートルの高さのダムが建設されました。し

かしこれは史跡の外側です。 

荒牧： 私の理解で追加しますけど、このモニュメントの真只中ですね、要するに噴火で全部荒

廃して木がみんなやられたようなところは、私の理解では一切手を加えてありません。ただ、

少しはそれは山崩れが起こるとか、ちょっと起こるでしょうが、私の理解ではそういうダメー

ジというのは比較的少ない。だから完全に手をつけてないと、そういう理解です。 

海野： あと大丈夫でしょうか。また追加で申し訳ないんですけれども、砂防ダム工事、プラス、

植生回復を図るような植林というのはあったんでしょうか。というのは、川でも。 

荒牧： 破壊されたとこ。そういう植生、植林、一切してないです。 

海野： じゃ、その外ですけれども、例えば川で、川の生物の生産量を上げるために川のダメー

ジを軽減するために植採をした、自然植生地をしたとかでいか。 

ピーター・フレンゼン： 噴火は春先に起きましたが、ほとんどの地域は雪で覆われており、植

物は根元まで土の中に埋もれてました。ですから噴火が起こったとき、植物は上には出ていま

せんでした。ですから多くの植物が生き残り、地域全体を通して最近の浸食を減少させました。 

海野： ありがとうございます。 



ピーター・フレンゼン： 何ヘクタールにもわたり、ヘリコプターから種を蒔くことに挑みまし

たが、これはあまり成功しませんでした。 

海野： わかりました。長い時間、質問ありがとうございました。 

輿水： 他にありますか。どうぞ。 

石峯： 防災科学技術研究の石峯康浩です。今の質問、基本的に、何を言ったかというと、地域

の人々の対応ですね。反応、どういったものだったか。最近の去年の火山活動と、それに対応

する規制ですね。そういったものに地域としてどういう対応をしたか。また、直接どういった

ような規制が回りの人々にされたのかということを教えてください 

ピーター・フレンゼン： これはとてもいい質問です。火山が活発になったとき、大変たくさん

の人々が噴火を見ようと市街地からどっと押し寄せてきました。たくさんの人が来れば来るほ

ど、火山もだんだん活動的になり、我々はますます心配になりました。 

荒牧： それは1980年のことですか。 

ピーター・フレンゼン： いいえ。去年の９月です。 

 そして51分間の低周波地震（ハーモニックトレマー）がありました。火山の下ではマグマが

たった数キロというところに来ていました。それで我々は 4000人の人々と15台の衛星中継車

と200人のリポーターをジョンストンリッジから避難させなければならなくなり、それを45分

間でやったのです。 

 低周波地震というのは無感だったが、非常に強く、ワシントン州全ての地震計を揺らすほど

でした。そして最大の問題は、私が思いますに、人々はテレビで火山を見ることに慣れてしま

っていたために、それが本当の出来事だと思わなかったことでした。我々、火山学者から見る

と火山は危険だと言うわけですが、人々はただ写真を撮りたがったのです。ですから我々はと

ても強固に、とても強制的に彼らを避難させなければなりませんでした。なぜなら人々はシャ

ッターチャンスの機会を逃したくなかったからです。 

荒牧： 専門家の顔色が変わったんですよ。ところがだれも実際に来ている人、普通の見物人は

何も感じないわけですから、それで血相変えて科学者たちが逃げろって言っても、ちょっと待

ってくれ、写真を撮るから、もう１枚っていう調子ですね。我々日本で同じような経験をして

ますので、非常によくわかります。 

ピーター・フレンゼン： それで、次の日には15台の衛星中継車が22台になりました。幸いな

ことに、コールドウォーター・ビジターセンターまで我々は後退することができました。ここ

までの道路には恐らく5000人もの人が上がってきて、24時間、１日中、カメラの焦点を火山に

合わせて、キャンプをしていました。 

 ですから毎晩我々は史跡を閉鎖して施錠していたわけです。しかし人々は近くの民有地まで

移動してきて、火山の水蒸気が上がるのが止まるまで、そこにいました。 

 人々に対する大変大きな教訓は火山が依然噴火しているということを理解するようになって

きたことです。火山はただ静かに噴火しているわけですが、人々は噴火とは爆発的な噴火だと

勘違いしています。我々の溶岩ドームは成長し続けています。しかし人々は水蒸気爆発の噴火

を待っているのです。彼らの多くが火山は依然活動していることを忘れているのです。 

 ですから、地方の自治体、州立の、我々の県の役所、そして連邦政府の役所が全てお互い非



常に密接して働くようになってきました。なぜなら、もし火山が突然にその様相を変化させた

ときには、我々は人々を国有地、民有地の両方から避難させなくてはならないからです。 

  

 他にありますか。じゃあ、どうもありがとうございました。ピーター・フレンゼンさんどう

もありがとうございました。 

 第一部の最後は立山博物館の菊川さんによる「立山カルデラ砂防博物館と体験学習」という

ことでお願い致します。 

 
17:00-   菊川 茂： 立山カルデラ砂防博物館と体験学習 

      S.KIKUKAWA : Tateyama Caldera Sabo Museum  

and Learning Through Experience 

 



立山カルデラ砂防博物館と体験学習 

Tateyama Caldera Sabo Museum and learning through Experience 

                                    菊川 茂 立山カルデラ砂防博物館 

    Shigeru KIKUKAWA,Tateyama Caldera Sabo Museum 

 

富山から参りました立山カルデラ砂防博物館の菊川と申します。このような機会を与えて

くださいました荒牧所長さん、それから関係の皆様に厚くお礼を申し上げたいと思います。 

 「立山カルデラ砂防博物館と体験学習」につい

てお話をしたいと思います。写真の窪地が立山カ

ルデラです。博物館は、この立山カルデラに関わ

る内容を中心に、平成10年6月30日、富山県の

土木部砂防課と建設省(現在の国土交通省)が共

同で立ち上げた博物館です。開館からちょうど７

年ほど経過しております。 

きょう参加された方には富山県の位置をわざ

わざ申し上げる必要はないのですが、一般に認知

度が低く、富山県は東北地方ですか、鳥取の隣ですか、などとよく聞かれます。立山黒部アル

ペンルートがかなり知られるようになりましたが、企画・施工された方は、現在の立山黒部貫

光会社の初代社長の佐伯さんで、富山を売り込みたいとの希望も高かったためと聞いておりま

す。この方は、会社の名前を「立山黒部観光」と観光ではなく「貫光」と付けています。1971

（昭和46）年に全線完成しましたが、計画されたころの富山県は裏日本と呼ばれており、少し

でも表日本につなげたいという意向が高く、あえて貫光と付けています。お隣の石川は加賀百

万石で全国区、新潟県は新幹線が通じるなど、よく知られております。その間に挟まれた富山

はあまり知られていなかったのです。 

「立山黒部アルペンルート」は富山市から

立山連峰、黒部峡谷、その後ろの後立山連峰

を貫く山岳観光ルートで、長野県の大町市と

を結び、そこから東京まで一直線で交流でき

ると考えられたわけです。 

日本有数の山岳地帯を乗り物で行け、現在年

間百万人以上の人々が利用されています。 

ただ、年間といいましても、４月の中旬から11

月の中旬の半年での集客です。 

電車、バス、トローリーバスなど何回も乗り



換える必要があります。富山から電車で1時間、ケーブルに乗り換える立山駅、その駅前に立

山カルデラ砂防博物館があります。立山駅は年に何日かは特に混み合い、2～3時間待ちという

事態も発生します。そのような時にも博物館で過ごして頂ければとの発想もあったようです。 

 富山市内から 3,000メートル級の立山

連峰がよく望まれます。写真のこの山が、

昨年（2004）山頂近くに念願の三角点が設

置され話題となった剱岳です。標高も１メ

ートル上がりまして 2,999メートルとな

りました。写真のここが立山ですが、立山

という独立峰はなく、雄山、大汝山、富士

ノ折立という３つの山をまとめて立山と

一般に呼んでいます。もう一つ、海から直

接、3,000メートル級の山並みを望める所

は世界でも３ヶ所と言われています。その１ヶ所が富山です。海越えに望む 3,000メートル級

の立山連峰は素晴らしく、是非一度体験して頂きたいものです。 

また、ここが立山カルデラ、そしてここが

アルペンルートのバス道です。 

 ところで、立山は「立山信仰」で知られ、

かつて立山信仰の盛んなおり、極楽へ行き

たいとの願いで全国から多くの方々が来

られました。当時は全て歩きで頂上に登り、

さらに歩いて帰ったわけですが、この崖、

急傾斜のカルデラ壁を下っていました。苦

労の多い急崖を下った理由は、下に温泉が

あったためです。今も温泉が湧出しています。さらにカルデラの中を通って、長野、表日本に

行くルートがあったわけです。 

アルペンルートの開通により立山は乗り物で訪れ、帰るようになり、わざわざカルデラへ行

く人もいなくなりました。 

 だが、立山カルデラは富山に住む者には関係深い地なのです。立山カルデラには、大量の崩

壊土砂があり、ここを源流とする常願寺川は日本有数の暴れ川となって、流域の人々を苦しめ

てきたわけです。そのため、カルデラでは、百年ほど前から砂防工事が行われてきています。 

 現在、温泉であるとか、太平洋側への通路の意味は薄れましたが、今も下流の富山の人々を

護るため砂防工事が行われていることを知る人も少なくなりました。 立山カルデラは、弥陀

ケ原や雄山などと同じ中部山岳国立公園のエリアであり、そこで、人々の生活を守る作業が行

われている地であることも知らない人が多く、「知られざるもうひとつの立山」と位置づけ、そ

の自然・歴史と砂防について紹介するため博物館は建設されています。立山火山は約10万年前

に大噴火を続け、写真のように厚い弥陀ヶ原台地をつくり、立山カルデラも形成されてきてい

ます。 



 博物館は立山駅の駅前にありますが、

実は博物館の敷地も国立公園のエリア

内であり、建物の高さ、大きさ、色など

厳しく規制されております。目に付きや

すいようなＰＲもままならず、商店の陰

に隠れていて、立山駅前に立っても気が

つかなかったとの声を聞くこともあり

ます。 

 さて、今日は博物館の概況、問題点に

ついて報告するようにとの宿題が出ておりましたので、問題点などを上げさせていただきます。

また、エコツアーについて、定義もいろいろあるようですが、博物館ではエコツアーと位置づ

けております「体験学習会」について紹介いたします。体験学習のメインは「立山カルデラ砂

防体験学習会」で、年 30数回行っております。ガイドツアーです。その概要について、また、

ガイドはボランティアですが技術の向上についてもお話しいたします。 

 図は博物館の基本構成です。常設展示

や映像などを行っている立山駅前の建

物を「屋内展示」と位置づけています。

映像とか展示物で立山カルデラを疑似

体験してもらいます。また、立山カルデ

ラや立山一帯を「野外ゾーン」として、

自然や遺構などをそのまま展示物の一

部とし、ここを訪ね直接体験してもらお

う、との構想です。 

屋内展示は、崩れる、流れる、防ぐ、

創る、伝える、をテーマに順に展示しております。映像には 320インチのハイビジョンの立体

映像などがあります。この写真のトロッコは博物

館の一つの目玉で、トロッコの実車展示も行って

います。 

 体験学習について説明します。一つは「立山カ

ルデラ砂防体験学習会」です。７月から 10月ま

で水曜日と金曜日、32回前後行っています。「応

募の手き」を配布しましたので参考にして下さい。

後で「自己責任」についてお話したいと思います

が、応募のてびきにも自己責任を多少考慮してあ

ります。 

 ７月～10月以外は雪に埋まっているため実施

できないのです。立山というと雪の壁の間をバスが通る映像を見られたことがあると思います

が、高額の除雪費が必要です。大規模な除雪は立山カルデラ内では困難であり工事も、立山カ



ルデラ砂防工事も立山カルデラ砂防体験学習会

も 7月の雪どけ後に実施しています。年間 32回

ほどですが、１回に 40人の人数制限をしていま

す。１班20人で、1～2名のガイドがつくガイド

ツアーです。 

トロッコとバスを利用しますが、トロッコの定

員の関係で 20人という数字が出ています。バス

で行くコースもあり、これも 1班 20人の 1日 2

班体制で、1回40人に制限しています。案内はボ

ランティアガイドで、博物館職員は安全対策のため、バスの前を先導車が走りますが、それに

乗車します。 

体験学習には、その他フィールドウォッチングと呼ぶ自然観察会を年間10回ほど、この場合

の案内と解説は博物館職員が主に行っています。また移動博物館、砂防教室、立山登山の同行

などがあります。 

富山県は学校から集団登山、立山登山多く行われています。昔から富山では立山に登って一

人前と、通過儀礼的に立山登山が行われてきましたが、学校行事にその名残が見受けられます。

博物館職員が解説をしながら同行することもあります。 

 さて、立山カルデラ砂防体験学習会の「申し込

み書」には、“危険に関する説明を読み承知した

上参加し、参加者心得を厳守します”と記した用

紙に、記名判子を押してもらい、連絡先を必ず記

してもらっております。これがもれていると受け

付けないほどです。他の記入もれなどは電話連絡

で済ませることもありますが。夫婦で参加し、家

には子どもしかいないが、との問い合わせがあっ

たりします。 

砂防体験学習会は工事現場での見学でありヘル 

メットを被ってもらっています。 

 約150年ほど前の安政5年 4月9日に富山では大きな地震がありました。家屋の崩壊などの

ほか崩壊土砂のため立山カルデラで天然ダム、最近では河道閉塞と呼ぶようですが、出来、4



月23日に決壊し土石流が発生、富山平野に災害をもたらしました。さらに6月7日にもう一つ

の崩壊土砂によるダムが決壊、大災害をもたらしています。その災害のこと、対策工事、自然・

歴史共に、直接体験して頂いております。 

 写真の車が先導車です。バスは工事用の道を通行するため小型車のみで、ボランティアガイ

ドが同乗しますので、参加者は20人にしています。 

 トロッココースは行きか帰りにトロッコを利用しています。写真がトロッコです。3両連結し

て20人が乗車、距離は 18キロメートルですが、標高差約 640メートルを上ります。いわゆる

ジグザグに前進後進しながら進むスイッチバックを 42回も繰り返して約１時間 45分かけて進

みます。路線幅は61センチメートルと狭く、不安定な工事用トロッコです。ただ、興味ある人

が多く全国から希望者があります。3～5倍の希望者があり抽選となっています。 

次に博物館の運営上の問題点などを話します。 

まずは集客の問題です。どこの博物館も頭の痛

い点だろうと思いますが、特にアルペンルート

が４月 17日から11月の中頃まで、積雪があれ

ばその期間内でも運行中止となります。このア

ルペンルートの運行期間外の冬場の集客に大変

苦労します。積雪期の集客も考え雪を活用した

行事、例えば雪上にスノーシューを履き、生き

物を探す観察、また雪の結晶づくりとか、雪の

特性の体験などの行事を行っております。 

 展示更新の問題です。高額になるもので、特に映像ソフトの更新が問題になっています。対

策として企画展などで作成した映像を活用しています。学芸員か事務屋さんか分からないとの

苦情もよくでます。さらに「派遣法」なるものが施工され、私の博物館も中学校や高校の先生

が転勤で来られますが、期間が短くなる傾向があります。急に博物館業務をこなし新しい企画

展を担当するのは苦しく、今後問題が出てきそうです。 

 民間ができることは民間で、との傾向が強まって、博物館も指定管理者制度で民間が経営す

るということになりつつあります。富山県も来年度から指定管理者制度が動き出す予定です。

大変気になる動きです。 

野外研修での営業バス利用について。参加者からバス代金を集金する方法で運営していまし



たが、問題との指摘を受けております。旅行業法に違反するそうで、資格のない博物館関係者

がバスをチャーターし、バス代金を参加者から集金してはまずいようで、困っています。博物

館にバスがあれば問題はないようですが、一般の博物館では困ることです。 

 自己責任について。日本ではもっと自己責任

について議論してほしいものです。野外観察、

特に火山関係とか、砂防関係などでは、あって

はならないことですが、事故は避けて通れない

一面があります。立山の地獄谷、立山を訪れる

人々の目玉商品と多くの人が訪れる場所です

が、立ち入りが規制されることになりました。

4月にアルペンルートが開通しますが6月30日

まで、さらに10月19日以後は入れなくなりま

した。地熱のため雪の解け方が安定せず、踏み

抜く危険性などがあるためです。 

 ７月１日から 10月 18日は、夜間の立入りは禁止され、さらに火山ガス警報による通行規制

が昨年度から施行されることになりました。今年は火山ガスの各種センサーが地獄谷に多数設

置されました。規制値を超すと入り口が閉鎖されることになり、来年度ぐらいから本格実施の

ようです。 

写真は多少古いものですが、立山の地獄谷の温

泉の湧出池のそばまで、高校生をつれて行きガス

や水質調査の実習を行っていた様子です。だが遊

歩道に柵ができ、道を外れることが禁止されたと

思ったら、地獄谷へも入れなくなるのかと、残念

です。危険なガスが出ている時は別として、多少

の余裕はほしいと考えます。 

 事故が発生しますと、どう考えても本人の対応

がまずいのに、国や県、市町村などにクレームを

付け、裁判ざたにするのは如何なものかと考えま

す。 

 担当者としては、入れない方法が一番簡単

で、責任もついてこないためと考えたくなり

ます。 

ガイドについて。立山カルデラ砂防体験学

習会はボランティアガイドによるガイドツア

ーです。そのガイドは、砂防関係者や富山県

が養成しているナチュラリストから参加して

もらっています。 

富山県は自然保護講座を 1974年から行っ



ており、その講座をきちんと受講した者を自然

解説員すなわちナチュラリストとして認定し

ています。1971年、アルペンルートの全線開通

により、それまでは登山や立山信仰のための特

定の人々だけ来る場所でしたが、急に年間 100

万人を越す観光客が訪れる所となりました。 

都市公園の感覚で入り込む人も多く、高山植物

を痛めたりゴミのポイ捨てなど自然破壊の問

題が浮上してきました。仕方が無く、厳しく注

意していましたが、反発もでました。そこで、 

富山県では注意するより、一緒に自然を観察しながら、高山の生物はいかに厳しい環境で生息

しているかなどを体験し「自然のしくみや大切さ」を参加者が自ら考え行動してもらうことが、

効果的とボランティアの自然解説員（ナチュラリスト）を養成し、配置したわけです。 

 養成講座は1974年より数年ごとに9回実施しており、今年も6月から開講されています。大

変ハードで、土日ごとに10回を越す、丸１日の座学、現地研修などです。また申し込みも、A4 

版の用紙の表には自然解説員を希望する理由、裏面に解説員として実際に活動する場所を例に

具体的にどのような解説を行うかを記して提出することになっています。ある程度の年齢にな

って、希望する理由や具体的な解説について作文するなど、申し込みも、かなり厳しいもので

すが、富山県民は勉強熱心なのか、今年も60人の募集に、倍以上の応募があり、受験生を決め

ることに苦労があったようです。 

 富山県が実施する養成講座ですが、実施に当たっては博物館職員も全面的に協力しておりま

す。 

 富山県が養成した活動をしているナチュラリストの中から、博物館のほうで実際にガイドツ

アーのガイドになりませんか、と募集しております。ある程度の素質のある方、経験のある人

たちです。もちろん博物館でもその人たちに対して実地研修もやっております。年に５回程度

です。富山県でも養成しましたナチュラリストに対して年に４～５回研修も進めております。

ガイドツアーの謝礼は昼食と２千円と交通費実費のみで、本当にボランティアでやってもらい

ますが、皆さんはがんばって来ていただいております。 



火山地帯や立山カルデラなどの崩壊地では

どうしても事故が起こりやすい一面がありま

す。 

見学地は国内有数の崩壊地で危険を伴うこと

があります、それを理解の上で申し込んでく

ださいという申し込み用紙にしては信じられ

ないような文章をつけて出しております。こ

ういうことを書かなくても良いようなことが

できればいいなと思います。 

 これは最後ですが、大変な雪の壁、これを

見学に全国の方が結構来ていらっしゃいます。

この中にいろいろな情報があるということに

ついては、また機会がありましたら御説明を

いたします。こちらのほうに来ていただけれ

ばと思います。それから天然記念物に指定さ

れました断層、地震を起こしました断層です

が、こういうものも見学会のときには見たり

しております。 

 早口でわかりにくい面が多々あったと思い

ますが、時間になりましたのでこれで終わり

たいと思います。ありがとうございました。 

  

ありがとうございました。会場から質問のある方は手を挙げてください。ございませんのであ

りがとうございました。これできょうの一部の講演がすべて終わりました。 

 



第２部 19:00-21:30 

 

 第２部は人が少なくなったので、ざっくばらんな話しが出来ると思います。今朝申し上げた

ように２つの狙いがあり、１つは火山博物館の最もアクティブにやっているリーダーをお招き

したつもりなので、その人たち同士いろいろな話しをしてもらう。もう少しぼやきが出るかと

思ったが、今日聞いている限りみんな前向きで明るい話しでしたので嬉しい反面、言わなかっ

たのかなという気もします。それらも含めて問題点があったらお願い致します。毒舌で有名な

(失礼)三松さんは明日講演がありますのですが、その前にそういう話しもいいのではないかと

思っています。 

 ２番目のテーマは皆さまに随分今日はご協力して頂きましたが、地元ではエコツーリズムで

随分流行っている言葉ですが、エコツーリズムの定義は人によって違いますが、そういう事を

乗り越え、そういう所で一番難しい場所の一つだとおっしゃっている事も踏まえて、火山地域、

火山が重要な中でエコツーリズムをどのように火山家として寄与出来るかというポイントです。

明日の午前中に三松先生と２人で総合討論の結論を出す方向でやっていきたいと思いますので、

よろしくお願い致します。最初は杉本さんお願い致します。 

 
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 
        S.SUGIMOTO：Museum in the Unzen Volcanic Area  

and the Field Museum  
 



雲仙岳地域の博物館とフィールドミュージアム 

Museums in the Unzen Volcanic Area and Field Museum 

                                 杉本 伸一  島原市役所 

 Shin-ichi SUGIMOTO, A City Hall of Shimabara City 

 

  皆さん、こんばんは。では第２部の最初を務めさせていただきます。島原市役所の杉本と

いいます。よろしくお願いいたします。 

 皆さん御存じのように雲仙普賢岳の噴火で

大きな被害をうけました。全国の皆様からい

ろいろな御支援をいただきまして、そのお蔭

で安全な町に生まれ変わりつつあります。本

日は、本来ですと雲仙岳の災害記念館の職員

が来て話しをする予定でありましたが、都合

により私が代わって話をさせていただきます。

フィールドミュージアムのボランティアもや

っておりますので、その点も含んで話をさせ

ていただければと思っております。 

 まず雲仙岳災害記念館です。平成２年11月に始まりました平成の雲仙岳の噴火は、平成８年

６月に終息宣言をするまで、約５年半、噴火活動が続き、その間に火砕流と土石流で大きな被

害を受けました。 

 特に、雲仙岳災害記念館が建っているこの

場所は、実は火砕流堆積物が土石流で流れだ

したその土砂を利用して海岸を埋め立てた、

その埋立地に建っています。現在は県の財団

法人が運営をしておりますが、今年で４年目

に入っておりまして、その内容について説明

をさせていただきます。 

 災害記念館としまして、自然の猛威と災害

の教訓を風化することなく伝えようというこ

とと、火山のメカニズム、災害のすさまじさ、

また防災について学習するような施設という

ことでこの施設か建設されました。 

 まず、車をおりますと玄関にエントランス

広場があります。ここは全国から支援をいた

だいた方々への感謝の思いを込めてというこ

とで、溶岩と水によるモニュメントが配置を

されております。 



 次に記念館の中に入りますと、まず目につ

くのが「火砕流の道」ということで題名をつ

けた施設があります。これは実はこのガラス

張り通路の下に、火砕流でなぎ倒されました

森の木を持ってきまして、それを再現しまし

た。赤い光がついておりますが、この赤い光

の通る速さで火砕流の速さを体験してもらお

うという施設になっております。 

 続きまして、平成大噴火シアタ－というシ

アタ－がございます。これは直径14メートルのドームのシアターです。映像と連動して床が揺

れ、座席の前の手すりに黒い突起がありますが、この真ん中から温かい風が出てきて、当時の

火砕流の雰囲気を体験できるようになっています。火砕流とか土石流の映像を流して、その当

時を体験してもらうという施設になっております。 

 そこを出ますと、今度は焼き尽くされ

た風景ということで、この火砕流で６月

３日に 43名の方が亡くなったわけです。

北上木場農業研修所というところで消

防団とか報道陣が亡くなりましたが、そ

この風景を再現した場所です。ここには

当時の災害にあいました溶けた電線と

か、あるいはテレビカメラなどが展示を

してありまして、焼け焦げた様子がわか

るようになっています。 

 皆さんも御存じだと思いますが、実は

一昨日、この上木場から新たにテレビカ

メラが２台と報道用の大きなレンズが３本出てまいりました。14年ぶりに出てきたということ

で、かなり報道で大きく扱っているようです。実はその対応で二日間ばたばたしておりまして、

今日の出席もどうなるか心配したのですが、どうにか落ち着いたので出席させてもらいました。

恐らく、当時、警戒区域の中に入ってだれかが保管していたと思います。匿名の方から電話が



ありまして、警戒区域の中に入って、調査をしたところ農機具小屋のところにあったというこ

とで、一応回収をして、いま持ち主を探しているところです。テレビカメラについてはほぼわ

かっております。レンズの３本のうちの２本についても、ほぼわかっております。もう１本が

まったく不明であるということで、これから調査をすることになります。 

 次は島原大変劇場です。実は 200年前に普

賢岳の噴火の最終段階で、普賢岳の前にあり

ます眉山というのが崩れまして、15,000人の

死者がでるという大きな災害がありましたが、

それを歌舞伎の手法を取り入れて、昔話風に

再現をしているコーナーであります。 

 また、世界の中の火山ということで、日本

あるいは世界のいろいろなところの火山模型

や写真を展示して、いろいろな火山の違いを

勉強するコーナーもございます。 

 外にでますと溶岩の庭ということで、今回の溶岩、あるいは 200年前に流れだした溶岩等を

展示しまして、その 200年の間に苔むした溶岩を見ながら、時の流れを感じるような構成にな

っております。 

 先ほどまで説明した部分は有料ゾーンの部分ですが、そのほかにも無料のゾーンがございま

す。これはメディアライブラリーということで、いろいろな映像とか図書などが自由に見るこ

とができるコーナーになっております。これが災害記念館の概要です。 



島原におきましては、フィールドミュージアム構想をおりまして、その構想により整備を進め

ております。 

 その内容としては、雲仙岳災害記念館を中心に、平成新山の景色や周辺の噴火災害の遺構、

火山関係の施設や各種の防災施設などを、丸ごと一つの野外博物館のフィールドミュージアム

としてとらえるものであります。火山と人の関わりあいというものをキーワードにそのネット

ワーク化を図りまして、観光、体験、学習、観察、研究という目的に応じた環境整備を進めよ

うとしております。 

島原にはコアミュージアムとしまして、雲仙岳災害記念館がございますが、そのほかに大野

木場砂防みらい館というものがございます。これは国土交通省の砂防工事の監視所も兼ねた施

設です。そのほかに、環境省でつくりました平成新山ネーチャーセンターと、長崎県が保存を

している土石流被災家屋保存公園というものがあります。このような施設を拠点施設としまし

て、あとは噴火災害の教訓とか噴火の歴史、地球の鼓動、災害の防備、火山の恵みと共生、と

いうテーマを設けまして、それぞれの施設を結んでいこうということでいま作業を進めており

ます。 

 大野木場の砂防みらい館です。これは先ほ

ど申しましたように国土交通省が建てました。

砂防工事従事者等が避難する場所、あるいは

溶岩等の監視等ということで建っております。

何もないときには火山砂防学習の場として活

用しようということです。３階は展望施設に

なっております。消防団がなくなった北上木

場の農業研修跡とか、報道人が亡くなった定

点というところが間近に見えますので、訪れ

る人もたいへんに多い場所になっております。 

 次に環境省がつくりました平成新山ネーチ

ャーセンターです。これは火砕流で焼き払わ

れました垂木台地というところに建設されて

おります。今回の災害では人間とか家屋、土

地等についても大きな被害を受けたわけです

が、そのほかに森や林とか、小動物も大きな

被害を受けたわけです。この垂木台地周辺に

ついては、自然がどうやってよみがえってく

るのか、動物がどうやって戻ってくるのか、

というようなものを観察するような施設にな

っております。先ほどの大野木場の砂防みらい館と比べると規模的にはすごく小さいのですが、

自然観察ができるそういうところであります。 

 ３番目に被災家屋、これは土石流で埋まった家屋です。土石流の災害を後々まで伝えようと

いうことで、この被災公園に11棟の家屋をそのまま保存しております。そのうちの３棟につき



ましては、このようにドームを被せまして、より長く保存しようということです。これは県の

事業で保存を行っております。 

 次に平成新山のフィールドミュージアムの構想を進めようという中で、問題になった事項で

す。 

 １番としまして、火山学習資源の保全等ということです。貴重な火山学習自然が保全されて

いない。子どもたちへの防災教育が不足している。火砕流の跡地や噴火災害の爪痕などが学習

資源として認識されていないため、荒廃、棄損の恐れがあるというようなことが指摘をされま

した。ではそれを解決するためにどういうことができるのかということです。例えば、窓口の

ほうに置いておきましたが、ガイドブックを作成しまして、そういうものが火山資源ですとい

うことをお知らせしたり、あとはフィールドミュージアムの学習クラブを開催しました。あと

は統一の案内板などの整備をしております。 

 その中で火山学習クラブですが、これは小学

生を対象に火山や噴火災害の遺構などを実際に

観察して、自然災害の思いなどを学習し防災教

育を推進するために実施をしたわけです。まず

災害記念館で話しを聞いたりして、その後に実

際に現場に出向いて野外観察を行うということ

です。計３回行いました。３回合わせて53名の

子どもたちが集まっております。 

 ２番目の課題として、火山学習資源の活用

ということです。火山学習資源か一般に周知

されていない。フィールドの内容をより深く

正確に体験し学習をする機会がない。火山学

習資源を活用した観光産業の資源に結びつい

ていない、ということが指摘をされました。

その中の資源の周知、授業としては先ほどと

同じでガイドブックを作成する。 

 集客の対策事業としては、モデルコースを

つくって呼びかけておりますが、集客事業に



ついてはまだ効果があがっていないというの

が現状です。あとは植林の体験事業というこ

とで、普賢岳の噴火災害の火砕流で燃えたと

ころに植林をしてもらう。これもそういうツ

アーを組んで参加を呼びかけているところで

す。 

 さらに３番目です。各拠点施設や火山学習

資源を所有するための手段が整備されていな

い。各拠点施設から周辺の火山学習資源を散

策する遊歩道が整備されていない。語り部な

どや案内を行うボランティアのガイドがいない、ということが指摘をされております。 

 そのためにネットワーク化の整備ということです。どうしたらネットワークができるかとい

うことでモデルコース等を一緒に考えることもやっております。散策路の整理についてはまだ

砂防工事が行われておりますので、これからの課題になると思っております。あとはボランテ

ィアのガイドの養成事業も行っております。 

 住民ワークショップですが、これは住民の視

点からモデルコースを提案してもらおうという

ことで行ったわけです。他の地域のエコミュー

ジアムの話しを聞いてそれを参考にして、参加

者全員でどのようなモデルコースがあるか話し

合いをしました。その中で３つのコースを選定

したわけです。２時間コース、４時間コースと

か、１日コースというものを皆で考えたわけで

す。これが市内を回る２時間コースということ

で住民から提案されたものです。 

 そのほかに島原城や歴史の遺跡等を組み合わせた４時間コース、さらに１日コースでは雲仙

のほうまでいきまして雲仙の地獄とか、あるいは仁田峠から新しい平成新山のドームをながめ

る、そういうものも加えまして、１日コースというモデルコースをつくっております。これも

住民から提案された内容でございます。 

 そのほかにボランティアガイドの養成講座

も実施しております。これについては、いろい

ろなよそからきた人をボランティアガイドと

してもてなす、そのために勉強するということ

で開催をしております。火山の学習、島原の火

山について学ぶ、ということで、これは島原鉄

道のバスガイドさんに来てもらいまして、ガイ

ドの仕方をプロの人に学ぶということもやり

ました。最後に終了証書をもらっているところ



です。 

 40名ぐらい実は受講者があったのですが、その中でいま島原に観光ボランティアという人が

恐らく 20数名いると思います。それと今度は災害記念館にボランティアの制度がありまして、

これは教育ボランティアといって、例えば災害記念館を訪れた人たちに噴火災害当時の話をす

る、というボランティアです。それと通訳のボランティアです。外国の人がきたときに案内を

する通訳ボランティアの制度があります。あとは環境ボランティアといって、災害記念館のま

わりの花を植え替えたりする環境的なものをするボランティア制度があります。 

 今回、新たにボランティアガイドの養成講座

を開催しましたが、それぞれ３つのボランティ

アの連携がとれていないのでなかなかうまく

いかないのです。この講座を受けた 40名の中

から観光ボランティアに２名が登録しました。

40名受けて２名しか結局は登録ができなかっ

た、ということがちょっと残念でした。そうい

う結果になっております。 

 ですから、せっかくあるボランティアを、今

後、皆で同じようなことをしているわけですか

ら、そのへんの連携をとっていくということが、いまからの大きな課題になると思います。 

 これは災害記念館の入場者です。実は、2002

年に開館をしました。最初のときは 35万 9000

人ぐらいの入場者が入っております。個人が25

万人で団体が 10万人ですね。翌年の2003年に

なりますと、29万6000人です。個人が19万人

ぐらいで団体が 11万人ぐらいですね。昨年の

2004年度になりますと、21万5000人、個人が

13万人で団体が８万2000人ということです。 

 急激に入場者が減っております。特に個人が

急激に減っているという現状があります。当初

の35万人というのは見込んでいたよりもかなり多かったのですが、それにしてもいまは急激に



減っています。 

 実は、最初にいいましたように県の財団で運営をしております。県知事が理事長ということ

で３年間運営してきました。こういう急激な入場者減ということで、実はこの前開かれました

理事会で県知事さんが理事長を辞めるということで辞められました。あとは地元でどうにかし

てくれということになっています。まだ理事長は決まっておりません。最終的に市長が押しつ

けられるのかと思っておりますが、それはちょっと困るということで、いま理事会も開かれて

おりませんし、どうなるかわからないのですが、行政的な考えでいままでずっとやってきたわ

けですが、かなり苦しい状態になっているというのがいまの現状です。 

 私は最近ずっと地元で活動をしていて思う

のは、確かに災害記念館という立派な施設が

できたのですが、本物に勝るものはないとい

う気がしております。溶岩ドームや山麓の

荒々しい風景などが目のあたりにできるわけ

ですから、そういうものをつなぎながらする

フィールドミュージアムというのを、いまか

ら進めていかないといけないのではないかと

思っております。 

 最後にですが、実はこういうフィールドミ

ュージアム構想などをもっと発展させるため

にということで、実はCITIES ON VOLCANOES ５

を島原に誘致をしようということでいま動い

ていまして、2007年11月、あるいは2008年

６月に島原でしたいということで進めており

ます。 

 主催は日本火山学会になっておりますが、

まだわかりませんが島原市も主催に入るのか

共催に入るのか、これからだと思いますが共

催が島原市とIAVCEIということで、これはま

だ予定です。開催の目的としては雲仙普賢岳

噴火災害の貴重な体験と教訓を、地元でも忘

れかけておりますので、これをもう一回再認

識するとともに、それを世界に発信をしたい。

さらに世界が初めてという火山の火道掘削も

成功したわけですから、これらについても情

報発信をしたいということで考えております。 

 火道掘削ですが、実は平成11年から進めら

れまして、まずこの千本木地区で11年に掘り

ました。次の 12年と 13年で反対側の大野木



場というところで掘りました。同時にパイロットコウを掘っておりましたが、その後にパイロ

ット坑で大丈夫だということで本坑を掘りまして、去年の夏に噴火間もない火道を掘りあてて

おります。そのとき大きなやぐらを建てて、実は真っ直ぐに掘るのではなく、下のほうで曲げ

て掘るということで、かなり難しい掘削であったようですが、ここにありますのが今回の噴火

のときの火山灰が固まったものであると聞いております。そういうものの採取ができておりま

す。 

 今後の予定です。５月24日に日本火山学会の総会で立候補が証人をされておりますので、今

後組織委員会を発足して年内に正式立候補を申請する。すると来年１月の第４回ＣｏＶがエク

アドル・キト市で開催をされる予定ですので、

それに誘致活動と視察にいきたいなと考えて

おります。 

 これが平成２年８月の島原です。これは噴

火災害前の島原です。土石流と火砕流でこう

いう状態になっておりましたが、さきほどの

記念館はここに建っております。こういう状

況でしたが、15年ここまで復興をしておりま

す。私からはこれだけです。ありがとうござ

いました。 

 



荒牧: ありがとうございました。御自由に御討論と御質問をお願いします。 

 私が質問をします。雲仙岳災害記念館ですが、下賤な質問ですが、あれはいくらぐらいかか

りましたか。 

杉本: 44億かかりました。 

荒牧: 私が知っている数字をいいますと雲仙火山の火道掘削は 20億円ぐらいですよね。あと

すごく大きなハードとしては、日本ではどこだろうか。値段を聞こうと思っていたのです。有

珠山はこれからということですよね。だから大分お金をつぎ込んでいるんですか。 

杉本: さきほどの質問にお答えできなかったので、講演を聞きながらずっと考えていました。

まだコアのミュージアム自体がないのでわからない。それと砂防事業でやっていただいた一部

エコミュージアムのサテライトでつくっているということがありまして、道路サインにつきま

しても道路整備の予算、看板整備の予算でみんな掛けていただくとかなのでそれをトータルす

るのは現在では至難の技だと思っております。 

 ただ、かなりの金額は投資していただき、その一部を遣わせていただいているのだと思いま

す。それで億単位にはなっていると思います。 

荒牧: ピーターの所ではミュージアムを造るのにどのくらい掛かりましたか。 

ピーター・フレンゼン: 10億ぐらい掛かりました。 

荒牧: 大したことはないですね（笑）。 

杉本: 実は、44億かけてつくったのですが、ほとんど記念館ということで資料収集とかそうい

うことをやろうという施設ではない。先ほど言いましたように、いろいろな資料がいまでも出

てくるのですが、それを保存する施設、倉庫がないという施設です。ですから、かなり遊んだ

スペースがあるので、そのへんをどうかしてほしいということでいまお願いをしているのです。

あくまでも観光用につくった施設ということで、博物館ではないということで、なかなかそこ

はうまくいっていないという現状があります。 

荒牧: わたしの質問がねらっているところはお分かりだと思います。箱ものはそのくらいの値

段である。いま皆さんがくしくもおっしゃるように、ここにいる人たちか中心であるというわ

けではないのだが、火山研究者、火山の教育者が主体になって稼いだ金ではないですよね。だ

いたいがね。それが悪いといっているわけではないのですが、まさにいま杉本さんがおっしゃ

ったように、研究資料・収集資料の整理・保存、というものについての措置というのはすごく

弱い、特に日本は弱いのではないかと思います。どうでしょうか。 

中村: ぼくは栃木県のほうで県立博物館の委員の１人をやっております。県立博物館の学芸員

がいうには、展示スペースは全集を考えると４分の１ぐらいであるべきだというのです。４分

の３は収納スペースでないと、とてもではないが展示ができなくなるといいます。県立博物館

クラスだと３分の１を、だから常設というものもあるのですが３分の１ぐらいづつを毎年入れ

換えていかないとだめだというのです。そうしないと確実にリピーターは来ないといっており

ます。３分の１ぐらいを入れ換えるには、収納スペースは展示スペースの３倍はあるべきだと

いっております。それを最初にやっておかないといけない。あとで収納スペースをやると値切

られたりして、プレハブのようなもので我慢しろということになって、きちんとしたものが保

存できなくなるということがある。リピーターを確保するにはきちんとした展示スペースや収



納スペースというものがないと危ない。 

収納スペースがあることによって、いま出たような学術的な費用とか、そういうものの評価が

できて、それがミュージアムの資質を高くしていく。資質が高くなると、そこに優秀な学芸員

が入ってきて、それを支えるということになる。結構、行政をやる人に物置のスペースをエア

コンが効いたりとか火災に耐えられる、いまは腐らないためのものがややこしくなったりして

お金がかかるのですが、このへんを箱ものの博物館をつくるときには絶対に死守しないと、３

年とか５年たったときに、10分の１ぐらいの人しか集まらないで、それで行政の人からはお前

はなんだという、でもわれわれは言ったといって言い合いになるという話しをしておりました。 

荒牧: 指示するとうるさい奴だというので、あなたを迂回してほかのところにいく可能性はあ

るのではないですか。現状は。 

杉本: それは雲仙岳災害記念館もそういう状況になっていると思います。実は地元に太田先生

という災害当時にホームドクターといわれた教授がおります。当初は災害記念館の建設の委員

にかかわっていらっしゃいましたが、そういう博物館的な意見をずっといわれたので、途中で

委員を下ろされたということも現実にはあります。 

ピーター・フレンゼン: 植生を回復するようなことはやっておりますか。 

杉本: 植生の回復についてはヘリコプターで山頂部分というか、上の部分についてはヘリコプ

ターで種をまいて植生をして、土砂が流れないような工事をやりました。 

○○: 三宅島の場合には最初は、ヘリコプターによる種子散布が通常の防災等の工事における

牧草の種子だったのです。芽は出したがすぐに枯れた、ということもあったのと同時に、三宅

島で熱心に研究している植物学者の方等の意見によって、本来の植生を散布するべきである。

それも途中はいろいろなところから集めた植物であったのですが、三宅島遺伝子の攪乱の問題

もあったので、島内による種子と変更されてきました。そのような気遣いはあったのでしょう

か。 

杉本: そこについては、実は島原の場合にはある程度早く大きくなるようにということで外来

種がその種の中に含まれた。実は、確かに緑は戻りつつあるのですが今度は外来種からやっと

育ちはじめた在来種が影響を受けるということが起きております。私は野鳥の会の人と東京で

お話をしたときに、三宅島でするときには防災ということで、早くに防災をしないといけない

ということはあるのだが、できることなら在来種、島の種を蒔くようにするのがいいのではな

いですかという話をしたことがあります。それは島原の教訓としてそういうことを思います。 

荒牧: ぼくはなぜまくのか聞きたいですね。セントヘレンズの話です。公園の中の徹底的に破

壊されたところには手はつけないのです。彼が見せたスライドで24年間たつとこれだけ戻って

きたといっているでしょう。何もやらない。そういうことを意図的にやったのですが、なぜ日

本は親の仇のように種をまくのかよくわからないのです。そういうことについて皆さんはどう

思われますか。 

 日本人は緑が好きではげ山は嫌いという心情があるのではないかということですが、それは

石や岩石にとってはとんでもない話です。 

○○: その関係の一つです。私も工事関係で質問をしましたが、工期内に緑になるというのが

原則だそうです。工期内に緑になるのは牧草しかないのだそうです。 



荒牧: 緑がよいという原則論についてなぜ議論をしないのでしょうか。緑がよいなんて。だい

たいは地球の半分以上は砂漠なのですからね。 

杉本: そのとおりだと思います。 

本郷: 環境科学研究所の本郷と申します。いまのコメントというよりは先生がおっしゃられた

島原の方もおっしゃっていたように、防災とか土砂の崩れるということに関しての立場で、多

分セントヘレンズの場合には、居住域がまわりにないわけです。ですから、アメリカの場合と

はかなりスケール感が違っている。アメリカの場合にはほっておいて自然植生、それが厳密に

エコロジカルとか生態学的にいうとそれか大原則であるということと、日本の場合には狭いエ

リアに人が住んでいて、近接している。その中でいまの生態学的な、本来の自然生態系での意

味合いと、人の生活への影響の意味合いをどこでどうバランスをとるのかということは非常に

大きい問題になってくると思います。 

 ですから、島原の場合もおっしゃられたような形で、防災がまずあったということで、その

へんの御事情と、どこまで待てるのか待てないかというのは、きょうお集まりの方の御意見の

ほうがいろいろとおありなのかと思います。 

荒牧: ありがとうございました。 

○○: いま植物がでましたがぼくが聞いたところでは魚とかを戻そうとするときに、そこでは

ないところのものを、同じだと思って、要するに基本的には同じ種であると思ってぜんぜん違

う川のところのものをそこに流す。ところがＤＮＡでやればそこに本来は住んでいるべきでは

ないので雑種に近いものができてしまって、とんでもないことかまわりに波及してしまうから、

そういうところまで本当は戻していくときにきちんとですね。所区別はある意味では極端なこ

とをいえば全部を引き抜いて、植え直せばいいわけですが、動物のほうは入ってしまったもの

は動かせなくて、雑種がでてきて目茶苦茶になってしまうという話を聞いたことがあります。

ですから総合的にきちんと、どう回復していくのかということは考えておかないといけない。

何を優先して考えていくのかという議論を、かなり早い時期にきちんとやる必要はあるのでは

ないかと思います。 

杉本: そうですね。もう一つ付け加えます。実はそういうこともあって、私はいま故郷の木に

よる森づくりネットワークというものを島原で活動しております。実は火砕流で一回燃えたが

わき目で出てきて芽をつけたというタブの木とかドングリがあるわけです。もともとこのへん

に植わっていた木ですから、その種をひらって、実は種まき大会をしまして、子どもたちに家

で苗木を育ててもらって、それを秋になって植樹をするという活動は今度で４年目に入ります

がそういうことをしております。 

 なるべく緑を戻すにしても、もともとそこにあった木の種をまいてやろうという活動をいま

やっております。ですからできるだけ単に緑を戻すのではなく、もとあった故郷の森に戻そう

ということでいま考えております。 

荒牧: 話が佳境に入りつつありますが時間が５分オーバーしておりますのであとにとってお

くことにします。ありがとうございました。 

 

 次のお話ですが、今度は桜島を中心にした鹿児島のお話です。福島さんよろしくお願いしま



す。 

 
19:40-20:20 福島大輔：火山防災とまちづくり ―域をまるごと博物館とする方法― 
     D.FUKUSHIMA：Creating Community through Volcanic Disaster Mitigation 
                          ―Way of Transforming a Whole Town into a Museum―  




