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 ＮＰＯ法人桜島ミュージアムの福島です。きょうはざっくばらんにくだけた感じというお話

であったので、あまりまじめに用意していませんでした。実はここに来ている何人かの方は、

すでに聞かれたかもしれませんが、先月あった学会のものをほぼそのまま使っております。皆

様が非常にまじめに発表しておりますので、これはやばいということで、途中に何枚かがんば

って入れましたので話が前後するかもしれませ

んが御容赦ください。 

 火山防災とまちづくりということで、火山地域

をまるごと博物館とする方法、きょうは壮瞥のほ

うは田鍋さんとかいろいろな方がエコミュージ

アムという話をされております。話が被ってしま

いますが、桜島での例をお話させていただきたい

と思います。 

 はじめに、自然災害というのは地域ごとに特色

があって、その地域のリスクにあった対策という

のが重要になってくるわけです。これはいうまで

もありません。川の近くであれば洪水を気にしな

いといけないし、火山の近くであれば噴火です。

火山の山のてっぺんで洪水を心配する人はいな

いわけですから、それぞれの地域にあった対策が

必要であるということは御承知であると思いま

す。その意味で、地域をまるごと博物館と考える

エコミュージアムというコンセプトは、その地域

の自然や災害の特色を伝える、という路線できわ

めて重要な役割を果たすのではないかと考えて

おります。 そこで日本でもっとも活発な火山の

一つである桜島エコミュージアムのコンセプト

を実践しましょう、ということで現在やっており

ます。そこで防災のための教育・普及のあり方、

というものも模索しているという段階です。 

 エコミュージアムのコンセプトは、すでに田鍋

さんからお話がありましたが、またちょっと復習



としてお話をさせていただき、桜島での今後の課題について、お話をさせていただきたいと思

います。 

 エコミュージアムのコンセプト、エコミュージ

アムの言葉は皆さん御存じであると思いますが、

エコロジーとミュージアムという言葉を合体し

てできる言葉です。エコロジーというのは、厳密

にいうと生態学ですが、ここでいうエコロジーと

は、人間の経済活動までを含めた広い意味での環

境をそのまま博物館にしよう、ということになっ

ているわけです。 

 地域の自然・文化・産業などのさまざまな遺産

を生きた博物館として考えて、研究や生涯学習の

場として活用するということで、その中でも住民

が主体となって地域社会の発展に寄与するとい

うのが重要なのです、ということかうたわれてお

ります。これを日本語に一生懸命直そうというこ

とで、生活環境博物館とか、地域まるごと博物館、

環境保全型まちづくり、とかいろいろなことかい

われていたのですが、どうもどれも定着しなくて、

最近はエコミュージアムというカタカナで定着

しつつあります。 

 言葉だけではなかなかぴんと来ないので、絵を

使って説明をさせていただきます。従来の博物館

とエコミュージアムはどう違うのかということ

です。場所と物と人がどうかかわっているか、と

いうこの３つの要素です。 

 従来の博物館というのは、場所というのは博物

館という館があるわけです。そこにかかわってく

る物というのは、基本的には収集品、集めてくる

というのが基本的なもので、全部を集めてくると

いうことになります。そこにかかわる人はどうい

う人かというと、基本的には専門家、学芸員と呼ばれる人たちと、そこを訪れるビジター、と

いう関係になっております。 

 一方、エコミュージアムの場合には、場所は建物がなくて、ある地域をまるごと博物館と考

える。この地域というのはどこの部分を考えてもいいわけです。ある何とか町を一つのミュー

ジアムと考えてもいいし、行政の線で何県とかあるいは何市ということで区切ってもいい。こ

の川はこの川という形で行政の線を超えてもかまわないわけです。ここがおれたちの陣地であ

ると言ってしまえば、そこが博物館になるというものです。 



 そこにかかわるものですが、これは基本的には集めるのではなく、現地保存が主体になりま

す。そこにしかないもの、あるいはそこにあるからこそ意味があるものがあるわけです。それ

を持ってきてしまったら意味がない。例えば、ピラミッドなどでいうと、東西南北があって太

陽が登る方向というのは、そこの場にあるから結構意味があったりするので、それをどこかに

移してしまったらなんの意味もなかったたりします。感動もない。そういうことで、そこにあ

るからこそ意味があるものをここでは遺産と呼んでいて、それプラス、物ではなく人々の記憶

も含めて展示物であると考えますので、無形文化財といわれる踊りとか祭事、いろいろなお祭

りなども含めて展示物として認識することができる。 

 そこにかかわる人々は、基本的には住民であって、地域のいろいろなものに対して詳しいの

はもちろん住民である。どういう被害にあいましたとか、あるいはどういうお祭りですという

ことは、研究者が地元の人に聞くことが多いわけで、一番詳しいのは地元の人なわけです。そ

ういう人たちがどんどん伝えていこう。住民自身が伝える側であり、伝えられるほうは訪れる

人も含めて地域の子どもたちとか、自分たちの子孫に対して記憶を伝承していく、という仕組

みになっていくわけです。 

 このエコミュージアムは、きょうのお話でも何回も出てきているということから、近年日本

でも大変に注目されております。その中でも、地域振興を目的としたものが非常に多いです。

ところがエコミュージアムのコンセプトを防災に適用した事例は、いまのところは少ないとい

うことです。 

 ところが考え方を少し変えますと、実はある一つのテリトリーというのは、地域の自然、自

然だけではなく歴史とか文化とか、そういうものはすべて自然災害に密接に関連しているはず

である。そこにある自然と共生してきた文化とか歴史、あるいは災害、例えば流山があったり

とか、土石流であれば土石流があったりとか、川が氾濫した堤防があったりとか、いろいろな

ものが災害の遺物として自然の景観でも残っているし、人々の記憶として残っていたり、ある

いは伝説や物語として残っているわけです。 

 それを住民が中心となって、地域の特色を理解して、それがリスクの認知につながって、そ

れがさらに災害の記憶として伝承されていけば、地域そのものを生涯学習の場としてとらえる

ことによって、住民の防災意識が向上するのではないか、と考えることはできると思います。 

 そこでこういうものを桜島でやってみま

しょうということで、この桜島エコミュー

ジアムの創設を目指しまして、2002年８月

に「桜島友の会」というものを発足しまし

た。現在のところは 137名の会員がおりま

す。メインの活動は毎月１回程度のイベン

トを行って、桜島の自然や文化を体験し、

その魅力を再発見していきましょう、とい

う活動をやっております。 

 地域に根ざして、地域に受け入れられる

ような雰囲気づくりをしていくということと、参加者の反応やアンケート結果を分析して、ど



うやったらエコミュージアムがもっとうまくいくのか、という問題点を探るという２つの目的

で始めました。 

 実践例ですが、これまでに教育・普及活動を50回以上実施しております。講演会、滞留型の

セミナーから、展覧会といろいろなことをやっております。延べ参加人数は約 3,500名です。

子どもからお年寄りまで幅広いのですが、大きく分けると学校向けと一般向けに分けられると

思います。 

 テーマは火山や防災だけに限らず、歴史、文化、産業、観光など幅広く扱っております。こ

れは身近なこととか知っていることに関連した知識というのは、わりと記憶として残りやすい、

そしてそのほうが教育効果が高いだろうということです。いきなり火山災害とか、あるいは防

災という言葉をつかうのではなく、日常的な部分で、災害と何らか結びついたような身近なテ

ーマ、あるいは身近なことと火山災害と関係するのです、ということを間接的に伝えるような

手法をとっております。 

 どういうことをやっているのかというと、学校向けに出前授業をやったりとか、あるいは体

験型のセミナー、外に連れ出していろいろなものを見せてあげる。一般向けには、例えば講演

会とか、あるいは展覧会のようなものをやっております。 

 講演会ですが、いろいろなところから呼ばれるものもありますが、自分たちで企画したもの

「もっと知りたい桜島」というタイトルで講演会をさせてもらいました。これはちょっとざっ

くばらんに名前を付けたつもりであったのですが、ぜんぜん人が集まりませんでした。しかも

防災関係者や学校等に告知したほかにはマスコミ、防災無線を使って一般家庭にも告知したの



です。ところが集まったのはたった31名です。うち８名だけが桜島に住んでいる人で、この人

はぼくの知り合いですから、ほとんどがぼくの知り合いということで、基本的には集まらない

わけです。 

 これはわざと動員をかけなかったのです。普通はこういう講演会というのは、どこどこに何

人ぐらい呼ぶということで、積極的にきてくださいということで動員をかけるのですが、あえ

てかけなかったわけです。やはり集まらなかった。ということで講演会というのは、一般的に

おもしろくないと思われています。ですが、その効果というのは意外と高い、ということを認

識しました。 

 例えば、アンケート調査をとってみますと、講演会を聞いて防災に関心を持ちましたかとい

うことで、とても関心が高くなったと高くなったを合わせると８割を超えている。こういう機

会があればもう１回参加したいと思いますか、というアンケートにも９割近くの方がまた参加

したいと答えておりますので、意識の高い人たち、興味のある人たちにとっては、講演会とい

うのは非常に重要な機会であって、教育効果も非常に高いと思います。ところがこれは、普及

としてはまったく効果がないのではないかと考えております。 そこでもっと効果がありそう

な普及ということで、体験型ツアーということをこれまで40回以上やっております。どういう

形でやっているのかというと、１回のイベントはだいたい 30名から 40名程度でやっておりま

す。会員への告知のほか、新聞、テレビ、ラジオなどで募集しております。これまでの参加人

数はだいたい3,500人ぐらいで講演会よりもはるかに人気が高い。 

年代は 20代から 80代といろいろです。親子づれで小学生を連れてくる方もおられます。い



ろいろな方法でやってみたのです。同じタイトルで手法を変えてやったものを御紹介したいと

思います。「砂防体感ツアー」ということでやってみました。 

 １回目は、新聞で「砂防施設を見学しますので火口から２キロのところまで近づきます」と

告知したところ、定員の30名ぐらいが集まって、砂防センターというところで砂防の仕組みを

勉強したり、現地にいって、これはちょうど火口から２キロのところで一番近づけるところま

で近づいたところです。こういうイベントをやりました。これはこれで非常に人気は高かった

わけです。 

 やり方を変えまして、今度はまったく同じタイトルであったのですが、今度は地元のＡＭラ

ジオをつかって「世界に桜島にしかない施設とか、普段入れないところに行けます」というこ

とを電話出演して言いました。あっと言う間に電話がきまして、定員は30名でございますが２

倍の66名が集まり、バスを２台に増やしてやらせていただきました。 

 今回のツアーに参加しようと思った一番の理由はなんですかというと、普段いけないところ

にいけると聞いたから、というのが４割ぐらいいました。世界で桜島しかない施設があると聞

いたから、というのが２番目でした。作戦通りです。無料だったからというというものは０で

した。だから２番目とか３番目の理由としては、無料であるという条件は必要なのかもしれま

せんが、それは絶対条件ではなく、どこかすごいところに行ける、というほうが彼らにとって

は非常に興味がある。 

 ではそういうミーハーな彼らですが、実際に

参加してどうでしたか、防災意識が高まりまし

たか、ということを聞いてみますと、とても高

くなったと高くなったを合わせると約９割とい

うことで、来てもらうとそれなりに効果はある

ということです。 

 こういうことで、講演会は基本的につまらな

いが体験は何かおもしろそうであると感じてい

るということです。最近はトレビアの泉という

「ヘー」というのかあって、無駄な知識という

か豆知識をもらうと結構大人の人は喜びます。

知的好奇心に訴えるプログラムは結構評判か良

いということがわかってきました。 それから

科学との意外なつながりに感動します。例えば

災害でこのへんは埋もれた場所ですとか、例え

ば土石流が起こって扇状地ができる。その扇状

地の上には水はけのよい食べ物、例えば桜島の

場合には桜島みかんが有名で、おいしいみかん

ができるという話をすると「ヘー」と喜んでい

ただけます。 

あとは「ここだけ」、「きょうは特別」という言葉に非常に弱いということがわかっております。 



 そういうことで、そこでしか体験できないようなさまざまなツアーということを提供するこ

とで、いろいろな人の興味を引いて、総合的に桜島を体験する中でかなりの理解を深めていく

ことが可能ではないかと考えております。 

 次に総合学習とか体験学習です。これはある中学校の１年生の 280名を案内したものについ

て御紹介したいと思います。 

 最近、総合的学習の時間というのがいろい

ろといわれております。これは学校の先生に

とってはなかなか大変な部分があります。特

に大規模な中学校は、外に実際に見学に行か

せようと思ってもなかなか簡単にはできない

のです。小学校の場合には、担任が１人１つ

のクラスを持っておりますから、出ようと思

えば出られないことではないのですが、それ

でもいろいろと制約があって難しいらしいの

です。中学校になると、学年をまたいで、教科をまたいで先生がいろいろとやっておりますか

ら、学校が全部その日を１日つぶさないと外に出て見学とかはできないわけです。すると出て

いく人数は半端ではなくて百人を超える。すると１ヶ所で体験学習を受け入れるのはなかなか

難しいわけです。 

 そこで今回は、われわれの仲間をつかって 12

個のコースを用意しました。全部ボランティアで

いろいろな体験をしてもらおうということをや

りました。せっかく桜島に来てもらうので、「桜

島ってどんな山？」というタイトルで簡単に 20

分ぐらいの講演をしまして、その後に実際に桜島

を体験しましょうということで、いろいろなコー

スを用意しました。 

 火山、歴史、文学コース、砂防コース、生物と

環境、天体、フェリーとかいろいろなことをやっ

ております。講演会はおもしろかったは６割ぐらいです。新しい発見があったとか防災意識か

高まったとかということで、それなりに良い反応をしてくれました。でもやはり体験のほうが



おもしろかった、というのが多いということになっております。 

 新しい発見があった、野外に出たほうがい

ろいろとおもしろかったみたいです。体験し

た感想を５段階で評価してもらいました。と

てもおもしろい。おもしろい。ふつう。おも

しろくない。ぜんぜんおもしろくない。この

１番と２番で、だいたいはおもしろいといっ

てくれた人の％を見てみますと、解説がメイ

ンの知的好奇心に訴える。これはおじいちゃ

んおばちゃんに非常に人気が高いのですが、

子どもにはまったく人気はありません。半分

くらいの人がぜんぜんおもしろくないと思っています。ところが体を使ったりいろいろなもの

をつくったりする体験型のコースは、非常に人気が高くて、ほぼ100％が楽しかったと答えてお

ります。 

 ちなみに、この中で溶岩加工といって溶岩プレートをつくるような工場に連れて行くコース

ですが、これは希望をとった段階では一番人気がなかったのです。12コース中の12番でぜんぜ

ん人気がなかったのですが、参加してみたら実際に溶岩を切ったりするところを触らせてもら

ったりすると、非常に楽しかったということで非常に反応が良いということかわかってきまし

た。 

 大人の知的好奇心に訴えるのは非常に弱いのです。子どもはぜんぜん反応が悪くて、体を動

かさないとだめだという感じがしております。 

 今後の課題です。こういうエコミュージア

ムを実践していくためには、いろいろな組織

と資金というのがどうしても必要不可欠にな

ってきます。これまで私がやってこられたの

は、京都大学の防災研究所というところでこ

ういう研究らしからぬことを自由にやらせて

もらえたのです、何とかお金には困らずにや

ってこられたわけですが、継続的にやろうと

思うと、組織とか資金はどうしても必要にな

ってきます。 

 そこでＮＰＯ法人桜島ミュージアムを設立

しました。このミュージアムの目的は、桜島

をまるごと博物館と考えて現地で物を見て体

感して楽しみながら学べる、新しい形の博物

館をつくって、これを観光、教育、福祉、町

づくり、防災等にさまざまな分野に生かして

いくということを目指しています。簡単にい



うと、地域資源を再発見して、それを生かすということに一番重要なミッションを置いており

ます。 

 博物館の仕事としては大きく３つあって、収

集・保存、調査・研究、教育・普及というもの

があるわけです。それにわれわれは地域貢献と

いうものをもう一つ付け加えております。収

集・保存に関しては、これからもやっていきた

いと思っております。古い写真とか、あるいは

地図、古文書とかの保存とか電子化、それから

われわれはエコミュージアムですから、現地で

も物を保存していくという形で地域資源を現地

保存していこうということです。 

 そういう資源を今度は発掘していく調査も重要ですし、それはどういう意味があるのかとい

う意味づけをしていかないと、付加価値を付けていかないといけないので、そういう研究とと

もに重要であろうと思います。そういうものを実際にいろいろな人に伝えるためには、体験型

のツアーの提供とか、あるいは総合的な学習のサポートとかをやっていきましょう。地域貢献

としては、そういうノウハウというものを観光などに、雲仙のほうではガイドブックなどをつ

くられておりますが、そういう形で観光、あるいは地域の教育、あるいは福祉・町づくり等に

生かしていく。地域交流の拠点として町の駅を推進していこうと思います。これはあとで説明

します。 

 簡単にいうと、集めて、見つめなおして、それを伝えて、それを町づくりに生かしていきま

しょうという形です。われわれのメインは、一応は３番と４番に力を入れていきたいと考えて

おります。 

 そういう地域財産がどういうところにあ

るのか、適当に○を置いてみました。こう

いう場所にエコミュージアムのコンセプト

でいくとサテライトミュージアムという小

さな博物館がいっぱいあって、それをいっ

ぱいめぐっていけば、博物館の順路のよう

なものになるということです。例えば博物

館でいけば普通は左から順番に見ていった

りするわけですが、例えばこういう桜島の

ミュージアムのこの場所を見て、次にこの

場所を見るという順路を決めていく。雲仙

の場合にはこういう３コースを用意してあるわけですが、そういうものができるだろうという

ことになるわけです。 ところが、雲仙の場合にはたくさんの施設があって良いわけですが、

桜島の場合にはそう施設はない。おもしろいスポットに必ずしも看板が立っているわけでもな

く、人がいるわけでもない。そういうところに人とか物を配置しようとするとなかなか大変で



す。こういう場所をツアーとしてめぐっていくということは、意外と簡単にできるわけです。

そこがエコツーリズムであると私は思っております。博物館とエコツーリズムの関係は、この

ようにいろいろなスポットを実際に見て回れるようなシステムをつくっていければいいのでは

ないかと思っております。 

 そういうところの一つ一つの拠点として、実は「まちの駅」というコンセプトがありますが、

これを御存じの方はおられますか。ほとんどの方が知らないと思います。これは道の駅と非常

によく似ている言葉です。わざとつけたのではないかというぐらいに似ております。実はこの

まちの駅をやっているのは地域交流センターというＮＰＯ法人です。この地域交流センターは、

道の駅の生みの親の１人でもあるわけです。 

 当時、道の駅というのは道路にテントと簡易ト

イレをつくって、道の駅とベニヤ板に書いて始め

たのが最初らしいのです。トイレを貸そうという

のが最初のコンセプトでした。そのうちに物産と

いうことで物も売ろう。地域の人が交流できるよ

うにしよう、ということで少しずつ発展していっ

たところ、国交省がこれは良いということで発展

したわけです。、ある意味では成功しております。

ある意味ではただの物産館的になってしまって、

スーパーマーケットのような形になってきている。 

 もともとは、地域交流センターとしては地域の人たちの交流はしたいということで、その初

心に戻ってまちの駅をもう一回復活させようということです。４つの条件があればだれでもま

ちの駅ができる、というコンセプトをつくったわけです。  

これはどういうことかというと、例えばま

ちの駅の看板は全国共通の町の駅の看板を掲

げることと。町の案内人を１人は置くこと。

たくさんいればもっといい。これは常に常駐

の人がいる必要はなくて、例えば店のレジの

おばちゃんがあるときはレジのおばちゃんと

なり、あるときには町の案内人という形でよ

い。トイレとか休憩施設、こういうものは無

料で提供しましょうということ。地域の情報

をパンフレット、あるいは地図等で紹介しま

しょう。この４つの条件があれば民家でもい

いし、普通の店の軒先でもいいというコンセプトです。ですから、基本的には新しい建物を建

てるのではなく、既存の施設をつかっていきましょうということです。例えばシャッターの下

りた商店街の１ヶ所を開けて、そこで皆がまちの駅だという形でやってもいいわけです。 

 こういうことをするとどういう機能があるのかというと、休憩機能とか交流機能とかあるの

ですが、例えば地域の人たちが集まる場所というのは、最近はあまりなくなってきているので



す。昔であれば井戸があって井戸端会議という言葉があったり、あるいは縁側があって縁側に

皆が集まるという形になっていて、昔は地域の人たちがそうやって交流していたわけです。最

近は家のつくりとかを考えると、なかなかそういうことができなくなってきている。そういう

地域の交流拠点のような、じいちゃんやばあちゃんが集まってきて、ただ世間話をするだけで

も、じいちゃんやばあちゃんは元気になったりするのですが、そういう場所に観光客がきて、

ここはこういう場所だという地元のおじいちゃんやおばあちゃんが詳しく説明してくれて、あ

そこのラーメン屋はうまいとかという案内をしてくれればいい。 

 普通の観光案内のところというのは、どこかおいしい店はないですかといわれれば、それは

どこかですと言ってしまうということは公共のところではできないのですよね。それは特定の

ところをお薦めすることはできないのです。そういう案内はなかなかしてくれないのですが、

地元のおばちゃんたちは、あそこのラーメンはうまいとか、ここは温泉がよいとか肌によいと

か、いろいろと言ってくれるはずです。そういう形でまちの駅というのが非常によいのではな

いか。 

 地域に、先ほどの例えばこういういろいろな場所に、実際に施設が近くにあれば、そういう

施設から地元のおばちゃんたちに、この辺を案内しましょうか、という形で案内をしてもらう

ことも可能であると思うわけです。 

 こういう場所を、そういう観光案内とか、あるいは教育の拠点にできないか、ということで、

国土交通省の地域整備局特別地域半島振興室というえらい長い名前のところがあるのですが、

ここが半島地域自立発展促進事業というものを応募していたので、鹿児島市とともにうちのＮ

ＰＯが応募しましたところ、これは採択されました。まちづくりのモデル事業のようなもので

すが、こういう中でまちの駅をつくっていきましょう、というコンセプトで応募させてもらい

ました。 

 どういう内容なのかというと、町の案内人を育成しましょう。そのためには、地域について

いろいろと知ってもらう必要があるので、地域資源について見つめなおすようなワークショッ

プ、これを開催して、それをもとにしてテキストを作成しましょう。そのテキストと育成プロ

グラムをいろいろと開発していって、いろいろな先進事業を見ながら、どうやって町の案内人

を養成していくかということをプログラムをつくって、最終的には町の案内人を育成していき

ましょう。 

 ただ育成しただけではおしまいで、もったいないので、まちの駅を整備して、ボランティア

ガイドの人が活躍できる場も用意しましょう、

ということで応募したわけです。 

 桜島の中に何カ所もまちの駅をつくって、こ

ういうまちの駅をはしごしていけば、桜島につ

いて満喫して帰ってもらえる。そういうシステ

ムをつくろうということで動いております。 

 もう一つは資金面等です。これは何度もいま

話題になっておりますが、指定管理者制度に賛

否両論がいろいろとありますが、これまで行政



が50％以上を出資しているような公的法人等、第三セクターと呼ばれるものにしか委託できな

かった公共施設の管理運営というものを、民間の会社のＮＰＯにも委託できるようになったと

いうことで、例えば立山なら来年からということでしたよね。 

 だいたい、県の施設というのは18年度の４月から指定管理者制度を導入するように動いてい

るようです。桜島にもビジターセンターというものと、桜島国際火山砂防センターというもの

があるわけですがビジターセンターのほうは鹿児島県が管理しておりまして、国際火山砂防セ

ンターというのは主に国交省です。一応出資しているのは、鹿児島市も出しておりますが、ほ

とんどは国交省が持っているわけです。 

 こういうところ、例えば、ＮＰＯ法人桜島ミュ

ージアムが管理運営を委託していただければ、桜

島をまるごと博物館と考えるような社会教育シス

テムができます。また、それぞれいままではあま

り連携がなかったわけですが、連携をもたせたり、

いままではほとんど入館者数がなかったりとか、

あるいは地域の学校との連携があまりなかったり

とか、イベント等がなかったりとか、専門の解説

員がいないとか、そういうところをわれわれであ

ればうまい具合に動かせるのではないかと考えております。 

 実際に、国際火山砂防センターのほうは、今年度から少しずつイベント関係の事業をもらう

ことができまして、公開講座、市民講座のようなものと体験型のツアーというものを国交省の

主催で年間何回かやります、という形で今年やっていこうと考えております。 

 

荒牧: これはおもしろい話だね。どうもありがとうございました。質問御意見ございませんか。 

本郷: 私も実は山梨県のほうで、フィールドミュージアムとかエコミュージアムということで、

あとは中山間地域で地元の人たちを巻き込んで、それぞれの住民がそれぞれこれまで培ってき

た文化とか風習とかというものをほかの人たちに伝えていく仕組みをつくろう、という動きに

足を突っ込んでいる手前お聞きしたいと思います。 

 まちの駅という発想の中で、ポイントをツアーで結べばいいというお話をされていて、まだ

スタートしたばかりだと思いますが、そのへんの予測というのは変ですが、地元の人達をうま

く巻きこんでそういう仕組みがつくれそうかどうかというのは、何か、もし今お考えのことと

か、逆にお教えいただけることはありませんか。 

福島: とにかく始めたばかりで何もわからない。どうなるのかよくわからない状態ですが、す

でにいくつか動いている部分があります。２年ほど前から、まだ桜島が桜島町で、生涯学習講

座のような公民館講座と呼ばれるようなものがありまして、そちらで私が２年間講師をさせて

いただきました。それは小難しい話をするわけではなく、地元のおじさんやおばさんが集まっ

てきて、勝手にべらべらしゃべらせていただけです。たまにちょっと誘導する形で、おじちゃ

んやおばちゃんはただ単におしゃべりをしにきているつもりなわけです。それで非常に楽しん

で帰ってもらえるわけです。その中には実はたくさんの隠されたおもしろい情報があって、そ



れをぼくはメモしながら、これはしめしめと思いながらやっているわけです。 

 そういうおばちゃんたちは、最近は少しずつ何かをしたいと思いはじめて、つい先日では何

かをしましょうという話になって、１泊２日のイベントを皆さんで企画してくださいと言いつ

つ、ほとんど私のほうで誘導しながらやりました。ではやりましょう、という形で今度は８月

に１泊２日のイベントをおばちゃんたちが企画してやる予定です。そこで何か会の名前をつけ

ましょうといって桜島は火の島と呼ばれているので、「火の島あそぼう会」という名前をつけて、

ではあなたは会長さんと勝手に決めて、ユースホステルのおばちゃんですが、そのおばちゃん

に会長をやってもらってやって動いています。 

 東桜島のほうの話をいろいろと聞きましたら、青年塾といって青年といってもほとんどはお

年寄りですが、そういう人を集めるものを地元のホテルがやったらしいのです。地域の自治会

の仕事としてね。すると祖父さんや婆さんたちは、早く始めないのかと言いながら何時間も前

からやってきて、べちゃくちゃしゃべって、とにかくひたすらそれを待っているらしいのです。

余程することがないのか、そういう場所か楽しいのか、結構集まるのが好きみたいだという話

を聞きましたので、そういう場所として、いつもそこに行けばだれかがいるような、そういう

場所が町の駅としてあれば、そこに集まってくれるのではないかという期待はしております。 

本郷: いまのお話で、地域住民が主体的にかかわる仕組みをつくるときの、一つの重要な点は、

まずキーパーソンがいるかということと、どれだけ地域住民のモチベーションというものを盛

り上げるかという２点であると思っております。 

 キーパーソンとしては、ＮＰＯの活動を含めて、かなり地域の方というのは地元のかたたち

を中心にしているのか、いまは桜島で生活をしているが、外からの方が多いのかとか、そうい

うものも気になるところです。いまいったように、キーパーソンがいて働きかけると、地域の

人達というのは結構興味をもって反応してくださって、それを今度はいかに地域の人達が主体

性をどうとるか。 

 先ほどの１泊２日云々ということも、こちらのキーパーソン側がまだ誘導しているというと

ころが多分あって、そのへんが非常に難しいところであると思います。また期待しております

ので、またどううまく展開されたかという話をいずれまた聞かせていただければありがたいと

思います。ありがとうございます。 

瀬古: 環境科学研究所の瀬古と申します。私はぜんぜん火山にも関係ないしフィールドワーク

もちょっとかじった人間です。オブザーバー的に参加させていただいております。いまの話は

すごくおもしろかったし共鳴できる部分がありました。特に興味を持ったのは、最初のほうの

人をどうやって集めるか。来た人は何に関心があって来たのか、というところがすごくおもし

ろかったと思います。良いプログラムをつくっても、人が来なければ無駄になってしまうと思

いますので、いかにまずは人の心をつかんで集めるのかが大事かと思います。そのへんをうま

くアンケートなどで解析したので感心しました。 

 私も研究所のイベントがありまして、どうやって人を集めるのかということで苦労をしてお

ります。いろいろな世界初というキーワードは大事であるというのは共感しました。それ以外

に、もし試したことがあれば教えていただきたいと思います。何かをあげますということをや

ると、いろいろな人がくるのではないかと思いますが、そういうことを実際に試したり、ある



いはそれに関する情報をお持ちであれば教えていただけませんか。 

福島: ランチ付とかご飯付のようなものが結構喜ばれる場合かあります。どこかを散策します

よね。いろいろなものを見て、その途中においしいお店に寄ってご飯も食べて、いろいろと勉

強して帰れる。そこのお店は結構有名な場所であったりすると、かなりそれがよくて、それが

この値段でいけるのかという形で人気がある場合がある場合があります。お土産付も結構いい

らしいのですが、結構おばさんたちはランチが大好きみたいです。 

瀬古: そのときのランチのお金はどうやって捻出したのでしょうか。 

福島: ランチ代も全部出してもらいます。われわれのイベントは基本的に実費は徴収しており

ます。 

瀬古: では県とかＮＰＯのお金から出すのではなくということですね。だけど比較的低額であ

ったりとか、おいしいお店ということで目玉にしているということですね。ありがとうござい

ました。 

海野: 三宅島の海野です。本当にすばらしい発表をありがとうございました。このイベントは、

桜島のエコミュージアム構想を構築するための、だからこれにかかわるおじいちゃんとかおば

あちゃんや地域住民を中心として組まれているのか。あるいは桜島に観光客を誘致するために、

主に鹿児島市内から、あるいはそれ以外のところから参加者を募ろうとしているのか、どちら

が主体でしょうか。 

福島: こういうものを始めたきっかけは、ぼく一人でいろいろと地域財産を発見してもよかっ

たわけですが、せっかくならいろいろな人に見てもらって、どういう反応を示すのかというこ

とも見てみたいという気持ちから始めたのが一つです。最終的にはそういうものをツアーとし

て発信できるようにして、ターゲットとしては県外とか、あるいは国外の人が来たときに、い

つでも案内できるようなシステムを整えたいというのが最終的な目的です。 

 ただ、そればかりやっていると、あいつらはあれで儲かっているという、実際には儲かるか

どうかわかりませんが、ぼくは儲からないような気がしてしょうがないのですが、そうではな

く、地元の人達にとってもこんなにおもしろいことがあるのだということを知ってもらいたい

ということがあります。これは例えばツアーとしてうまく回り始めたとしても、地元向けには

安い料金か、あるいは無料でイベントとして月１回とか２カ月に１回続けていきたいと思って

います。 

 現在のところは、地元の人達は自分たちの地域なので知っているつもりでいるのです。だか

らいまのところはあまり参加してこないです。どちらかというと鹿児島市内から参加してきた

りとか、鹿児島市内に住んでいる方でもどちらかというと県外から鹿児島に転勤で来られた方

のほうが興味が高く、来てすごくおもしろいといって帰られる方のほうが多いです。 

 でも、少しずつそういう形でおもしろいということをもう少しきちとと思いますが、なかな

かそこまでいまいっていない。それこそ公民館講座とか、町の駅をうまくつかって、少しずつ

地元の人達に興味をもってもらえればという試作というかトライしている段階です。 

海野: 桜島のことというか、住んでいる方たちは、農業をやっている人たちはどのくらいの比

率でしょうか。 

福島: 農業がかなり多いですよね。６割ぐらいは農業かな。数字はぜんぜんわかりません。あ



と漁業も結構あります。養殖が盛んなので養殖の方が多いです。 

海野: 高齢化率というのは変ですが、労働人口というか、15才から60才ぐらいまでの人口と

いうのはある程度維持されておりますか。 

福島: 少しずつ減っている状態です。 

海野: 先ほどの、町の駅にこだわるわけではないのですが、住民が主体的に参加するときに、

いまの生活とどのように密着させるのかというか、おじいちゃんやおばあちゃんで中山間で高

齢化率が高くて、ほとんど農業もやっていないようなところだと、自分たちはどこかの都会に

出ている子どもたちからの仕送りで生活をしていて、特にこれ以上自分たちがその地域で特に

なにをしようというか、したい気持ちはあっても、それが実際にどうなるの、というようなと

ころがあるので、すでに農業である程度維持しているとか、あるいは観光施設があるのでしょ

うかね。例えば宿泊施設とかね。 

福島: 宿泊施設はホテルがあります。温泉があります。 

海野: そういうところの方が結構ああいう地元の一つの動きの中で絡んできてくださってい

るのかどうかというところです。 

福島: それは絡んできてもらっています。地元の一番大きなホテルがかなり協力的で、バスを

貸してくれるとか、今後はいろいろと協力してやっていきましょうという形になっております。

農業の方はおっしゃる通りで、高齢化になってきますと、何かをやりたい気持ちがあっても結

局はやれないとか、あるいはのんびりしたいという方は結構多いのですよね。そういうところ

で、最近はグリーンツーリズムというものもありますので実際に農業体験などもやっていきた

いと思っています。いま現在やられている方は、どちらかというと、あまり他人に入ってほし

くない。畑を荒らされたくないという思いが強いみたいで、どこまでうまくいくのかよくわか

らない状態です。 

竹内: 地質調査センターでは火山の会の竹内です。福島さんのお話は聞くたびにどんどんすご

いことになっていて、非常に感動しました。今回、砂防センターの事業が任されることになり

そうだということで、かなり常勤的に人を置くような状況になると思いますが、人員の確保は

どのように考えていらっしゃいますか。 

福島: 人員の確保のためにはお金がないとだめです。 

竹内: そのへんは砂防センターあたりからですか。 

福島: いまお金をどうするのかということで、いろいろと話をしております。今年度は、とに

かく額は少ないのですが、来年度に向けてがっぽりもらえるようにがんばろうと、いま心の中

でそう誓っているのですが、本当にそれたけもらえるのかどうかよくわかりません。 

竹内: ああいう施設だと、ある程度は専門的なバックグラウンドも必要だと思います。例えば

大学院生とかを活用するということですか。 

福島: ええ、竹内くん来ませんか。お金が出せるかどうかわかりませんが、そういう無謀なチ

ャレンジに一緒にチャレンジしているアホな人を最近は募集しております。 

三宅: 信州大学の三宅です。おもしろい話をありがとうございます。桜島は日本というか世界

というか有数の立派な活火山です。あそこを訪れる観光客の人が何か地元から教えてもらえれ

ば、火山に関する認識がずいぶんと高まるよいところであると思います。その意味で、展望台



とかでおみやげ物屋さんの向こうにおじいさんがいて、あれが昭和溶岩であれが流れたときに

はワシはこの辺にいてとか、ひめゆりの塔のような感じで体験談を語ってもらうのは、すごく

有意義ではないかと思いました。何かそういう町の駅が何か似たような構想ではないかと思い

ました。そういうプランか何かでしょうか。 

福島: まさにそのとおりです。実はいまお話にありました、桜島は御存じかどうかですが、有

村展望台というところが駐車場が広くて、おみやげ物屋さんがいっぱいあります。今回、国交

省のモデル事業をもらうときに想定したのが有村展望台です。有村展望台は道路を挟んだ反対

側のところは数カ月前まではシャッターが閉まっていたのです。そのシャッターを開けてリフ

ォームをして、そこに人を置いて、そこから通常は観光客で入ってきた人に対しては、無料で

観光の情報は発信する。ではそのへんをちょっと散策して30分くらい歩きましょうかというも

のを、例えは 500円くらいとって、地元のおじいちゃんとかおばあちゃんに有償ボランティア

という形で解説をしてもらうとか、そういうことを想定して今回のものは応募したのです。 

 そうしたらなんと３カ月前にその店が再開してしまいました。ただ残りの３分の２ぐらいは

シャッターが閉まったままです。そこで何とか協力してもらえないかということで、最近はそ

このところにラーメンを食いにいって少しずつ仲良くなっているところです。 

三宅: さっき若い方からの申し出などがあったが、私はレーニエとかセントヘレンズに行くと、

ＶＩＰとかというのを置いて、ボランティア・イン・パークとかという人がいて、ジョルジッ

クトークというものを２時間とか３時間おきにやるわけです。何十人か集めてね。ああいうの

を日本のどこかでできないか。できるとしたら有村展望台と思ったのです。 

 あれはぼくが聞いた人はイギリスからきた学生ですが、夏休みにずっとレーニエにいて、１

カ月くらいの訓練を受けてしてやっているとその人はいっておりました。さっきの若い人のあ

あいうエネルギーを、そういうところでどんどんつかっていくというのは良いのではないかと

思います。 

福島: 何とかそういうシステムをつくりたいと思います。 

荒牧: 割り込むようですが、そういう素地は十分にあります。ぼくなどは恥ずかしい思いをい

うのだが、三宅さんも御存じの浅間山の蒲原部落というのは大変な素材です。火山防災でね。

そこは自発的にじいさん婆さんがあそこの例の蒲原の観音堂にずっと座っていて、よくいらっ

しゃいましたといってお茶を渡していろいろな話をしてくれる。ぼくが横で聞いていると、火

山学的にはとんでもないことをいうわけです。それを私は防げなくて、現在でも防げないのは

私の責任かもしれませんが、逆にいうとそういうエネルギーは、私はずいぶん目にしているの

でおっしゃることはよくわかります。 

 時間ですので、とりあえずここで止めます。ありがとうございました。 
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 次の題は「富士山山麓のエコツーリズム」という大変に恐ろしい題です。実は中身がほとん

どないので、主催者側として申し訳ないのです。私がここで申し上げたいのは、内々の話とい

うのは言い方が悪いのですが、ここには専門家だけが今はお残りになっていると思いますので、

その状況に甘えて話をさせていただきます。 

 いかに富士山地域が難しくて、火山に関していろいろとやることが多すぎるのか、というこ

とを訴えたいと思います。 

 この本がある意味では象徴的です。1983年直

前の出版です。御覧のように運命の1983年９月

Ｘ日という本がでた。これは結構なベストセラー

になったそうです。翌年、お客さんが 10％減っ

た。10％というのは大したことはないようですが、

3,000万人のうちの10％ですと300万人が来なか

ったわけですから、落ちるお金がそれだけ減った。

大変なショックを地元に与えたというお話です。 

 ぼくが富士山に関係する前にこの本が出たの

で知らなかったのです。委員会にぼくが入ってか

ら、古本屋で買って読んだら、すごく悪い本ですね。惑星直列とか疑似サイエンスがいっぱい

ある。この人は御存じでしょうが気象庁のＯＢだということで、それも道具につかってこうい

うことをたくさんのいろいろな本を書かれているそうです。私は個人的には非常によくない本

であると思います。何を言いたいのかというと、そういう本がまかり通った時代である。それ

ですごいダメージを受けた、と少なくとも地元の人は思い込んでいた状態が一時あったという

ことです。 

 運命の2000年です。このとき長周期低周波地

震が起きた、これは防災科研の藤田さんの御好意

で頂いた映画です。アニメーションでいまぐるり

と回って、いまは東側から見ていて、もう少し北

東側から見ていて、最後は甲府盆地です。赤いの

が低周波地震です。青いのは構造性の普通の地震

です。 

 1995年はまだ何もない。ピークは2000年です。

2000という字になったときに、赤が突然に増え

るのです。2000年の 10月ごろからですが、11月にばっと増えました。これが第１回の群発。



それから翌年の５月と６月にもう１回あったのです。これが大変な衝撃です。御存じのとおり

にハザードマップをつくるということになった。それまでは私は富士山について何も知らなか

った人間ですが、富士山に関しては防災側から興味をもって入ってきたというわけでございま

す。福島さんの話とはある意味では逆向きです。 

 去年の６月に最終報告が出たのですが、できあがってよく考えてみると、これはとんでもな

い不満足品で、これで終わりなどはとてもいえない。すごいフラストレーションです。これは

国が金を出した。ぼくはそれまであまり知らなかったのですが、日本の国というのは三層構造

になっています。国というものと都道府県と市町

村というものが、すごくはっきりと水と油なんで

す。お互いに敵視しあっている、というのは言い

方が悪いけど、不信感の固まりのようなものです。

平和なときにはそれぞれお互いの領域に踏み込ま

ないようにしています。もちろん修羅場、非常事

態になると皆が協力しますが時間がかかる。 

 何をいいたいのかというと、そういうようなシ

ステムのいろいろな問題を、私は基礎研究者で理

学部の人間であったのですが、突然にそういうと

ころに放り込まれたので、最初はすごく戸惑った

のですが、それが過ぎると突然におもしろくなっ

てしまった。現在問題なのは、これは国レベルの

仕事です。ですから、国というのは国しか見ない。

都道府県の話に首を突っ込むと反撃を食らうから、

役人はやらないのです。 

 皆さんが御存じのように、防災は地方自治体す

なわち市町村が主であると盛んにいっております。

その市町村の首長さんがすべての権力を持っている、責任をもっているという書き方をしてい

る。極端にいうと、国というのは関係ないともとれる。 

 それでわれわれの報告書もきれいごとです。極端にいうと、地質でいうと20万分の１のスケ

ールで地図を書いて見せても、役に立たないのです。実際に現場にいってもね。実際に避難計



画というのはスケールが１万分の１とか５千分の１で、それぞれの家が全部書いてあって、危

険区域はここだというのが必要です。これは２段階下の問題であるということがやっとわかり

ました。現状はそういう状態です。 

 だけども、火山研究者サイドからみると、そのお蔭で、この富士山ショックで国や関係者が

数億円を実質的につかっているのです。それでみな火山学者の研究が潤ったわけです。結果は、

なるほど研究は金に比例するのだというのがぼくの結論です。すごいことがいろいろとわかっ

てきてびっくりしてしまいました。 

 例えば、火砕流が起きているというのは、前は考えなかった。玄武岩の山でね。ぎょっとし

てね。大まじめな意味で、そういういろいろなデータがわかってきました。それで当然の帰結

として、そういうものをつかって世の中に恩返しをしたい、それはきれいごとですが、そうい

うデータが結構ある。ネタがあるということを皆様に訴えたいわけです。 

 これから先は、私が防災絡みでいろいろなと

ころで話をしているスライドを使います。70

万人ぐらいの人が住んでいて、年間で3,000万

人が繰り込んでくる。こういうところで噴火が

起こると大変ですという話、これは脅しのよう

なものですね。このお蔭で数億円出たのですか

らありがたいと思うかどうかは別です。例えば、

そういう話でここのある市長さんに話をしに

いったら、「エー」といって「私は富士山は休

火山と聞いていたから噴火しないと思ってい

た」というのです。そういうレベルなわけです。 

 いや実は「休火山というのは学者としてはなかなか定義は難しいからなるべくいわないよう

にしている」というと、ひどく不思議な顔をして不満な顔をしている。普通の人はだいたいそ

ういうレベルです。驚いたことは、防災担当者も同じレベルです。なぜか、300年間噴いてない

から、ぜんぜん学習する必要はない。だから防災担当者そのものがそういうレベルというのは

当然ですね。 

 これはいかんということで、どうしょうという話になった。災害というのを予測するのは、

実は２つのやり方がある。１番というのは、決定論的なアプローチです。２番はある意味で統



計的な確率論的なアプローチです。そういう難しいことはいわないのですが、そういうことか

はら始まって、決定論では天気予報はある程度はできるが、火山は物理モデルが完全ではない

し数式はありませんから、しょうがないから２番をやる。そういう話から延々とやると結構し

ゃべることはあるわけです。 

 こういう話で山中湖から見ると、でこぼこが結構あって、富士山といってもあまりきれいで

ないように見えます。これが新富士ですね。濃いほうが小富士、これが小御岳です。ボーリン

グをしました。ボーリングぐらい高く得られる情報が少ないものはないとぼくは思っていたの

ですが、こうやって突っ込んだら赤いものがでてきた。これが第四の富士山かといっておりま

すがようするにデイサイトまで出てきてしまったので、アレというわけです。これはボーリン

グしない限りはわからないです。これは最近の事件です。 

 これは古典的な方法でストラティグラフィーを津屋先生のあとに営々といろいろな方がやっ

て、非常に詳しくわかってきたということがあります。いろいろなことがあります。富士山で

どういう噴火か。これは具体的に防災のいろいろな基礎データがだんだんとできてきた。そう

いうことがわかってきて、いろいろな例えば過去の2200年間を見ると75回以上の噴火がある。

これは75個以上の火口があるという意味です。噴火口が同時に２つできても良いわけですから、

75回も噴火がありえるはずはないのですが、そういうことは全部はしょって割り算をすると27

年に１回だから有珠山だって真っ青ということになるわけです。 

 だけど、驚かないでください。そのうちの９割は小規模の噴火ですというと、みなが不思議

な顔をする。宝永の噴火と思っているわけですから、小規模の噴火はよくわからない。小規模



な噴火はこういうことですといろいろとしゃべることはあるわけです。 

 一方では、数億円の威力で国交省さんなどはコンピューターをまわすと、山のように数値シ

ミュレーションの結果が出てきて、これは素人を驚かすには最も有効で、危険な諸刃の剣です

から使い方を気をつける必要がありますが、こういうものもありえる。 

大いに驚いたのは、貞観噴火で青木ヶ原です。これも結構わかってきた。大室山から出たの

ではなく、長尾山だというのは津屋先生もそういったのですから、そういうことがわかって、

皆さんが御存じのあっと驚く、レーザープロファイラー、これは実際に日本に輸入されて最初

にやったのは有珠山でしょう。有珠山のレーザープロファイラーを見てびっくり仰天して、す

ごい。ではというのは、青木ヶ原のあたりを撮ったらどういうものができるか。これは御存じ

の有名な千葉達郎さんの内蔵マップというものです。 

 驚いたことに、すべての細かい地形が見えて、ぼくの個人的に知っている方で、この辺はど

こでもよく知っているというアマチュアの溶岩洞窟の大好きな方は、これをみてショックを受

けて、おれがやったことは一体なんだったのだという、気の毒のようななんというか、そのく

らいこれはすばらしいです。 

 これはただ地形ですよね。しかし、火山学というのは、地形をないがしろにしてはいけない。

地形だけですごくいろいろなことがわかってきました。それでこれに勢いを得て、溶岩を詳し

く調べてみると、４種類ぐらいのグループに分かれていろいろとある。これは本栖湖に流れ込

んだ溶岩の動き方というのは詳しくわかる。こんなにシワシワのいかにも右から左に向かって

流れたというのが実によくわかる。現場にいくと密林ですから何もわからない。火砕流の話も



いくらかやりました。宝永もずいぶんと詳しくわかってきました。これは古文書がありおもし

ろいことがわかった。これをシミュレーションしてシナリオをいろいろとつくって、ああだこ

うだということです。 

 これが被害想定です。あるでしょう、東海地震で何億円とかなんとかで何兆円とかね。富士

山でもやったら、一番損害額が高くつくのは梅雨時であるというので２兆５千億円です。これ

を高いとみるか安いとみるかというのは次にでてきます。 

 これがボーリングです。これも何億円かかったのかしらないが、このように地震計も入れま

すし、このような格好でハイテクの固まりが富士山に刺さっています。それで岩石学者が掘削

資料の化学分析をすると、細かいことがいっぱいわかってきて、いろいろと分類ができるわけ

です。そういうことで随分といろいろなことかわかってきたというのは、確かにいえます。 

 こっちも相当にお金はかかっているが、発破をかけてプロファイリングをやると結構山の中

心部分が固いのです。なんだろうねという話で、

そこから先はなかなか話がすすみませんが、こ

れも今後のお楽しみというわけです。 

 これがハザードマップです。国レベルでの非

常に大雑把な小スケールのマップです。それは

それなりにまとまって、みなが頭を絞ったので

一応は世界に誇れると思います。こういうもの

は世界にはあまりほかにはありません。一つの

理由は富士山ではデータが多いからです。なか



なか確率論的になんとか、噴火の回数が多い火

山というのはエトナ山とかハワイ、ハワイは短

いから別ですが、富士山でこれだけわかるとい

うのは、相当にうれしい話ではあります。 

 あとは北海道の有珠の方には申し訳ないし、

三宅島にも悪いのですが、地元で私は防災で話

をするときに、この絵を使います。皆さん富士

山が噴くと心配をしているが、心配の度合いが

ちょっと違う、有珠山、この噴火口と住んでい

るところの距離をみてごらんなさい。これは同

じスケールです。それから三宅島の方は気の毒に富士山にもってくると４合目あたりに住んで

いる。これはロジックに一部嘘があるのですが、ある意味では一面の真実があります。 

 何をいいたいのかというと、富士山というのは、そういう意味ですそ野にすでにバッファー

ゾーンがすでにあるから、それをスキー場だとか別荘として打ち壊さないで、このままにして

おけば、それだけで皆さんは相当な安全圏があるということをいうためです。そういう言い方

が良いのか悪いのか皆さんにぜひお聞きしたいのですが、そういうことも言っています。 

 そういうわけで、さらに言いつのると、国立公園のうちの70％以上は火山です。自然から受

ける恩恵が多いのです。自然災害というが、冷静な数字をみると超横綱級は気象災害です。風

水害です。地震災害というのががんばっておりますが、ならすと明らかに風水害より安い。お

金がね。役人というのは、２つのパラメーターしかつかわないというのは、ぼくの経験でわか

った。それは何か。１つは損害額、なん円だ。

もう１つは何人死んだ。死んだ数は正確にわか

る。損害額はうさん臭い。でも一応は数がでる。

この２つしかつかわない。 

 それでみると、火山災害というのは実は安い。

最近は人があまり死なない。被害想定は大好き

だから、みると史上最大の地震というのが、東

海と東南海と南海が全部が一緒に起こるもので

す。すると81兆円とか100兆円とか、だいたい



そういうことです。それで２万５千人が死ぬというので驚いて、最近では一生懸命に津波をな

んとかしようというのは、こういう数字からきていると思います。 

 さあ火山です。火山でトップクラスは 2.5兆円です。これを多いとみるか少ないとみるか。

あきらかに地震災害よりは火山災害のほうはダメージは少ない。しかし、数字に現れない被害

というのかある。これが火山災害の非常に特徴的なことではないか。風評被害による観光産業

とかに対しての被害。社会的・心理的ダメージというのは数で測れない。高度に発達した新し

い社会というのは、こういうものがますます重要な割合を占めるのではないでしょうか。だか

ら昔のような数字だけでこういうものが堂々とまかり通るのは古いでしょうといいたいわけで

す。 

 さらに突っ込んで防災白書を読むと、震災対策費は約1.9兆円つかいましたと報告している。

その同じ年に火山災害に 120億円です。こういう割合になっている。皮肉でいっているのです

よ。本当か嘘か皆さんが判断して批評してくだ

さい。 

 そういうわけで発想の転換をしたらいかが

でしょうか。災害というマイナス面だけではな

く、莫大な環境資産ということを考えてくださ

いということで、さらに悪のりをして、富士山

をとっぱらって山にするとこうなる。里山です

ね。里山も確かにエコツーリズムでよいが、お

客さんはあまりこないというわけです。観光産



業というものについての、いいたいことはこれ

です。 

 したがって火山に関していえば、火山防災と

環境教育と観光推進というのは、横一本で火山

という棒でつながっている。これが火山災害の

特徴であるということをいいたいわけです。以

上です。 

 さらに八つ当たり、富士山景観破壊の一つは

ブルドーザーの道ではないか。例えば大きな稲

妻型のブルドーザー用の道路は、富士山山腹の

景観破壊である。登山者用の道もありこれは愛

くるしいが、ブルドーザー道はひどい。観光資

源としての富士山の景観を多くの観光客が撮

る記念写真は非常に重大であって、これを損な

うから、これは重大ではないか。こういう３方

向にブルドーザーの道がある。一体これをどう

思うのですかということを問いただしたい。 

 ブルドーザー道をやめるということは、ブルドーザーの搬出をやめるということです。とい

うこことは５合目から上の観光産業がゼロになることを意味する、とどなたかおっしゃってお

りました。ヘリコプターがつかえない、するとブルをやめるということは山小屋の組合からす

ごい勢いで反発を食らうのではないかと思うので、ここでおそるおそる、はじめて皆さんに申

し上げたのです。 

以上でございます。ありがとうございました。 

 

21:00-21:30  討論  

        Free Discussion 

 



討   論 

 

荒牧： ここから後は自由に御議論いただきたいと思います。 

 実は三宅島からいらしているのでお聞きしたいと思います。後で議事録から除くことになる

かもしれません。実はきょうのお話で私も本当にそう思ったのです。福島さんは実にうまいこ

とをついていると思ったことの一つは、お客さん、エコツアーとかですが、ほかの人が行けな

いところになんとかいけますとか、見せないものを見せますということで、それをねらって、

実は大真面目な提案でしたが、三宅は観光を復興としてやる、いままでの話では大抵はダイビ

ングとかでしたが、ところが三宅島はこれだけ酷い目にあったのは火山です。なぜ火山に対し

て開き直って、それをツアーとしてやらないのか、それを火山屋として、ある東京都の職員の

方にしゃべったのです。 

 ＪＴＢとか近畿ツーリストでパックツアーがありますよね。能登半島三日で３万５千円とい

うのですね。ああいうので良い。そのかわりに火山学者が同行して、日本火山学会のお墨付き

の人間が来て、夜に皆に、パチンコとかキャバレーがないから、そのときに我慢してもらって、

三宅島の火山の話をします。翌日は村の役人さんか、東京都の職員が同行して、ハチマキ道路

から上に上がれるかどうかわかりませんが、もちろんガスマスクをつける。そういうことをし

て特別に専門家が御説明いたします。いかがでしょうかといったら、その方は乗ってきて、お

もしろいからやりましょうと言って、委員会に出したら、反対があったのです。反対した人は

お医者さんです。火山ガスが危ないとのことです。 

 ぼくが言いたいのは、学会のようなものも、そういうことで最近は火山学会のＮＰＯですか

ら、法律にひっかからない程度に差別的なオファーをやるのも一つの手ではないかと思います

がどう思いますか。 

福島： 安全が確保できればいいのではないか。多分、人は来るのではないかと思います。ち

なみに桜島の場合には、去年かな、いま国交省が横穴を掘っているのです。火山観測用の坑道

です。200メートル掘るという工事をやっていました。それで火山の内部に入れるわけです。そ

ういうことで地底探検ツアーを企画させていただきました。国交省としては自分たちがやって

いるＰＲにもなるということであったので、それは協力していただく。だけど現場の工事現場

のおじさんは、一日止めると60万円なんだよねといいながら、だけど国交省のお金は変わらな

いから損をするといいながら、国交省としてはやりなさいということでやらせてもらいました。

それは工事の最中だったので、一番奥の部分だけは岩石が見えるということで、火山の内部に

入れるということで、これは一回きりですということをやったら、それこそ 400人ぐらいの応

募がきました。でも100人ぐらいまでしか連れていけなかったので、100人だけ連れていったり

しました。 

 そういう意味では特別なところに行けるとか、特別な話が聞けるというのは、かなりの効果

はあると思います。 

 ぼくもそのときにいろいろと心配をしていたのは、あそこのガスは濃かったのです。ボーリ

ングで掘ったときに二酸化炭素の量が異常に多くてすごい換気をしていたのです。そういう状



況で入れさせてもらっていたので不安ではあったりしました。かなり強引にやって、たまたま

ラッキーで安全であったからよかったということもあるかもしれないので、そのあたりは実際

に何かあったときにどうするのか、というところまでは考えてしないといけないのかなと思い

ます。やや無謀だったのかなという気もします。 

荒牧： ありがとうございました。きっかけに申し上げたので皆様ご自由に御議論ください。 

○○： 恐らく三宅島で一番したいことは、噴火口の中をのぞくことではないかと思います。

島民もみないつできるかと実は楽しみにしています。 

 きょうずっとお聞きした三宅島のことです。三宅島はいままでは離島ブーム、バードウオッ

チングブーム、ダイビングブームということで努力せずして観光客がどっどっと押し寄せるこ

とが何度かありました。でも今回ばかりは、よほどの努力をしないと観光復興はありえないと

思います。その努力、いままでしたことなかったところがするという仕組みづくりが一番大変

だと思っております。そのことを考えると、本当にきょうの福島さんの発表は大変に参考にな

ると思います。 

 同時に荒牧先生がおっしゃった医者との確執も、やはりクリアしないとなかなかＯＫは出な

いと思うので、いかに安全確保ができるかということか一つのキーワードになるのではないか。

そういう通常生活の困難なところで、いかに観光を立ち上げるかということを、できたらまた

いろいろなところに応援もできると思いますので、ぜひ皆様のお知恵を拝借して御指導いただ

ければと思います。 

 また、植生回復の問題も簡単にはいかないこともたくさんあります。特に森林再生は漁業の

ほうとの関係です。三宅島のように外洋に囲まれたところで、まさか植生回復の影響があると

はあまり考えなかったのですが、どうも非常にあるらしいということがなんとなくわかってき

ましたので、そうすると植生のあり方という問題もこれからの研究かと思いますので、いろい

ろなお話を聞かせていただければと思います。 

荒牧： お聞きしたいのは、ダイビングというのは結構危険でしょう。シュノーケルとかアク

アラングですね。そのときにどのくらい皆さんは安全措置をするのでしょうか。特に訴えられ

ることを防ぐために念書を書かせるということはおやりになりますか。 

○○： 立山の方のところにありましたが、必ず書かせるという署名と捺印がありましたが、

あれは署名したから、捺印したから、ということでは実は裁判はクリアできないのです。ただ

し、前段階として重要な危険告知をしたかどうかというのか、主催者側と参加者側でお互いに

確認するということが大事だと思います。ダイビングの場合にも、必ず同意書というものを書

きます。同時にダイビングのインストラクターは、団体によって違いますが 100時間講習、最

低です。できれば 300回の受講したのちということがありますので、恐らく相当レベルの安全

管理システムができています。 

 でも結局は、例えばガイドなりインストラクターの資格を得られたからいい安全なガイドや

インストラクションができるとはかぎらないのです。それは人間の資質、人それぞれの資質に

期するところが大きいのではないかと思います。 

荒牧： 私が保険の会社の人間だとすると、火山屋がやばいと思う。火山学の先生だと保険率

は10倍ぐらいにする。 



 なにをいいたいのかというと、それはある種のリーズナブルな契約かもしれません。ぼくの

いいたいのは個人責任、日本語では自己責任、ここから先は自己責任というのがよくあります

よね。あれがどのくらい定着して、そういう考えが本当に良いのか悪いのかという問題です。

火山にいくときには、三宅島に限らずどこでもこういうツアーをやるときには、危険性が増大

するわけです。それに対して呼びかけるサイドは徹底的に議論をして考えをまとめる必要があ

ると思います。といって、だから危険を配慮してやめろというのではなく、ぼくはむしろやれ

という方向に行きたい。 

○○： 保険のことを言い忘れました。ダイビングのほうには５年くらい前までは３つの保険

会社がありましたが、いまは１個がやめました。もう１個が保留をしています。現行をどうし

てもということでしましたが、恐らく最終的には１本になってしまう可能性があります。それ

はダイビングで事故が多くなったからです。ですから、保険というのは、公的に実施する際の

大きなポイントになると思いますので、保険に関して、もしどこかでこういう保険をかけてい

るという実例があったらお話をいただきたいと同時に、そういうことを目指すと危険レベルと

保険のかけ率ということで、どなたかお知りであれば、また教えていただければと思います。 

○○： 先ほど自己責任がもっと広がってほしいということを申し上げましたが、いま三宅さ

んがおっしゃったように、いくら判子を押してあるとかサインしてあるといっても、それだけ

では通らないらしいのです。裁判になればどうしてもだめなので、ただ、書くことによって、

判子を押すことによって、それなりの覚悟をもって入る。簡単には入れないという抑止力があ

るのかなと思っております。日本の社会がおかしいというのは変なことですが、すぐに裁判に

訴えるとか、だめだということをいうと、行政としては入れない、一番簡単な方法をとるとい

うことを思うわけです。 

 それからうちの体験ツアーというカルデラの中に入るときでも、降水確率を前日にみるわけ

です。それで例えば40％を超しそうならやめるということで、不安に思えばすぐにやめる方向

にいかざるを得ないのかという気はします。できるだけそういう実際に体験するということは、

何回も聞くよりも効果があるわけです。参加する人の意識というのも、少し変わってほしいと

いうことをいつも思っているわけです。 

荒牧： ということはあなたは、今いったようにすぐに裁判でとっちめられるというのは良く

ないとお考えになっているわけですね。実情、私もなんとなくそう思います。それは正しいか

どうかという問題ですね。 

 オーストラリアかニュージーランドで話に聞いたのですが、急流下りかなんかで、ヘルメッ

トを被って救命胴衣をつけてお客さんを乗せるわけですね。それでもひっくり返るわけです。

そのときにガイドがいっているのは、シンガポールとどことかの客を最初につかまえろ、彼ら

はサバイバルの意識がぜんぜんない。日本人がその次だったかな。泳ごうとしないとね。 

 日本のいまの軟弱世代というのは、自然にあまり接触してないので、自ら命を守るというの

が抜けているのではないか、訓練が抜けているのかどうかよくわからないが、反射運動がない。

それが本当だとするとこれは由々しき問題だと思います。 

 ぼくは若いころは、浅間山の海抜 2,000メートルの小屋があってそこに泊まる。すると夜中

の 3時ころにがやがや騒ぐらしいので外をみると小学生がいっぱい外に立っている、真っ暗闇



の中にね。地元の小学校が年中行事で登って、頂上で５時ころに御来光を拝む、そのころです

から懐中電気なんかはないのです。何百人という子が登るのですから、必ず何人かつまずいて、

足を擦りむいて血を流すわけです。いまそういうことをやってごらんなさい。大変なことにな

って先生が責任を問われることになるのでしょうかね。 

○○： 先生がおっしゃられたように、あくまでもエコツアーというか、そういう形でお客さ

んを連れていくというお話の限定だと思います。ただそれはいまの裁判ざたにすぐにするかど

うかとか、あるいはどこまでヘジテートするのかと別の次元で、完全にこれは人がなんといっ

ても安全であるといえるような専門的なインストラクターなりガイドです。はやりだすと、ま

ねごとのようなことが多々起こるのも現状だと思います。そのへんが一括して議論できないと

思います。 

 ですから明らかに、カルデラを下りるにしても、ちゃんと降水量をみたりというステップを

踏んで実施する、だれかがやっていてそれはおもしろそうだといってやる場合、そのへんでエ

コツアーということにいまは限ってというお話の中でいけば、実施する側の質の問題が一つは

重要になってくる。 

 もう一つエコツアーというのが、先ほど先生がおっしゃられたのと絡むのですが、いまの子

どもたちを含めて自然とのかかわりがどんどん薄くなってくる。オートキャンプといっても、

全部都会から全部の荷物を車に積んで山の中に入ってキャンプをすれば、それを自然と接触し

ていると思うというような世の中だとすれば、それをいかに本物の自然を体験させるか、いか

にさっきいったような自然への適応力がなくなっているような子どもたちにも自然を体験させ

るのかというと、かなり次元を下げたようなレベルのエコツアーというものを方や実施してい

かないと、自然との触れ合いのすそ野も広げられないというような一面もあるのかなと感じて

おります。 

三松： きょうは午後からしゃべりたいことはいっぱいあったのです。あす本番があるので、

あすのネタをしゃべってしまうとまずいということで我慢をしていました。自己責任という部

分です。日本の国民性に非常に私は疑問をもっております。田鍋さんから有珠山の自然遊歩道、

立派な歩道をつけて柵をして、やっと27年ぶりに開放をしているわけです。私はこの間までセ

ントヘレンズで 1週間いろいろなトレールを歩き、あらゆる場所にフレンゼンさんにも案内さ

れて、まったく柵のない世界、自己責任は国民性ですよね。自らのリスクです。自分の限界が

超えたところには行かない。ただし道路の両側にはこのトレールから中に入れば、最低でも100

ドルの罰金はいただきます、というメッセージはありますが、紐もなければ柵もない。あれが

本当の自然の付き合い方、そういう日本でなければ、なんでも第三者に安全を期待するような

国民性を助長してしまうと、実際の火山噴火に遭遇したときに、あるいは洪水でも、やれ警報

を出さなかった。だれが悪いということになる。それ以前に、基礎的な知識をもって危険だと

思えば自分で逃げればいいわけです。 

 私も最近の持論は、火山が一番安全である。これは暴論ですが、ある距離を外して自分の判

断で行動をすれば、命は落さない。だけどもＪＲの福知山線に乗っていれば、いかに自己管理

をしても死ぬ、ですから防ぎようのない事故というのは、火山以外のほうが多いだろう。そう

いう意識を啓発する。ですから基本的には国民性というか、他力本願的な安全管理、これを払



拭することが一番大事かな。それが博物館の役割だということで、あすの話に進んでしまいま

した。結論的にはそういう考えをもっております。 

荒牧： ありがとうございました。まだネタはいっぱいあるでしょうから、あすがんばってく

ださい。 

石峯： 防災科研の石峯です。かなり自己責任という認識の甘さというところでお話がいろい

ろありました。そういうところでは論点でずれます。私はいま国際火山災害健康リスク評価ネ

ットワークという国際組織の健康評価のインターネットページの日本語訳をやっている関係で、

火山災害による被害というものをいろいろとリスクアップしたのをまとめています。火山ガス

の死亡事故の例というのは、圧倒的に日本が多いのです。それは人間が住んでいるエリアの火

山ガスの危険な地域がすごく近い。しかも日本人は温泉好きなので、硫黄ガスに対する抵抗が

非常に低いというところもあると思います。ある程度は硫黄ガスなどを吸っても、温泉の臭い

がするというぐらいで、どんどん入ってしまうというところがあります。そういう実際的な災

害にあう可能性が高い地域である、ということもひとつあると思います。そういうところにつ

いてももうちょっと考えていきたいと思います。 

 そのへんについて阿蘇の方にお伺いします。阿蘇山の場合も結構火山ガスによる死亡事故は

かなりあって、それできょうは喘息の方とかご遠慮くださいというようなこともあるが､やはり

数年おきにある。そういう現状にあると思いますが、そのへんに対する対策について、実際に

現場でみられて何かあれば教えていただきたいと思います、いかがでしょうか。 

池辺： 阿蘇の場合、ＳＯ２といわれておりますが、基本的にというか公には平成９年以降は火

山ガスでは亡くなっていないということになっております。それは一応は平成９年に佐藤さん

からも話があったのですが、安達太良と八甲田と阿蘇と同時に７名が亡くなって、そのときに

緊急火山ガス研究かなにかがなされた。阿蘇の場合には、そのときに環境省と地元の火山防災

会議協議会というところが対策を協議したのです。その結果として、いまもずっと継続してや

られておりますが、ゾーニングによる立ち入り規制というのがなされた。それは地元の観光業

者の圧力が結構大きかったのですが、ある程度のレベルを超えれば、とにかく火口周辺は一斉

に立ち入り禁止というのが当初の考え方でしたが、それでは観光業者が食っていけないという

大きな圧力があって、では部分的に濃度分布をとりながらゾーニングによる立ち入り規制をや

っていこうというようなことで、いまもそれがずっと継続されております。 

 数年おきというか、基本的にそう昔というか、私は博物館に入って20年ぐらいになりますが、

こういう火山ガスによる死者というのは､ 災害が目立ち始めたというか、出始めたのは、昭和

の終わりころの 60年以降ぐらいです。その前は火山ガス規制などはぜんぜんなかったのです。

火山活動が活発化したときだけ立ち入り規制をする。むちゃくちゃ、まともに展望台のほうに

きていたにしても、ぜんぜん規制はしていませんでした。観光客はごほごほいいながらいって

いました。それで人が亡くなったということはなかったのです。 

 なぜでしょうか、どういうわけか62年とか63年くらいからぼつぼつ亡くなる方がでてきた。

平成以降、阿蘇でガスで亡くなった方は７名といっておりますが、なぜ近年になってそういう

数字が出てきて、昔はそういう数字が表に出てきていないだけなのか、死んだ方が実際にはい

ないのかよくわからないのですが、そういうことになっております ただ、そういうゾーニン



グによる立ち入り規制がなされつつあるということは、一応の観光客に対する啓発ということ

にはつながっていると思います。立ち入りを火口から１キロのところから中に入るときに、常

にアナウンスで喘息などをもっている方は立ち入りを禁止します、というようなアナウンスを

しております。御遠慮くださいでは弱すぎるということで、禁止しますというアナウンスをし

ております。自分が喘息をもっているから、禁止しますといわれたからやめようという人が何

人いるのかというのは、ほとんどいないのではないかと思います。一応、市側としてそういう

措置はとっています、という一応の防戦を張っているのかなという感じはします。そういう措

置をいまとっているところです。 

 基本的にお医者さんからすると、若干、気管支の弱い方はＳＯ２で0.2ppmぐらいでは中に入

れてくれるなという話になっております。先ほどいいましたように、地元側からすれば 0.2な

んてとんでもない、0.2なんかだったら、しょっちゅう山を閉めておかないといけないというこ

とになりますので､ いまのところは立ち入り規制のラインというのは、５ＰＰＭというところ

になっております。 

 もう一つ、ちょっと最近、平成９年以降に亡くなった方はいないということがあって、地元

の山頂の山に近いレストランとかの業者さんたちの集まりがあるのですが、そういうところか

ら、これだけ事故が発生していないのだから立ち入り規制を緩和しろというような動きがでつ

つある。ちょっと怖いと思っているところです。 

荒牧： 別に医者を信じないというわけではないけど、疫学的にちゃんとした調査はあまりな

いのではないかということで疑っているのです。桜島で有名な事件がありました。ぼくは本当

か嘘か聞きたいのです。 

 一時灰がいっぱい降ったので、これは子どもにはすごく悪いだろうと思ったのです。鹿児島

でもたいへんなことでした。それで非常に大規模な疫学調査をしたのです。そうしたらお医者

さんがすべて当惑したのは、影響がないと出てしまったのです。それで困ってしまって、振り

上げた拳を下ろしようがなくて、どうやってまとめたのか知りません。なかなか難しい問題だ

とぼくは疑いをもっています。 

 それで質問は、日本はあまりにも文明国になってしまって、すべてのことはよく記述されて、

相当に透明度がよくて、しかも交通の便がよくなって、災害弱者であろうがなんであろうが、

全部いきなり山のてっぺんまでびゅーと登ってしまうので、そういういろいろな外側の環境な

ども考えると非常に難しい問題ではないか、ということを皆さんにお聞きしたい。 

  あすは７時半から朝御飯が食べられて、８時20分ごろに出発して、９時から始まるという

ことです。最終的に総合討論を三松さんと私でまとめようとしておりますので、皆さんもこの

ような結論はいかがかということがありましたら、お考えいただければありがたいと思います。

ほかに御意見がございましたらどうぞ。 

 ちょっと宣伝をさせていただきます。日本火山学会もＮＰＯになりました。それでアウトリ

ーチをやるべしという大義名分はますます明らかになったものだから、火山防災委員会という

ものを願いでて、それは総会の決議で認められました。これからゆっくり立ち上げようと思っ

ております。防災に関係するようなことについて、なんでもみなで議論をして、できれば火山

学会という名前看板をつかって、ちゃんとした責任ある何かの仕事をしていきたいと思ってお



りますので、ぜひ皆様も頭の隅にとどめおきいただきたいと思います。 

 これからますます御発展するであろう、例えば福島さんかやっているＮＰＯとほかのＮＰＯ

と競合して邪魔をする気は全くありません。火山学会という看板は金看板ですから、そういう

ものを大切にして、できれば日本では火山研究者という集団があって、これだけのことをコン

テリビューとしているからできる、ということを見せるというものも良いのではないかと思っ

て、皆さんにもご賛同いただいたと思っております。 

 いままでは100％学術研究ということだったのです。火山学会というのはね。だけど世の中は

だんだん変わってきたと私も思います。そういう方向もできれば発展させていきたいと思って

おります。 

 ちょうど９時半になりました。皆さんありがとうございました。またあすお会いします。 

 



火山系博物館の抱える問題とこれからの役割 

Problems related to Museums in Volcanic Area and Their Future Roles 

                           三松三朗 三松正夫記念館館長 

Saburou MIMATSU,Mimatsu Masao Volcano Memorial Museum 

 

 おはようございます。三松でございます。こういう晴れ舞台で話すというのは非常に緊張し

まして、夕べは十分寝ていないということで、頭の回転が悪いのを前もって御理解いただきた

いと思います。 

与えられましたテーマは「火山系博物館の抱える問題とこれからの役割」です。きのうの一

部、二部では荒牧先生からエコツーリズムについてというテーマの御指摘で、ほとんどの施設

の方のぼやきが入らず、こういう活動をしているということが中心でしたので、私はそのぼや

きの部分に触れさせて頂きます。私は全国火山系博物館ネットの事務局長です。私がここで二

つ気に入らないのが、この局長です。部下のいない局長というのは非常にさみしいです。それ

から、この館長はカミさんしかいない施設で、館長と言われてもうれしくないと、そういう本

当の庶民の立場で話を進めさせて頂きます。 

 きのう荒牧先生の話の隅っこで、参集している中で最も毒舌家の三松というコメントがあり

ましたけれども、私自身は毒舌家と思っていません。世間の皆さんの方が火山に対する思いが

おかしいのかなと。といいますのは、私の先代、三松正夫というのは、郵便局長を壮瞥でやっ

ていまして、昭和 18年の暮れから 20年にかけて火山が誕生するといった中で、世間から非国

民と言われながら、せっかく火山活動があるのにこれを見届ける人間がいないのはもったいな

いという思いで、一部始終記録しました。軍の意向でこの火山活動は極秘。ここでは何も起き

ていないという環境の中で、お百姓さんの畑は火山に変わってしまうわけです。全く生活でき

ない状況の中で、田舎の局長が、平和な時には地域の名士として上座に据えられる反面、住民

が困っているのは見過ごせないということで、私財を投じて、当時のお金で２万 8,000円とい

われていますが、昭和新山の主要部分を買い取りました。その思いというのは、お百姓さんを

助けるということと、命がけでつき合った火山のパワーに圧倒され、人間の能力の限界を感じ

て、隆起型火山である昭和新山を世界の標本として永久に保存する。そして、地球の噴火とい

う現象の破壊と、それは人間が手をかけずにそっとしておけば、当然地球自体がそれの傷をい

やすであろう。いわゆる植生の回復、動物の回復、それを見届けたいという思いで、自分の56

歳から89歳までの時間を火山の保護に費やしました。その割に世間からは誤解されて、奇人変

人、この金もうけの時代に昭和新山を持ちながら、観光事業に一切協力しない、不届きなわか

らんジジイという烙印のもとで、死んでいきました。 

 自分の息子も戦病死しまして、後継者がいません。それで、私はもともと京都の人間ですが、

小学校１年生のころ、ともかく飢えて空腹以外に記憶がないという時代に、こんな余計なこと

をしていたおじいさんというのはどんな人かという思いで、北海道の大学に入った最初の機会

に三松家に遊びに行って罠にはまったというか、毒気にあたったというか。意外に不遇な生活

をしている貧しい年寄りでも、地域の有志の方々がせめて生活支援に生活保護の制度の対象に



と相談しても、火山を一山持っている人はそういう制度に乗らないわけです。ですから、夢だ

けを追ったばかみたいな人、その心を受け継いだ私もまたちょっと変わっているということで、

常に火山の弁護士的な発言をしてしまうわけです。 

 皆さんにとって、きょうお集まりの方はそうではありませんが、一般の方にとって、火山と

いうのは悪でしかないわけです。それは、人間社会をベースにして火山を見ると、ほとんどそ

の悪の部分がクローズアップされるわけですけれども、火山の立場からいえば、人間が火山と

適当な距離を取り、上手につき合うべきで、そこに差があるのかなと思います。 

 前談が長くなりましたが、常に私は火山の立場で話しますから、記念館に来たお客さんが火

山を見て「怖いですね」と言ったら、「きのう温泉に入って、天国だとおっしゃいませんでした

か」ということから対応を始めるわけです。天国だと言ったその温泉は火山の恩恵ではないで

しょうか。昭和新山を見て、「いまだに噴気しているので、やはり怖い」と言う。でも、60年前

の私たちの先輩は、１年８カ月、確かに苦労をしました。でも、あそこでそのイベントがなけ

れば、お客様も多分畑を見にここにお越しにはならないでしょう。ですから、１年８カ月をひ

いたその後は、ひたすら地域の財産として、観光資源として、札幌市の人口の倍ぐらいの人が

あの狭い地域に来る。非常にありがたいことではないですか。それで、噴火したときだけ悪口

を言うのは、罰が当たるのではないでしょうか。ですから、極端にいいますと、私は2000年噴

火で被害を受けた地域の一部の方の好き勝手な発言に、100％は同情できない気持ちです。つま

り、火山の恩恵を満度に使って、生活の糧にしようといってみずから選択してそこに住み着い

て、被害を受けて火山が悪いと言うのは、お金をたくさん借りて、利息の請求が来たら文句を

たれているのと同じではないですかと言う

ものですから毒舌家ということになるわけ

です。 

 余談はこれぐらいにして、核論に入らせて

いただきます。きょうは、私だけどういうわ

けか１時間という時間をもらいまして、予稿

の範囲では30分で終わりそうなので、ちょ

っと膨らませました。この火山系博物館の現

状と問題点、これからやるべきこと、我々に

求められている役割は、そしてＰＲをかねて

火山系博物館の連絡協議会とは、ということ

です。それで、きのう皆さんがそれぞれの地

域のエコツーリズムをお話しになって、私の

地域の事を話せないのも不公平だというの

で、壮瞥方式を御紹介して終わりにしたいと

思っています。 

 全国に幾つ火山系博物館があるかという

のは、明確なリストがありません。それで、

いろいろな博物館関係の本などを買い集め



まして、調べて、ともかく多少なりとも火山に関係しているだろうというのをピックアップす

ると、一応、89見つかりました。その中で純粋に、例えば浅間の火山博物館、磐梯山噴火記念

館、雲仙など、火山そのものをテーマにしているのは、多分10館しかないと思います。そのほ

かに、このごろハード事業にいろいろな国民世論などがありまして、あるいは実際の砂防事業

をより皆に理解してもらいたいということで、この砂防にかかわる国の施設、あるいは財団等、

立山もそうです、そういう火山噴火とかではない火山の砂防、防災用施設が約５館あるのでは

ないかと思います。そのほか、アメリカから導入された考え方の国立公園内にはビジター・セ

ンターを置こうという流れに乗りまして、それと情報センターという名前、これは自然を含め

た部分ですが、知る限りでは火山地域で約 30館。そのほかの 44というのは、いわゆる北海道

でいいますと、開拓100年をきっかけにあり

とあらゆる町が郷土館をつくる、資料館をつ

くるという流れの中で、地域に火山があると

それが含まれます。あるいは、科学館、総合

博物館、例えば国立科学博物館の中に火山系

の石が一つ飾ってあれば、一応この中に入っ

てしまう。そういうのも含めて 89、ピック

アップしています。 

 ここからが問題点です。この順番はいろい

ろあるわけですが、火山系博物館といっても、

何を目的にその施設を立ち上げたかというのにいろいろなものがあると思います。基本的には

教育施設、防災施設、広報施設、例えば砂防にかかわるものはこの部分に入ると思いますが、

観光施設をイメージしてつくったものの現状は、極めて厳しいものがあるという点です。「純の

博物館」のスタンスでいればもうかる、もうからないという議論から多少救われるわけですけ

れども、その地域に来るお客さんを受け皿として「ああ、そうだ。博物館でもつくろうか」と

いうので立ち上がった部分は、今日非常に厳しいものがあるのかなと思っています。 

今日は、箱根の袴田先生もいらっしゃる中で、余り事情がわからないままお話しするとまずい

のですが、やはり公立の博物館がもうからないという議会の流れの中で消えていくというさみ

しさを、私たちは味わいました。それもタイミング悪くというのか、その議論が出たときは極

めて顕著な箱根山のうごめきのあった時でした。皆は箱根は活火山と思っていない。その中で、

火山ガスがどうも怪しい、地殻変動がある、それからバルブを吹き飛ばして 500メートルも吹

き上げるような地下圧力の異変があった、そして低周波地震、火山性微動が頻発していると。

この箱根町立大涌谷自然科学館というのは観測機能も持っているわけで、館長であった袴田さ

んは、その専門の分野を生かして丹念に調べて、我々に情報を流してくれて、地元の人よりも

我々は危機感を持っていた中で、そのような廃館問題が突如起こってしまいました。ですから、

箱根町が地域の住民を守るために、この施設を防災の拠点、情報源、観測施設的な位置づけを

すれば、銭金の話は別の問題ではないかという思いもありまして、我々としては存続の陳情を

しましたが、あっけなく議会で閉館と決してしまいました。今日、再度立ち上げることを検討

しているようですが、そういう流れを見ていますと、この博物館の位置づけとは何だろうとい



う疑問があります。 

 きのうも発表してもらいました池辺さんの阿蘇火山博物館も、博物館そのものの営業云々よ

りも、親会社である九産交のバス運営、その辺の経営の行き詰まりから、子会社である博物館

をほうり投げるという情報で、私たちは存続の議論を火山学会からも支援してもらいやりまし

た。幸いにして、ここの場合は受け皿がありました。きのうの池辺さんからの発表のとおり、

今日では財団法人やＮＰＯなどいろいろとサポートする組織の中で、生き生きと活動出来るよ

うになった。これは本当に幸せなことでした。ですから、もうかる、もうからないで１館２館

と消えていくのは、我々としては非常に耐えられない部分です。ですから、公的な施設という

のは、立ち上がりは多少観光イメージだとしても、やはり地域の住民を守ることの一部という

位置づけで存続してもらわないと、地域の火山に対する行政の防災の取組として非常に難しい

問題があるのかなと思います。 

 それから、もう一点、きのう佐藤さんが言ったように、100％民間というのは２施設で、その

中の私は個人ですし、佐藤さんの方はもう少し大きい組織ですが、こういう施設というのは結

構言いたい放題、好きなことができます。ところが、公的施設、そういう博物館を見ると、毒

にも薬にもならない物ばかりが飾ってあります。これは、火山の理論についてはすごいレベル

のものがたくさんあるわけですが、地域住民に対するメッセージの、本当に危険な情報という

のは隠されてしまいます。なぜか。税金でつくった施設に、住民のマイナス点を展示するのは

とんでもないと。ですから、私の隣の虻田町も火山科学館というのを立ち上げたわけですが、

その地域の本当の危険情報、きのう田鍋さんも提示しましたが、大森博士が明治以来２０世紀

４回の噴火、すべてずれてしまう活断層の位置を明示しているわけですが、こういった情報は

一切出せないわけです。そういう危険情報を発表するのが国や火山学会であればまだ許される

し可能だと思いますが、その発表ができるのは地方自治体の首長でしかないわけです。そうし

ますと、小さな町で町長がそういう公的な施設に余計な情報を流しますと「おまえのおかげで

おれの土地の評価が下がった。どうしてくれる」という議論になるのが、田舎では通常です。

ですから、私の施設については、そういう危ない情報をどんどん提示できるというメリットが

ありますが、公的な施設というのはいろいろな制約があるということです。 

 話のついでにＡ町の火山科学館ですが、これは７７年の噴火のときに、当時の教職員が資料

をいろいろと集めました。それを町に提供しました。町はちょうど倒産したレジャー施設を引

き受けてしまった。箱がある、資料がある。それなら、火山科学館をやろうと。今日、各施設

に流行している振動があってゴーッという、私は噴火の時にああいう爆発音を聞いたことはあ

りませんが、ゴーゴーと音をたてて床を揺らして、これが噴火だという映像室。それが非常に

人気でいっときにぎわいましたが、その立ち上げた精神の学校の先生方というのは、数年で全

部異動で消えてしまっています。町に残ったのは、そのときに借りた資料をコピーした展示物

だけです。ところが、皆さんも御承知のとおり、カラー写真というのは数カ月したら退色して

しまいます。更新しようにも、だれからどう借りたどういう大切な資料か、その１点１点を分

析する能力もなしに、あった資料をダーッと並べてしまった。だめになった。残ったのは映像

室だけ。どんどんお客さんは減ってしまいました。そうすると、行政直轄ではやっていけない

ということで、今日、観光協会に丸投げです。ですから、展示室という箱物があるわけですが、



防災を含め、火山について語れるノウハウは一切ありません。どちらかといえばどうやってお

客さんに喜んでもらうか、どう楽しんでもらうかという発想の観光協会が主体になったときに、

その館の行く末というのは、極めて教育的な説明もできなければ、解説もできない。ただ木戸

で幾らいただきます、ありがとうございますという施設になってしまったという残念さがあり

ます。これは一つの博物館の宿命的な部分です。ですから、学芸員を置くどころかその専門家

もいないことになってしまいます。 

 ですから、私は常に対話のある施設を目指しています。幸いにして私の施設は、世界で一番

小さな箱です。あと１平米でもふやすと、消防法のスプリンクラーが必要だ、何が必要だと。

その限界の小さな施設ですから、お客様が来て、資料を見ながらつぶやいているのがみんな聞

こえるわけです。そうすると、ノコノコと出かけて、いろいろな話をしてしまう。それで、お

客さんの先入観を全部払拭して、「まだ噴火を見ていないんですか。お気の毒ですね」という話

です。65億人の地球上の人類の中で、一部始終を見た私なんて、すごく恵まれた環境。「でも、

皆さんは生涯見る機会はないのでしょうね。１回ごらんになると、人間、謙虚になりますよ」

というばか話も含めて、火山という見方を少しでも改めてほしい。そういう対話のできる施設

というのは、後の役割の中にもありますが、これから非常に大切だと思っています。 

 それと博物館の一部で、先日もセントヘレンズにお邪魔しましたし、その前にはハワイのビ

ジター・センターに行き、すっかり散財してきました。日本の博物館、例えばここも含めて、

富士のビジターセンターへ行って富士山にかかわるいろいろな情報が欲しいと思っても、どれ

だけ準備されているかといったら、実に日本はさみしい限りです。持ち帰れる物がありません。

一定の滞在時間の中で、豊富な展示物を見て、みずからそれを参考にし、それを全部メモする

わけにもいかない、持ち帰れる物が欲しい。ビジター・センターには富士山にいろいろと努力

された荒牧先生の論文があるかというと、それも手に入らない。公的な施設の出版物というの

は、我々無官の民間人は入手しようがありません。定価があれば何とか手に入りますが。それ

を受け取っている人たちというのは、それを読み通す力もない。ただの公的な組織同士のやり

とりです。島原で本をつくった。どこどこから見舞金をもらったお礼に、ポンポコ送ってしま

った。でも、本当にそれを生かせるところには届かない、手に入らない。やはり博物館が窓口

になって、そういう持ち帰る資料を提供する役割があります。ですから、富士山について、富

士山で博物館といっている以上、単価が安いのからいろいろな幅のある物をみずから出版する

能力なしに、博物館といっていていいのだろうか、日本人というのは活字離れしているので、

そういうのはなかなか採算が合わないけれども、あえてそれをやることは、やはり大切な役割

だろうと思っています。 

 それと、これまでもお話ししましたが、これが意外に今日は私たちのボディーブローになっ

ています。少子化時代です。もともと修学旅行は、記念写真を撮ってショッピングだけではい

けない、学校としても体面があり、修学旅行ですから、多少学習の場を用意しなければいけな

いという、その受け皿として行政はいろいろな施設をつくりましたが、少子化時代で修学旅行

は極めて減りました。特に有珠山のように、30年や20年に１度噴火をしますと、学校というの

は１回行き先を変更すると戻りません。今日の有珠山周辺というのは、極めて寂しいです。私

の言い方からすれば、本当をいえば学校の先生方が噴火をしているさなかにぜひ来てほしいわ



けです。生の噴火を見る機会は今しかないという。それこそ噴火が売りでありたいのですが、

変な安全、安全です。確かに 300人もの修学旅行生を連れてきて、そばまで来て予約したホテ

ルには入れないで、さあ移動といったら、これは引率者として大変です。けれども、拠点をち

ょっと離して、バスで許されたそばまで行って生の噴火を見るなんていう発想は、今の修学旅

行にはありません。うちも狭い施設ですから、めったに修学旅行生は取れないわけです。かつ

て盛岡市内の中学校から予約が入りました。初めて来られたときは、いろいろなローテーショ

ン、例えば一部はロープウェイに乗り、一部は熊牧場へ行って、一部は私の施設というローテ

ーションの中で、４クラスあった学校をこなしました。それが久しぶりにまた見に来たいとい

うので、お断りしました。「うちはとても入りません。そんなに大きな施設ではありません」と

言ったら「いや、実は29名です」と。これほど減っているわけです。そういう修学旅行に期待

をした施設というのは、今大変なダメージを受けて、お金にならない原因もそういうところに

あるわけです。 

 もう１点が、日本人の地球観と激変するニーズ。こんなのは文字にすると大げさですが、実

際はテレビ時代に育った人間、学校の先生を含めて子供たちは、与えられた素材だけを頭で考

えずに視覚的に受けとめる、聴覚的に受けとめておもしろい、こういう時代に変わってしまっ

ています。ですから、博物館の展示物が、これは非常にいいにくい部分もありますが、残念な

がら本物よりも作り物をいかににぎにぎしくやるかが主流です。 

きのう杉本さんもお話しになった雲仙の災害記念館。実をいうと、あの罹災後に長崎県で、復

興のためにはどういう施策がいいかということで、全国公募で論文募集がありました。私は個

人的に、１カ月ほど頑張って論文を書いて提出しました。その中身は、まさにこういう災害の

跡、永久保存して、子孫に、地域の人には、かつて親や兄弟がこういう苦労をしました。そし

て、世界の人に対しては、ほとんど見る機会のなかった火砕流の本家として、その情報を幅広

く発信できる、ですからおもしろおかしいところから専門家まで、火山のプロといわれる人も

そこを訪ねて、本当に唯一の施設という位置づけで、広域的に土石流もあれば、火砕流もある、

ドームの出現もある、そういう幅広い広域を記念公園として保存して、その核として観測及び

博物館施設として利用する手法はいかがでしょうかと提言しました。全く採用されなかったの

は、私も住民感情を全く考えないで、北海道からのメッセージですから無理もないわけですけ

れども、犠牲者全員の顕賞室の設置でした。私たちが2000年噴火をクリアできたその元という

のは、43名の犠牲なのです。もし、雲仙普賢岳であの 43名の犠牲がなければ、2000年噴火で

は我々はのほほんとして、52年体質のまま噴火を迎えて、壮瞥、虻田で、死者を出していたは

ずです。 

 人間というのは結構残酷で、平和な火山噴火というのは余り評価されません。悲劇のあった

所はいつまでも息長く、観光地としても生きられます。まさに島原の場合は、そういう犠牲を

伴った火山災害。ですから、一室に亡くなった人の経歴、慰霊、思い出、そういったものを、

私個人としてはモーリス・クラフト、カティア・クラフトと友人で、ハリー・グリッケンも有

珠で御一緒した仲間ですから、彼の死も無にしたくない。それを地域の教訓としてしっかり飾

って、語り継いでほしいということも提案しましたが、残念ながらそれはありません。それは

できない事情もあるわけです。 



 先日、セントヘレンズにお邪魔しました。ジョンストン・リッジの中の施設でお客さんの一

番集まっていた場所は、私の思っていたそういうコーナーでした。家族の写真などをいろいろ

と飾って、その人たちがどう生き延びたか、どう死んだかという10人分ぐらいのコーナーがあ

ります。そこへ行くと、人はじっと見入っていました。そのほかの大げさな部分は、映像は確

かにおもしろかったのですが、「見た」で終わってしまうわけですが。人間のドラマには人々の

心深くに伝わるものがあるのです。 

 ですから、火山博物館に大切なことは、私はメカニズムではないだろうと思います。なぜ噴

火するか、火山の形がどうだろうか、溶岩がどうだろうかというのは、必ずしも必要ないので

はないかと。それは補助的な部分です。ですから、メーンはやはり、いつも言っている私のス

タンスで行くと、火山の噴火というのは単純な自然現象でしかありません。その自然現象が生

じた周辺に人間社会がかかわったときに、初めて災害になるわけです。ですから、立派な博物

館の中で展示物がいかに立派でも、そこに対人間とのドラマが全く表現されていない施設は、

心を打たないと個人的に思っています。お邪魔して、いろいろな施設でここはすごいなという

のは、やはりそういう部分をしっかりと表に出して訴えている所です。私たちの会の代表であ

る伊藤先生も非常にかかわられている、名誉館長の施設、伊豆大島の博物館は、１点１点の資

料は物すごいものです。ただ、私が個人的に欲しかったものは、２枚の小学生の絵しかありま

せんでした。全島避難、東京でどんな生活をしたかというメッセージを地域に残そうという部

分がありません。そういうものがドンとあれば、全く体験していないほかの人も、火山の噴火

の中での生活はこんなに大変なんだ、全島避難とはこういう、先輩は思いをしたんだなという

メッセージを次世代へ伝えるということです。ですから、どちらかといえば、私は火山のメカ

ニズムよりも、ダイナミズムを伝えたいという思いでいますが、なかなかそういう部分はとり

上げられません。 

 それと、やや多くの博物館が、マンモスと一緒で巨体に悩まされている部分です。私の施設

ですと、お客さんが来ないときは電気を消して、１日にお客さんが１人もなければ、カミさん

と二人で「きょうはお茶漬けで終わろう」で済むわけですけれども、大型の施設ならお客さん

が１人も来なくても、電気、暖房をやっているだけで、毎日マイナスマイナスです。そういう

施設のみずからの重荷で、みずから退化を進めざるを得ないという部分が何となく見えてきま

す。それが維持できるのはもちろん結構で、最も望ましいのはそういう施設ですが、みずから

がへたってしまうということです。 

 例えば壮瞥の私たちの町で、私も教育委員をやっていたころに、町長が補助金がもらえると

いうことで、張り切って郷土史料館を、壮瞥は横綱北の湖の出身地ですから、北の湖からいた

だいたわずかな記念物と、その補助金で立派な箱をつくってしまえということで、つくりまし

た。ところが、展示物があって箱をつくるならいいです。箱をつくってから何を飾るかという

スタンスですから、私も社会教育委員会の委員長という立場で、１年間どうしようこうしよう

という議論のあげく、やっと展示したわけですが、行政にとってその維持管理、ノウハウとい

うのはゼロなわけです。ですから、民間で壮瞥町郷土史料館友の会という組織をつくって支え

ていこうと、そういう思いでやりましたが、ほどなく教育委員会から施設管理課に移管されて

しまいました。そうすると、預かった施設で限られた予算でどうやりくりするかというだけで



すから、新しい収集活動もなければ、集まった資料の整理もない。その日その日の売り上げの

中でバタバタする。友の会の役割は、当然除外されていく。活動の場がないという。そういう

のを現実に見てきますと、やはり博物館の問題というのは、その立ち上がりの精神をどこまで

継続するか。そこがない限り、そろばん勘定の世界ではないということが最大の問題かなと思

っています。 

 2000年噴火のときに地域全体が閉鎖されました。資料も、荒牧先生から内密の電話をもらっ

ていまして、昭和新山のふもとにある私の記念館には直接避難が及ばないという助言もありま

して「多分西の端だから、変に資料を動かして、痛めたり紛失しないで、そっとしておきなさ

い」ということで、そのまま待機しましたが、いつまで続くかわからないということで、休館

を利して東京の逓信博物館で企画展をやろうというので、すべての資料を送ってしまいました。

その時非常に力を入れてくれた学芸員からつい先日メールが入りまして、郵政民営化で直轄博

物館ではなくて、独立行政法人となり、学芸員も一つ一つの企画にコンペをやり、企画案を提

出して採用された人だけが学芸員的にその期間をやる。生活したければ、学芸員からその施設

の事務局員をしながら継続して採用するというさみしい話が届きました。それが現実なのかと。

ですから今後、大学の施設にしろいろんなものが、そういう中でいろいろな思い、苦しみを味

わうかと思っています。 

 極めてまとまりもありませんが、問題というのは、収益の上がらない施設にどういう位置づ

けをするかということです。アメリカのような宗教的な背景があって、自分の得た収入からそ

ういう公共に寄付したいというのが日本でも普遍的であれば、生き生きとした思い切った活動

ができると思います。うちの施設でも、アイスクリームを 300円で買うのは惜しくない、おい

しい思いをすればそれでいいという現代人は、300円という記念館の入館料を見た途端に帰って

いくのが９割だという、この現実。ですから、心の栄養をつけようとする国民性がどんどん薄

れて、我が身だけよければとか、自分が楽しければという時代の博物館というのは、極めて厳

しいかなと思います。 この後の役割です。ややもすれば、火山は怖いというのは表に出てき

ますが、私のスタンスは常にありがたいものです。この地球の大地も空気も景観もすべて、も

ともとは火山に始まっている。そういう大地に生きている人間。火山のダイナミズムを体験し

た人間は、やはり謙虚にこの大地球の中に生かされている小さな生物だと、地球に感謝する思

い、それが伝わることを前提にしないと、人間の思い上がりだけが残ります。 

 人類にとっての失敗は月に行ったことだと

私はよく言いますが、世間一般の方は、人間

が月に行ける時代、あるいは心臓を取りかえ

られる、肝臓が取りかえられるというレベル

の科学を見て、地球科学は同じレベルだろう

と勝手に誤解している部分があります。荒牧

先生を前にして言うのは失礼ですが、火山の

噴火予知は科学に頼ろう、できて当然という

思い、これは払拭しておく必要あると思って

います。 



 いつも言いますが、2000年有珠山噴火で世間はすばらしいことをやり、うまくやったと評価

しますが、それがひとり歩きしていることが私は一番恐ろしい、最悪なメッセージを出してし

まったという思いです。失敗に対しては謙虚にそれをクリアしようというのがありますが、１

カ所うまくやりますと、例えば富士山なら富士山で何かがあったときに、科学者と行政、ある

いは防災施設機関が私たちの命を救ってくれる、有珠山の例どおりにやれるだろうと思ってい

ます。しかし実情をいうと、私はここに来る途中に感じましたが、2000年噴火では壮瞥町で避

難民として本当に面倒を見てもらったのは、品川から乗ったＪＲの山手線の車両１台分の人だ

ろうと。東京都のあのホームにいる人たち、あれをだれがどう面倒を見るのかと思ったら、そ

れは恐ろしい感じでした。 

 有珠山というのは、非常にありがたいことに上は北海道という単一の行政地区です。末端も

１市２町です。ですからまだいいわけですが、富士山というのは当然のことながら、山梨県と

静岡県で、歴史的な背景で無数の市町村があります。火山の噴火というのは、全く行政区域は

無関係ということが理解されていません。各市町村ごとにバラバラに防災計画を立てたり、あ

れして、こうします、ああしますと、自分の地域の住民だけを想定していますが、そういうこ

とでは対応できません。有珠山の2000年噴火のときもそうですけれども、伊達市、壮瞥、虻田

と有珠山周辺だけで防災協定を結んでいますが、一たん噴火すれば、お互いが助け合うどころ

か全部こけているわけです。そういう実態というのが理解されない。ですから、やはり火山博

物館という組織は、もっと幅広く全国のいろいろな事例、ほかの災害もひっくるめて、それを

地域に反映する役割が大切です。 

 防災に関しては、非常に残念ですが、私が唯一評価しているのは駒ヶ岳山ろくの森町です。

御本人にとっては幸か不幸か全くわかりませんが、あと１年半ほどの定年までの今までに既に

22年間、防災一筋です。全く蛇行していません。彼をリーダーとして、周辺のすべての行政が

一丸となって、一つの路線を歩いています。これができるのは、人生をそれにかけたああいう

人の存在ですが、そういうことをやりますと行政マンとしてはかたわになってしまいます。税

務課に移したら役に立たない人と。それでも彼がその道を歩いてくれているおかげで、すばら

しい防災、北海道というか日本でトップ、あるいは世界でもトップといえる行政の路線が確立

されています。 

 通常は２～３年で変わります。ですから、いろいろな防災にかかわる研修を受け、学習され

ても、担当者が代わるとそれで終わってしまう。ですから北海道でもいろいろ蛇行している行

政を見ますと、やはり一貫性のあるものを伝える、息の長いのはむしろ博物館かなと思います。

先ほど言いましたが、行政区域が比較的単純なのと、大学が北海道大学１本だということ。も

ちろん応援はいろいろ来ますが、北海道防災会議の中に火山専門部会というのがあって、日常

的に行政とそれが接触している。そういう先生方が地域と接触している。地域は、また科学者

との関係で、それを盗むものは盗むし、情報提供するものは提供するという関係です。 

 特にこの部分です。やはり火山を標榜する博物館は、一般の人よりも火山についての知識が

あるはずです。科学者というのは、すごくかみくだいて話しているようでも、世間一般ではほ

とんど外国語の世界に近い部分があります。そういうときに、やはり博物館経由で、パイプと

なって伝える事が必要です。ですから、荒牧先生が富士山についてこうコメントしたというと、



世間はあの先生が言うのだからと信じ込んでしまいます。危険な勝手な誤解で話がどんどん固

定してしまうわけですが、例えば荒牧先生からビジター・センターにコソッと伝わったのを、

そこで正しく調理して優しい形で伝えます。だけど、あのレベルの施設が言っているのだから、

参考にしておこうかなぐらいの情報が出せるわけです。そういう役割、メッセージの出し方を

して、地域の理解度を高めて行く事が大切です。 

 2000年噴火で、多くのメディアに対して定例記者会見で科学者はいろいろと説明しました。

ところが、大手の新聞社というのは、コロコロ担当が変わっていきます。前の噴火を体験して

いた、あるいは2000年噴火以前の地域の防災にかかわるいろいろなイベントにかかわっていた

記者というのは、それなりの教育をされていてレベルがありますが、社会に大きな影響を与え

る大手新聞ほど、その記者会見に座っていても、ごく基本的なことがほとんど理解できていま

せん。今さら科学者に質問できないからと、私の施設に「お恥ずかしながらこれはどういう意

味ですか」と聞いてくる。それに伝えて、マスコミを利用して、地域全体に情報を流すという

役割、薄めながら正しく翻訳して伝える、そういう役割というのは、今後とも大きいだろうと

考えます。 

 特に収集活動、蓄積です。これは非常に大事なことだと思います。先ほど言いました駒ヶ岳

はちょっとユニークなやり方をしています。箱物は一切つくらない。箱のない博物館を目指し

ているわけです。ですから、昭和４年の駒ヶ岳噴火のすべての新聞記事、市販されたすべての

絵はがき、あるいは偶然見つけた動く映像といったものを全部、ＣＤなりビデオにして、保存

して、欲しい人にはどんどん提供する。箱がない。それはいつでも簡単に変更できます。業者

に頼んだ展示室というのは、壁そのものを、壁を外さないと資料の更新ができないというのが

ほとんどです。いったら悪いですが、大手の企画会社などに委託してしまうと、事情が変わっ

て変更しようにも大変な金がかかるからそのままにしておこうというのが実情です。けれど、

そういう箱のない情報としての博物館というのは自由に更新、新しい情報でやっていく。この

システムというのを私は高く評価したい。それをあえて有償にするということです。原価だけ

です。ですから、ＣＤに物すごい情報が入ったのが 500円とか、防災ビデオが 500円とか、そ

ういう形で利用している。そういうことが非常に大切です。ともかくこの語り部、永続性のあ

る伝承、これが非常に大切だろうと思います。既にきのうから皆さんがお話しのいわゆる視覚、

目で見て資料でオオッと感じるだけでなく、やはり現場主義、体感といったことが非常大切な

役割で、フィールドに出ることの意味が極めて大切なのではないかと感じます。ですから、個

人的には、博物館は地域の防災施設という

意気込みでお願いできれば、非常に生き生

きとした活動となり、地域も常日ごろのそ

の活動を通じて、各施設にいろいろと頼り

たいという自然の空気を醸成する。それが

みずからの責務だろうと思っています。 

 火山系博物館協議会というのは、昭和新

山50周年記念の国際火山ワークショップを

やったときに、火山噴火というのは皆さん



ご体験あると思いますが、意外とローカル色、ローカル性のあるイベントで、九州であったこ

とは北海道には伝わりません。箱根で騒いでいたのも、最初の１発で、後はどうなったのか全

く情報がありません。ですから、全国のそれぞれの地域からそういうものを共有しようという

目的ではじめました。そして、こういう活動をして、今年度から三宅島を支え、復興の役に立

つためにということ、あるいは現地学習会を今年度は三宅でやろうといった、みずからが学習

してお互いに共通理解をしていこうと活動しています。 

 実は立ち上がりに、約70施設にこういうことでやりたいと御案内しました。全く反応があり

ません。当然です。孫請の切符切りだけの人しかいないところに、こんな案内が来ても、何の

決断もつかないわけです。みずからそういう目的意識もありません。今ある施設を支えよう、

それだけではどうにも進まない。結果的には８施設だけでした。それで、私たちを支えてくれ

ているのが、この個人会員です。箱のない、でも「火山お宅」といわれる人たちが、情報の核

になって、組織を支えて交流していく。ですから、皆さんの中からも申し込みたいという方は、

ホームページをごらんいただければ参画いただけます。博物館というのは、箱のグループだけ

でやっても限界があるわけです。それで私は、従来はよく悪性火山性ウィルスの頒布者として、

火山はすばらしいということを話して、そ

れに感染した人がいつか噴火体験をしたと

きに、あのメッセージはこういうことだっ

たというので発病してもらえると、その地

域の核になるという思いでいましたが、現

在私はうつされる方で、かつて弟子だった

と思っていた人が師匠になっているという

状況です。 

あと10分ばかり、壮瞥でやっていることを

お話ししたいのですが。1977、昭和52年の

噴火後、いろいろな失敗に自己反省しまし

た。 

災害というのはすぐに風化して、そしてか

つての核だった人が、次の噴火迄の歳月の間

に使えない世代に変わっているということで、

子供教育に力を入れることにします。教育委

員会の主催事業です。こんな危ないことをや

っていて、事故があったらどうするんだとい

う思いもありますが、昭和新山というのは、

御存じのとおり立ち入り規制です。これは事

故防止のためです。その事故防止というのは、

不特定多数の観光客、ハイヒールを履いたよ

うな人が入ってきて事故を起こすと補償責任を負うのを避けるという意味の規制で、法的な規

制は全くありません。ですから、こういう立ち入り規制の中で死んだら、世間の人に笑われる



だけだという話から始めます。全員ヘルメッ

トをかぶります。これについても落石からあ

なたの命を守るためではありません。世間一

般の人が入れない所に入っている、入館券と

同じものということです。みずからヘルメッ

トをかぶることによって、自分がそういう危

険な場に立っているという思いを認識させる

ためです。それで、先ほど言い忘れましたが、

私は有珠山の2000年噴火以後、副読本をつく

るという中で、学校教育の現状、火山との絡

みをいろいろと検証しましたが、自然災害から身を守るという事についてはほとんどザル、役

に立つものは何も入っていません。それで、今の子供たちは、親や学校から危険をすべて取り

除いた中の安全で暮らしているという実感をしました。ですから、本当の危険にみずからの判

断で行動できるような子供は１人もいないという思いから、あえて危険教育をやろうという方

針です。それで、あなたがへまをすると仲間みんなに迷惑がかかる。あなただけの安全ではな

いという教育も含めて、昭和新山に突撃しています。 

ここはまさにドーム中腹です。ドームクラクッド（dome cracked）状況ですけれども、こうい

う所に入って、こういう噴気地帯で子供たちの持参した卵やジャガイモをゆでて食べさせます。

それで、これができるのはあなただけと。きのうもありましたが、選ばれた人間の、これに参

加しないと一生昭和新山へ登れない。そこが一番の希少価値です。それで、この子供たちが壮

瞥の小学校から昭和新山を見ると、はるかな小さな緑の丘でしかないわけです。登って、生卵

が10分ぐらいでゆでられたのを食べて、これが火山なんだ。60年たった昭和新山はまだこんな

に熱い、そして、火山というのは、積み木を盛り上げたような積み木細工、そういう崩れ易い

構造だということも実感してもらいます。石に乗れば、当然転がす。それが下にいる人の危険

を及ぼす。それを転がさずに、そういうもろい山、あるいは火山ガス、そういったことも含め

て学習してもらっています。これは有珠山編です。有珠山編は北大の岡田先生にお願いしてい

ます。ここも立入禁止です。でも、この講座に参加すると、こんなところに行けますというメ

ニューです。子供たちは喜々として参加しています。

これが私たちのエコミュージアムの大人向けのメニューです。有珠山に登る学習会です。定



員50名で募集をしたら、100名を超え、50名は事務方で、来年の予約とさせて頂くという人気

メニューでもあります。それで、実際に有珠山の中で、52年に何があったか、1663年以前の山

体崩壊で、磐梯山やセントヘレンズのような形をしていた火山がこういうふうに再生されてい

ると。こういう山の山ろくで私たちは暮らしているというメッセージを伝えています。 

 きのうは磐梯山で歴史、文化、植物といったも

のが中心で火山がわき役だったとの話がありま

したが、壮瞥の場合はどうも代表している私ども、

あるいは事務局の田鍋さんあたりが火山志向な

ものですから、火山ばかりやってしまってひんし

ゅくを買いました。エコツーリズム、エコミュー

ジアムというのはもっと文化的なもの、幅広いも

のだろうというので、廃村になった鉱山跡の調査

を１回メニューに組んで、こういうことによって

改めてかつての硫黄が大事だった時代にすごい

町があって、それが今このようになってしまっている。こういう場所があった村の歴史、そう

いうのを伝える。そういうこともエコの一部かと巾を広げています。 

 時間ですので締めさせてもらいますと、基本的に、私たちは常に災害文化の創設というのが

思いです。ただやられた、まいった、困ったではないわけです。いかに上手に災害を軽減する

か。火山では完全な防災はあり得ないというのが、私の持論です。完全な防災というのは、噴

火そのものをとめることですが、これはできません。生きた地球では、噴火はごく自然な災害

現象です。それによって起こる、人間が痛い目に遭う部分をどう減らすかというのがテーマで

す。ですから、各地であった災害、例えばスマトラで幸いにしてというか不幸にして、30万人

近い方が亡くなったという事実が、日本人の国民の中にやはり、水辺での地震との関係、あれ

も水が引いたから津波ではない、いきなり立ち上がることもあるという幅広い教訓として受け

とめて、みんなの心に留めれば、そこに災害文化が定着していく。ですから、有珠山は有珠山、

磐梯は磐梯、普賢は普賢ではなく、やはり壮瞥で雲仙普賢岳の災害以降、まさに火砕流の本家

は有珠山だ、1822年に103名も死んでいるという事実を表に出して、神戸の6,500人の地震の

犠牲者を致死率にしたら、有珠山で受けた火砕流の103人の28％という致死率からいえば軽微

なものだと。ですから、人間というか行政でしょうか、国というか、何人死んだかが災害の物

差しになっているのが非常に残念です。 

20世紀、４回の有珠山噴火では、有珠山周辺では余りにも人が死んでいません。温泉を見つ

けようと思って熱泥流に飲まれた人が１人、赤ん坊が窒息したのが１人、そして53年に土石流

で３人のわずか５名しか死んでいないので、有珠山の噴火というのは大したことはないという

思いですが、江戸時代のあの災害の大きさ、災害ではない自然現象のスケール、もし今日的な

市街地がそこにあったら、歴史に残る犠牲者が出たはずだけれども、幸いにして北海道という

特殊性で人がそこにいなかったから、犠牲者がないだけです。それで、2000年噴火の避難の勧

告等に逆らった人たちにもあえて言っているのですが、「おじいちゃんの代から私の家では被害

を受けたこともないし、避難したこともない。だから逃げないんだ」と言っている方の先祖は、



火砕流で命を落としていたと。そういう人間という短いスパンの生命体が、地球というロング

ランの長いスパンの自然現象に人間的な感覚で判断して、それとわずかな体験を前提にして判

断する危険性を払拭するのが、災害文化の構築だろうと思っています。以上です。 

  

 どうもありがとうございました。会場からの質問を受け付けますので、質問のある方は手を

挙げていただけますか。いいですか。後でまた総合討論もありますので、引き続きまして、Ｎ

ＰＯ法人の防災情報機構の伊藤様による「伊豆大島噴火と火山学習」ということでお願いしま

す。 

 
10:00-10:40 伊藤和明：伊豆大島噴火と火山学習 
       K.ITOH：Eruption of Izu-Osima and Learning the Volcano 
  
 
 



伊豆大島噴火と火山学習 

Eruption of Izu-Oshima and Learning the Volcano 

    伊藤 和明 防災情報機構会長（伊豆大島火山博物館名誉館長） 

Kazuaki ITOH 

  

 伊藤でございます。私は伊豆大島の火山博物館の名誉館長をしておりますが、もう一つ立山

カルデラ砂防博物館も名誉館長をしています。立山カルデラの方は多分菊川さんがお話しにな

ったと思います。 

 伊豆大島というのは、ここにありますように最近、最近といっても来年で20年になりますが、

1986年11月に割れ目噴火を引き起こしました。その後噴火がおさまったので、島民の皆さんが

全部帰島してから３～４カ月して、私がＮＨＫにいましたら突然当時の植村町長から電話がか

かってきまして「火山博物館というのをつくりたい。だけど、我々は何もわからないから何と

かしてもらえないか」という要請が来ました。それならばというので、大体５～６人のいわば

専門委員会を組織しまして、私が委員長をやりまして、それで火山博物館を2000年の７月に開

館しました。ですから、それからもう15年もたっています。この博物館の話は後ですることに

しまして、伊豆大島という所に私自身がどうかかわってきたのかということだけまず話してお

きたい。 

 私がＮＨＫに入る前、東大の教養学部の地学教室で助手をやっていた時代に、伊豆大島にお

客さんを何とか招き寄せたい。もちろん大島というのは、昔から多くの観光客が訪れていまし

て、三原山は自殺の名所でもありました。東海汽船と藤田観光といういわば観光業の会社が、

当時昭和30年前後の大島に訪れるほとんどの人が、東京から夜行の船で来ては、昼の間に島を

観光して、夕方４時ごろの船で熱海へ行ってしまって、熱海あたりにみんな泊まってしまう。

泊まり客が大島にこないということで、何とか温泉を掘り出したいと考えました。実際にその

後、外輪山の上からボーリングして、温泉を掘り出し、温泉ホテルができますが、とにかく温

泉を何とか掘り出せば温泉観光客が来るであろうということで、それにはやはり大島火山の基

礎的な調査をしてもらえないかということを、私の恩師であった片山信夫先生のところへ依頼

してきました。 

 それならうちには若い助手が２人いるから、おまえ達調査しろということで、亡くなられた

中村一明さんと私が1957年ごろから、大島火山の噴出物、いわゆるテフラの調査を始めました。

それがそもそものきっかけになりまして、やがて私はＮＨＫへ抜けてしまいましたので、その

後は中村さんがそこで得られた成果をまとめて、伊豆大島火山の噴火史をまとめました。恐ら

く日本中の火山の中でも、これだけ歴史時代になってからの火山噴火の経緯というものが明ら

かになっている火山は少ないのではないかということです。今三松さんがお話になった有珠山

も、1663年以降の噴火の状況がよくわかっていますが、大島の場合は噴出物を細かく調べるこ

とによって伊豆大島火山の噴火史、特に歴史時代以降の噴火史がわかってきました。 

 それで、少し映像をお見せしようと思います。 

 これは、ランドサットからの伊豆大島です。北北西、南南東に長く伸びている島で、大体10



キロと８キロぐらいです。山頂のここにキラウエア型のカル

デラがあります。これは、大島空港です。そして、政治経済

の中心の元町がここにあります。それから、有名な波浮の港

がここにあります。 

 実は、この伊豆大島がなぜこういう向きに伸びているかと

いうと、ちょうどフィリピン海プレートの押している向きに

割れ目が生じては、昔からの噴出物が降り積もって、あるい

は流れていって、そしてこの向きに島が太ってきたから、こ

ういう平行四辺形の形をしているのです。 

 これは空

から見た映

像です。向こう側に富士山が見えています。山

頂の三原山、そしてここが波浮港です。大島と

いう所は、火山の全体像というのがかなりわか

ってきていますから、火山を学習するには絶好

のフィールドになっています。大島をめぐって

みますと、過去の噴出物の層が至るところにあ

りますが、これが有名な大切断面と呼ばれてい

て、この中には１万2000～3000年ぐらい前から

の噴出物が層をなしていて、この中に時間が

4000年ぐらい詰まっている。よくこれを褶曲だ

という人がいますが、そうではなくて、元の地

形のままに噴出物が降り積ったからこういう形

をしています。これは、昭和30年ごろ都道を切

り開いたときにこういう断面が出てきまして、

火山噴出物を観察するには絶好の場所であると

いうことになりました。大雨が降りますと、こ

こはよく崩れます。本来なら、すぐ吹きつけを

してしまいますが、いまだに吹きつけなどを行

わずに残されています。ただ、やはり崩れるものですから、その度に少しずつ後ろへ下がって

いって、これを切り開いてから50年ぐらいになりますので、大切断面もかなり後退していると

いう状態になっています。 

 こうした火山噴出物の調査によって大島火

山の生い立ちがわかってきたということで、こ

れは中村一明さんがまとめられたテフラの断

面図です。角礫が書かれているＳ２とここにあ

ります。Ｙは湯場。Ｎは野増のＮ。Ｓは差木地。

これはいずれも大島の地名ですが、差木地層、



野増層、湯場層を新期大島層群と名付けてこれから噴出物の年代がというのは、かなり明らか

になってきています。 

 このＳ２というのが、実はカルデラが生成したときの堆積物だろうと推定されています。こ

れも古文書などと比較することによって、明らかになってきたのですが、日本書紀の天武天皇

13年、西暦でいいますと684年に、南海地震の最古の記録があります。白鳳大地震とよく呼ば

れています。これは四国で大災害になって、大津波が襲ってきた。その記述があって、そのす

ぐ後に、伊豆の島で、「神が鼓を打つような音がした」と書かれていますが、かなり鳴動があっ

て、伊豆の島の面積が広がった、「増益する」と書いてあります。それが、多分カルデラができ

たときに低温の火砕流が流出して、海岸に広がったために面積がふえたと推定されるのです。

それがちょうどここにあたるということで、ここが７世紀ということになります。 

 それから一番上のＹ１というのは、安永の大噴火です。1770年代ですが、そこまでの間がか

なりよくわかってきました。 

 そして、例えばここにＮ３というのがありますが、これは白い火山灰の層です。実は、これ

が我々が調べていた間で、重要な鍵層であることがわかりました。というのは、大島火山の噴

出物は、ほとんどが黒い噴出物です。スコリアや玄武岩質の溶岩など。その中に白いタフが挟

まっていて、これが全島にわたって分布している。大島火山は昔はともかくとして、歴史時代

になってから白い噴出物を出すということはまず考えられないので、どうもこれはよそから飛

んできたものだろうということで古文書を調べてみました。そうすると、838年に神津島が噴火

しています。それから、その50年後の882年に新島が噴火しています。神津島と新島というの

は、いってみれば白い噴出物を出す爆発的な噴火をします。だから、そこから飛んできた物だ

ろうということになりまして、ここのところが大体９世紀であるとわかりました。 

 そこから上にずっと行きまして、例えばＹ５というのが元町溶岩といって、今政治経済の中

心になっている元町の溶岩扇状地をつくったときの噴出物であるということなど、この大島火

山のいわば歴史的な噴火の経緯というものが、こういう形でまとめられてきました。 

 そこで、今のＮ３、大島の人は「白ママ」と呼んでいますが、神津島か新島、多分神津島だ

ろうと思いますが、そのタフとこの写真は波浮です。今は波浮の港と呼んでいますが、ここは

もともとは大規模なマグマ水蒸気爆発で大きな火口が生じました。当時はまだ内陸の湖でした

が、それが 1703年、元禄 16年の元禄の大地震のときに大津波によってここが削られ海とつな

がってしまったのです。その後、今から 200年くらい前に、それならばここに船が出入りでき



るようにしようと、人手で掘削をして、その後天然の良港になったということです。 

 問題は、そのマグマ水蒸気爆発がいつ起きたのだろうかということですが、このマグマ水蒸

気爆発を起こしたときの噴出物の層が、ちょうど今お話ししたＮ３と呼ばれている、神津島か

ら飛んできたのであろうという白ママの層と同じ層準の所に来るということで、結局このマグ

マ水蒸気爆発は９世紀に起きたということが明らかになってきました。 

 1986年の割れ目噴火の話をしなければいけま

せんが、この年は７月ごろから火山性微動が続い

ていて、噴火するのではないかと言われていまし

た。そして、現実に11月15日に山頂から噴火が

始まりました。大島という所は、それまではほと

んどが三原山の山頂から噴火でした。それ以前に

割れ目噴火を引き起こしたのは1421年。先ほどの

テフラの断面でお話しすればよかったのですが、

1421年に起きた南部での割れ目噴火以降はずっ

と山頂噴火でした。山頂から噴火している限りは、

外輪山の御神火茶屋にある所から比較的安全に溶

岩の火柱を見ることができます。というわけで、ちょうど 11月 23日から三連休になるので、

お客さんがたくさん来るだろうと大変期待をしていました。噴火は 11月 15日に始まったので

すが、やがて三原山の火口の中にどんどんマグマが満たされていきます。そして、ついにあふ

れ出しました。これが 11月 19日です。溶岩流がちょうど西側の御神火茶屋に向いた方に流れ

てくるということで、見物客がたくさん集ま

りました。しかも、当然のことながらテレビ

局がカメラの放列を敷いていました。ところ

が11月21日の夕方になりまして、突然カル

デラ床から噴火が始まったのです。これは全

く思いがけないことで、ちょうどこの写真は

三原山の山頂から見るとほぼ北西の方向です。

そこで、カルデラ床から噴火をしました。こ



れは、御神火茶屋の方から撮られた写真ですが、

実はこれは風下側なので火柱が見えていませ

ん。風上側に回るとどういうことだったか。こ

れは、今東大地震研の教授をしている阿部勝征

さんが撮影した写真ですが、このあたりが噴火

の始まりです。時間を追うに従って噴火が拡大

していったことがわかると思います。 

 いずれにしても、このように思いもかけない

割れ目噴火を引き起こした。これが11月21日

の夕方で、これがさらに北西の外輪山を超えまして、山腹に伸びていきます。そこから溶岩が

流れ出す。その溶岩流が元町に近づいてきた、島が割れるのではないかということで、全島民

避難ということになりました。これがその日の夜の 10時 50分頃だったと思いますが、次々と

避難指示が出されて、この夜のうちに大島の全島民が、約１万人ですが、本土へ避難しました。 

2005年9月から三宅島の全島民が４年５カ月にわたって避難をしていましたが、1986年の大

島の場合は、一つの島の人々が島を離れて本土へ避難するというのは、日本で初めてのことで

した。この避難生活が約１カ月続きまして、その間に噴火予知連絡会がたびたび開かれて、し

かも最終的には行政判断のもとで、12月19日でしたか、全島民帰島が決められました。 

 これが、12月の初めに私がヘリの上から撮った写真ですが、今Ｃ火口列と呼んでいる北西に

伸びた噴火口の列です。全部で火口が確か11個開いたと思います。このうちの一つから溶岩が



流出して、元町の方へ流れていきました。当時は自動車道がこの斜面を上っていましたが、こ

こにアスファルトの道路が見えていますが、これを横切ってしまって、北西へ向かって火口列

が伸びました。今はここに遊歩道がつくられていて当時の噴火の状況を振り返りながら、火     

山学習の場になっています。 

 そして、先ほどお話ししました火山博物館が、４年後の1990年に開館しました。元町から徒

歩10分ぐらいの所で、１万人の島にはもったいないような立派な博物館ができまして、一応こ

れは防災施設というものの考え方で、ここにはヘリポートもつくられてあります。もっともヘ

リのパイロットに言わせると「とても怖くて、こんな所にはおりられない」ということですが、

一応は防災施設となっています。次にまた大きな噴火が起きたときには、ここから人や物資を

運ぶということになるのでしょう。 

この博物館の建設費は、東京都が約10億、町が起債で５億と聞いています。今の東京都の財

政ではとてもつくれないと思いますが、企画されたのが 1987年、３年かけて 2000年に完成し

ましたが、開館当時は大体年間に５～６万人ぐらいの訪問客がありましたが、現在はどのぐら

いかというと、やはりどこの博物館もそうだと思いますが、開館した当時は多くの人が訪れま

すが、だんだん減ってきまして、入場者数は、例えば平成16年で２万1,619人となっています。

それでも前の年よりは少し多いそうです。２万人あまりが毎年博物館を訪れるということです。

大島というのは大変便利な島でもありますので、年間に多くの観光客が来て、大島を訪れる観

光客の大体１割ぐらいが博物館に来てくれるという状況です。 

そして、この中身ですが、これはおいでになって

ごらんになった方も多いと思いますが、当時の噴

火の模様をビデオで見せています。マルチの画面

もあります。火山博物館としては火山そのものの

科学に重点を置いて、かなりアカデミックな博物

館だという評価も頂いております。    大島

の噴火以後、雲仙の噴火がありました。あるいは

有珠山の噴火、三宅島の噴火がありましたが、そ

れぞれ新しい噴火がある度に、新しい写真に取り

かえて、展示しています。 これが実はこの博物

館の一番の売り物、はぎ取り断面です。二十数       

メートルあります。 



これはどこから取ってきたかというと、先ほどお見せした大切断面の一部をはぎ取ってきた

もので、厚さ２センチか３センチぐらいを、プラスチックで固めました。一つ一つのユニット

が大噴火の１サイクルを示している。一番下にスコリアがあって、スコリアの次に火山灰があ

って、その火山灰の上に化石土壌がある。そしてまた次の噴火で、スコリアが積もり、火山灰、

そしてまた化石土壌という繰り返しになっているということで、訪れる人たちにそういう説明

をしています。これがこの博物館の大きな目玉だと言ってもいいと思います。 

 火山学習という点では、この博物館を中心にして、大島火山全体が火山を観察し学習するた

めのフィールドであるということで、各地から大学のゼミ生などを連れてくる先生がいます。

それから、３年か４年前には、地震火山子供サミットというのを開きました。これは静岡大学

の小山真人教授が中心になって毎年どこかで行われていますが、大島にも来てもらいました。

確か2002年だったと、2001年だったか。百数十人の全国の小中学生、有珠山からも先生が連れ

てこられましたけれども、そのような地震火山子供サミットを開きまして、大島火山について

いろいろと勉強してもらいました。 

 ところで、やはり先ほどからお話に出ていますように、こういう博物館は維持管理をしてい

くのが大変です。年間の入場料収入と博物館を維持管理するための経費でどのぐらいの差額が

あるかを、この間島の総務の人から送ってもらいました。平成15年度、ですからおととしの年

度の収支で見ますと、歳出、つまり大島火山博物館の運営をしていくためのさまざまな費用、

人件費も含め施設管理費、一般管理費といったものも含めて 3,048万円かかっています。それ

に対して、歳入の部、入館者による入場料、その他です。これが 877万円です。ですから、差

し引きしますと、年間約 2,170万を町が負担しているわけです。やはり大島町というのも、そ

んなに大きな町ではありませんので、そういう意味では財政を圧迫しているところがあると思

います。しかし、では閉館しましょうということには、今のところなってはいません。やはり

これだけ立派な博物館がつくられたわけですから、何とかこれを将来にわたって維持させてい

って、伊豆大島という火山学習の場として、生かしていきたいと考えています。 

 私は本当に大島とは長いつながりがありまして、最初に言いましたように、中村さんと研究、

調査を始めたのが、1952年ごろですので、それから多分250回ぐらいは行っているのではない

かと思います。そういう縁で、名誉館長をしていますが、博物館そのものの維持管理という点

ではいろいろ問題がありまして、いろいろな設備が老朽化していきます。中には壊れてしまっ

た物もあります。それを修繕する費用がない。新しい噴火がどこかの火山で起きて、写真を取



りかえることぐらいはできますが、やはり老朽化してうまく働かなくなってしまった設備につ

いては、なかなかそれを修復することができない状況に、今なってきています。やはりこれは

恐らく、全国の火山系の博物館が共通に抱えている問題なのではないかと思っています。何と

かこれを将来にわたって、火山学習の場として続けていきたいと考えています。 

 大体時間が来たようですので、私の話は終わらせていただきます。 

  

どうもありがとうございました。会場から質問を受け付けますので、質問がある人は手を挙

げていただけますか。なければ、どうもありがとうございました。プログラムでは、次に総合

討論になります。 

 
10:40-12:00 総合討論：日本における火山博物館の役割と活動計画 
       General Discussion 
 
 



総合討論  

日本における火山博物館の役割と活動計画 

 

荒牧： それでは最後のセッション部分でありますが、一応総括討論という事で、昨日から申

し上げているインフォーマルにやりましょうという事で三松さんと私がまとめ役という事で最

後まで進行役を務めさせて頂きますがよろしくお願いします。 

この会はご提案した最初から申し上げた２つの柱、火山系の博物館という問題（テーマ）と、

エコツーリズム、両者は当然繋がっているわけです。昨夜９時半まで自由討論しましたが、私

の印象ですと２番目の柱のエコツーリズムに対する発言が多かった気がしますが、けっこう議

論は盛り上がっていました。敢えて私の印象を言わせて頂ければ、火山系の博物館が持ってい

る資料、最近の言葉で言うと、ナレッジベース（知識ベース）という言葉がありますが、そう

いう物を提供する充分な実力、可能性があるという印象を受けまして、皆さんのお話しを非常

に心強く思った面がございます。当然エコツーリズムの推進についてという意味で、ナレッジ

ベースを提供するという重要性があるという事は、皆さんご異存無いと思いますし、やり方を

どうするかという方向も私はかなり楽観的な気持ちも出て来ました。 

 そこでご提案は、最初にまず火山系博物館の問題で、朝の三松さんのお話が良かったのでこ

のスライドをお借りしたのでこの辺を少しおさらいして、皆さんに意見を聞いてまとめたいと

思っておりますが、このような方向で如何でしょうか。日本の火山系博物館の現状と問題点、

またこれから博物館がどういった役割があるかといったところの３点と理解しております。そ

こで現状はこういう事だそうです。「89というのが全部で、下の10、5、30というのは、その内

の何がいくつという内数ですね。そうしますと下のビジターセンターと郷土資料館、科学館、

総合博物館を足した物が74になりますが、これが相当大部分だという理解でよろしいわけです

ね。」そこで色々問題があるという事を非常に上手くまとめて仰って頂きましたが、こういう事

で順番にやっていこうと思います。設置目的は多種多様であると、なかなかこの多種多様とい

うのは意味が深いわけですが、仰ったポイントの１つは、最初から観光施設という物を主眼に

するのではなく、教育施設や防災施設等を主眼として出立すれば長持ちがするので、基本的な

バックボーンはそういう方向ですべきだと言うのがご意見だと思います。その辺を中心として

ご意見、コメントがあったら頂きたいと思います。１番、同意されますか？ものすごく反対さ

れますか？ 私は理学部系の基礎研究者だと思い込んで若い頃やっていましたが、その頃は社

会的なアウトリーチなんて明らかに眼中になかったですね。時代的な移りもあって、今の若い

研究者はエリートの研究機関にいてもちょっと違うと思います。大体大学そのものが潰れるか

どうかといって自信を失っている所もあって、アウトリーチと言われると、そうかなあと思い

ますが、昔はそうでなかったのでもっと威張っていました。それにしても教育施設や防災面と

か社会的な実用面でどうするという問題、これはもう少し後の方の問題に引っかかるかも知れ

ませんが、基礎研究者サイドというものが、たとえば日本火山学会が今まで主要な部分を占め

ておりましたが、そちらからのアプローチが非常に少ないと私は思っています。その辺は皆さ



んどうお考えになりますか？ これは三松さん遠慮して言わなかったのではと思いますが、や

はりそちらからも意識的に出ていく必要があると思います。その辺も含めてご意見がありまし

たらどうぞ。まとめですのでこちらから指名させて頂きますが、まず三宅さん如何でしょうか、

コメント下さい。 

三宅： 信州大学の三宅です。確かに設置目的を教育施設や防災施設として考えていくという

事はすごく大事だと思いますが、昨夜９時半までやった時に、福島さんが仰っていた地域の人

たちの溜まり場的な物としても役割を果たしていくという事は、私はとても良いと思います。

そういった物を地域の人たち自身が、自分たちの交流を通じて災害文化を育んでいく場のよう

なものになって行ったら良いなあという気がしています。先ほどもピーター・フレンゼンさん

に色々お話しを伺っていたのですが、セントヘレンズのほんの小さなビジターセンターで、マ

ップだけ買っていこうかという所へ行きますと、地元のおじいさんが何人か居て寄ってくるの

です。「これから何処へ行くつもりか」「こっちへ行く」と言うと、この地図を買って持ってい

けとか、噴火の時はこうだったとかいう話しをしてくれたりという文化みたいなものがあって

すごく良いなあと思っています。博物館へ行っても展示はあるのですが、やはり展示の説明文

だけを読んでいるという事で、観光客がそんなに深く説明のパネルに書いてある事をそのまま

理解されているとは思えないきらいもあります。かと言って学芸員が出ていって説明しようと

すると、多分多くの人たちはそこまでしてもらわなくてもちょっと見ていくだけだからと仰る

かも知れません。でも、何となく博物館の中で地元のおじいさんがいて、気楽に色々話しかけ

たり、話せたりして、地元の溜まり場を含めた、災害防災文化の発信地のようなものがあると

良いなあという気がしています。語り部みたいなものですかね。 

三松： 実は私たちもそれを望む部分ですが、有珠山というのは科学者との連携という中で特

異な地域ですから、有り余るほど科学者との接触があり、岡田弘先生というキャラクターのお

かげで、官学民が共通理解をするというスタンスで、我々に接して頂けるわけです。ですから

博物館というものが一歩引いた立場で無しに、博物館という組織が自ら磐台山噴火記念館では

宇都宮大学の中村先生という良い関係を持っていて、有珠山で言えば、岡田弘先生、大石先生、

勝井先生という関係で、その専門的な知識がほとんど住民レベルに通じているという事であり

ます。ですから2000年噴火の避難所で初期に避難した時に、ものすごい数の報道人が壮瞥の避

難所に押し寄せたわけです。そして明日からの生活はどうするというレベルの質問をするわけ

ですが、皆火山の山麓に住んでいる私たちにとっては、こういう事は仕方が無いという、極め

て冷めた対応ですから最後まで残ったのはＮＨＫだけでした。この噴火の中でどうやって暮ら

すというレベルの対話が日本中に流れるわけですが、地域全体が博物館なり科学者との関係で

充分火山を知って共通理解していると、極めてスムースにいき、行政が極めて適切な対応をし

たというのは、科学者のタイプと住民の理解です。ですから住民が、たとえば富士山で全く共

通理解が無くて、高い場所から色々な情報が出ても、住民の方がその理解度が低ければ全く防

災に機能しないのです。そこを埋めるのが博物館の役割であり、その難しさというのは、やは

り核になるキーパーソンであります。住民にそのキーパーソンを求めるのは非常に大変なので、

有珠山では先代の三松正夫がキーパーソン的に火山を語りました。私も２代目として語ったの

ですが、残り何年かというのは、富士山が何時噴火するのかというのと同じレベルで先が読め



ない事です。エコミュージアムの友の会というところで、次の世代を育てようという事ですが、

多くの語り部がいると地域全体が強くなりますが、住民全てを教育するのは難しいわけです。

小石を投げた時に波紋を起こしてくれるような小石が、ローカルな地域に何人かいると波紋と

いうのは主流になり得るという体験です。過去を語るという事は、得てして間違った情報、で

すから 2000年噴火の西山遊歩道で、生活も兼ねて１団体 3,000円でガイドがいるわけですが、

多少知識がある立場で聞いていますと、大変だったという話しはしますが、歴史的な経緯とか

それぞれのスポットの説明が、これではまずいなというレベルです。ですからあまりそういう

ものが多くても困るわけですが、誰でも何時でもどこででも対話が出来る関係という事で、科

学者と住民が自由に対話出来るその元になるのが博物館経由であっても良いのかなあという思

いでおります。 

荒牧： 他に何かどうぞ 

三宅： そういう事で三松さんにご質問したいのですが、何か友の会を作っておられましたね。

あれは参加された方は参加の蓄積によって資格を得るとか、何回参加したらこの地域に入って

良い事になるとか、マイクを持って皆に説明するとかのシステムを何か考えておられますか。 

三松： はい、目指す所はそこなのです。幸いに田鍋さんの姿が見えないので思い切って言い

ますが、これまでは行政主導なので、絶対安全という大げさなお金の係る事を目指すわけです。

ですから私たちはボランティアとして友の会で岡田先生、私たちで学習会を繰り返して、それ

ぞれが正しく理解して、それを自然科学的な物以外にリスクマネージメント、火山における危

険も気象等を認識した上で、公認のガイドが規制区域にどんどん高校生を案内する、修学旅行

を案内すればお金は係らないわけです。ですからそのガイドが説明番であり、安全用のフェン

ス代わりであったりするのです。そういう情報全てをガイドにして、52年の噴火以来未だに解

放されていない多くの部分を、いかに利用するかという役割を果たす人材養成と、そのガイド

が該当する限り入っていこうという、早期にそれをやって有珠山を理解して欲しいという流れ

の一端で立ち上がったところです。１つ言えば、行政が主導してやりますと担当者が代わりま

すので、立ち上がりの精神が簡単に消えてしまうのです。ですから立ち上がりから関わってい

る民間の組織が、「それはおかしいよ、元々こういう精神で、こういうシステムで始めたのだか

らその精神を継承して次世代までやりましょう」という役割の両面を考えております。 

荒牧： まとめなので佐藤さんにお聞きしたいのですが、日本の火山系博物館では友の会のよ

うなものは多いですか。 

佐藤： 私のところでは残念ながらそういった友の会という組織はございません。 

荒牧： いや、全体、全国です。 

佐藤： 雲仙、立山はあるそうです。それから阿蘇もこれからだそうです。 

 それはかなり性格が違いますが、磐梯でやっているのでなくて、福島市で行政の担当者や報

道関係者を集めてやっている学習会ですので、少し異質な存在であります。 

荒牧： なかなか難しいですね。ピーター・フレンゼンさんもまた今三宅さんも言いましたが、

アメリカや他の所でもそうですが、そういう意識、システムはかなり皆分かっていてやり易い

のですが、逆に言うとかなりシステム化していて、エコツアーのオペレーターに言いたいので

すが、インタープリターの養成みたいなものもやるわけです。ですからかなり組織の中に組み



込まれてしまっているところまて行っていますが、日本はとてもそこまで行っていないという

見方がありますがその辺如何でしょうか。要するにアメリカはあまり火山がないので、セント

ヘレンズで中心になってそこでどんどんインタープリターを養成して、全国に送り出している

わけです。そういう事をやれる、やるという対応の早さや積極性は非常に羨ましく思っていま

す。 

ピーター・フレンゼン： １つ我々が学んだ教訓というのは、ボランティアというのは無料で

はないという事です。ですから最初のスタート時の素人に近いようなボランティアから、ハイ

レベルの給料を実際に受け取る説明者、解説者に徐々に移っていくという事です。 

 最初はボランティアとしてスタートして、その中で出来の良い人がどんどん上に進んで行き、

給料をもらえるインタープリターに進んでいくのです。 

 これは国全体にそういうシステムを広めていきたいというのが狙いです。そうしますと全体

のガイドの質のレベルをどんどん上げていくという事で。 

荒牧： 私が付け加えますと、彼らのシステムは内務省の管轄で少し違いがありますが、全体

として基本的に同じです。日本のエコツーリズム、非常にはっきりしているのは、ＮＰＯが乱

立してたくさんあり、そういう人たちが一生懸命努力してガイドを養成していますが、今彼が

言ったようなイメージからはおよそかけ離れています。どちらが良いという問題ではありませ

んが、いずれにせよ日本は能率が悪いですし、そこまでレベルがいっていません。そこで私の

個人的な提案ですが、こういう博物館、ナレッジベースを持っている人間からの提案として、

これからエコツアーのオペレーターたちに提案していく段階ではなかろうかと思っています。 

福島： 桜島ミュージアムの福島です。今ボランティアガイドの養成という話しが出たのでコ

メントさせて頂きます。今荒牧先生が言われたように、不思議な事に火山系で言うと、ここ数

年で色々なところがほぼ時を同じくしてボランティアの育成みたいなものを始めているところ

があって不思議だなあと思っています。有珠や阿蘇でも始めようとしていますし、桜島でも我々

も今始めようとしています。それぞれのＮＰＯとか小さな組織、小さな地域でどんどんガイド

を育成するのは良い事だと思っています。今は多分それしか出来ないと思うのですが、最終的

には日本全国で統一されたような火山インストラクターとか、火山解説指導員のような認定制

度があった方が良いのではと思います。火山学会等がやれば良いのかも知れませんが、なかな

かその辺は学術団体という事もあって腰が重いのではと思っています。そこで火山系博物館連

絡協議会とか、日本火山の会という素人が集まった火山好きの集団がありますが、そういった

とところではと思います。火山はけっこうローカルな現象があって、全国統一のプログラムを

作るのは難しいかも知れませんが、その中でもこれだけはやりましょうというようなトレーニ

ングのためのプログラムと、ガイドの人たちが説明する時に説明し易い、いくつかのアクティ

ビティーとかプログラムをどこかで用意して、認定機関があって火山インストラクターのよう

なものが全国にたくさんいますという形になると良いのではという夢ではありますが、そうい

ったところを目指したいと思っています。 

荒牧： 夢と仰いますがかなり現実に近いです。日本は遅れてスタートしたせいか、仰るよう

にＮＰＯが「雨後の竹の子」の如くと言っては失礼ですが、非常に良いスタートを切ってそれ

と同時に行政側も切るという、全ての階層で同時にスタートを切っているような感じがして、



その辺でへたをすると激突して混乱してしまい、皆白けて引っ込むかどうか分かりませんが、

ここのところ今タイミングとして、微妙なチャンスを失うとまずいという印象を持っています。

たとえば北海道を見ると、エコガイドみたいなものについての認定のようなものを道がやって

いるように見えるので、電話をかけて道の役人に聞いたらやっていないと言っていましたが、

実際はそう見えるくらいに、教科書を売って、買いなさいそれを勉強すると、筆記試験に受か

りますよと、かなり認定制度みたいにしっかりしています。そこで環境省へ行って国はどうし

ているか聞くと、そういう事は将来考えなくてはいけないと言っているが、今のところすぐに

はやる気はないわけです。実はたまたまここに山梨県でそういう事についてのキーパーソンが

いらしています。川元さんですがその事について何かコメントして下さい。彼は山梨県の観光

部の中で、実質的にガイドのエコツーリズムの問題、またご存知のとおり山梨はエコツーリズ

ムのモデル地域の１つになっています。 

川元： 皆さん始めまして、突然の紹介で戸惑っていますが山梨県で観光部という組織が昨年

度から立ち上がりまして、観光立県山梨、富士の国山梨と言う事で、そのひとつとして、昨年

環境省のエコツーリズム推進モデル地区に富士山麓地区が指定されたという事です。その担当

を兼ねてエコツーリズムの色々な推進に当たっている川元と言います。先ほどのガイドの話し

で申し上げますと、山梨県の17年度の当初予算事業としてエコツーリズム人材育成推進事業を

予定しており、１つはエコツーリズムというものを地域や観光の業界、その裾野を対象にして

意識啓発、意識調整を図るという目的で、推進リーダーの養成講座を予定しております。もう

ひとつは、実際にエコツアーでガイドされている方々を対象とした質的向上や、粗悪なガイド、

ガイダンスを防いでいくという形です。質の高いガイダンスを提供するため、人材育成をする

ためのスキルアップ研修会も予定しております。何故こういった事をしなければならないかと

言うと、純粋に観光振興という視点から申し上げますと、富士山麓におけるエコツアーのブラ

ンド力、質の向上という事をイメージ的な戦略も含めて推進していかなければならないという

面があります。ただ今回私はここの席に同席させて頂いていますが、火山博物館とエコツーリ

ズムという視点からは、先程のガイドの養成というものとはちょっと違った見方もあるのかな

あという気もしています。博物館のあり方というのが時代的な変遷の中で変わりつつあるとい

う事で、先程のボランティアの話しにもございましたが、今日聞いた範囲内のお話しだけでも

展示の方向性であるとか、地域との関わりとか、それを運営する主体の問題、ＮＰＯのような

行政からの指定管理者制度、また一般の地域の方々が作り上げていく博物館像みたいなものも

最近の動きの中では、火山博物館だけでなく、文科系の博物館でも一般的に起きています。そ

ういった流れの中でエコツーリズムとの関係という事を敢えて考えていくとすれば、やはり研

究者であるとか専門家の方々と、実際に観光の一端を担っているとも言えるエコツアーガイド、

ガイド事業者との情報交換や知見の共有が必要であろうという問題意識は持っております。 

荒牧： ありがとうございました。地元なものですから少し追加させて頂きますが、この地域

でのエコツアーの目玉の１つが青木ヶ原樹海で、去年どのくらいエコツアーを取られたかとい

うと、10万人くらいですかね。 

川元： 青木ヶ原樹海だけでは５万人ちょっとで、それ以外の富士山の北麓周辺全部トータル

しますと10万人を少し欠けるくらいというのが私どもの調査です。 



荒牧： エコツアーをやられている方々、ＮＰＯ等30くらいの団体があり、もちろんピンから

きりまでありますが、日本では大変なホットスポットの１つだと理解しています。それから皆

さんご存知のように、マスツーリズムがここではすでにあります。 

それに今言ったような事がついていて、非常に色々な意味でここで上手くいくと相当大変な成

果になると思いますが、川元さん少し直して下さい。 

川元： 私どもが調査したエコツアーを実施されている団体数は、先生30と仰いましたが少な

くとも20はあるという把握をしております。そこでガイドしている方々も色々なレベルの方々

がいらっしゃるけれども、250人くらいの方がガイドをされていてそのガイドの方でいわゆる日

本環境教育フォーラムであるとか、日本自然保護協会や、特定の自治体の公認資格を持ってい

るガイドさんはその250人のうち約３分の１くらいです。 

荒牧： ありがとうございます。そういうものが背景です。私どもが皆さんに来て頂いてこう

いう議論をして頂いた事の動機の１つですのでご理解頂きたいと思います。今後もどうぞよろ

しくご助言を頂きたいと思います。中村さんお待たせしました。 

中村： 宇都宮大学の中村です。私は荒牧先生とか三宅先生と日本火山会の火山防災委員会を

やっていますが、そこのハザードマップの取りまとめをやっていますが、その中から出て来た

分析的な事から今の話題になっている事を少しだけお話ししたいと思います。日本のハザード

マップというのは、雲仙の時に必要性が叫ばれて、三宅島と有珠とでますますそれが深まって

かなり出来ました。ランクＡ火山でほとんど、ランクＢで半分くらいです。そこで何が分かっ

て来たかというと、ハザードマップはある意味では、官製で作られたのです。お上がお金を付

けて、作れ、作れという事で作ったのです。自治体はお金が付いたから調査をしてハザードマ

ップを作り、それを住民に配布しました。そこまでは何とか足並みが揃ったのですが、そこで

有珠とか、三宅島で分かって来た事は、官製のハザードマップは、役に立つか、立たないかは、

その自治体によるのです。その周辺の地域防災とかがきちんと立ち上がっているかどうかが、

実はハザードマップを生かせるかどうかにかかっているのです。ハザードマップは集計してみ

ると意外に面白い事が分かって、防災拠点というのが漏れている事が非常に多いのです。自治

体の名前を書いているだけで防災拠点と名乗っているのですが、本当は正しくありません。地

域防災計画は防災拠点を指定する事になっていますが、それが漏れているマップがかなり多い

です。どうして漏れているかは、地域防災計画がきちんと出来ていない、地域の人の輪が組み

上がっていないのです。組み上がっていないところで防災訓練をしましょうと言っても、現在

の都市化に伴うと、たとえば有珠のようにきちんと地域防災体制が組み上がっている所はそれ

が動いてくるのですが、無い所は、隣の人は他人、お年寄りがいても私は知りませんと言うよ

うな、非常に不均一な地域が厳然として出て来てしまったのです。それがハザードマップを運

用する時に問題になって来て、実は日本中で気が付き出したのです。いくつかの噴火で明瞭に

なって来て、これはいけないという事で、やはり人の輪、あるいは地域防災改革からやってい

かなければとなりました。それは阪神淡路震災の地域の重要性、地域コミュニティーの重要性

が分かったり、あるいは中越地震で阪神淡路の教訓で、地域コミュニティーをきちんと保存し

て避難しなければいけないという、地域の輪の繋がりは必須である事が分かって来たのです。

しかし国側は出来ないのです。何故かというと行政の人は、担当者は２年、３年でどんどん変



わり、作ってもその人が引き継ぐ事が出来ないから誰かが引き継がなければいけないのです。

どこで誰が引き継ぐかという拠点が、地震と違って火山の場合は、火山があってそれぞれ博物

館があり、防災施設があり、自治体があって、ある地域が国立公園として観光の目玉である事

が多いですから、そういう所にいくつかの施設があるので、そういう点では地震の防災よりも

やり易いはずですが、官制側の建物を作っただけでは組み上がらないのです。そこのところの

組み合いが出来るがどうかが、ハザードマップが今出来上がってこれからこれを運用した時に、

それぞれの自治体、それぞれの火山地域で、非常に深刻に求められてそれが出来るかどうか、

その時にこうした火山系博物館施設や防災施設が何を担えるかが問われ出しています。モデル

事業でエコツアーをやりながら、そういう拠点作りをしていく事は、エコツアーではあるけれ

どもそこで養成したリーダーたちは、有事の時は実は地域の防災体制の核になる人たちなので

す。そういうバックグランドを持ってやれば、日頃は観光で集まった人たちに防災教育なり、

火山の事を提供していきますが、事が起こった時はそういう人たちが立ち上がって何をすべき

かを地域に教える伝道師であったり、リーダーであったりしていくはずなのです。これは日本

の今の実情を正に表していて、そういう点では火山系博物館の、あるいは防災施設でどういう

人の輪を作り上げるかという事が、ここ５年、６年でものすごく求められています。おそらく

過去の歴史がそうなっていますから、５年というレベルで日本の活火山がどこかまた噴火する

に違いないです。 そういう時に組み上がってくるかどうかが差となって表れて来ますので、

早く組み上げておいた方が良いというのが私の印象です。少し分析的で地域と根ざしていない

のですが、地域と根ざした話しは別にありますが、気になった方だけコメントさせて頂きまし

た。 

新谷： こんにちは、私は現在富士山周辺でエコツアーのガイドをしております新谷と申しま

す。富士山でガイドする前はハワイ島のキラウエア国立公園で交通ガイドを日本人とアメリカ

人の人に３年程やっておりました。ガイドをしていて、火山の仕組みに関する施設は世界中に

あると思いますが、子供たちが分かり易く、楽しく火山について理解出来るような、最初に興

味を持つような、プログラムをやるように努力をしていますが、現在皆様がやっている活動の

中で、こういう形だと子供たちがより理解し易いというような模範ゾーンの展示プログラム、

もしくはインタープリテーションの具体的な行い方等ありましたらお教え頂きたいと思います。

どうでしょうか。 

荒牧： ありがとうございました。昨日出席されていましたか。昨日から各博物館の方からい

くつかご紹介がありましたね。ですからその程度だと私も理解しているのですが、今特に皆さ

んから、今の要望、子供に対してのアプローチ、上手いプログラムがあるかというご質問だと

思いますがございますか。 

福島： インタープリテーションで、言葉だけというのはなかなか難しいところがあって、最

近私はすごくそれを感じていて、特に子供たちに対しては何か体を動かさないといけないとい

うのは昨日も色々話させて頂きました。そんな中で最近キッチン火山学というのが流行ってお

りまして、キッチンで使えるような材料、たとえばチョコレートやパン、ケーキ等といったも

のを火山に見立てて、溶岩流をチョコレートで流してみるとか、ビールの瓶を振ってビールか

けのような事をする事によって、火山の噴火をイメージしてもらう等は少しずつ始まっている



ところです。これからそういったところをもっとたくさんやっていく事が重要なのではと思っ

ています。まだまだ数としては少ないですし、野外で実際に本物の前で比較しながらやるとい

うのは難しいのかなあと思いますし、まだ室内でやるのが多いかという気がしています。 

荒牧： ありがとうございます。逆にお願いしたいのですが、あなたはハワイでインタープリ

テーションをおやりになっていたというのは大変な経験ですね。私も商売上ハワイには何回か

行って友人もたくさんいますが、多分あなたの中にお考えがあるだろうと思うので、こういう

会のこういうテーマについて、あなたのご経験から何か当然あると思いますのでコメントをも

らえませんか。 

新谷： ハワイのキラウエアでやっていたガイドとしては、取り敢えず体、五感をどれだけ使

ってもらかという事を中心に行っていました。また来られている方が一般のお客さんという事

で、確かにハイヒールを履いてくるお客さんもいるわけですが、そういう人たちに自然ってす

ごいなあ、地球ってダイナミックだなあというのを感じてもらうために、そういう人たちのた

めに別の靴を用意していました。出来るだけ大地の上を歩いてもらって、溶岩を触ってもらう

ような形でした。日本人、特にアメリカ人の方とはプログラムの展開の仕方が全く違っており

まして、日本人だと私たちが優先でどんどん話しを進めていかないとプログラムが展開出来な

いのですが、アメリカ人は皆さんと一緒にプログラムを作っていくような感じで、質問中心で

すのでそれに対しては自分の学びも多かったですし、様々な発見をお互いが共有出来たような

感じがします。しっかり答えになっているかどうか分かりませんが。 

荒牧： いや、大変貴重なお話しです。私の理解ではあなたは商売としておやりになっている

わけですよね。ですからいわゆる官制の役人が役所をやっているような物とは違うと理解しま

したが、非常に貴重なご意見だと思います。ありがとうございました。実は少し宣伝させて頂

きますが、子供に対する事は私も痛感しました。三松さんも良くお分かりですが、有珠に行っ

て見ていると一生懸命避難所で説明するのです。岡田先生は何故火山が噴火して、何故こうな

ったと、何故、何故と彼が１時間喋って、皆聞いているけれど質問を見ていると、「先生の言う

事は分かりました。ところで何時帰れますか」。全然聞いていないのです。失礼な言い方ですが、

私はそういう印象を受けてショックを受けました。 

私の結論の１つは、大人は難しくてだめで、子供ならという言い方は非常に感情的で悪いです

が。県知事に直訴して、教育委員会からトップダウンでお願いして下さいといって、無理やり

予定を割り込んできました。先生方の夏休みの研修プログラムに入れて頂き、２日１組で座学

半日、火山の実験半日、翌日一日野外見学という事です。小中学校の理科担当の、教員の正式

の研修で、去年２回やりかなり好評頂き、今年もまたやります。私のポイントは、このように

システムを乗っ取ってやらないと、なかなか先生方が出て来られないなあという難しさがある

ので、少し宣伝させて頂きました。 

ピーター・フレンゼン： まず子供に対しての教育は非常に重要で、非常に面白い。それが基

本的には成人と同じであるという意味で、両方ともに力を注いでいるという事です。 

海野： 三宅島の海野です。子供へのガイドの仕方、体験的な事という事ですが、ガイドにと

っては子どもが参加者という事がいちばんの教師なのです。ですから子供にという時には、と

にかく子供を観察して何が良くてどういう反応が良いのかという事を、良く見ていると答えは



たくさん見つかってくるように思います。三宅島の溶岩流は非常に軽いです。まず溶岩流の上

に立つと子供は色々歩いて、ガスッとなったり、触ったりします。石は重い物だと思っていた

のでその格差にびっくりします。その内洋服にくっ付くとか、色々な行動をします。それから

何故軽いかという話しをするととても良く聞きます。ですから何に興味を持って、興味を持っ

た事に上手く反応、対応する事が良いと思います。そうすると今度海岸に行った時は石が重い

ので、それはどうやって出来たかという事でまた良く聞きます。興味を持った事が面白い話し

として聞けるとなると、どんどん聞いてくれるようになります。ですから参加者、子供の観察

ではないかと思います。 

荒牧： ありがとうございます。そういう事は重々分かっているのですが、私は大学のがりが

りの研究者で育ったものですから、子供の扱いが出来ないというのを今ごろになって思い知ら

されました。ですから小中学校の先生に限りない尊敬の念を抱くようになりました。教育のテ

クニックというのは非常に重要だという事が思い知らされたので、一長一短に片手間にやるも

のではないと思いました。私ども学会サイドから出来る事といえば、教える側のスキルを持っ

た先生に、基本的な資料を提供するという事が１つの意味はあるかと思っています。私は基本

的に火山学者面をしている連中の相当部分というのは、子供さんに対する教育のスキルはゼロ

に等しいと思っています。それはあなたの仰っている事を破壊するのでなくて、逆に今そうい

う事が非常に重要であるという事を理解しているという事を申し上げたわけです。全ての火山

家がそれを出来るとは私はとても思いません。 

伊藤： 子供への教育の話しが出て来ましたが、子供の目線で自然をどう見るのかという事は、

きちんと学習させる必要があると思います。私は小中学校の先生をやった事はありませんが、

今夏休みになるとＮＨＫで子供科学相談という回答者をしていますが、大体地球関係、気象の

話しは私のところに来るのですが、子供のレベルで話しをしなければならないというのは大変

苦労します。 

 86年の大島の噴火を見ても、今成人を迎えるような人たちは赤ちゃんでしたのでこの噴火を

知らないわけです。ですから次の噴火に備えるためには、今の子供たちにどう教えておくのか

という事が私は大事だと思います。火山の間隔と言うのは、有珠山や三宅島のように間隔の短

いのは関心が持続しますが、大部分の火山というのは、何10年とか何百年に１度大きな噴火を

するという事ですから、次の噴火までの間にかなり時間があるのです。ですから今大人に喋っ

てもだめなので子供たちにクリックするのが大事だと思います。たとえば火山ではありません

が、南海大地震というのは多分可能性としては2030年代くらいが１番高いのではという事を考

えると、今の小学生が中年になった頃地震が起きるという事ですので、いかにそういう形に持

っていくか、防災への関心というものを持続させていくのかという事も非常に重要だと思って

います。 

三宅： 今子供の教育という事で、私も非常に興味を持っています。私は大学で教えているの

ですが、学生と子供に対する教育は非常によく似ています。私たちのキャッチフレーズは、「テ

ィーチ」教えたらだめで、「インボルブ」巻き込んでやらないともうだめだというのがキャッチ

フレーズになっています。昨日福島さんの話しにもありましたが、子供は何かの行事で話しを

どんどんさせた場合はだめで、何か手を動かして取り組ませると非常に良いという事で、大人



と逆の関係になっているという話しでしたがすごく面白いと思いましたし私も大変勉強になり

ました。焼岳でハザードマップが出来た後、地元の小学校で体験授業を今年も含めて３年続け

ております。話しをした時はやはり失敗していまして、何でも良いから手を動かすような事、

たとえば焼岳体験登山で水蒸気が出ている所を小学生に登らせています。そこで課題を与えて、

それぞれの噴気口の温度を測らせて98度になったら噴火するよと言ってやらせて見ると生き生

きしています。ああ、そういう事なのだと私は今痛感した次第です。 

杉本： 島原市の杉本です。先程荒牧先生から小中学校の先生たちに火山を知ってもらうとい

う話しがありましたが、実は雲仙普賢岳の災害から14年経っています。島、村でも６月３日前

後になると小中学生を対象に色々なイベントをして、各学校で色々な勉強をしています。その

中で話しをしていく時に、14年経ってもう既に子供たちに学校の先生が教えている内容が、土

石流で死んだというように教育を受けていて、そのような話しをしている先生が現にいるわけ

です。ですから少なくても島原に始めて赴任をした先生についてはきちんと事前に学んで欲し

いと思いますし、教えるような機会を作らないと本当の意味で子供たちに災害が伝わっていか

ないという事を現実に感じています。 

荒牧： 非常に重要なコメントだと思います。とにかく教育技術というのは莫大な世界なので

す。私はその外にいるから分かりませんが、せめて出来る事は専門家から先生に物を渡すとい

う事が重要ではないかと思っています。時間がかなり押して来ましたが、司会者側から１つ提

案があります。 

三松： 私は先程ここにある博物館の抱える問題という事で、勝手に箱根町の大涌谷自然科学

館を喋らせて頂きました。袴田さんは思い出したくもないという部分もあるかも知れませんが、

その部分と、首都圏の小中学生を数多く箱根という絶好のブランドで教育的な配慮で行動して

来られたその施設が無くなった、また噂では次のステップについて議論が始まったという部分

がありますので、その経緯、思い、また次のステップについて披露頂ければと思います。思い

出したくもないという事であれば敢えて無理は申しませんが如何でしょうか。私どもとしては

本当に残念だったのです。最初の主たる施設として行動しておられたのが、町議会のレベルで

閉鎖になったという残念さは、先生も長い時間をかけられた部分が消えてしまったという事で、

コメントを頂くのが失礼かなと思いつつ敢えてお願いする次第です。 

袴田： 以前大涌谷の自然科学館におりました袴田と申します。昭和47年に箱根町で大涌谷の

自然科学館を作ったわけですが、当時自然科学という事で、火山も含めて、動物、植物それに

伴う全てを網羅した大規模な展示面積にして、４千㎡もあるような大きな物を作ってしまった

わけです。実際当時箱根には2000万人から 2500万人くらいのお客さんが見えているという事

で、その内の３分の１くらいは入って頂けないものかという事で、色々な行事をやったりして

まいりました。しかしいちばん良い時で、大涌谷に来られるお客さんは大体 300万人で、その

１割、２割程度しか館の中に入って頂けなかったのです。私どもとしても各学校へ出掛けて、

学校の教科の１つとして箱根の状況を教えて、箱根はまだ生きている火山なのだという事を示

してあげて来ました。時々箱根では新しい噴気穴が出来たりして、その度に色々なルート等、

ネイチャートレードも変更したりして来ました。また最近になって低周波地震も起きてくると

いう事で、大体何処あたりでありそうかなというのも見えて来ています。本当はこういう事を



言ってはいけないのですが、箱根はそのうちまだ生きている火山として噴火する可能性もある

のではないかという事です。それを今までの長い歴史を通じて現在でもまだ生きているという

事を、教えてあげたいと思い主に小中学生に対応してきたわけです。ですから学校から来られ

ると一学年 200人くらいですので、こちらの講堂ですと 150人くらいしか入れませんので、学

校側も配慮して宿舎に来て話しをしてくれないかという事がずいぶんありました。夜遅くまで

子供たちと付き合った事もあります。そうするとやはり子供たちも目を輝かせて、眠くて仕方

がないけれどもがんばって聞いてくれていました。そしてその感想も感想文として送って頂い

たという事で、これは本当に箱根でやらなければいけない施設だ、絶対にこの施設を潰しては

いけないと思ってはいたのですが、何とも残念ながら一昨年閉館という事になりました。でも

役場の上層部の方々、議員さん、そちらにも話しをかけまして、やはり火山博物館的な物は絶

対に必要で、大きくなくても良いからそれを教える事の出来る施設、スペースを作って将来の

状況の変化に対応してまいりたいと思います。ただ新しい施設を直ぐ作るという事は、町長は

まだ口にしておりません。議会では新しい火山学習センター的な物に対して、基本的な構想を

作らなければいけないという事でこの４月から始まっております。残念ながら私が直接担当出

来れば良いのですが、今のところ私のところに担当が回って来ていませんので、知り合いの展

示屋さんを通じて、何とか上手く子供たちに分かり易い施設を作れるかどうかを今練っている

ところでございます。ですから大涌谷は全く無くなるのではありませんが、まだ何時というの

が無いという状況です。 

三松： どうもありがとうございました。早く実現すればと思います。あの施設を通して地球

を見て、その専門分野に入っていかれた方は数多くあるのではと思いますが、そういう意味で

果たされた功績は大きいと思います。首都圏の近くの身近な火山は、山梨の富士山、箱根です

が、箱根の方がこぢんまりとしていて親しみ易いので子供たちにも良くて、富士山はスケール

が大きく、その大きさの中で何を学ぶかはけっこう大変です。ですからコンパクトな箱根とい

うのは、教育の場として火山だけでなく自然も含めて教えられる絶好のフィールドだと思いま

す。我々組織としても許されればバックアップの声を挙げたいと思っています。袴田さんも今

後ともがんばってよろしくお願いしたいと思います。 

荒牧： ありがとうございました。小さなフォーラムではありましたが中身は濃くて実りがあ

ったと私は思っています。これで終わるわけではありませんが、取り敢えず皆様のご協力で成

果を上げられたと思っています。簡単な報告書を作り皆さんに差し上げますので読んで頂き、

出来れば紹介して頂けるとありがたいと思います。 

福島： 昨日議論になったかは分かりませんが、根底には日本の地学教育の貧弱さがあると思

うのです。地学というのは本来あらゆる動植物を含めた自然のベースになるべき物です。とこ

ろが今、たとえば高等学校で地学という科目を開設している学校がだんだん少なくなって来て

います。たまに開設している所があっても、生物や物理の先生が教えているからいいかげんな

事を教えたりしています。要するに先生が教えられないからその生徒が先生にならないという

悪循環です。そういう事を考えると、火山系の博物館というのは地学教育の１つの突破口にな

るべき位置付けがあるのではないかと思います。学校で取り上げないのなら子供たちに対する

課外教育、課外学習の突破口になるべきだと思います。先程仰ったように子供たちが実際に手



に取って、参加して学習を進めるというような位置付けが非常に大事だろうと思っています。 

荒牧： ありがとうございました。他に何かコメントをぜひという方はいらっしゃいますか。

時間も過ぎましたのでこの辺で終わろうと思います。皆さんご協力ありがとうございました。 

 

荒牧先生どうもありがとうございました。これで昨日の午後から今日の午前中までの公開討

論会の部はクローズにしようと思います。午後は公開講演会という事で、午後１時30分からこ

の場所でスタートします。ありがとうございました。 

 



国際フォ－ラム「火山博物館とエコツ－リズム」に参加して 
                       

 阿蘇においては近年、フィ－ルド学習を希望する学校団体やいわゆるエコツア－をやりたい

という一般団体、ファミリ－客が増加傾向にある。阿蘇全体を訪れる観光客はそれほど増加し

ているわけではないのに、そういった体験活動を行いたいという希望者は増えているのである。

つまり、多くの人々が、より質の高い観光や体験学習を求めているといった傾向が顕著となっ

てきている。 
 このような状況を受けて、私たちのような観光地に立地する博物館では、単に資料の収集・

保存、調査研究といった博物館の基礎的な活動だけでなく、フィ－ルドワ－クを取り入れた教

育普及活動にも、これまで以上に力を入れなくてはならない状況になってきている。 
 たぶん、このような状況は阿蘇に限らず全国的な傾向であろうと考えてはいたが、今回、米

国のセントヘレンズ火山周辺の状況の他、日本各地にある火山系博物館のある地域周辺の様子

を聞かせていただいたが、それぞれの地域に於いて似たような需要が高まっていることを再認

識させられた。またそれぞれに特徴的な活動が展開されていて、今後の阿蘇での活動展開につ

いて、たくさんの示唆をいただいた次第である。 
 開催地である山梨県の富士山周辺においては、阿蘇地域を１歩も２歩もリ－ドしていること

を感じた。それは、既に「エコツア－」を実施するシステムづくりがかなり進んでいるという

ことである。フォ－ラムの前後に時間を作っていくつかの場所や施設を訪れたが、私が行った

所では、エコツア－が実施されており、またきちんと登録されたインタ－プリタ－の方が質の

高い解説をしておられた。「富士山憲章」なども作られており、地域全体としての富士山に対す

る思い入れが感じられた。 
 セントヘレンズ火山周辺や日本各地での取り組みもそれぞれが特徴的である。それらを担っ

ているのは、やはりそれぞれの地域で活動している“人”である。今回のフォ－ラムでは、火

山系の博物館に従事する人からの発表が中心であったが、聴講者には自然体験活動の実践者や

火山研究者、行政関係者も多く見られた。今後はこれらに加えて、教育関係者、旅行業関係者

なども含めて、様々な連携がなされることを望みたい。そしてお互いに不足する情報を補完し

あうことによって、より質の高い「エコツ－リズム」を展開していくことができるであろう。 
また、そのことによってこれからの「エコツ－リズム」のありかたや、日本における自然公

園の、より有効な使い方などについて、活発に議論されていくことが望まれるところである。 
 

財団法人阿蘇火山博物館 久木文化財団 
阿蘇火山博物館  池辺伸一郎 

 



国際シンポジウム「火山博物館とエコツーリズム」に参加して 

 

６月２４日２５日の両日、山梨県環境科学研究所にて開催された、国際シンポジウム「火山博

物館とエコツーリズム」に参加することができました。この国際シンポジウムは、全国及び海

外の主要な火山系博物館などに勤務されている、火山に関する知識、学術的情報の普及を目指

す関係者が一堂に会し、今後の方向性や考え方を論議する、大変貴重な機会でありました。 

北は北海道から南は桜島まで、またアメリカのセントヘレンズなど数多くの火山系博物館の話

をお聞きしました。各地の火山が、それぞれに個性を持ち、噴火の形態も多種多様であるよう

に、各施設においてもそれぞれの皆様が、火山の知識を普及するために、多種多様な活動をさ

れていることが印象的でした。しかし、その目的は、火山を多くの人に知ってもらい、理解し

てもらうことにより、噴火に際する被害を減少し、防災に役立てるためという同一の考え方が

あるということも、大きな収穫でありました。 

磐梯山噴火記念館における火山観察会の開催については、開館当時に比べて少し入館者が減

少した分、そのような活動ができるようになったとの報告がありました。入館者の減少を、発

想の転換により、火山観察会や学校への出前授業など、より効果的な取り組みがなされていま

す。入館者の減少をただ悲観することはないのだということでしょう。 

有珠山周辺では、火山との共生の歴史を伝承し、火山の恵みと自然災害を学ぶ新たな体験学習

ゾーンの形成を目指したエコミュージアム構想が展開され、立山カルデラ砂防博物館では、立

山カルデラの荒々しくも豊かな自然と、人々の歴史をトロッコで訪ねる企画など、自然そのも

のをフィールドとした活動などは、今、雲仙岳地域で展開しようとしているフィールドミュー

ジアム構想に大変参考になるものでした。 

ピーター・フレンゼンさんのセントヘレンズにおける考え方は、狭い国土の日本ではなかなか

できないことかもしれませんが、噴火により被害を受けた場所に、いっさい手はつけないので、

その後の回復そのものをひとつのステージとしていること、そして 24年間で戻ってきた自然、

とても興味深いものでした。 

最後に、いろいろな企画をする場合に、一番大変なことが人集めです。その点では、桜島友の

会の福島さんの人集めは、大変ユニークで、素晴らしいものでした。たとえば、国土交通省の

火山観測用トンネルを活用した桜島地底探検ツアーは、トンネル工事現場で、「このツアーが一

般の人が入れる最初で最後のチャンスです」と銘打って、多くの人たちを集めたそうです。こ

のように、日ごろ個人では行けないところ、日ごろ聞けないような人の案内での観察会など、

工夫することで、人集めができることも大変勉強になりました。 

皆様のお知恵を借りながら、参加者もスタッフも大いに楽しみながら、火山と親しみを持ち

「災害を口にしないで災害を学ぶ」このような減災を目指したいと思います。 

 

島原市役所防災対策課 杉本伸一 



「エコツーリズムと自己責任」 

 
今回のフォーラムでは、エコーツアーについていろいろ勉強させて頂き有り難かった。自然

を直接体験する行事は各方面で数多く行われてきているが、やはり生物が中心である。動物、

植物の名前の説明・解説だけというのは、さすが減少傾向でるが。 
さて、私達は火山や火山砂防関係のエコツーリズムに関係するが、あってはならないことだ

が、一般の自然観察的な内容より、事故がより心配である。今日のように何か事故が起こると、

補償問題が起き、すぐ裁判となる風潮はなんとかならないものだろうか。勿論主催者が何もせ

ずに、起こるべきして、起きた事故は問題外だが。 
 立山カルデラ砂防博物館では、年間３２回もの立山カルデラ砂防体験学習会を開催している。

崩壊地である立山カルデラに直接出かけ体験している。「募集のてびき」に、わざわざ危険地で

すよと、記す、募集案内らしからぬ文章がある。さらに、申し込み書には「危険に関する説明

を読み、承知した上で参加し、参加者心得を遵守します。」とあり、記名と判子をきちんと押し

て頂いている。これだけで事故責任を免れることはできないが、それなりの覚悟をもって参加

されることになるのではないだろうか。 
 事前に関係者の安全対策会議、救命講習会、林道を通るので林道に関する打ち合わせ会など

を何回も開催し安全に運営できるように毎年検討している。また、前日には、降水確率などを

もとに危険性を考慮し、現地、道路などの管理者と打ち合わせお行い、実施か中止かを決めて

いる。さらに、当日の朝、参加者の集合後でも危険が考えられたら中止している。前日には実

施と判断し、連絡したのに、当日になってしかも県外遠くからわざわざ出かけて頂いた方に中

止と告げるのは大変気が重い。しかし、安全には変えられない。 
何かあるとすぐ責任を押しつようと相手を探そうとする人間が多くなったように感じるのは

私だけであろうか。その対策として、一番簡単の方法は“入れない”“通さない”“開催しない”

であろう。 
こんなことが一般化されないように“自己責任”をもっと広がってほしいものだ。 
「費用と安全」は個人持ちなる発言をする人もいる。安全は各人が責任をもつ、そんな世の

中を期待したい。 
                 富山県 立山カルデラ砂防博物館 菊川 茂 



国際フォーラム「火山博物館とエコツーリズム」に参加して  

                 

 随分早い機会に、以前よりお世話になってきた荒牧先生からお電話を頂き、「富士山のハザ

ードマップの検討委員会で議論を続けてきたが、地域全体に富士山の火山活動に対する意識が

深まらない。基本的には富士山を良く知ることが大切で、エコツーリズムの活動を推進するこ

とになった。その一環として、実践先進地の「核」となっている各地の火山博物館の関係者を

招いてのフォーラム開催を起案中だが協力頂けるか」との事であった。 私たちの組織は、や

やもすればローカルにとどまる火山に関わる情報をお互いに共有しようという目的を持ち、雲

仙・阿蘇・有珠では噴火、磐梯・箱根では不気味なうごめきを体験しており、最近にわかにク

ローズアップされてきた富士山の防災意識啓発に少しでも役立つならと関係者一同の賛意を得

ることが出来た。  

 それからの日時、荒牧先生とのやり取りで、企画案が最終プログラムとなり、のご連絡を頂

くと“国際”という冠が付き、参集対象は関係研究者・ツーリズム実践者であり、しかも地域住

民対象の公開講座も組み込まれ、田舎の火山大好き人間の出る幕でなかった、軽々に受けてし

まった後悔に苛まれる思いが強まった。が、今更後には引けず、富士山の勇姿に招かれて山梨

に向かった。新宿バスターミナルで落ち合った博物館関係者と高速バスの車窓から富士を求め

るが、あいにく雲が低く姿を見せてくれない。ハイランドでは食事中の荒牧先生、フレンツェ

ン氏に出会い、言葉を交わす内に普段の自分に戻れた。フレンツェン氏とは直前に St.Helens火

山を訪問した時にお世話になり、氏のフォーラム終了後の有珠訪問では私がガイドする約束に

なっていた。  

   迎えの車で会場に向かう。流石に山梨県の施設、素晴らしい環境の豪華施設、再び萎縮し

そうな思いで会場を下見させて頂くと、こじんまりとして、椅子も 100弱しか配備されていな

い。正直の所、県立施設の主催イベントとしてはあまりにも参加期待数が少ないのに驚いた。

いよいよ会議に入る。発表者はそれぞれこの日の為に準備した用意周到の映像で事例を紹介、

それぞれに活発な質疑応答が展開され、参加者からの事例も発表され、会場全体に一体感がみ

なぎった。会場に溢れる程の聴衆が動員されていても、講演後の質疑はシーンとして無反応、

話した方が虚しさを覚える事が多々であるが、この会合はそれぞれが目的意識を持って参加し

ておれるので、まさしく生きたフォーラムの感が強く、数でない、質なのだと思った。その熱

気は、富士櫻荘に移動しての夜の第二部、更に翌日のフォーラム終了まで続き、このフォーラ

ムに参加できて本当に良かった、内容の濃い良い会合であったと思った。惜しむらくは公開講

演会に殆ど地域の参加が少なく、折角の機会に勿体ない、やはり富士火山に対する意識が随分

低いのが残念であった。  

 今日の日本の大衆意識が比較的その日その日に焦点があっていて、日常的で無いことに関心

が薄いという傾向が強い以上、民意を劇的に代えるのは至難である。有効な手法は、この会合

に参加した方々が小石となって、自分の周辺に小さな波紋を拡げる事だと思う。  

 

全国火山系博物館連絡協議会事務局 三松 三朗 

 



「国際フォーラム・火山博物館とエコツーリズム」に参加して 

 
先日、山梨県環境科学研究所で行われた「国際フォーラム・火山博物館とエコツーリズム」

に参加しました。その際、三宅さん・中村さんからフォーラムに参加した感想をまとめて欲し

いとのご依頼がありましたので、大変恐縮ながら拙文をお送りさせていただきます。 
【自己紹介】 
その前に私が何者かということを簡単にご説明したいと思います。私は産総研・地質調査総

合研究センター・マグマ活動ＲＧに学振ＰＤでお世話になっている火山研究者の端くれです。

これまでは記載的な火山岩岩石学により噴火現象を研究しておりましたが、最近は透気試験と

実験岩石学により発泡過程におけるマグマのガス浸透率の変化と脱ガス条件の解明を行ってい

ます。 
研究の傍ら、「日本火山の会」という全国の火山好きのネットワーク化を目的とした団体を主

宰しております。また今現在、盛り上がっている「自然教育・環境教育」の動きにもとても関

心持っており、自然教育・環境教育のムーブメントの中に火山分野をいかに溶かし込んでいく

か探るために、自然教育の講座などに参加したこともあります。 
今回は火山の会代表として、また火山の解説（インタープリテーション）を目指す個人とし

ての立場からフォーラムに参加させていただきました。２日間を通じて、いずれの発表者のお

話も非常に刺激的だったのですが、その中でも特に印象深いものをいくつか上げたいと思いま

す。 
【各地で始まった火山ガイドの育成】 
冒頭の荒牧さんのイントロで指摘されていた通り、日本の自然教育というのは動植物の話題

に偏っているということは私も感じておりました。しかしながら、磐梯山や阿蘇山など日本の

あちこちの火山博物館で火山を解説できるガイドの育成を目指しての活動がはじまったことは、

自然教育の中に火山分野が今後根付いていく可能性を感じさせてくれました。中でも阿蘇火山

博物館では、７０時間を越える講座をガイド育成のために行っていることには驚きました。受

講料が６万円と高額であるにもかかわらず人が集まることにフォーラム参加者も驚かれており

ましたが、私が参加したことのある自然教育系団体の講座（講義・実習含む）は３泊４日で６

万円でしたので、それらと比べるとさほど高くは無い印象です。私が受講したことのある講座

は参加者の年齢構成が２０－３０代中心で、漠然と自然教育に興味がある人の他、プロ志向の

人がかなりの数含まれていました。実際、自然解説で食べていくことは至難の業ですが、今の

若者の間では自然のインタープリターというのが一つの憧れの職業であることは事実だと思い

ます。 
【現在の自然教育にいかに火山を融合させるか】 
今後の火山博物館を中心とした活動によって、日本の自然教育の中に火山分野が食い込んで

いって欲しいと思いますが、自然教育が動植物中心となる理由は、動植物の解説に比べて、地

質現象の解説は理解しにくい（現象の時空間スケールがあまりに非日常的で言葉や概念もなじ

みが無い）という点が挙げられると思います。例えば露頭観察から噴火現象までイメージを作



るためには、それなりの基礎知識や経験が必要で、一般の人にとっては比較的見てすぐ分かる

動植物に比べてとっつきにくいという点があると思います。でも、ちょっとした壁を越えさえ

すれば、露頭を味わうことが可能になり、その向こうには火山の面白さが広がっています。火

山インタープリターとしては壁を越えるための道筋をうまくつけることが課題なのかと思いま

す。そのためには、火山現象をイメージしやすくする画像・映像素材の活用やアナログ実験（キ

ッチン実験）などが重要です。そのような素材や実験のための環境を提供してくれる場として、

火山博物館の存在が重要なのは言うまでもありません。 
セントヘレンズ公園のフレンゼンさんの発表にあった、噴火によって破壊された植生が回復

する様を地域の魅力の一つにするというのは、日本にとっては学ぶべきが多い点だと感じまし

た。フォーラムでも指摘があった通り、アメリカと日本では人間生活と火山との距離が異なる

ので、植生回復を完全に自然任せにするということは日本では場合によっては難しいところも

あると思います。しかし火山と植生が繰り広げてくれているドラマを根こそぎにしてしまうの

は、非常にもったいない話です。日本でも一定の区域を保護区とし、植生回復のドラマを体感

できる場が増えると良いと思います。また、このようなドラマをうまく伝えることができれば、

動植物を通じ火山の面白さに人々の興味を導くことが出来る絶好のチャンスとなると思います。 
【火山と人間とのドラマ：火山との共生】 
火山の魅力は、もちろん火山そのものの振る舞いにもありますが、それだけでなく、人間と

の相互作用にもあると感じます。このようなドラマは動植物からはまず感じることのできない、

火山特有のものかもしれません。今回のフォーラムでは、最近に噴火を経験した地域で災害遺

構などの噴火災害と人間との関わりを体感するための素材を積極的に保存しようという動きが

あることを知ることが出来ました。 
雲仙では、がまだすドームを中心に、火砕流に飲まれた学校や土石流に埋まった家屋などの

遺構が保存され、それらを結んだ素晴らしいコースガイドが既に完成しております。有珠山で

も、２０００年噴火で現れた火口群を巡る遊歩道の整備や泥流に飲まれた建物の保存が進んで

います。また過去の噴火での地殻変動により倒壊した病院など、そう簡単には見ることが出来

ない遺構が見学用に整備され、これらを結んだエコミュージアムがまさに造られようとしてい

ます。 
植生の自然回復と共通すると思いますが、すぐに噴火前の状態に戻すのではなく、被災物を

災害遺構として残すというのが、火山からの害を恵みに変えるためには有効と思います。また

各地域には噴火災害を経験した方々が多くいらっしゃいます。そのような方たちに、語りべと

なってもらい各地域の博物館などを拠点として、ガイドとして活動してもらえれば、地域を訪

れる人々にとっても興味深いだけでなく、地域住民の災害経験を風化させない効果もあり、メ

リットが大きいことが改めて分かりました。 
 また火山と人間の共生の姿としては、立山や桜島で実践されているような砂防治山施設の体

験ツアーというのも面白いと感じました。火山と近接した場所に人間生活がある日本では砂防

治山事業によって火山との共生が成立しているという面があると思います。砂防や治山施設に

は先人たちが営々と育んできた知恵と技術がこめられていると思うので、そのようなものも火

山と人間との関係を体感する面白い素材だと思いました。 



【火山と人間とのドラマ：火山の探求】 
また火山とのドラマを繰り広げているのが研究者だと思います。セントヘレンズでは現在進

行中の観測結果や研究成果が一般に公開され、インタプリテーションの素材の一つになってい

るようです。日本でも様々な分野の研究者が火山のことを知ろうと日々、苦労しています。教

科書どまりの内容だけでなく、研究者の努力によって今、明らかにされようとしている火山の

知見をうまく伝えることが出来たら、火山の魅力が一層増すことでしょう。論文的にドライに

伝えるのではなく、研究者の試行錯誤や苦労も含めて、人間臭さ満点のドラマとして伝えるこ

とが出来たら面白いのではないでしょうか。 
【火山の会の役割】 
さて最後に私が主宰する「火山の会」の役割を恐縮ながら考えさせていただきました。現在、

火山の会はインターネットを使って、全国の火山好きの人たちをネットワーク化しています。

軸になっているのは、メーリングリスト（現在参加者数は２７０人）で、こちらでは毎日のよ

うに火山の情報が配信され、日常的に火山の話題に触れられる環境が生まれています。しかし

ながら、インターネットから生まれた会であるため、特定の地域に根ざし、直接人々が交流す

る活動というのはなかなか難しく、組織としての人間関係もまだまだ希薄といわざるを得ませ

ん。そのあたりの問題を少しでも解消するために、多くの方の協力をえて、シンポジウムなど

のイベントの応援や野外見学会などを行い、それらを通じてより濃密な人間関係を形成してい

くための機会をつくっています。 
まだまだ微力な火山の会ですが、全国区のネットワークですので、各地域にある火山博物館

と全国の火山好きの間をつなぐパイプ役になれれば幸いです。火山博物館を中心に各地域で行

われている活動を火山の会のネットワークを通じて全国の人に伝え、火山好きが各地域に足を

運ぶきっかけに、またそれぞれの地域の相互的な交流のきっかけになり、火山好きと火山地域

の相互発展ための核になれればと夢見ております。 
また、インターネットというのは、火山の魅力に気づいていない人に火山の魅力を気づかせ

るためには有効なシステムと考えています。インターネットは便利なものでキーワード検索を

して情報に行き着くことが出来るシステムです。例えば、「死都日本」というキーワード検索を

すると、火山の会が死都日本を通じて火山の魅力を語っている「画像でたどる死都日本」とい

うページに行き着くことが出来ます。こんな形で、小説として死都日本に興味を持った人が、

火山の魅力にたどり着くための経路をインターネットの中に作っているつもりです。 
火山の会では型にとらわれない様々な火山の楽しみ方を今後発掘していきたいと思っていま

す。火山の様々な楽しみ方の紹介を通じ、火山の魅力の網をインターネットの中に張り巡らし、

火山と親しむ文化というものを微力ながら育てていきたいと思います。 
今後ともよろしくお願いいたします。 
 

竹内晋吾＠火山の会言いだしっぺ 
info@kazan-net.jp 

 
日本火山の会 

http://www.kazan-net.jp/ 



氏　　　名 所　　　　　　属

阿 部 征 輝 ＮＰＯ法人砂防広報センター

天 野 幸 治 山梨県消防防災課防災対策

石 峯 康 浩 防災科学技術研究所

一 宮 英 生 観光部観光資源課

内 山 美 恵 子 (独)産業技術総合研究所

宇 野 勇 富士河口湖町

海 野 義 明 三宅島自然ふれあいセンター

海 部 ゆ り え 世田谷区

大 久 保 和 樹 中巨摩郡昭和町

大 森 正 美 忍野村

奥 山 泰 之 明治コンサルタント（株）

小 沢 純 一 郎 鳴沢村

加 々 美 宏 子 観光部観光資源課富士山ボランティアセンター

金 谷 克 夫 富士吉田市

萱 沼 進 富士山ボランティアセンター

川 元 修 山梨県観光資源課

岸 久 美 子 忍野村

岸 信 一 郎 忍野村

秋 葉 圭 太 富士山ボランティアセンター

小 林 進 (独)産業技術総合研究所

小 林 正 廣

流 石 信 一 富士山ボランティアセンター

覚 幸 久 哉 砂防広報センター

真 田 喜 久 雄 富士吉田市企画部防災対策課

三 宅 康 幸 信州大学

塩 谷 み き アジア航測（株）

新 海 生 巌 山梨県森林環境部森林環境総務課

新 谷 雅 徳 ホールアース自然学校

杉 山 庸 子 東京工業大学火山体研究センター

鈴 木 稲 夫 厚木市

鈴 木 晴 江 日本交通公社

瀬 古 義 幸 ＹＩＥＳ

高 橋 務 富士吉田市

竹 内 晋 吾 (独)産業技術総合研究所

竹 谷 喜 義 富士河口湖町

武 田 祐 司 富士河口湖公認ネイチャーガイド協議会

田 島 靖 久 日本工営　（株）

千 野 和 広 大田区

戸 倉 克 や 上野原市

参　加　者　（順不同）



中 沢 進 富士宮東高

中 村 洋 一 宇都宮大学

袴 田 和 夫 箱根町

羽 田 和 夫 富士吉田市交流事業課

早 川 宏 富士吉田市

原 智 宏

日 野 原 茂 雄 山中湖村

日 野 原 玲 子 山中湖村

広 瀬 敏 通 富士郡

広 瀬 正 三 山梨県森林環境部森林環境総務課

福 田 武 史 富士河口湖町ネイチャーガイド

藤 田 あ や 子 富士山クラブ

細 川 浩 一 富士吉田市

美 澤 綾 子 静岡県立御殿場南高校

宮 地 直 道 町田市

室 井 克 則 立山カルデラ砂防博物館

吉 岡 春 男 富士吉田市

米 丸 志 之

渡 辺 輝 吉 富士吉田市

参　加　者　（順不同）
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