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はじめに 

 

 2006 年（平成18年）8月，山梨県環境科学研究所において，県下小・中・高等学校教員を対

象とした研修を行った。これは，県教育委員会との共催事業として行われた。 

 8月1４日－1５日，8月1７日－１８日の2回に渡って，ほぼ同一内容の研修会が，開催され，

山梨県の小・中・高等学校教員など４２名の参加があった。 

 本報告では，実施内容の概略を記述し，参加者各位からのアンケートの結果とその分析，そ

して将来へ向けての，同様な試みへの建設的な提言などを記した。 

 

研修会を実施するにあたっては、山梨県教育委員会，同総合教育センターの関係者の方々に

は深甚な御理解とご協力をいただき，ここに心からの感謝を申し上げます。 

 

 

                                     

山梨県環境科学研究所 

                                                     所長 荒牧重雄 
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日程：

場所：

第１日目 （火山学講義及びアナログ実験）

9:00～ 受付

9:20～ 開会

9:30～ 火山学講義　 ３階　研修室

　　　　　　講師：

　　　　　　講師：

10:40～ ー 休憩 ー

10:50～ セミナー（問題提起及びグループディスカッション） ２階　第２・３会議室

　　　　　　講師：

12:20～ 昼食 ２階　第２・３会議室

13:00～  アナログ実験の解説、各実験のデモと解説 ３階　談話室

　　　　　　講師： 高田亮　相原延光　林　信太郎  高橋正樹　荒牧重雄

13:40～ 各班に分かれ、アナログ実験の体験

14:40～ ー 休憩 ー

15:00～ 引き続きアナログ実験

15:30～ 全体議論

16:00 解散

第２日目 　　　　　　講師： 荒牧重雄　高橋正樹　林信太郎　相原延光

9:20 山梨県環境科学研究所　集合

9:30 出発

11:30 スバルラインを下山

12:00 昼食　 鳴沢村総合センター

13:10

14:00 西湖こうもり穴発

鳴沢道の駅脇露頭

15:10 河口湖フィールドセンター（船津胎内）　溶岩樹型トンネル

16:00 山梨県環境科学研究所着　解散

林信太郎（秋田大学教育学部　教授）

1-1.研修会スケジュール

第 1 回

１階　エントランス

「火山噴火の話」

（噴火形態　ｽﾊﾟﾀｰﾗﾝﾊﾟｰﾄ 山麓景観　山頂方向の火口列

　　山体の構造などを説明）

西湖こうもり穴着　溶岩トンネル

（野外巡検）

富士スバルライン　奥庭駐車場でバス下車

約50ｍ歩道を登り割れ目火口へ

１階　エントランス

平成１８年８月１４日（月）～１５日（火）

山梨県環境科学研究所、富士山５合目及び周辺

荒牧重雄（山梨県環境科学研究所長）

高橋正樹（日本大学文理学部　教授）

「火山としての富士山」

「火山ってなんだろう」

相原延光（神奈川県立西湘高等学校　教諭）

高橋正樹　荒牧重雄

高田亮（（独）産業技術総合研究所　主任研究員）
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日程：

場所：

第１日目 （火山学講義及びアナログ実験）

9:00～ 受付

9:20～ 開会

9:30～ 火山学講義　 ３階　研修室

　　　　　　講師： 荒牧重雄（山梨県環境科学研究所長）

　　　　　　講師： 小山真人（静岡大学教育学部　教授）

10:40～ ー 休憩 ー

10:50～ セミナー（問題提起及びグループディスカッション） ２階　第２・３会議室

　　　　　　講師：

12:20～ 昼食 ２階　第２・３会議室

13:00～  アナログ実験の解説、各実験のデモと解説 ３階　談話室

　　　　　　講師：

13:50～ 各班に分かれ、アナログ実験の体験

14:40～ ー 休憩 ー

15:00～ 引き続きアナログ実験

15:30～ 全体議論

16:00 解散

第２日目

　　　　　　講師：

9:20 山梨県環境科学研究所　集合

9:30 出発

11:30 スバルラインを下山

12:00 昼食　 鳴沢村総合センター

13:10

14:00 西湖こうもり穴発

鳴沢道の駅脇露頭

15:10 河口湖フィールドセンター（船津胎内）　溶岩樹型トンネル

16:00 山梨県環境科学研究所着　解散

鳴沢旧石切場　青木ヶ原樹海の断面　大室山降下スコリア他

富士スバルライン　奥庭駐車場でバス下車

約50ｍ歩道を登り割れ目火口へ

（噴火形態　ｽﾊﾟﾀｰﾗﾝﾊﾟｰﾄ 山麓景観　山頂方向の火口列

　　山体の構造などを説明）

（野外巡検）

荒牧重雄　高田亮　中野隆

１階　エントランス

西湖こうもり穴着　溶岩トンネル

「火山としての富士山」

「火山ってなんだろう」

林信太郎 （秋田大学教育学部　教授）

高田亮　小山真人　荒牧重雄　

中野隆（山梨県環境科学研究所　研究員）

小山真人　荒牧重雄 

高田亮（（独）産業技術総合研究所　主任研究員）

1-２.研修会スケジュール

第 ２ 回

１階　エントランス

「火山噴火の話」

平成１８年８月１７日（木）～１８日（金）

山梨県環境科学研究所、富士山５合目及び周辺

 



◆ 火山学講義                 ◆ グループディスカッション



◆ アナログ実験 
「マグマの上昇と割れ目噴火」 

 
「溶岩流」 

 
「降下火砕物」                 「火砕流」 



◆ 野外巡検 「富士山御庭」           「コウモリ穴」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



「鳴沢道の駅」脇の露頭              「船津胎内樹型」               
 



                      

学校教員研修会アンケート結果                              

 
１ Ａ．火山講義「火山噴火の話」                （回答総数 ３９） 

（１）  講義内容について、該当するものに○をつけてください。 

ア 分かりやすかった  イ 普通  ウ 分かりにくかった  記入なし 

    ３７        １       １         ０ 

具体的に 

  ・見えない地中でおこっている現象を正確に理解することの難しさがよく伝わってきた。 
  ・恩恵という点。 
  ・総括的にお話いただき、わかりやすく思いました。 
・専門的な言葉が多く、理解しにくい所もいくつかありました。 
・自分自身に知識がなく、少し難しく感じたところもありましたが、興味をもって 
 聞けました。 
・マグマの構成について。 
・説明が大変で分かりやすかったが、写真や動画など見たい所が、けずられていたのが 
 残念だった。 
・自分自身に知識がなく、わからなかったことがあった。 
・基本的な内容を大変分かりやすく説明いていただいたと思います。 
・プレゼンが効果的。 
・時間的に短かったと思うが、２日間の日程を考えるとしかたない。 
・資料にプレゼンのコピーが印刷してあり、わかりやすかった。 
 （メモしやすかった。） 
・内容は難しいことが多かったのですが、わかりやすく説明していただけました。 
・火山について学んだのは、私自身高校以来だったので、新鮮で興味深かったです。 
・パワーポイント、写真、グラフ等見やすかったです。 
・話題が変わる度に「話のまとめは･･･」や「言いたいことは･･･」と注意して話してくれ

たため、ポイントごとの要点が分かりました。 
・実際の火山のしくみもわかりやすかったし、生徒にどのように火山について 
 教えていけばいいのかもよくわかりました。 
・せっかく先生のお話しを聞く機会でしたが、時間が短く、内容をとばしてお話されたの

が残念でした。２日間の内容が濃いので、無理もないと思いますが、ゆっくりメモをと

りながら聞きたかったです。 
・私自身初めて聞く内容、専門用語が出てきたりしていたもので、難しいところもありま

した。 
・噴火のしくみ（地球の内部構造プレートとの摩擦）がわかりやすかった。 
・専門的なことをまじえて（写真等も大変よかった）分かりやすく話していただいた。 
・地球誕生からの長い歴史の中での分かを考えるという意味がわかった。 
・火山の恩恵と災害の区分され、あらためて恩恵について考えさせられ、マグマ活動の 
ある地球の重みを感じた（他の惑星との比較もあり） 



                      

  ・専門用語で２，３分からないものもあった。 
  ・時々専門用語の意味が分からないものがありました。 
  ・スライムが豊富でわかりやすい。 
  ・受講は今回が初めてなので良かったです。 
 

（２） 特に印象に残ったことはありますか？ 
  ・特にありません。 
  ・ねばりけによる火山のちがい。 
  ・惑星の火山学について。 
  ・前半部分の内容が分かりやすく、確認できてよかったです。 

特に映像は迫力があっていいです。 
  ・火山の種類・性質等についてわかりやすくまとめられていた。 
  ・写真や映像をまじえての講義は分かりやすかったです。 
  ・マグマについて良くわかりました。 
  ・富士山付近が４プレートの接点であること。 
  ・映像が時間の関係であまり見られなかったのが、残念です。 
  ・太陽系の惑星の火山の話。 
  ・マグマが板状に上がってくることが視覚的にわかりやすかった。 
  ・マントル、外殻など内部の様子は直接見られないが、間接的な要因からここまで、 
   地下のことがわかっていること。 
  ・先生方がすいぶん急がれていた様子。 
  ・地球以外の惑星から見た火山という話がとても興味深かったです。 
  ・水があるからこそマグマが融解して火山活動が活発になるという話が心に残った。 
  ・休火山はないということ。 
  ・マグマのできる場所。 
  ・マグマを直接ボーリングによって見ることができないということ。 
  ・マグマ学が火山講義の学問であるということ。 
  ・火山の恩恵（火山による恵み）。 
  ・初心者にも分かりやすかったです。（もう少し時間がとれれば尚良い） 
  ・荒牧先生の話しぶりが印象に残った。 
  ・西湖と精進湖が火山泥流で分かれたことには驚きました。 
  ・スライド等の話が良かった。 
 

（３） 今後、本研修で改良すべき点があればご意見ください。 
  ・マグマが生じるシステム、マグマの性質のちがいの生じるわけ、火山タイプ違いの 

生じるわけなどについて説明の時間を割って欲しい。 
  ・難しい内容でもきっちり説明してほしい。 
  ・教育現場での実験に役立つ内容が入っていると大変有り難いです。 
  ・写真・動画をたくさん見てみたい。 
  ・私は地理を担当していますが、個々の現像だけでなく、授業では「火山の恵み」についても 



                      

   必ず話しをしています。その点、同じ方向性のお話しでしたので自信がもてました。 
  ・もう少し時間がほしかった。 
  ・実際の噴火や火砕流の内容を遺影蔵で見せていただきたかったです。 
  ・もっと時間が長ければいいなと思いました。 
  ・午前に一講座、午後に一講座くらいで分けて聴講するのはどうでしょうか？ 
   内容をじっくり聞いてみたいし、質問もこのくらいの人数ならしやすいです。 
  ・もう少し時間をかけてほしい。 
  ・火山と土の石の説明もほしかったです。石のこともよく分からないので。 
  ・荒牧先生の話を長く聴きたかった。 
 
 Ｂ．火山講義「火山としての富士山」 

（１） 講義内容について、該当するものに○をつけてください。 
ア 分かりやすかった  イ 普通  ウ 分かりにくかった  記入なし 

        ３２          ７       ０        ０ 
     具体的に 
  ・スライドの内容が全体的にプリントされているので、メモの取り方にとまどい、 
   よく話しを聞けなかった。 
  ・資料にないスライドが多かったので、全て入れて欲しかった。 
  ・内容が多く進め方がはやく感じられた。 
  ・理解しにくい点があり、難しかった。 
  ・富士山はどこにあるのか、地学的に説明していただいたところがよかった。 
  ・富士山やその周辺の地形など詳しく知ることができました。 
  ・専門的な言葉が多く、理解しにくい所もいくつかありました。 
  ・映像をまじえてとても興味がもてました。 
  ・富士山の歴史について。 
  ・様々な映像がありわかりやすかった。 
  ・富士山の歴史的変化過程について大変わかりました。 
  ・プレゼンが効果的。 
  ・内容が少し多かったように思います。 
  ・富士山の噴火の歴史がよくわかりました。 
  ・写真がたくさんありわかりやすかったです。 
  ・応力－ひずみの関係と噴火口が垂直の関係であることがくりを例えにされ分かりやすか

った。 
  ・富士山の身近な場所でのことなので理解しやすかったです。 
  ・ハザードマップがどのように作られていったか、たくさんの検証があって作られたとい

うことが心に残った。 
  ・資料などとも関連させて富士山の噴火の様子を分かりやすく話していただいた。 
  ・富士吉田市在住の者として活火山としての富士山を改めて意識し、防災に心がけたいと

思った。 
  ・富士山が一層身近な存在になりました。 



                      

  ・ハザードマップ作成の詳しい所が分かった。 
  ・専門用語が少し難しかったかなと思います。 
  ・身近な富士山の地下部の話しは新鮮であった。 
   

（２） 特に印象に残ったことはありますか？ 
  ・パホイホイ溶岩とアア溶岩のちがい。 
  ・富士山の噴火でも貞観と宝永が特異であるということ。 
  ・火砕流について。 
  ・火山が災害だけでなく、地形、土地等有用であるということ。 
  ・具体例などがあり、わかりやすかったです。 
  ・火山の恵みについて良くわかりました。 
  ・ハザードマップについて。 
  ・ハザードマップはよくわかりました。 
  ・富士山のなりたちなどがわかりやすくてよかった。 
  ・富士山のおいたちがよくわかりました。 
  ・噴火予測方法には２種類あること。 
  ・火山と溶岩の形態が関連していること。 
  ・とても身近にいながらわかっていないことがたくさんあったこと。 
  ・噴火、火山における恩恵という点で数々の偶然が重なり、今のこの地域の豊かな自然がある

ことを知り、嬉しく思いました。 
  ・富士山があるからこそ恩恵を受けているという話。もしなかったら･･･今とは全く違う生活だ

ったんだと実感した。 
  ・富士山の火山としてのプラス面。 
  ・火山の恩恵と災害について改めて考えることができた。 
  ・ハザードマップがどのようにして作成されたかが分かりました。 
  ・ハザードマップの改良点。富士山噴火の前兆現象（宝永）。 
  ・富士山ハザードは、危機管理とも関わりがあり、役立ちます。 
  ・３年以上もかけて作成されたことが印象に残った。 
  ・スライド等がよかった。 
   

（３） 今後、本研修で改良すべき点があればご意見ください。 
  ・資料にないスライドが多かったので、全て入れて欲しかった。 
  ・子供に説明する、答えるという視点も加味してお話していただければ有り難い。 
  ・後半、時間が足りなくて残念でした。 
  ・最後時間の関係でハザードマップの活用についての話しが少なかったのが残念です。 
  ・時間が短かった。もう少しゆっくりと聴きたかった。 
  ・ポイントをしぼった方がよいのでは。 
  ・パワーポイントとプリントが一部一致していなかったので残念でした。 
  ・後半の話が時間の関係で削られたので、もっと詳しく聴きたかったです。 
  ・時間がもっと欲しかったです。 



                      

  ・やはりもう少し詳しく説明して欲しい。 
  ・ハザードマップが各自治体、各学校でどのように取り組まれているかを示したい。 
   教育委員会にも提示すべき課題でもある。 
    
２ セミナー「火山ってなんだろう？」 

（１） 講義内容について、該当するものに○をつけてください。 
ア 分かりやすかった  イ 普通  ウ 分かりにくかった  記入なし 

          ３２        ６       １        ０ 
     具体的に 
  ・先生と会話する中で、質問に方向付けをしていただけて、解りやすく説明していただけまし

た。 
  ・かなり専門的なことが多いのでついていけなかった。 
  ・マグマ、火山の専門家と話すことができてよかった。 
  ・富士山噴火の歴史から見た現在の富士山状態。 
  ・質問に対してわかりやすく答えていただいたこと。 
  ・個々の質問に丁寧に答えていただけた。 
  ・“たとえ”を身近なものを例にして説明していただけた。 
  ・ｸﾞﾙｰﾌﾟの人と火山について話せたり、講師の先生にいろいろと分かりやすく説明いただきよ

かったです。 
  ・質問と応答について。 
  ・専門の先生の話しが聞けたことがよかった。 
  ・知識のない私にわかるように答えてくれていた。 
  ・大変わかりやすく質問に答えていただきました。ただ、午後にでも他のテーブルで出た質問

なども全体で共有化できるとより良くなるのではと思いました。 
  ・大きく防災教育と火山に関する質問の２つに時間を分けてみた方がいいのかもしれないと感

じました。 
  ・先生が一つひとつの質問を丁寧に答えてくれた。 
  ・少人数グループに１人ずつ専門の先生に入っていただき、聴きたいことが聞けてよかった。 
  ・すぐに質問に答えてもらえてありがたかったです。 
  ・火山学者の先生に直接質問をして答えていただいてよかったです。 
  ・自分の質問に一ずつ丁寧に答えてくださってありがたかったです。 
  ・話し合い形式にしたのがよかった。 
  ・地震と火山の関連性について時間スケールを例に分かりやすく説明されていた。 
  ・富士山のハザードマップについて話しを聴きました。 
  ・少人数でお話しをうかがえること。分かりづらいことについてその場でうかがえることは良

かったです。 
  ・噴火、火山ということ、こわい避難などのマイナスイメージをもちやすいが、火山について

くわしく話をきくと、火山がもたらす成長というところも感じることができ、子供にも伝え

てあげたいと思いました。 
  ・学習不足のため、何をどのように質問したらいいのか迷ってしまった。 



                      

  ・どんな質問にもすぐ答えていただき大変よかった。 
  ・普段、質問に思っているささいなことがたずねられてよかったです。 
  ・質問形式が良。 
  ・素朴な疑問にもていねいにお答えがいただけました。 
  ・一つ一つの質問、疑問に丁寧に答えてくださったことが印象に残った。 
  ・何でも質問にのってくれるので、素朴な疑問でも気軽にきくことができました。 
  ・質問を出すように言われると出しにくい。 
     

（２） 特に印象に残ったことはありますか？ 
  ・わかりやすく話をしてくださりありがたかった。 
  ・教員は体験することに消極的。 
  ・プレートの説明がわかりやすかった。 
  ・富士山について。 
  ・水とマグマの関係について今まで、疑問だったことがよく分かった。 
  ・予知のしくみ（難しさ、可能性、火山情報について）。 
  ・恩恵という点。 
  ・質問に親切ていねいに解答していただいたこと。 
  ・研究者の方々と直接話ができたことは、とてもよいと感じました。 
  ・お昼を一緒にとりながらもたくさんのお話をきくことができたことは本当によかったと 
   思います。 
  ・忘れていたこと、またぼんやりとしていた知識がはっきりし、自分の中ですっきりしました。 
  ・噴火と地震の関係についての話です。 
  ・裏話がいくつか聞けたこと。 
  ・まだ、解明されていないことが多いことがわかりました。 
  ・個々のわからないことをより詳しく聞くことができてよかった。 
  ・火山と地震の関係、火山と温泉の関係など普段聞けない話が聞けて興味深かったです。 
  ・先生が夢を持って語っていたことです。 
  ・火山について「小さい子どもにどのように教えたらよいか？」という質問に対して高橋先生

が身近な例をあげながら、簡単に説明するべきだというアドバイスをしていただきました。 
  ・富士山が噴火した後の自然の生態変化について聞くことができ良かったです。 
  ・火山灰も生活の中ではとても役立っていたということ。 
  ・磁場が放射能をカットしているということ、太陽系という広い視野で富士山のことを考えら

れた。 
  ・人の一生は 70,80年長くて 100年ですが、火山を語るのにはスケールが違うということを痛

切に感じた。 
  ・フォッサマグナの形成について。 
  ・質問しやすい雰囲気の中で話ができたこと。人数が少なく質問しやすかった。 
  ・ざっくばらんに質問が出来てよかった。 
  ・多くの先生に話を聞けたこと。 
  ・自然遺産について。 



                      

（３） 今後、本研修で改良すべき点があればご意見ください。 
・基礎知識の少ない人には、何を質問したら良いかがわからなかった。 

・他の惑星との違いについて説明して欲しい。 

・自分自身、質問点を整理して臨めば良かったと反省している。 

・グループ分けを事前に行っておくとよいと思いました。 

・前もってこのような場が設定されていうとわかっていればもう少し事前に質問したいことな

どをまとめてこれたと思います。 

・後半席を移動したくても、しずらい状況にあったのであのまま話を聞かせていただきたいよ

うな気もします。 

・もう少し時間が欲しかった。 

・学校で実際に行った授業等を知りたい。 

・参加各自が質問をもっと考えてくる必要があった。 

・小・中・高別のグループにすることも一つの方法かな。 

・席を移るタイミングを同じにしていただいた方が色々うかがえたかなと思いました。 

・班編制を事前にしておくとよい。司会などの役割分担もスムーズに決めたい。 

・もっと時間をとって欲しかった。 

・雑談、昼食中の会話という形式はとても交換がもてた。 

・小学校の教育課程にも準拠した内容にするともっとよいと思います。 

 
３ アナログ実験                      （回答総数 ３９） 
 Ａ．「実験１：マグマの上昇と割れ目噴火」 
   （１）実験の内容について、該当するものに○をつけてください。 
      ア 分かりやすかった   イ 普通   ウ 分かりにくかった  その他 
           １７        １７        ０        ０  
     具体的に 
   ・もう少し実際に近いものがほしい。 
   ・子どもに説明する際、役立つと思います。 
   ・工夫されている点（特に割れ目噴火や煙の形が徐々に観察できた）。 
   ・学校の実験でできそうな気がしたので機会があったらやってみたい。 
   ・一目で分かること（マグマの上昇と割れ目噴火の様子）はすばらしい。 
   ・目には見えないが地中の様子がわかりとても興味深かった。 
   ・マグマがどのように上昇していくのか、その過程をゆっくり見ることができてよかったで

す。 
   ・やわらかい容器で横から圧力がかかる実験は納得させられました。 
   ・主体的にマグマの様子、動きが見られよかった。 
   ・マグマが板状に上昇する様子が視覚的にわかりやすく説明されていてよかったです。 
   ・噴火する直前に盛り上がるのが確認できる等予兆現象も見られたのがよかった。 
   ・視覚的にもとてもわかりやすかったです。ゼラチンと油を使うのがおもしろいと思いまし

た。準備が大変かなと思います。 
   ・地中で見ることのできないマグマの動きを見ることができてよかった。生徒にも見て分か



                      

りやすい実験だと思います。 
   ・地下を上昇してくるマグマの様子がよくわかった。 
   ・密度が違うので浮力と上昇する過程がよくわかった。 
   ・具体的に指導したい内容が視覚的にとらえられること。 
   ・身近なもので準備ができること。 
   ・マグマの割れ方が視覚的に理解できたのはよかった。 
   ・必ず一定方向に割れ目がはいること。 
   ・地中でマグマが板状に上昇していく様子が大変よくわかりました。 
   ・実際に見ることができよかった。 
   ・頭の中でイメージと実際の実験結果が違っていたので驚いた。 
   ・マグマの上昇の仕方。 
   ・ゼラチンを使って実験とても視覚にうったえられて割れ目なども実際にみれてよかったで

す。 
   ・目に見える実験でわかりやすかった。 
   ・マグマの上昇していく様子を視聴覚にとてもとらえやすいと思いました。 
   ・視覚的に分かりやすくマグマ上昇のしくみを説明することができる。 
   ・実際には見えないものがイメージしやすくなった。 
   ・実際の説明が自分としては、少々難しかった。もう一度復習したい。 
   ・おもしろいじっけんではあるが、ゼラチンに注入する部分を工夫しないと生徒実験として

行うのは難しいと感じた。 
   ・応力を加えた実験をもう少しやりたかった。 
   ・見て楽しめる実験は子供たちもくいついてくると思う。 
   ・ゼラチンの中をシリコン油が板状に上昇するのが地殻のすき間をマグマが上昇するイメー

ジにおどろかされた。 
       
Ｂ．「実験２：溶岩流」 
  （１）実験の内容について、該当するものに○をつけてください。 
      ア 分かりやすかった   イ 普通   ウ 分かりにくかった  その他 
           ２６          １３        １        ０ 
     具体的に 
   ・予想どおりだから。 
   ・ちょっと理想の図形から違っていたこと。 
   ・実際の授業で実験ができると思います。（マップが高い） 
   ・地形が正確でない箇所もあり流が思うようでなかったが、いろいろと考えて実験ができる。 
   ・濃度によって違いなど具体的で分かり安かった。 
   ・粘性や流れる場所により大分違うということがわかった。 
   ・粘性の異なるものを使用し溶岩流の流が具体的にわかった。 
   ・正確な立体地図がないと難しいと思った。しかし、沢を流れていく様子がわかりやすいの

でやってみようと思う。 
   ・風の向き、噴煙の高さ（位置）などにより流が変わっていくことにおどろきました。 



                      

   ・砂防事務所からいただいた立体地図があります。活用することができるか･･･。 
   ・押す具合が分からずにいきおいで溶岩を流してしまったこともあったが、こまかなでこぼ

こでも流れの向きが大きく異なることがわかった。 
   ・溶岩の粘性について身近な教材（材料）を用いて、視覚的にも触覚的にもわかりやすかっ

たです。 
   ・自分自身でシュミレーションできる所がよかった。 
   ・粘度の違うものを流したり、噴火口を想定したりできて、子どもにもとてもわかりやすい

と思った。模型が各学校にあればよいと思った。 
   ・昔の溶岩の流れや富士山の形がわかりとてもよかった。 
   ・どこで溶岩が流れだしたら、どこが被害を受けるかが直接確かめられてよい。 
   ・実際に立体模型を使っていただいたのでよくわかりました。 
   ・小学生でもわかりやすい実験であること、後かたづけが簡単であること。 
   ・実際の噴火の様子とほぼ同一の結果が得られること。 
   ・具体的に溶岩の流方や全体像がよくわかった。 
   ・実際にやって視覚にうったえるものがありよかった。 
   ・ハザードマップ等と比べたから溶岩の流れをみていくことにより地図だけで見るよりも、 
    より視覚的に（身近に）とらえることができると思いました。 
   ・子どもたちにもやらせてあげたい。 
   ・溶岩の流れでる位置により流れ方が変わる様子がよく理解できた。 
   ・溶岩の広がり具合。 
   ・立体模型を使いソース、ココア、小麦粉、マヨネーズなど身近なものでできることが知れ

てよかった。 
   ・富士山がもし噴火した時の溶岩の流れを実際に知る実験として、本当にわかりやすいもの

だと感心しました。 
   ・溶岩流の流れを確認できるツールであるが、立体模型の入手が難しい。 
   ・身近にあるものを使っている点。 
   ・流れていく様子がわかる点。 
   ・粘性がどこまで再現されているのか疑問に思った。 
   ・溶岩流と火砕流との違いについて知りたい。 
   ・ココアなどの粘度がなかなか難しいと思うが、流れのイメージがしっかり作れるのでわか

りやすい。 
    
Ｃ．「実験３：降下火砕物」 
  （１）実験の内容について、該当するものに○をつけてください。 
      ア 分かりやすかった   イ 普通   ウ 分かりにくかった  その他 
         ２９           １０        １       ０ 
     具体的に 
   ・予想どおりだから。 
   ・コンピューターアニメーションより説得力があるように思います。 
   ・実際に体験することで火山灰の位置が理解できた。 



                      

   ・粒子の大きさで拡散していく様子がよくわかった。 
   ・実際にやってみると広範囲に降灰することが良く理解できた。 
   ・図で示されてもイメージのわかないものが本物のスコリアを使ったことでよくわかった。 
   ・関東ローム層ができたという理由が実証された（自分の中で）気がします。 
   ・私の住む地域に溶岩が流れる可能性も高いことがわかり、子供達にもいろいろなケースを

想定して説明してあげたいと思いました。 
   ・とても大きな地図上で行ったので灰ほど細かいものは遠く海まで砂のように、大きなもの

は近場で落ちる様子がよくわかりました。 
   ・粒度別に分布の違いがあること、風向きで違うことがとてもわかりやすかったです。 
   ・視覚に訴えることができるので大変参考になった。 
   ・小学生の子どもにもわかりやすくすぐにできる実験だと思いました。 
   ・頭では理解しているが、実際にやってみるとわかりやすくよかった。やはりやってみるこ

とはよいことだと思いました。 
   ・粒の大きさによって風で運ばれる距離が違うことがよくわかる。 
    片づけが大変。 
   ・どこにどのような粒子（度）の火山灰がつもるのかがよくわかりました。 
   ・手軽な実験であること、目で見てわかること。 
   ・地図の用意が困難か？ 
   ・粒の大きさで必ず分散すること、風向きにより分布域がかなり変わってしまうこと。 
   ・全体像としては大変良くわかると思いますが、縮尺にあわせた粉の大きさ、風量で行って 
    いかないと過去の噴火における火山灰の分布を説明する事は難しいのではないかと感じま

した。 
   ・わかっていることでも改めて「なるほど」と感じた。 
   ・風に飛ばされる様子が視覚的にとらえることができよかった。 
   ・火山灰の広がり具合。 
   ・実際に粒度をかえてやって、とび方などがよくわかった。 
   ・大きさ（粒度）のちがいによって、実際にとぶ距離などがわかりよかったです。 
   ・ハザードマップなどにあるものを、実際に観察することでよくわかり、よく身近なものと

感じることができると思いました。 
   ・本来なら火山灰で行いたいと思うが、実際には砂で代用？火山灰の性質と共に演習すると

判りやすいと思いました。 
   ・実際の状況になるべく近い形で行えると関心も高まると思う。風の強さ、風向き砂等落と

す高さ etc．。 
   ・スケールの問題もあるかと思うが、偏西風との関係はよくわかるが地図を使っている意味

がどれだけあるかが疑問。 
   ・地層の出来方と合わせて学習することで、子どもたちが理解しやすいのではないかと思う。 
   ・西からの風は偏西風であること。 
   ・粒子の大きさと重力との関係をしっかりおさえること。 
   ・降下させる仕組みの工夫がなかなか頭を使えそうです。 
   ・分級されるのがわかりやすくて楽しく実験ができました。 



                      

Ｄ．全体 
  （１）特に印象に残ったことはありますか？ 
   ・午前の解説はよかった。もっと時間が欲しい。 
   ・普段あまり考えないことをあれこれ考えることができた。 
   ・実験。 
   ・ご説明が大変ていねいで、詳しく良かったです。 
   ・人数が少ない研修で、講師の先生方は充実していたので、あと 10人位は参加してもらうべ

きであった。 
   ・ゼラチンを使った噴火の瞬間。 
   ・アナログ実験で１つの噴火から起こるいろいろな現象が理解できたこと。 
   ・実際にアナログ実験をしていただき、見ることができよかった。学校や地域で同様に出来

たらもっと防災について自分のことのように認識できるが準備等を考えると大変なことで

す。 
   ・溶岩流の流れ方。 
   ・もし富士山がなかったら・・・考えたことがない課題でした。 
   ・身近な自然を大切に見つめていきたいと思います。火砕流の実験が心に残りました。 
   ・富士山の噴火の歴史や溶岩がどのように流れたのかなど詳しくお話を聞くことができてよ

かったです。 
   ・今日一日は大変おもしろかったですが、今後どう生かすかというところまで達しません。 
   ・３つの実験とも、とてもわかりやすい実験で、授業の中で取り入れたいと思いました。 
   ・マグマをコーラにするのはなかなか大変らしい。 
   ・実験教材がどれも分かりやすく、生徒にも感覚的に分かりやすいと思いました。 
   ・火山に関することがいろいろ学べて良かった．また、火山研究の第一人者の先生たちが多

く講師でいらっしゃって、ぜいたくだと思いました。ありがとうございました。 
   ・地学、火山にあまり興味がなかったが、自分自身とても興味がでた。さらに学習していき

たいと思います。 
   ・アナログ実験と「火山ってなんだろう」 
   ・ゼラチンを使ったマグマの上昇と割れ目噴火の実験。 
   ・百聞は一見にしかず、見るに限ると思いました。ただ実験に準備は大変そうでした。 
   ・子ども達にわかりやすく工夫された実験が提示され、良かった。 
   ・各先生方やスタッフがとても親切で丁寧でした。 
   ・分かりやすい方法、プレゼンや実験が豊富であったこと。 
   ・普段に授業ではほとんど実験を行うことはないのですが、実際に実験を行い身近に感じさ

せることは大変重要であると思いました。 
   ・マグマはうすい楕円で上昇していくこと。 
   ・アナログ実験で。 
   ・実験を行い、実際に視覚を通して理解することができてよかったです。 
   ・火山の単元では実験を授業に取り入れるが、難しいところがあったので（アイデアがわか

ず）今日の実験は是非やってみたいと思います。 
   ・火山の性質（マグマ、火山灰など）について知らないことが多く実習、実験がとても新鮮



                      

にうつりました。 
   ・「アナログ実験」がわかりやすく勉強になりました。 
   ・授業の中で使えるだろう実験は子供に興味を持たせる上で非常に有効だと思う。こういう

視点は本当に有り難い。 
   ・日本人は地学の知識が欠落していること。 
   ・他県での富士山火山の授業の取組方を知ることができた。 
   ・専門が火山、マグマではないがマグマについて長年の疑問がとけて良かった。 
   ・グループでのやりとりが良かった。こまかいところまで聞けて良かったと思う。 
   ・先生方の工夫した実験（オリジナル）であることが大切だと思った。 
   ・実験を成功させるためのノウハウ、安定した結果を出すことの難しさを改めて感じた。 
 
  （２）今後、本研修で改良すべき点があればご意見ください。 
   ・午後のアナログ実験は間延びしすぎ。 
   ・セミナーと実験を増やし２日間くらいやって欲しい。 
   ・実験、実習では今回のように 10数名程度が上限だと思います。 
   ・体験（実験）とセミナー、講義に工夫があり、現在の研修で良いと思う。 
   ・ジェット気流の風力などより正確なﾃﾞｰﾀをもとに実験を行うと嬉しいです。 
   ・山梨県人として毎日ながめる富士山ですが、詳細について知らないことがありましたが少

し理解することが出来ました。ご準備等ありがとうございました。 
   ・立体地図をより正確なものにしたい。 
   ・改良ではないのですが、子どもたちをこの研究所へ連れてきて実験をみせていただくこと

も可能であればとても助かりますし、専門的なお話も聞けていいなと感じました。 
   ・貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。 
   ・材料が専門的で手に入れにくいと思いました。材料リスト（商品名・会社名）を提示して

いただくとうれしいです。 
   ・生徒に分かりやすく実験を多く教えてもらえるとよい。 
   ・溶岩流の実験で、溶岩のかわりに流す液体を工夫したい。巾が広がらず、ある程度流れて

いく濃度等調べていきたい。 
   ・上級学校では風の速度や地図の縮尺、そういう計算までして実験するのがよりよいものに

なると思います。 
   ・小・中・高の段階に応じた実験の方法を開発、実際の指導案、授業に生かせる方法づくり 
    教師の仕事ですね。 
   ・講義の部分にもう少し時間が欲しかった。パワーポイントで作られたプレゼンを全部見た

かった。 
   ・研修に関する意見ではないのですが、火山学会の質問のページやブルーブックスの本の紹

介をしてもいいのではと思いました。 
   ・荒牧先生をはじめとする第一線の先生方のお話しを聞けるこの研修会を是非今後とも続け

ていっていただければと思います。 
   ・自分のことですが、講義を聞くにあたりもう少し知識があればよかったと思いました。 
   ・直接私たちが体験実験することはとても重要だと思いますが、長すぎます。模範実験でわ



                      

かる内容です。先生方がいろいろとお話をしてくれましたが、それよりももっとくわしい

ことを協議してはどうでしょうか？ 
   ・受講者のレベルの差もあり、小・中・高別もしくは２グループに日程を分けて行うのも一

つの方法と思います。 
   ・手に入りやすいもので実験できることが第一だと思う。 
   ・静岡県から参加させていただき有り難うございました。 
   ・疑問を引き出してそれに答える形で力を付けさせる形と同時に知識を植え付けるタイプの

時間も増やしてほしい。やはり３日間は必要かなと思いました。 
 
Ｅ．この実験をするとしたら、何年生が適当と思われますか？ 
   ・小５ 
   ・小学校高学年でも充分に理解できると思う。 
   ・２年生 
   ・高校生ならば充分可能だと思います。 
   ・小学校３年～中学３年 
   ・高１か中３ 
   ・小学校高学年、中学生くらいでしょうか。 
   ・５年生か６年生 
   ・高学年 
   ・中学３年生くらいから高校生くらい 
   ・小学校６年生ぐらい 
   ・小学校高学年（4,5,6）～中学生（1,2,3） 
   ・中学１年生 
   ・小５～小６ 
   ・小学高学年、中学生 
   ・溶岩流と降下火砕物の実験は小学校高学年、マグマの上昇と割れ目噴火の実験は高校生以

上 
   ・小学６年～中学１年 
   ・小学校高学年なら十分可能（但し、地図の見方の指導は難しいが･･･） 
   ・６年生以上だと思います。 
   ・６年生～中学生、高校生 
   ・高校生では十分可能であると思います。 
   ・中学年 
   ・小学校中学年以上 
   ・中高生なら適当だと思います。 
   ・小学６年以上 
   ・５，６年生 
   ・中学１年生 or中３ 
   ・５年生くらいがよいと思いました。 
   ・小学校高学年～中学校、高校でも改良すれば十分使えると思います。 



                      

   ・小学校高学年、中学生、Ａは高校生も 
   ・中学生以上 
   ・高２ 
   ・教科書では中学１年だが、３年生の選択でもいっていきたい。 
   ・中学３年生 
   ・中学２年生以上が、全体を理解できると思います。 
   ・小学校高学年 
 
４ 現地観察 アンケート                   （回答総数 ３５） 
  ご感想、ご意見、なんでも 
 
  
・野外観察を通して火山について、五感で感じ体験し、多くのことを学びなした。この研 
修会はとても内容も良く、有意義であったので、参加して良かったです。出来れば、来 
年も実施するという事なので是非参加したいと思います。 

 ・西湖こうもり穴（溶岩トンネル）は涼しく気持ちよかったです。溶岩トンネルについて 
知識が付いたので良かったです。 

 ・船津胎内もこうもり穴と同様に涼しく気持ちよかったです。溶岩トンネルとは異なり、 
溶岩樹型について知る事が出来たので良かったです。 
 

 
 
 ・溶岩の感触（ｻﾞﾗｻﾞﾗ･ｺﾞﾂｺﾞﾂ）、音（ｶﾗｶﾗ）、形（溶け合っている）、色（赤・黒）など実 

体験を通して、五感で理解できて良かったです。頭でイメージして肌で触れて火山と噴火、 
溶岩について理解が深まりました。 

 ・溶岩樹型は思っていたよりも大きくて、長くて、曲がりくねっていたりして、まるで迷 
路のようでした。はるか昔に樹木の周りに溶岩がはりついて、樹が燃えて、周りの溶岩 
はくずれずに残ったという一連の流れがわかりました。子ども達に教えるときは、樹が 
あったということが分かりづらい（連想しにくい）気がしました。 

 ・富士山の割れ目火口について、岩石くずれだけだと思っていたが、力との関連もよく分 
かりました。 

 
 
 ・１日目の研修を元に多くの説明をしていただき、理解がより深まったように感じます。 
 ・火山のことはまだまだ知らないことが多いので、富士山というすばらしい山を通して、も

っともっと学んでいく機会を今後も持てたら良いなと思いました。また、子どもにも火山

についてもっと知ってもらえるような授業をしてみたいと思いました． 
 ・本当によい研修でした。ありがとうございました。 
 



                      

 
・富士山の溶岩・割れ目を実際に見れたことに感動しました。私はあまり（ほどんど）火 
山について知識はありませんでしたが、この研修を通して火山についてもっと知ってみ 
たいという気持ちになれました。 

 ・子どもたちに教える時にも言葉で説明するのもいいですが、実験や実物をみせ視覚で 
うったえることが効果的と言うことを改めて実感しました。 

 ・ありがとうございました。一つひとつ丁寧に説明してくれ分かりやすかったです。 
貴重な体験をさせてもらいました。 

 
 
 
 ・１日かけ数ヶ所見に行くことができ、非常に良かった。楽しみながら学習することがで 

きた。 
 ・実際に手でさわり、温度を感じ･･･良い体験ができた。写真を子ども達に見せたいと思う。 

 
 
 ・御庭の火口列は登るのがいつもながら大変でしたが、比較的天候も良く、火口列をしっ 

かりながめることができました。先生方のお話しもしっかり聞くことができ楽しむこと 
が出来ました。 

 ・コウモリ穴は溶岩トンネルを体験するには良いところだと思いました。個人的には富士 
風穴に入ってみたいと思うのですがどうでしょうか？ 

 ・溶岩膨張もわかりやすく、先生方の話しが興味深く聞けました。 
 ・船津胎内は時間がなくて、初めての人は残念でした。 
 ・交通渋滞だけが少し残念でした。時期設定は難しいでしょうが、来年も宜しくお願いし 

ます。 

 
  
・普段何気なく見過ごしてしまうもの（石・岩・地層・溶岩・など）を学問の見地から説 
明してくれ、とても勉強になった。今後はこれを教育の立場で授業化していくというこ 
とが必要になってくると考える。 

 ・専門的に学んでいらっしゃる方々の学問に対する情熱、熱意を感じることができたこと 
は子供達にも伝え、学ぶ楽しさを感じてもらいたいと思った。 
 

 
 
 ・実物を見て触り、説明を受けてとてもわかりやすく勉強をさせていただきました。 
 ・ただきれいだと眺めていた富士山について親しみを感じることができました。 
  ありがとうございました。 



                      

 
 ・静岡県から参加しました。山梨県での取り組みを静岡で生かせるとよいです。静岡県は 

広く、富士山学習も狭域の学校に限られ、静岡県にいながら富士山のことをほとんど知 
らない教員が多いです。私も写真や映像で植生や自然について生徒に語っています。実 
体験を通じた、また、生物や地学などの分野にとらわれない自然の見方が必要ではない 
かと今さらながら思っています。 

 ・いずれにせよ、静岡県における富士山学習のやり方、研修、児童生徒の体験について担 
当と話しをしたいと思います。 

 ・今回の研修が 50人や 100人といった単位ではなく 20～30人だったという点もよかった
と思います。また、日程も適当であったと思います。 

 ・専門（種別）研修等の発表型研修にもつながる有意義な研修になることを期待します。  

ありがとうございました。 

 
 
 ・現地で実物を見ての説明で昨日の講義において説明のあった溶岩について理解が深まっ 
た。 

・御庭火口列では割れ目火口を見ることができたが、昨日のゼラチン実験のイメージが残っ

ていたため、より興味深く見ることができた。 
・講義、実験、観察とストーリーのあるよく準備された研修であり、すばらしい２日間でし

た。県外から参加させていただき、大変勉強になりました。ありがとうございました。 

 
 
 ・御庭の観察では天候に恵まれよかった。 
 ・剣丸尾溶岩流、青木ヶ原溶岩流の比較が出来たので良かった。 
 ・剣丸尾溶岩流の溶岩樹型を探す観察も面白いと思う。実際は（コウモリ穴・船津胎内の 

ように）照明があるわけではないことも知っておくべきだと思う。 
 ・富士風穴などの溶岩トンネルも上記の理由でとりあげたい。 
 ・エコツアーブームで何も知らない人達が自然に影響を与えるようなことをしている実態 

を見るのも良いと思う。 
 ・こうした研修会を大勢の理科を教えている教員は体験しておくべきだと思った。 
 ・指導にあたって下さった荒牧先生をはじめとする先生方ありがとうございました。 

 
 
 ・富士山、御中道、ジラゴンノ、胎内と生物系の現地研修で巡った所ばかりであったが、 
  今回、地質学特に火山、マグマ等に注目してみると、また新たな発見ばかりであった。 
  視点を変えてみると新たな発見に出会うことができるということを改めて感じました。 
 ・授業では現在パワーポイントを使った教材研究を行っているので、今回の資料、写真等 

を使い、新たな教材を開発していこうと思います。２日間ありがとうございました。 



                      

 
 ・現地で溶岩の様子をいろいろ観察できて大変勉強になりました。その当時の様子を話し 

をうかがいながら、目で確かめることができ大変嬉しく思いました。 

 
 
 ・専門外なので、楽しみ（興味）だけで参加しました。地理と地学は似通うところが多い 

と思っていましたが、本当にごく一部だけで、自分の知識の不足がよくわかりました。 
しかし、知識がない人も多いという前提で色々説明して下さるのでうれしかったです。 
全く畑違いの人間がいうのも申し訳ありませんが、多分火山学のご専門の大学の先生の 
中では先頭にいらっしゃる豪華なメンバーだったのではないでしょうか。（大学で火山 
学を学んでいる学生さんたちがうらやましがるような先生方がお揃いだったのでは･･･）

そのような先生方が気さくに色々な質問に答えていただけたのは本当に良い経験をさせ

ていただけたと思います。ありがとうございました。 

 
 
・富士山･･･御庭火口列の様子がよくわかった。 
・（コウモリ穴・胎内）（パホイホイ型・アア型）樹型について見られたことが良かった。 
・案内する方がいるので単なる観光では絶対わからないような所が多く、勉強になった。 
・火山を研究している方の火山や地形を見る観点がよくわかった。 

 
 
・全体的にバラエティに富んでおり、飽きることなく参加できた。リアルタイムな説明を   

もう少し増やす事ができるともっと良いと思いました。 

 
 
 ・何回か来ているので、特に新しいことの発見は少なかったが、それでも今まで気が付か 

なかったことがあり、あらためて勉強しなおそうと思った。 
 ・露頭がすべてではないが、露頭に一つ一つ垂直変化、側方変化を観察することは、大切 

だということを改めて感じた。富士山の火砕流の露頭を是非見たいと思う。また、富士 
山だけでなく県内外の火山でもやっていただけるとありがたい。 

 
 
 ・富士山五合目はとてもよかった。特に噴火の説明が現場の位置で行われよく分かりました。  

（ただもう少し雲が晴れたら良かったですね。） 
 ・コウモリ穴では溶岩の先端の流れや 864年の長尾山溶岩の流れが良くわかりました。 
 ・今回は現地ということで富士山の全体像（溶岩の）がとてもわかりやすかったと思います。 



                      

 
 ・地元にいながらなかなか観察する機会がありませんでした。今回の研修は自分にとって 
  大変勉強になりました。ただ見るだけではだめで、どこに指導員の方々の解説があり、 

はじめて理解できると改めて感じました。ありがとうございました。できれば富士山も 
もう少しじっくり見たかったし、大沢の方まで行ければよかったと思いました。２日間 
という限られた時間でしたが、大変勉強になりました。今後もこのような自然観察会を 
続けて欲しいと思いました。 

 
 
 ・野外巡検は実際にしっかりと目で見ることができ、観察することで資料からの知識が、 
  実の知識へとなります。２日目に富士山周辺をめぐるこの研修会はとても良い構成であ 

るとつくづく思いました。 
 ・野外巡検は悪天でもしょうがないところ、今日は天候にもめぐまれ、とても得るものの 

多い研修となりました。 
 ・たくさんの研究者の方々の同行、直接説明を詳しく聞くことの出来ることも、とても参 
考になりました 
 

 
 
 ・普段の生活の中では見られないものや感じられないものを体全体で感じることができた 
  ような思いです。 
 ・また、溶岩などはよく目にするものですが、その仕組みや種類など気を付けて見たり、 
  調べていかないと分からないようなものも勉強することができて大変良かったと思いま

す。  
・今日、体験したことや学んだことを学校へ帰ったら子供たちに話してあげたり 
還元していきたいと思います。ありがとうございました。 

 
 
 ・スバルライン研修 
  奥庭から御庭まで良い景色であり、解説も所長自ら詳しくして頂いて勉強になった。 
  できれば御中道を回り植物の話しを聞きたいと思った。 
 ・コウモリ穴 
  石切場の溶岩断面が印象に残った。 
 ・フィールドセンター 
  いつものコースでない特別の溶岩樹型に入れ、いつか生徒を連れて来ようかと思った。 
  この研修で特に一番良かった。 
 

 



                      

 
 ・実際に見て説明してもらえたのでどこをポイントとして見ればよいのかわかった。また、  

昨日の講義の内容が改めてよくわかった。また、生徒へも今日のようなことを話してあ 
げることで、火山について興味をもってもらえるような気がしました。 

 ・今回の研修をきっかけに火山や地学について学習を深めていきたいと思います。 
 ・お盆の時季にいろいろとありがとうございました。 
 

 
 
 ・最新の研究の成果を分かりやすく教えて頂くことができた。また、現地に赴いての観察 

体験はとても意義深いものであった。理科の学習は五感で感じ取ったものをもとに考察 
していくのだということを再認識できた。 

 ・有意義な研修を受けさせて頂きありがとうございました。 
 

 
 
・貴重な体験をさせていただきました。特に五合目の実習は今後生かしていきたいと思い 
ます。 

・火山学は日々進歩していることがわかりました。 
 ・難しい内容を子どもたちに分かり易く説明することは大変なことであるとわかりました。 

・自分で今までの知識と組み合わせて自分なりの組立をしたいと思います。 
  ありがとうございました。 
 

 
 
・昨日の講義及び実験が実際の形で見ることができてよかった。講義だけでも実験だけで 
も臨地だけでもうまくいかず、それらが一体となって理解を深めることができたように 
思います。 

・講師の先生方の都合もあると思いますが、お盆は避けた方が見学しやすく（混雑しない 
ので）また、教員の参加もしやすくなると思います。 

 
 
 
 ・普段歩き慣れていないため、正直辛い場面もありましたが、大変有意義な研修であった 

と思います。 
 ・本当は天気が悪い中を研修してみたかったです。自然のいい場面ばかりでなく、本質を 

てみたかったです。 
 ・２日間ありがとうございました。 
 

 



                      

 
 ・野外観察で実物を見ながら説明を聞くことができ大変勉強になった。 
 ・富士北麓に住んでいるので溶岩は見慣れた風景の一つになっていたが、今回の研修に参 

加し、その模様の一つ一つ、形態の違いなどが様々に自分自身に語りかけていることを 
感じました。火山としての富士山とうまく付き合っていくことを体験を通して学ぶこと 
ができた。 

 ・荒牧先生をはじめ、富士山を研究されている諸先生方と親しく交流させていただいたこ 
とも大変有り難かった。 

 
 
・私が現在担任している児童は車椅子の子供たちがほとんどなので、なかなか険しい森の 
中を散策することが難しいと思うのですが、今回体験した中で私自身が初めて知ったこ

と、新しい発見がたくさんあり、少しでも子供たちに伝えてあげたいという気持ちにな 
りました。 

・富士山の上の方の気候を感じたり、冷たい水を飲んだり、子供たちが少しでも驚き、何 
かを感じとってもらえたらと思います。 

・自分が住む地域の身近な自然を感じることができる貴重な体験をさせていただきありが 
とうございました。 

 
 
 ・何度となく富士山の五合目には観察会には参加したことがありますが、地学的な角度で 

はなく、植物や野鳥が主でしたのでとても良い勉強になりました。割れ目火口や岩石、 
溶岩についても知ることができました。 

 ・鳴沢の石切場の溶岩やスコリアもはっきりわかりました。子供の頃育った富士吉田地域 
ですが、身近なところにすばらしい場所があることをはじめて知りました。次回は子供 
たちに教えてあげたいと思います。 

 ・今日の現地観察会は実りあるものでした。荒牧先生、高田先生には本当にお世話になり 
ました。 

 
 
 ・自然観察会は何より体験しながら直接、ご指導いただけることが素晴らしいことだと思 

いました。又、富士山有料道路の工事にともなう環境の変化で枯木と化した道路脇に新 
たな植物がいっぱい繁ってきて、りっぱな森になりつつあるのは自然の力のすごさを感 
じました。 

 ・又、溶岩について（火山活動）こまかな説明を受け実際に長い何千年の歴史から成り立つ

現在の自然を充分楽しみながら学習することができました。 
 ・こんなに素晴らしい研修を受講者が少なかったのが残念でした。 



                      

 
 ・昨日の説明を踏まえ、実際に触れることができて、さらに理解を深めることができ、と 

ても有意義でした。何気なく見ていた身近なものに疑問を持ち考えたりすることの大切 
さを知りました。知ることによってものの見方、見え方が変わってくる気がします。二 
日間での研修を子どもたちに少しでも還元できるようにしたいと思います。ありがとう 
ございました。 

・実験もやってみたいです。 
 

 
 
 ・きのう学んだことを現地観察で実際に確認できて、とても充実していた。特に、どのよ 

うにして、風穴、氷穴ができたのかについては、荒牧先生の説明がとてもわかりやすく 
納得のいくものであった。 

 ・この学んだことを是非学校現場でも子どもに伝わる方法を工夫して伝えていきたいと思い

ました。 
 ・２日間本当にありがとうございました。 
 

 
 
 ・地質や地学について余り基礎知識がありませんでしたが、そのような者にも分かり易く 

ご説明いただき感謝致します。 
 ・このような研修会を今後も企画していただき、教育センターで申し込む形で実施してい 

ただくと、現場の教員が大変勉強になるかと思います。 
 ・宜しくお願いいたします。 
 

 
 
 ・よく知っていると思っていた富士山周辺であったが、新しい物をたくさん知ることがで 

きたし、知っていたと思っていたことも、正しい知識、最先端の研究等のノウハウを 
お持ちの専門家の見解はずいぶん違うものだなと感心させられた。 

 ・洞窟見学等々、大変興味深く何かの折に必ず子どもたちに話してあげたいなと強く思った。  

ありがとうございました。 
 

 



 

火山のしくみ
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グループ討論+火山学者への質問 

資料「火山って何だろう？」 

 

担当 林 信太郎 

 

この時間まで，火山や富士山に関する講義をお聞きいただきました．この時間

では火山について火山学者に直接質問していただきたいと思います．あらかじ

めアンケートで火山用語をご存じかどうかお聞きしましたが，それによってグ

ループ分けを行います．グループの中の方々は火山について知っていることは

同じくらいですので，気楽に火山学者に質問していただければと思います．参

考資料として，中学生の火山に関する質問を掲載してあります． 

また，参考資料の二つ目として，小学校の教科書に出てくる言葉，中学校の教

科書に出てくる言葉，火山学者が火山噴火や災害について説明するときに用い

る言葉をリストにいたしました． 

「火山ってなんだろう？」はグループ討論から始まります．以下の手順で行い

ます． 

1）はじめに議長をお決め下さい．また，書記も一名お決め下さい．（5） 

2）議長が決まりましたら，自己紹介を始めて下さい．和気あいあいとしたム

ードができあがるように議長の方は自己紹介を盛り上げるようにお願いいたし

ます．「好きな食べ物」（私は馬刺）とか「好きなサッカー選手」（私は中村俊輔選手）

について発表していただくのも良いでしょう．できるだけ仲良くしていただけ

たらと思います．これをアイスブレークと言います．（10） 

3）次に火山学者にどんな質問をするか作戦を練りましょう．ここで一回口に

出しておくと後で質問しやすくなります．（15） 

4）では，火山学者が一名ずつテーブルに来ますので，聞きたいことはなんで

もお聞き下さい．最後の 30分は食事をしながらお話ししましょう．ちなみに火

山学者はみなさんからの質問が多いほど幸せな気分になりますので，どうぞご

遠慮なくなんなりとお聞き下さい．活発な質問を待っています．（残りの時間全

部） 

5）この時間で質問できなかったことは実験や野外見学の時に聞いて下さって

もかまいません． 

 



 

参考：中学生の火山に関する質問集 

 
 
 
 
火山の知識  
 
「世界で一番すごい噴火をする山はどこですか．」(中学校2年生) 
「火山は何年かかって作られるか．」(中学校2年生) 
「噴火しなくなった火山はあるんですか」(中学校2年生) 
「火山で噴火が起こりやすいところと起こりやすくないところの違い」(中学校2年生) 
「今まで見てきた中で一番大きな火山は何ですか」(中学校2年生) 
「一番噴火する山が多い国はどこか」(中学校2年生) 
「火山と火山でない山の違いは何ですか」(中学校2年生) 
「どうして日本にはたくさんの火山があるのか．ほかに火山が多い国はどこか」(中学校2年生) 
「冷え固まったマグマの岩石に含まれている鉱物は主に何が多く見つかるのですか．昭和新山みたい
に後から出来た火山は世界にいくつくらいあるのですか．」(中学校1年生) 
「一番火山の多い」(少ない)国はどこか)(中学校1年生) 
 
 
 
 
噴火の仕組み  
 
「マグマはどのようにして出来たのか」(中学校2年生) 
「なぜ，噴火するときマグマが噴火したあとに戻ってしまうのか」(中学校2年生) 
「海底火山も普通の火山が爆発するのと同じ原理ですか．粘り気の強いマグマが噴火したとき地震は起
こりますか 」(中学校2年生) 
「噴火しやすい火山と噴火しにくい火山はあるのか．また，その違いは」(中学校2年生) 
「火山の噴火活動が収まった後も，マグマ溜まりにマグマはあるのですか．マグマはなくなることがない
のですか 」(中学校2年生) 
「どうやって地下に「マグマたまり」があり，噴火が起こるとよそくしたのですか．どのようにして火山の噴火
が収まるのですか」(マグマは消えていってしまうのか）」(中学校2年生) 
「火山の地下にはマグマがありますが実際火山は地球のどれだけ深いのですか」(中学校1年生) 
「マグマは一生減らないのか．どのくらいマグマが飛ぶか 」(中学校1年生) 
「粘り気の弱いマグマは爆発しにくいらしいですが，粘り気の弱いマグマはどのくらいの速さで流れ出す
んですか．また何メートルくらい流れるのですか．」(中学校1年生) 
「なぜマグマがあるのか」(中学校1年生) 
「なぜマグマがあるのか．なぜ横から噴火するのか．なぜ火山弾と軽石といった違う種類の石が噴出さ
れるのか」(中学校1年生) 
「どうしてマグマがあると噴火するのか」(中学校1年生) 
「なぜ火山の噴火にマグマの粘り気が関係するのか．」(中学校1年生) 
「家や道が傾いたり，持ち上げられたりする理由は 」(中学校1年生) 
「なぜ粘り気の強いマグマと弱いマグマがあるのですか．」(中学校1年生) 
「粘り気に違いがあるのはなぜか．日本になぜ火山が多いのか」(中学校1年生) 
 
 
 
 
 
 



 
噴火予知・予測  
 
「火山の噴火は予知できないのか」(中学校2年生) 
「火山は一度爆発すると，何年ぐらいしてからもう一度爆発するのですか」(中学校2年生) 
「噴火する前には何か特別なことがおきるんですか．噴火は何年おきなど決まっているんですか」(中学
校2年生) 
「富士山はもう噴火しないのか．噴火するとしたらいつごろか．」(中学校1年生) 
火山災害  
「火山が噴火することでの被害はどんなものがあるか」(中学校2年生) 
「今まででもっともひどい被害は何か．噴火によって．」(中学校2年生) 
「火山が噴火したときに今まで一番大きな被害が出たのはどこで，どんな被害が出たの」(中学校2年生) 
「火山が噴火したとき一番気をつけなければいけないことは何ですか」(中学校2年生) 
「噴火したときの被害はどのくらいひどいのか．噴火のときに出来るきのこ雲はすぐに消えるのか」(中学
校2年生) 
 
火山学者  
 
「あなたはいつどうして火山学者になりたいと思ったのですか」(中学校1年生) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



参考その２  教科書に出てくる火山関係の言葉 

 

中学校理科第２分野 

 

凝灰岩,美しい景観,温泉,火山活動の熱,安山岩,火山ガス,火山岩,火山弾,火山灰,火

山噴出物,火山噴出物の色,軽石,噴火,マグマ,マグマのねばりけ,溶岩,火成岩,関東ロ

ーム層,かんらん石,輝石,黒雲母,結晶,鉱物,磁鉄鉱,シラス台地,深成岩,石英,石基,長

石,等粒状組織,花こう岩,斑晶,斑状組織,初期微動,プレート,プレートの境界 

 

中学校地理 

 

火砕流,地盤の隆起と沈降,噴火予知,環太平洋造山帯 

 

 

火山学者が火山噴火や災害について説明するときに用いる言葉 

 

アア溶岩，アグルチネート，S波，温泉，温度の変化，海溝，火映，火口，火口列，火砕丘，火砕サージ，

火砕物，火砕流台地，火山観測所，火山観測情報，火山砂，火山災害予測図，火山砕屑物，火山砂

防事業，火山情報，火山性地震，火山性津波，火山性微動，火山体，火山体の崩壊，火山泥流，火山

の活動期，火山灰などの降下，火山灰流，火山爆発指数，火山噴火予知計画，火山噴火予知連絡会，

火山防災マップ，火山雷，活火山，活動度ランク，カルデラ，監視カメラ，岩屑なだれ，岩脈，揮発性成

分，緊急火山情報，空振，警戒区域，警戒避難システム，傾斜計，玄武岩，降下火砕物，降下火山灰，

高周波地震，降灰，災害対策基本法，災害対策本部，災害用伝言ダイヤル，サブプリニー式噴火，砂

防事業，砂防ダム，山体崩壊，GPS，地震計，シミュレーション，重力の変化，水蒸気爆発，スコリア，ス

コリア流，ストロンボリ式噴火，スパッター，スルツェイ式噴火，成層火山，潜在ドーム，大規模火砕流，

帯水層，地域防災計画，地殻変動，地殻変動，地熱，デイサイト，低周波地震，泥流，テクトニクス，電

磁気の変化，島弧火山，導流堤，土石流，熱雲，破局噴火，ハザードマップ，パホイホイ溶岩，ハワイ式

噴火，P波，避難勧告，避難指示，ブルカノ式噴火，噴煙，噴煙柱，噴煙柱の崩壊，噴火前兆現象，噴

火のシナリオ，噴火様式，噴気活動，噴石，崩壊，防災会議，防災マップ，マグマシステム，マグマだま

り，マグマの混合，マグマの粘性，マントル，鳴動，山崩れ，遊砂地，融雪泥流，溶岩ドームの崩壊，溶

岩流，ラハール，割れ目噴火 

 



 

学校教員研修会 

—体験で学ぶ火山— 
アナログ実験テキスト 
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図１−１ マグマの上昇から噴火へのプロセスとアナログ実験 
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１．はじめに 

（１）アナログ実験の意義 

 数値計算は花盛りで，定量的な噴火予知や防災に欠くとこのできない手法である．しかし，専

門家を除くと一般にはブラックボックスが多すぎる．それに比べると，一見稚拙に見えるアナロ

グ実験は，理科教育の宝庫なのである．科学の基本的仕組み，観察力，分析力，発想の重要性を

教えてくれる．しかも，テレビゲームなどとは違った，体験と感動も伴っている．  

 アナログ実験では，自然の基本的な仕組みは簡単であることを理解させてくれる．野外でおこ

る自然現象と同じことが，室内の日常使っている材料で起こるという科学の普遍性も感じ取れる

であろう．頭だけでなく手足を使い，体験できる楽しさがある．現象を観察する目を養える．し

かし，実際の複雑な自然現象にはバリエーションがあることに気づくであろう．アナログ実験で

は，様々な条件を人為的に制御して，分析する力を鍛えることができる． 

 地球科学の分野では，アナログ実験の利用価値がさらに高い．地下のマグマの上昇のように地

球内部の現象は目で見えない．過去や未来の噴火は，直接観察できない．人間の日常生活の規模

に比べて，噴火のように大きく危険な現象，噴火のように台風に比べて頻度の低い現象は，遭遇

する機会が少ない．アナログ実験を使えば，これらの現象を日常の時間空間スケールに置き換え

て，繰り返して観察できる． 

 アナログ実験では，対象とする現象を支えるシステムを，実験システム全体で理解できる．マ

ントルと地殻という入れ物があり，マグマが発生し，上昇・噴火へ至るシステムが，容器中にゼ

ラチンがあり，注射器により液体が注入され上昇噴出するシステムに対応している．そして，実

験装置の規模，液体の量などどれくらいにすればよいか考えることで，現象の時間空間規模の理

解につながる． 

 アイディアが湧けば自分で実験システムを設計するという段階にまで発展できる．自分の疑問

を解決するおもしろさを味わってほしい．そして，時として，アナログ実験では，意外な結果も

おこるのである． 

 

（２）マグマ上昇と噴火のアナログ実験 

 火山は，噴火によってできる．噴火は，地下のマグマが地表に噴出する現象である．マグマの

発生，マグマの上昇，噴火の一連の現象をアナログ実験により再現する（図１−１）．「実験１：

マグマの上昇と割れ目噴火」では，マグマの発生は，ゼラチンへ液体を注入することに対応し

ている．本実験は，マグマの上昇から噴火への，“地下で起こる見えない現象”のアナロジーを

観察するシースルー実験である．「実験２：溶岩流」と「実験３：降下火砕物」では，噴火とい

う，人間の日常の時間空間規模を超える事件を，安全な日常規模に置き換えてアナロジーで再現

する．



 

 

○用語 

火山，マグマ，噴火，マントルと地殻 

密度，粘性，圧力と応力，浮力，破壊，割れ目；クラック，岩脈，発泡 

火山：単成火山，複成火山，山頂火口（噴火），山腹（側）火口（噴火） 

噴火 

 いつ： 

 どこで：山頂，山腹 

 どれくらいの：噴火規模 

 どのような：噴火継続時間，噴火の経緯 

  割れ目噴火， 

  溶岩流，降下火砕物（火山弾，火山礫，火山灰），スコリア，軽石 

  泥流，（山体崩壊），火砕流 

    爆発的噴火，非爆発的噴火 

○富士山の噴火史 

 

２．実験１「マグマの上昇と割れ目噴火」 

（１）基本的なこと 

 マントルや地殻をゼラチンにみたてて，油をマグマと考えるアナログ実験．地殻・マントルの

性質のうち、地震を伝えられる「弾性体」で、地震がおこる「脆性破壊物質」という条件をみた

すアナログ物質はたくさんあるが，そのなかで、内部の動きが見える材料、いわゆる、”シース

ルー”で，手軽に実験できる規模と固さなどを考慮して，ゼラチンを選んだ．ゼラチンのデザー

トゼリーを大量に作り，その底からゼリーより軽い油を注入してクラックを作り，上昇して表面

で噴出する現象を見る．本格的実験でなければ，日常の材料・器具を利用でき，しかも物性のコ

ントロールにそんな気を遣う必要はない．自分のアイディアで工夫しながらできる台所でできる

アナログ実験である． 

○目的（対象とするレベルで実験・観察項目を調整可能）： 

 マグマの上昇から噴火への単純化した仕組みを理解する．  

 マグマの発生，上昇の仕組み（なぜ上昇するのか， 

  どのように上昇するのか），噴火直前の前兆現象，噴火経緯を理解する． 

 制御する条件を変えることで，起こる現象の違いを把握する． 

  注入液体の量，液体の粘性と密度，液体の種類（液体のみ，発泡する液体），  

  ゼラチンの密度，ゼラチンの応力． 



 

  様々な量（制御する条件，クラックの規模，移動速度，噴出の高さ）を 

  計測し，定量的な考察をする． 

○材料：日常の材料で準備可能． 

○実験用具：注射針のみ，個人では手に入れにくいが，ストローを代用するとよい． 

○安全性： 

 液体注入時に注射針を使う方法は，子供には危険なので注意してほしい． 

 ストローで液体を注入する方法が手軽で安全である． 

 

（２）実験に必要な材料と道具 

○「ゼラチンを溶かして固めるための材料と道具」（図２−１） 

 

図２−１ ゼラチンを溶かして固めるための材料と道具 

 



 

ゼラチン粉末：市販されている食料用でよい． 

 本実験には使用するゼラチン：宮城化学工業 粉末ゼラチンE-290  

  100gで8リットルのゼラチンができる． 

 寒天でも透明度が高ければ使える． 

砂糖：実験時間短縮のために，ゼラチンの密度を大きくするとき使う．砂糖を250g程度とかして 

 １リットルのゼラチン液を作ると，その密度は約1.1g/cm3となる． 

はかり：粉末ゼラチンの重量を計測するため．1kgまでのものがよい． 

ゼラチン容器： 

 手軽なものとして，100円ショップで売っているポリプロピレンの 

 角形なし円筒型容器やペットボトルがある．10-20cmの高さや幅があるとよい． 

 本格的実験では，アクリル水槽を準備する． 

鍋か洗面器（ゼラチンを溶かすため） 

 ゼラチン容器の容量にあわせて用意． 

湯（ゼラチンを溶かすため）．湯沸かしポットなどで湧かす． 

温度計（ゼラチンを溶かすときに使う） 

スプーン，割り箸 （ゼラチンをかき混ぜるときに使う） 

コップまたはビーカー（必要ならロート）（ゼラチンを容器に移すときに使う） 

冷蔵庫（ゼラチンを固めるため） 

 容量は，ゼラチンを固める容器と数で決まる． 

 

○ 「実験をするための材料と道具」（図２−２） 

注射器と針か または，ストローとビニール管 

 例：テルモ社  

  注射筒 50ml コード番号SS-50ES EST 横口 １箱25本入り 

  針 21G x 1 1/2” (0.80x38mm) １箱100本セット １箱 

   取り扱いに注意． 

 例：シリコンないしビニールのチューブ １ｍ 内径4mm （図２−２下） 

   ストロー 内径が4mmか3.5mm 

 

 



 

 

 

 

 

図２−２ ゼラチン実験をするための材料と道具 

 



 

注入液体 

 ゼラチンより軽い液体：油類．食用油が安全． 

 密度が小さい方がよいが，揮発性が強くなるので， 

  取り扱いに注意（ガソリン，トルエンは危険）． 

 本格的実験では，物性が調整されたシリコン油を使う． 

  信越化学工業 KF-96 L-1 1 cSt（粘性／密度） 

液体着色染料：赤はマグマの雰囲気が出てよい． 

 オリエント化学工業 OIL RED 5B（シリコンオイル用）  

  シリコン油100mlに対して耳かき一杯程度でよい． 

注入液体を保存する蓋のついた容器．揮発性のものは特に必要． 

 容量100-300ml程度あればよい． 

容器の底につける接着剤：ゼラチンを固めるときに液体漏れを防ぎ， 

 注射針やストローを注入時するときにぶれないように固定する役割がある． 

  ゴム栓，シリコンゴム，チューインガムなど 

  ストローのときは，シリコンゴム，チューインガムなど． 

ティッシュペーパー，軍手 

食器用洗剤（容器の曇り止め） 

作業台としての机 

ゼラチン容器を乗せるため足台 

 コンクリートブロックなど 

記録・計測する場合 

 筆記用具 

 30ｃｍ程度の透明定規，時計 

 ビデオカメラとカメラ，記録媒体，三脚 

 

（３）ゼラチンの準備 

○ゼラチン容器の準備： 

底に針を注入するため，針がぶれないように工夫する（図２−２）． 

ペットボトルなどの薄い材質では，穴を前もってあけなくてもよい．一般には，あらかじめ底に

穴をあけ，内側から上述の接着剤で穴をふさぐ．本格的実験では，容器底に穴をあけゴム栓をは

め，ゴム栓にきりで針が通りやすく穴をあけておく． 

○冷蔵庫 

ゼラチン容器に水をはり，冷蔵庫にいれ，容器が水平になるかどうか調べる． 



 

水平でない場合は，ボール紙とか板をあてて傾斜を調整するようにする． 

○ゼラチン液体の作り方（図２−３）： 

宮城化学工業製粉末ゼラチンE-290で8リットルのゼラチン液体を用意する例． 

[1]ゼラチン粉末100ｇを計測する 

 [2]なべか洗面器で１時間程度，水に浸してふやかす． 

 [3]温度計をいれて，温度を見ながら，70度前後の湯８リットルで溶かす． 

  砂糖を加える場合は，この過程で必要量溶かし込む． 

  軍手やフキンを使うと安全． 

  湯の温度80度をこえないにする． 

  100度の湯の場合，始めに１リットルの水をふやかしたゼラチンが入った容器に入れ， 

   あとから，湯をたしていく． 

  スプーンか割り箸で混ぜる．  

  一度に８リットルの湯が用意できない場合，２−３回に分けてもよい． 

   例えば，３リットルの湯で濃いゼラチン液をつくり，再度，湯を沸かし， 

   あとから薄めていく方法もある． 

 [4]ゼラチン液体を30度前後になるまで，２−３時間室温で放置． 

  室温まで温度を下げる理由は，高温だと，容器の接合部が割れたり， 

  容器自体が変形するため．また，高温の液体は，冷蔵庫で水が蒸発し， 

  霜だらけとなる． 

 [5]ゼラチン液体をコップかビーカーで実験容器に移す． 

 [6]容器に移したゼラチンを冷蔵庫で水平に保ち固める． ５度ぐらいがよい．  

  ８リットル容器だと48時間ぐらい冷蔵すると物性も安定する． 

  この時間は，容器の大きさによる． 

 [7]使用した機材は，ぬるま湯で洗い乾燥． 



 

 

図２−３ ゼラチン液体の作り方 

 

 

 



 

（４）実験と観察 

(4)-1 実験の計画をたてる． 

 今回は，以下のマニュアルで行う． 

 角形アクリル容器で始めにデモし，後半に各自がいろいろな容器でテーマを 

  決めて実験してほしい． 

  

(4)-2 液体の調整 

 注入する液体を，必要量，小型の容器に移し，着色しておく． 

 物性の計測は，本格的実験でない限り必要ない． 

  液体の物性（密度，粘性）の計測． 

  ゼラチンの物性（密度，弾性定数など）の計測． 

 

(4)-3 実験装置を準備 

 机の上に，ゼラチン容器を乗せるためのブロックか足台を置く（図２−４）． 

 下から注射器で液体を注入できるように，空間をあけておく． 

 水平かどうかあらかじめチェック． 

 注入する道具：注射器，針 

 記録・計測の道具：筆記用具，定規，時計，カメラ，ビデオ 

 

(4)-4 ゼラチン容器をセット 

 冷蔵庫からゼラチン容器をとりだし，机の台の上に水平に静かにおく． 

 容器表面が曇らないように，時々液体洗剤か曇り止めを表面に塗る． 

 

(4)-5 実験と観察 

 注射器（注射筒と注射針）の場合（図２−４）：注射器に注入液体を吸い込み，針をつけ，泡を

抜く（図２−４）． 容器の底には，針を通りやすくした穴があいているので，ここに注射針をさ

しこむ．針が曲がらないように，底にできるだけ垂直に．空気が入らないように，少し液を出し

ながら行うと良い．ゼラチン中に1-2cmはいったら，止める．注射針がぶれないようにする． 

 サイフォンの原理を利用したポンプの場合（図２−４）：ビニール管の先には，注射針またはス

トローがついている．容器（写真では注射筒を利用）に注入液体を入れ，ビニール管の片方の先

端をこの容器にいれ，液体をもう片方の先端に導き，その先端をゼラチン容器の底にもっていく．

注射針の場合，穴から針をさしこみ固定する．ストローの場合，スリット状の縦長の穴から，ス

トローをつぶして挿入する．うまくストローが入らない場合は，きりで穴を開ける．あとは，注



 

射器と同じ要領で，垂直に，ぶれないように，空気が入らないように，挿入し固定する． 

   

 

図２−４ ゼラチン容器のセットと液体の注入法 

 



 

 

図２−５ クラックの上昇の観察 

 

 観察１ 液体を注入．割れ目（クラック）の発生を観察する（図２−５）． 



 

 

 観察２ 液体をすこしずつ注入し，注入量20-30mlになったら，注入を停止． 

  この間に，クラックの形状の変化を観察（図２−５上）． 

  注入液体が少量だと，上にも下にも広がる円盤状クラックが成長． 

   注入液体の圧力によって成長するので，二次元的に広がる． 

  注入量が大きくなると， 

   横から見ると，頭部が広がり最下部が閉じるしずく状のクッラクが上昇． 

   クラックの高さも高くなり，浮力の効果が強くなから． 

  

 観察３ クラック表面の鳥の羽のような模様を楽しむ（図２−５中）． 

 

 観察４ ゼラチン表面にクラックが近づいてきたら，表面の微妙な変形を観察． 

  ゼラチン表面にうつる蛍光灯などの物体のゆがみの程度を見る（図２−５左下）． 

  容器の横から，直接，隆起する場所，沈降する場所を見る． 

 

 観察５ 液体噴出が割れ目から起こる（図２−５右下）． 

  噴出する高さやその時間変化，割れ目を観察する． 

  一瞬の事件なので，あとからビデオを見るのもよい． 

 

(4)-6 後始末 

 使い終わったゼラチンは40度程度の湯で溶かして，捨てる． 

  高温の湯は，容器が破損したり，変形したりするので注意． 

  ゼラチンは再利用できるが，カビが生えやすいし物性も安定しない． 

 容器などはぬるま湯で洗浄し，自然乾燥． 

 

(4)-7 実験の解説 

観察１の解説： 

 自然界で破壊現象が普遍性であること例をあげて説明（道路，壁，その他）． 

 追加観察：室内の壁や道路のアスファルトで割れ目watching． 

  割れ目のパターンには，意味があるよ． 

 追加実験：紙の破壊．応力の理解． 

  割れ目の方向はどうしてきまるの？ 

観察２の解説： 



 

  クラックの駆動力は，圧力，浮力，応力勾配（図２−６）． 

 

図２−６ クラックの駆動力による形状の違い． 

 

観察３の解説：フラクトグラフィ．金属での研究が盛んである． 

 岩石やガラス，プラスチックの割れ目の断面に表れた模様を見よう（図２−７）． 

 

 

図２−７ 脆性した岩石の割れ目断面の例． 

 

観察４の解説 



 

 マグマが地下の浅い場所に上昇してくると，地球物理の観測により，様々な前兆現象が 

 捉えられる． 地殻変動による噴火予知観測の例をしめした（地質標本館(2003)参照）． 

 岩脈が浅い場所に貫入すると，地殻変動が観測される（図２−８） 

 

 

 

 

図２−８ 岩脈による地殻変動の例．上はアナログ実験，下は数値解析の例． 

 

観察５の解説 



 

 噴出の高さは，何より決まるの？  

 噴出の高さは，指数関数的に減少（図２−９）． 

 

図２−９ 噴出の高さの時間変化． 

 



 

(4)-8 「アナログ実験の体験」 

実験ノート 

 実験の目的 

 実験の方法 

 観察と結果 

  考察など 

 

（５）研究 

○発展実験 

 例：注入量や液体の密度を変えて，浮力の効果を見る． 

 例：ゼラチンに応力をかけて，クラックの方向の変化を見る． 

  円筒容器を水平方向につぶし応力をかける（図２−１０）方法や 

  板を挿入して応力をかける方法が手軽である． 

 

図２−１０ 円筒容器を変形して応力をかける実験法の例．  

 

 例：空気を注入してみよう．クラックの移動だけなら，おもしろい（図２−１１）． 

   ただ，無色である空気の噴出はよくみえない．色の付いた煙をいれるとどうなる？ 



 

 

図２−１１ 空気を注入したクラック， 

 

 例：炭酸飲料を注入してみよう（図２−１２）． 

  発泡した液体，ガス抜け現象，と脱ガスした液体の挙動などを観察． 

 

図２−１２ コーラを注入したクラック， 



 

○設計の工夫 

 規模の選択：日常持ち運べる規模として10-50cmを選ぶ． 

  小さいと手軽だが，迫力に欠ける．壁の影響がでる． 

 ゼラチンの固さ： 

  容器の規模で決まる．浮力で移動するクラックを観察する場合， 

  破壊強度が小さいと，小さいクラックで上昇する．ゼラチンが固いと 

  大きなクラックを作る必要がある．容器の規模を超えてしまう． 

  例えば，高さ20cmの容器だと，数センチの高さで浮力が破壊強度を超え， 

  上昇できる固さが適当．あまり柔らかいとクラック先端での塑性変形の 

  効果が大きくなる． 

 自分で設計：自分で目的にあわせてシステムを設計する． 

  マグマの上昇から噴火までの諸現象について，日常の道具と材料で工夫できる． 

 

○考察 

実際の割れ目噴火と比較する． 

 割れ目噴火の写真やビデオ（図２−１３）． 

 

図２−１３ アイスランドのクラフラ(Krafla)1977年の噴火（Solarfilma,Iceland）． 

 



 

 実際の噴火の割れ目は，野外巡検で観察する（図２−１４，２−１５）． 

 

図２−１４ 富士火山の噴火割れ目の分布（地質標本館(2003)より）． 



 

 

図２−１５ 富士火山南山腹の噴火割れ目と岩脈． 

 

ゼラチンの特徴と問題点： 

 先端の塑性変形（脆性破壊でなく，飴のような変形），スケール実験ではない， 

 規模が小さい実験では，表面張力（液体と周りのゼラチンとのぬれ具合）の効果． 



 

 

  火山（マグマの発生，物質と熱の輸送，噴火） 

  このうちマグマの物質輸送と”噴火”を観測する． 
  マグマは”熱い”，”爆発する”することは本実験からではわからない． 
 スケール実験ではない． 

  複数のメカニズムと材質なので，同じ規模の縮小は困難． 

 

３．実験２「溶岩流」 

（１）基本的なこと 

 マグマが地表に噴火する場合、比較的穏やかな噴火では溶岩流になって斜面を流れる。実験１

で噴火が起こったのちの“溶岩流が火山の斜面を流れる”のか実験してみよう．斜面を用意し、

溶岩流にみたてた液体を流すと、溶岩がどこを流れてどのように固まるのかわかります。立体模

型を利用すると，より現実味がでておもしろい．どこで噴火が起こればどこが危険なのか直感的

に理解できる。もちろん、モデル実験は現実そのものではない．流す材料はいろいろ考えられる

が、それぞれ少しずつ結果が違う．実験の目的に応じて流す材料を変えてみよう．この実験は小

学校高学年でも良く理解でき楽しく学べる教材でとてもおすすめである．ハザードマップは大人

でも読みとることが難しいが，この実験を行えば小学校高学年以上であれば「そんなことあった

りまえだよー」という反応が返ってくるくらいよくわかってもらえる． 

 

○目的（対象とするレベルで実験・観察項目を調整可能）： 

 溶岩流が流れて固まる様子を観察し理解する． 

（この目的のためにはロウを流す材料とすると良い） 

  実験方法は，山梨県環境科学研究所・山梨県教育委員会(2006) 参照． 

 流す量が多ければ多いほど遠くまで溶岩が流れる（本物の噴火でもおなじです）． 

 どこを溶岩が流れるかは，液体を流しはじめる場所（噴火する場所）と地形に影響をうける．

（この実験のためにはココアが適当である）． 

 上記の両方の特徴を持っている材料として，“小麦粉をエタノールで溶かしたもの”がある． 

○材料：日常の材料で準備可能．ろう，食品（蜂蜜，ココアなど），小麦粉とエタノール． 

○実験用具：台所用品． 

○安全性：ロウを使う場合は，やけどに注意する． 

     ロウを溶かすときに，蒸発するので，換気に気をつける． 

     食品を使い実験終了後に食す場合は衛生面に注意する． 

     エタノールは飲まないこと．換気に注意．エタノールは大人が管理する． 



 

（２）実験に必要な材料と道具 

○「材料と道具」（図３−１） 

 

図３−１ ロウ溶岩流の実験のための材料と道具 

 

流す材料 

 簡単に手に入るもの 

  ロウ１本（100円ショップで着色した太いロウソクを販売している） 

  蜂蜜，ココア 

  小麦粉にベンガラで色を付け，エタノールで溶かした溶液． 

  （エタノールは蒸発し小麦粉が固まった溶岩流のようにのこる．絵の具では強い色が出ない） 

 本格的実験：ポリエチレングリコール 

立体模型  

 火山の立体模型  

  例：トラストシステム社http://www.trust-system.co.jp/ 

  「富士山」価格 ： 14800円（税別），縮尺 ：1/50000，比高 ：1:1 

 立体模型がない場合は，板でもよいが，地形の効果を観察するために粘土で， 

 火山模型を作り，尾根や谷を入れておくとよい． 

ロウをとかして流す道具（図３−１） 

 ホットプレートか電気コンロ 

http://www.trust-system.co.jp/


 

 小型フライパン 

 金属製スプーン（カレーやスープを食べる時に使う大きさでよい） 

 ナイフかおろし金 

 アルミホイル か 小型の金属製ロート（口が細いもの） 

 軍手 

 

ココアを流す場合 

 空のペットボトル：ココアと水の混合用 

 ココア，水 

 注射筒あるいはピペット（なくても実験は可能） 

 

小麦粉をエタノールで溶かしたもの． 

 ビーカーやコップ．注射筒があると流すとき便利． 

 

立体模型をのせる机 

作業台としての机（電熱器をのせる） 

記録・計測する場合 

 筆記用具，メジャー，時計，ビデオカメラとカメラ（観察に必要なら用意），記録媒体，三脚 

 

（３）小麦粉をエタノールで溶かした溶液を流す実験 

(3)-1 実験の計画をたてる． 

① 溶液の粘りけ（粘性）． 

② 溶液の総流量（噴出量） 

③ 溶液を流す流量（噴出率） 

③溶液を流す場所（噴出場所）を決める。 

 

(3)-2 実験用具のセット 

立体模型を机にのせる． 

ビーカーかコップに小麦粉と少量のベンガラを入れる．エタノールで 

 

(3)-3 実験と観察 

 エタノールにとけた小麦粉溶液を，入れ物から直接ないし，注射筒を使って 

目標の場所の直上からたらす（図３−２）．エタノールは蒸発し，小麦粉が固まる． 



 

 

  

 

 

 

図３−２ 小麦粉をエタノールで溶かした溶液を流す実験の例．流している様子（上）．流した墓

所と流れ方を議論する（中）．愛鷹山から流している子がいる．愛鷹山はなぜ噴火しないのだろ

うか？ 上塗りをしていくと火山が成長し始める（下）． 

 

 実験１：山腹から少量流す．別の山腹から多量に流す． 

  両者の流路と到達距離の違いを観察する． 



 

 実験２：山頂から流す． 

  流路に注目する． 

 実験３：通過場所ないし最終到達場所をきめて，そこへ流れるために溶液を 

  流し始める場所と量をきめて，流す． 

 実験４：エタノールの量を調整して粘りけ（粘性）をかえる． 

 観察：溶岩流の形状を比較する 

  溶岩堤防なども観察できる． 

 

(3)-4 後始末 

 容器や立体模型についた小麦粉は，水で洗い流す． 

 

(3)-5 解説 

実験１の解説：総流量が大きいと遠方まで流れる．流路は谷筋を通る． 

 実験２の解説：山頂の低いところから流れ，谷筋をたどる． 

 実験３の解説：応用問題． 

 実験４の解説：粘りけが大きいと，遠くまで流れない．形状も厚くなる． 

 

(3)-7 研究 

○発展実験 

 溶液を流す場所を点源でなく割れ目噴火を想定して線上にする． 

 溶液の流量を時間ともに変える． 

 溶液の色を時間とともに変える．始め赤，次に黄色，————． 

  

○考察 

 実際の溶岩流と比べてみよう． 

  溶岩流のビデオと比較する 

  富士山の地質図で溶岩流の分布と比較する（図３−３）． 

  溶岩流は，野外巡検で観察する． 

 問題点：アナログ実験の問題，材料の問題，模型の問題 

 

 

 



 

 

図３−３ 富士山の溶岩流の例．富士立体地図（富士砂防工事事務所）より． 

  

（４）ココアを流す実験 

(4)-1 実験の計画をたてる． 

 どこで噴火したら自分の町があぶないのか考えてみよう。 

 ハザードマップの溶岩の分布と実験結果を比べてみよう。 

 

(4)-2 実験用具のセット 

立体模型を机にのせる． 

ペットボトルにココアと水を両者の体積が等しくなるように入れる。 

ペットボトルにふたをしてよくふりまぜる。 

粘りけがやや強いココアが出来たら、ココア溶岩の完成！！ 

ビーカーにココアを入れ注射器で吸い取る。 

立体模型はあらかじめ洗っておく。 

 

(4)-3 実験と観察 

立体模型が平らになるようにセットする。できるだけゆがみを直してから置く。 



 

セロテープ等で台にはりつけると効果的。 

注射器にとった「ココア溶岩」 を噴火しそうなところから流す。 

 勢いをつけずに静かに徐々に注射器のピストンを押す（図３−４）。 

自分の住む町に被害が起きるのはどのような場所か考える。 

富士山のハザードマップのシミュレーション結果とココア泥流の分布を比較する。 

ココアの量を変えて「ココア溶岩」の拡がる範囲を確かめる。 

どこで噴火したらどこに逃げればよいのか考えよう。 

また、噴火口の位置をわずかに変えるだけで溶岩の流れる方向が違ってくることを理解する。 

 

 

図３−４ 2004年度の研修でココアの溶岩流を流すところ（外川公彦氏撮影）． 

 

(4)-4 後始末 

 立体地形は水洗いする． 

 使った道具も水洗いする． 

 ココアを回収して砂糖・ミルクを加え飲んでも良い． 

 

(4)-5 解説 

実験の目的に応じて流す材料を変えてみよう。溶岩が冷えて固まる様子を観察するにはロウ。流

れる経路を観察する場合は、谷壁を乗り越えることが少ないココアが適しています。また、“粘

りけ”の強い溶岩について実験する場合には、水の量をやや減らしたココアか、生チョコレート

を使うとうまくいく。 



 

 

(4)-6 「アナログ実験の体験」 

実験ノート 

 実験の目的 

 実験の方法 

 観察と結果 

  考察など 

 

３．実験３「降下火砕物」 

（１）基本的なこと 

 実験１の噴火で，爆発的噴火の場合に相当する．この場合，噴煙柱が高く上がり，粉砕したス

コリア（軽石）と岩片が，風に乗り遠方まで運ばれ堆積する．本実験ではこの仕組みを理解する．

扇風機の風で，岩片が飛び，径に応じて分級がおこり，風下側に堆積する現象を観察するいたっ

て簡単な実験．自分のアイディアで条件を変え工夫しながらできるアナログ実験． 

○目的（対象とするレベルで実験・観察項目を調整可能）： 

  降下火砕物の落下の仕組みとその分布や粒度，厚さを理解する． 

○材料：岩石を粉砕した粉，または，野外で採取した砂とシルト． 

○実験用具：日常準の材料と機材で準備可能． 

○安全性：粉が空中を舞うので換気に注意． 

 

（２）実験に必要な材料と道具（図４−１） 

様々な粒度の粉：岩石の粉，周辺にある砂とシルトでもよい． 

 総量200ml程度．コップかビーカーのような入れ物にいれておく． 

地形図：対象火山の周辺と東側の５万か２０万分の１地形図 

 富士山の場合．２０万では甲府，静岡，東京，横須賀，千葉，大多喜，横浜． 

 余白をきってつなぎ合わせる 

扇風機（高い足のあるもの）と延長コード 

ビニールシート（床用で色が付いててよい）と透明ビニールシート（机上用） 

箒，ちりとり，掃除機 

地図を広げる机 

記録・計測する場合 

 筆記用具，メジャー（２ｍ） 

 ビデオカメラとカメラ（観察に必要なら用意），記録媒体，三脚 



 

 

 

図４−１ 降下火砕物の実験のための材料と道具 

 

（３）準備 

床にビニールシートを敷く． 

机の上に接合した地図を広げ，その上に，透明ビニールシートをのせる． 

扇風機を火山の西側に置く． 

部屋の換気をする． 

本実験の前にあらかじめ，扇風機の風量，位置と高さを調整しておく（図４−２）． 

 

「20kmの噴煙柱が立ち上がる噴火で，東京で火山灰が降下」という想定をすると，２０万のスケ

ールでは，40kmの噴煙柱は20cm，富士山頂—東京の距離約100kmは50cm，であるから，「富士山頂
で20cmの高さから岩石の粉をまくと，山頂の東50cmはなれた場所で細粒の粉が降る」ように，扇

風機の諸条件をセット．岩石をまく高さを低くすると，落下する距離が低くなり，机表面を流れ

る風で粉が飛ばされてしまうことがある．よって，始めに行う実験では，噴煙中としては高めの

20cmとした． 

 



 

 

図４−２ 降下火砕物の実験法 

 



 

（４）実験と観察 

(4)-1 実験と観察 

実験１ コップやビーカーから50-100mlの体積の岩石の粉を，20cmの高さからまく（図４−２）． 

 降下した岩石の粉の分布を観察．等粒度線や等層厚線の概略を描く． 

 半円筒状の樋のような入れ物を使うと，まく粉に落下させる順番をつけることができる． 

 （図４−１）． 

実験２ 岩石の粉をまく高さ，風向き，風の強さを変える． 

 降下した岩石の粉の分布を観察． 

 

後始末 

 実験後，机の上の岩片は，箒で掃除すれば，次の実験が始められる． 

 最後に，床を掃除すればよい． 

 

(4)-2 解説 

 粉の粒径に応じて分級がおこるしくみを理解する． 

 噴煙柱の高さ，風向き，風速，粒度組成が支配要因になっている． 

 

(4)-3「アナログ実験の体験」 

実験ノート 

 実験の目的 

 実験の方法 

 観察と結果 

  考察など 

 

（６）研究 

発展実験 

 例：地図のスケールを５万分の１にする． 

  火山周辺の局所的な降下火砕物の分布を観察 

 例：あらかじめ岩石の粉の粒径分布を計測し，複数の場所で降下した 

  岩石の粉の粒径と比較する． 

 例：大きさが同じで，密度の異なる粒子を降下させる． 

 例：岩石の粉に色や粒度のバリエーションをつけ，とい状の器具（図４−１）に順番に並べ， 

  片側から順次落下させる．分布や堆積の順番を観察． 



 

考察 

 実際の富士山の噴火による降下火砕物の分布と比較する（図４−３，４−４）． 

 野外巡検で降下火砕物を観察する． 

 アナログ実験の問題を考察する． 

 

図４−３ 富士山での代表的な山頂噴火や山腹噴火による火山灰の降灰域で，風向きにより 

 いろいろな方向に落下する例（地質標本館(2003)より）．一般には東側に降下する確率が 

 高い．基礎データは，宮地(1988)より． 

 



 

 

図４−４ 宝永噴火による火山灰の降灰域（地質標本館(2003)より）． 

 基礎データは，下鶴(1981)より． 
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富士山北麓 野外見学案内 説明書 

 

○ 引率対象 
大型バスを借り切って３０～４０人の生徒を引率する野外活動を対象に書かれていま

す． 
  野外では，特に風が強い場合などは，声が飛ばされてよく聞こえないことが多い． 
風上に立って，意識的に大声で話すようにするか，ハンドマイクなどを使うとよい． 
 

○ 経路の選定 

  １．夏季など，旅行シーズンには，バスでの移動に予想外の時間がかかる．自家用車

で下見する場合にかかる時間より，グループがバスで移動するのは，余計に時間

がかかる． 
  ２．バスを降りて見学する地点では，そばに便所があるかどうか確認しておく． 
  ３．通行量の多い道路の端にバスを止めて，生徒を乗り降りさせるのは，危険を伴う

ので，誘導や安全確認を十分に行う．観察地点のある道路の側にバスを止めて乗

降させるのが重要． 
 

○総論  （宮地直道著：富士火山．フィールドガイド日本の火山．関東甲信越の火山 II． 
       ｐ．40-58．築地書館 から引用，一部変更） 
 
 富士火山（標高 3776ｍ）は，静岡県と山梨県にまたがり，北米，ユーラシア，フィリピ
ン海の３つのプレート境界部に位置する玄武岩質の成層火山です．富士火山は 10万年前以
降活発な活動をくりかえしてきましたが，1707（宝永４）年の噴火以降，顕著な火山活動
は確認されていません．富士山は古くから日本のシンボルとして，また，信仰の対象とし

て親しまれていますし，周辺には箱根火山や富士五湖があり，国際的観光地としても知ら

れています． 
 
 地形図（国土地理院発行） 
  2万5千分の１ 駿河小山（するがおやま），印野（いんの），富士山，鳴沢（なるさわ），

上井出（かみいで），富士吉田，須走（すばしり），天母山（あんもや

ま），入山瀬（いりやませ），精進（しょうじ） 
  5万分の１   富士山，山中湖，富士宮，御殿場 
  20万分の1   甲府, 静岡 



 地質観察に適した時期 

富士山の山麓部は積雪期をのぞき通年調査は可能です．だだし，標高が約 1500ｍ以上の
山腹域の調査に際しては，富士スカイライン，富士スバルラインともおおむね 11～4 月の
積雪期は通行止めとなりますし，登山客が集中する 7月中旬～8月中旬までは，一部区間の
マイカーの乗り入れが規制されますので注意を要します．また，富士山周辺の道路は週末

や 7～8月の夏休み期間中になると行楽客により混雑するため，渋滞を避ける工夫が必要で
しょう． 
 
 火山地形 

 富士山は活発な中心噴火をくりかえし，世界でも有数の均整の取れた円錐形の成層火山

となりました．しかし，よくみると，多くの火山灰や火山礫などの降下火山砕屑（さいせ

つ）物（降下テフラ）は上空の偏西風に流され山体の東側に堆積するため，西側斜面にく

らべ東側斜面のほうがなだらかです．また，北西―南東方向には側火山群が分布するため，

富士山全体がこの方向にのびています．一方，山麓部には西側の大沢崩れにつづく上井出

扇状地がひろがっています． 
 
 噴火史 

富士山は新第三系（100万～2300 万年前の地層）の堆積岩類や火成岩類からなる御坂（み
さか）層群，丹沢層群と，それらをおおう第四紀中期の溶岩を主体とする小御岳（こみた

け）火山の噴出物を基盤としています．約 10万年前に小御岳火山の南斜面より，玄武岩質
の降下テフラを頻繁に噴出して古富士火山が形成されはじめました．これらの降下テフラ

は南関東地方一円に降り積もり，立川ローム層の主要な母材となりました．古富士火山は

活動の末期になると，降下テフラにくわえて，火砕流の噴出，山体崩壊，溶岩の流出をく

りかえしました．そして，約 1 万年前になると多量の溶岩を噴出する活動へと変化しまし
た．このため，噴出中心の位置はおおむね変化していませんが，約 1 万年前までを古富士
火山，それ以降を新富士火山とよび区別しています． 
 新富士火山は，8000～1万年前に山頂および側火口からきわめて多量の溶岩（旧期溶岩）
を頻繁に噴出しましたが，4500～8000年前には山頂火口からの小規模の降下テフラをしば
しば噴出する活動に変わりました．3000～4500年前には山頂および山頂の北西－南東方向
の側火山から小規模な降下テフラとやや規模の大きな溶岩（中期溶岩）を噴出し，2000～
3000年前には山頂からやや規模の大きなテフラを頻繁に噴出しました．とくに2500～3000
年前にはスコリア質の火砕流（大沢火砕流－2，3）が，2900年前には東側斜面の山体崩壊
にともなう岩屑（がんせつ）なだれ（御殿場岩屑なだれ）が発生しました．そして，2000
年前以降は山頂の北西－南東方向および北東方向の側火山から小規模な降下テフラと溶岩

（新期溶岩）が頻繁に噴出しました．歴史時代にはすくなくとも 16回の噴火があったこと
が知られています．この中でも 864（貞観 6）年の噴火では北西斜面の長尾山から北西山麓
一面をおおう溶岩（青木が原溶岩）が噴出しました．また，1707（宝永 4）年の噴火では



南東斜面の宝永火口から多量の軽石とスコリア（宝永スコリア）が噴出し，これらの降下

テフラは南関東一円に降り積もりました． 
 
 温泉 

 富士火山を直接の熱源とする温泉はありませんが，富士山の周辺には登録の御殿場温泉

会館（ナトリウム温泉），北東麓の山梨県忍野（おしの）村の忍野温泉（ラジウム温泉）や

山中湖平野温泉（アルカリ性単純温泉），西麓の朝霧高原温泉（カルシウム・ナトリウム温

泉）などいくつかの温泉があります． 
 
○観察地点の説明 

 

０．山梨県環境科学研究所―出発点（地点1） 

美しい赤松林の中に位置している研究所ですが，このあたりは剣丸尾溶岩流が，約 1000

年前に流れ下って一帯を覆いつくしたところです． 

 

１．御庭奥庭火口列(地点２) 

富士スバルラインを登ると新五合目の手前で北西－南東方向にのびる側火山列を横ぎり

ます．このうち，富士山の山麓側には奥庭とよばれる側火山があり，スバルラインの奥庭

の駐車場から遊歩道ぞいに奥庭火山を一周できます．みやげ物店の奥庭荘北側のくぼ地は

火口で，ここから御庭奥庭溶岩が噴出しました．奥庭の北側（山頂側）にも奥庭と同時期

（約 2000年前）に形成されたと考えられる火砕丘が連なっています． 
バスを停めやすいのは，奥庭の駐車場を通り過ぎて公衆便所の先の路側帯（駐車に十分

のスペースがある）がよいでしょう．前方に土石流除けのコンクリート製のひさしが見え

る手前の道路左側です．ここで生徒を降車させて，道路の反対側（山側）にある階段状の

登山道を登ります．なお，空車時間を使ってバスを転回して，下り方向の位置で駐車して

待つように，バスの運転手さんに指示することをすすめます． 
高さ数 10ｍくらい登ったところに東屋（屋根とベンチがある）があります．その山側に

窪地がありますが，そこが観察地点です．窪地は噴火口であり，山頂方向（南東方向）へ

のびているのがわかります．これは，富士山の山頂部付近から，北西方向に放射状にのび

た「割れ目火口」が生じたためです．割れ目火口からの噴火の初期は，おそらくもっとも

勢いが強くて，粘性が比較的低い，玄武岩質の溶岩が幕状に高く噴き上げられただろうと

考えられます．割れ目火口に沿って溶岩が連続して噴水のように噴き上がるような現象を

「火のカーテン Curtain of fire」とも呼びます．噴きあがる溶岩は相当の粘り気があります
ので，数ｃｍから数１０cm径の塊となって,火口の周りに降ってきます．その一部は火口の
周囲に積み重なって小さな高まりを作ります．割れ目火口が連続していると，噴出物の堆

積は割れ目の両側に小さな堤防のような形を作ります．このような地形を｢スパター・ラン

パート Spatter rampart｣と呼びます．よい日本語がありませんが，スパターとは，やわら



かい溶岩の塊（しぶき状の)を言います．これがもう少し冷えれば硬くなって，｢火山弾 
Bomb｣と呼べるものになります．火山弾もいくつかこの地点で見られます． 
初期の，溶岩を連続的に噴き上げる様式の噴火は，いずれ勢いが弱まって，数秒ごとな

いし数分ごとに小爆発を繰り返すような様式の噴火に移行します.このような噴火様式を
｢ストロンボリ式噴火｣と呼びます．富士山に多く見られる，側火山の多くは，ストロンボ

リ式噴火によって生じたものです.大室山や長尾山などのように，円錐形の山体が特徴です．
山体の大きさの割には大型の山頂火口を持っています．このような小火山を「火砕丘(火山
砕屑丘)」と呼びます．御庭奥庭火口列は，このようなスパター・ランパートと小火砕丘の
集合からなります． 
この地点から東方へ数 100ｍはなれたところを浅い沢が走っています．この沢に沿って,

過去に何回も「融雪型泥流｣が発生し,被害を与えました.春になって積雪が融けだすころ，
雪や氷と土砂と水が混じったものが泥流として流れ下ります．富士スバルラインも被害を

受けました．泥流を避けるために，道路をまたいでコンクリートの覆いが作られています．  
天気がよければ，この地点から富士山の北西斜面と山麓一帯を見渡すことができます．

富士五湖や多くの側火山を確認してください．また，富士山より古い山地（基盤と言いま

す）の地形をよく見てください．富士山は顕著に平坦な地形をうずめて裾野を展開させて

いるのが分かります． 
 
２．本栖湖湖畔，青木が原溶岩流が湖水に流れ込んだ場所（地点４） 

本栖湖交差点を曲がって湖畔へ降りる道をとり，大きな駐車場へバスを停めます．湖畔

は青木が原溶岩流が本栖湖の湖水の中へ流れ込んだ地点です．864年当時の湖水面の高さは
現在とほぼ同じでした．陸上を流れてきた青木が原溶岩の表面は，「アア溶岩」の特徴を示

していますが，湖水中に流れ込むと微妙に表面の微地形が異なってきます．先端部は円筒

形の地形（ローブ lobe と呼ぶ）に分岐しており，おのおののローブに中央が長軸に沿って
割れているのが特徴的です． 

 
３．西湖こうもり穴（溶岩トンネル）（地点５） 

青木が原溶岩流が，噴火当時（西暦864年？）「せのうみ」と呼ばれていた湖に流入して，

「せのうみ」を分断し，西側が精進湖，東側が西湖になりました．西湖こうもり穴は，「せ

のうみ」の湖岸線にきわめて近いところに位置するものと思われますが，湖水面よりは 20

ｍくらい高く，したがって陸上の溶岩流の特徴を示しています． 

パホイホイ溶岩の表面地形を示し，平滑な原表面と，二次的な変形地形（膨れ上がり，

陥没など）が見られます．こうもり穴は，溶岩トンネルと呼ばれるもので，相当の厚さを

持つ溶岩流の表面が固化し，内部はまだ流動性を保っている状態で，内部の流動部分が下

流へ抜けて，トンネル状の空洞となったものです．トンネル内の床面はかなり平坦ですが，

これは，トンネルの内部を新しい溶岩が流れた表面がそのまま残っているためです． 

縄状の微地形の形状や，傾斜から流動方向がわかります，またところどころに崩落地形



が見られますが，そこで観察される粗い破断面と溶岩トンネル内部の平滑な面との違いも

注目してください． 

こうもり穴へ入るために，ヘルメットを貸してくれます．穴の中は濡れていて，足場が

悪いですから，濡れたり，泥だらけになってもよいような服装がお勧めです．引率者は，

ランプを持参するのもよいでしょう． 

 

４．鳴沢―農協出荷施設脇の露頭（地点６） 

国道 139号線を鳴沢から天神山スキー場方面へ南下するとすぐに，左手に鳴沢村農協出

荷施設が見えます．この施設の北側の地点には，約４ｍの厚さの青木が原溶岩の断面が露

出しており，直立した直径約 80ｃｍの溶岩樹型を観察できます．また，ここでは青木が原

溶岩の直下に約30ｃｍの土壌層と風化火山灰層をはさみ，約40ｃｍの厚さの褐色スコリア

層を観察できます．このスコリアは3000年前に富士山最大の側火山である大室山から噴出

した大室スコリア層です．さらに，現在では見られませんが，この露頭では大室スコリア

層の下位に土壌層や風化火山灰層をはさみ，中期溶岩の一つである焼間ヶ原（やけまがは

ら）溶岩が見られました． 

 

５．鳴沢―運動場脇の露頭．（地点７） 

地点 6の青木が原溶岩流と同じものですが，ここでは溶岩の断面は連続的で，より緻密

です．すなわち地点 6の溶岩よりもゆっくり冷却したことが伺われます．その断面に，何

箇所か奇妙な柱状の構造が見られます．柱状に破砕されたように乱されていて，溶岩流の

表面にまで突き抜けているように見えます．この構造は，「スパイラクル spiracle」と呼

ばれるもので，溶岩流の下底から水蒸気が半固結状態の溶岩流内部を突き抜けて，表面に

脱出しために生じたと解釈されます．水蒸気は，湿った地表や水溜りが溶岩流によって覆

われたときに，溶岩の熱によって加熱されて発生したものです． 

 

６．船津胎内―富士河口湖町フィールドセンター（地点８） 

この地域は，山梨県環境科学研究所の敷地と同じく，約1000年前の剣丸尾溶岩流によっ

て覆われています．溶岩流の周縁部に近いので，多くの溶岩樹型が観察されます．野外で

直立した樹型や，斜めや水平に倒れた樹型が数多く見られ，直系1ｍ以上のものもあります． 

船津胎内は，巨大な樹型が複数連なって，溶岩トンネルに似た空洞を形成しているもの

です．直線的で丸い断面をした空洞は，通常の溶岩トンネルではなく，巨大な樹幹が溶岩

の中にのみこまれて出来たものであることを示しています． 
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