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ABSTRACT 

This study clarifies the local history and is intended to make the document of cultural 

heritage studies. This report is a part of the general academic investigation of the Cave 

Environmental Net Society which went on the ｐlateau ｐhoto of kilauea volcano and its 

lava analysis. 

During the 1969-1974 Mauna Ulu eruptionon Kilauea's upper east rift zone, lava tubes 

were Observed to develop by four principal processes: (1) flat, rooted crusts grew across 

streams within confined channels; (2) overflows and spatter accreted to levees to build 

arched roofs across streams; (3) plates of solidified crust floating downstream coalesced to 

form ａ roof; and  

(4) pahoehoe lobes progressively extended, fed bynetworks of distributaries beneath a 

solidified crust. Still another tube-forming process operated when pa‘hoehoe entered the 

ocean; large waves would abruptly chill a crust across the entire surface of a molten 

stream crossing through the surf zone.  

These littoral lava tubes formed abruptly, in contrast to subaerial tubes. Which formed 

gradually. Tubes transport lava efficiently. Once formed. the roofs of tubes insulate the 

active streams within, allowing the lava to retain its fluidity for ａ longer time than if 

exposed directly to ambient air temperature. Thus, the flows can travel greater distances 

and spread over wider areas.  

Even though supp‘ly rates during most of 1970･-1974 were moderate, ranging from ｌ to 

5 m/s, large tube systems conducted lavas far as the coast, 12-13 km distant, where they 

fed extensive pahoehoe fields on the coastal flats･Some flows entered the sea to build lava 

deltas and add new land to the island.  

We have you experience the real thrill of a field science through this cave model, 

and we wish if that charm is sharable. The formation place of the generation thing 

in a lava cave can be classified into the ceiling of a cave, the floor of a cave, the 

surface of a wall of a cave, and a cave pool. 

「ｷ-ﾜ-ﾄﾞ」：噴火口、溶岩流、台地写真、火山歴史、成分分析、玄武岩 

「key Words「：Crater, lava flows, Plateau Photo, Volcanic History, Lava Analysis、basalt, 

［洞窟環境 NET 学会 紀要 10 号］:［Cave Environmental NET Society(CENS), Vol.10,(2019) pp］ 

「目次」：１.はじめに、 ２.ハワイとキラウエア山頂の環境、３.キラウエアの火成溶岩の成分分析、  

４.ハワイの Kilauea の現地調査時の写真、５.ハワイの Kilauea にある玄武岩の写真、６.おわりに 



2 

 

2 

 

謝辞、参考文献、別表：ハワイの年代。 

2.ハワイのキラウエア山頂の環境 

2-1.アメリカのハワイ州 

ハワイ州は、太平洋に位置するハワイ諸島にあるアメリカ合衆国の州である。州都はオアフ島のホノルル市

である。アメリカ合衆国 50 州の中で最後に加盟した州である。ハワイ州の８島は、①ハワイ島、②マウイ島、③

オアフ島、④カウアイ島、⑤ロカイ島、⑥ラナイ島、⑦ニイハウ島、⑧カホオラウェ島である。州全体が島だけで

構成されることではアメリカ合衆国で唯一の州である。アメリカ合衆国本土の南西、日本の南東、オーストラリア

の北東と、太平洋の中央に位置し、地理的にも民族的にも近いポリネシアでは最も北にある列島で構成され

ている。その自然の多様な景観、暖かい熱帯性気候、豊富な公共の海浜と大洋に取り囲まれていること、およ

び活火山の活動があることで、観光客、サーファー、生物学者、火山学者などに人気のある目的地になってい

る。独特の文化がある他に太平洋の中心にあることで、北アメリカやアジアの影響も多く受けている。130 万人

を超える人口の他に常に観光客やアメリカ軍軍事関係者が滞在している。 

 

2-2.ハワイ州の地理 

ハワイ州はアラスカ州と、アメリカ合衆国本土以外に位置する 2 つの州のうちの 1 つである。北米大陸上に

位置しない唯一の州で、四周を海によって囲まれた熱帯地方に位置している唯一の州でもある。州の陸地面

積は、キラウエア火山から流動性の高い溶岩が流れ出ているため、その面積は増加し続けている。その延長

は距離 2,400 km にわたって伸びている。これらの島々は北西部から南東に、ニイハウ島、カウアイ島、オアフ

島、モロカイ島、ラナイ島、マウイ島、カホオラウェ島、ハワイ島の順に並び、太古の火山の残骸である。 

 

2-3.キラウエア山頂 

アメリカ合衆国ハワイ州で位置は、北緯 19 度 25 分と西経 155 度 17 分である。キラウエアの場所は、北緯 19

度34分 西経155度30分であり。面積は10,432.5

平方 km であり、標高:1,247m と最高標高：4,205m

である。最高峰は、マウナ・ケア山。人口:148,677 

(2000現在)。キラウエア火山は、ハワイ島の同じ形

式の 5 つの盾形火山（Shield volcano）で、ハワイ

諸島の活火山である。種類は楯状火山である。ハ

ワイ語で、キラウエアは溶岩の流出することに関連

して、「吹き出す、多くまき散らす」 という意味であ

る（写真 2-1）。 

キラウエア火山は、ハワイ諸島を作り出してきた

火山の中で現在最も活動的なもので、火山活動

の中心はハワイ島の南東沖にあるロイヒ海底火山に移りつつある。山域は、ハワイ火山国立公園として指定さ

れている。ハワイ島（Island of Hawaii）は、ハワイ諸島を形成する、太平洋上の島の一つで、ハワイ諸島で最大

の島であることから、"Big Island" とも呼ばれる。面積は、日本の四国の約半分程度、岐阜県ほどの大きさであ

る。 

火山活動として、新しいマウナ・ロアによって埋められているという説がある。最大寸法で、全ハワイ諸島を合

わせた面積の 62%を占める。島中央部にはマウナ・ケア（海抜 4,205 m）とマウナ・ロア（海抜 4,169 m）の 2つの

4000m 級火山がある。マウナケア山頂付近は、天候が安定し、空気が澄んでいることもあり、世界各国の研究

機関が天文台を設置、日本の国立天文台が設置したすばる望遠鏡もある。 

 
写真 2-1.ハワイ諸島の下がキラウエア 
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2-4.キラウエアの地質と地理 

ハワイ島は、ホットスポット上にあることから活発な火山活動が起きてきた。島は５つの楯状火山で構成され

ていて、互いに噴火期間が重なり合いながら、５つの火山は活動順に、①コハラ（死火山）、②マウナ・ケア（休

火山）、③フアラーライ（休火山）、④マウナ・ロア（活火山）と⑤キラウエア（活火山）である。 

 

  

図 2-2 はハワイ島の地図である。図 2-3 は、ハワイ島、噴火口沿いのキラウエア火山頂上の探検名所であ

る。ハワイ島の南東岸から 29km には、ロイヒ海山と呼ばれる海底火山がある。ロイヒは太平洋の海面下 975m

で活発な噴火を続けている。ロイヒは継続して火山活動を続け、ついに山頂が海水準を突き破り、その後に海

面上でもキラウエアとつながり、ハワイ島にさらなる陸地領域を付加すると考えられている。ヒリナ地滑り（ｸﾞﾚｰ

ﾄ･ｸﾗｯｸ）は長さ 13km、幅 18m、深さ 18mの深い裂け目であり、ハワイ島のカウ地区にある。グレート・クラックは

たくさんある一連の裂け目の一つであり、噴火によって形成された割れ目である。キラウエアが形成され始め

た時期はわかっていないが、 

 

 

向きにより周辺の二酸化硫黄濃度が上昇した。キラウエア火山の噴火活動は、プナルウ黒砂海岸の形成に、

 
 

図 2-2.ハワイ島の地図 図 2-3.ハワイ島、噴火口沿いのキラウエア火山頂上の探検名所 

  

表図 2－1.ハワイにある洞窟の規模と距離との関係 
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大きな影響を与えていると考えられている。キラウエア火山は、マウナケア山と並ぶ、ハワイ島観光のハイライト

と言え、キラウエア・カルデラ、及びハレマウマウ火口、ジャガー博物館、キラウェア・イキ、サーストン溶岩トン

ネル、チェーン・オブ・クレーターズ・ロードが観光名所となっている（表図 2-1）。https://ja.wikipedia.org/キラ

ウエア火山。 

  

３.キラウエアの火成溶岩の成分分析 

カズムラ洞窟場所ハワイ郡ハワイ郡深さ 1,101m、長さ 65.5km、地質学年齢は 500歳である。メインチューブ

のアーチ型の通路は、古典的な溶岩チューブの形状である。床は、元の溶岩湖の地殻で、下から流出したと

きに内側に落ちた。流出した後に丸い溶岩湖に崩壊する。 溶岩の源はバックグラウンドのラヴァフォールです。

一流洞窟は溶岩管で、長さ 65.5km、深さ 1,102m で調査され、世界最長かつ最深の溶岩管である。洞窟はキ

ラウエアの東斜面のハワイ島にある。約 500 年前、カズウラ洞窟を含む Aila'au 溶岩流は Kilauea Iki Crater を

起源としている。 

 表 3-1 は、ハワイの Kilauea Iki にある玄武岩の酸化物の成分分析（ｗｔ％）である。一方、次の洞窟の登り

斜面はオルタ洞窟で、セクストンとほぼ繋がっていたが、より黒い溶岩の岩が密集していた。洞窟は 1995 年に

ケビンとシャンバウによってカズムラにつながれました。ハワイアンエーカー、フェーンズ、ドクベロウの洞窟を

含む古いカザムラ近くの小さな洞窟も結ばれました。後者の２つはタイトなクロールウェイで結ばれている。

Kazamura Caveのすべての通路の完全な地図です。これは 2002 年時点でのシステムの合計（65.61 km）を示

し、線形範囲は（32.23km）です。Kazumura Cave Atlas には 101の入り口がすべて私有地にある。  

ハワイの Kilauea Iki にある玄武岩の酸化物の成分分析（ｗｔ％）として、SiO2（４５.５８～49.90ｗｔ％）の範囲は

4.32ｗｔ％で、TiO2（1.54～3.30ｗｔ％）の範囲は 1.76ｗｔ％で、Al2O3（8.17～12.91ｗｔ％）の範囲は 4.74ｗｔ％で、

Fe2O3（11.28～12.14ｗｔ％）の範囲は 0.86ｗｔ％で、MnO（0.17～0.18ｗｔ％）の範囲は 0.01ｗｔ％で、MgO（8.84

～23.87ｗｔ％の範囲は 15.03ｗｔ％で、CaO（6.79～11.05ｗｔ％）の範囲は 4.26ｗｔ％で、Na2O（1.28～2.25ｗｔ％）

の範囲は 0.97ｗｔ％で、K2O（0.31～0.80ｗｔ％）の範囲は 0.49ｗｔ％と P2O5（0.15～0.30ｗｔ％）の範囲は 0.15ｗ

ｔ％である（表３-1）。 

 

 

 表 3-1.ハワイの Kilauea Iki にある玄武岩の酸化物の成分分析（ｗｔ％） 
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図 3-2 の関係式は、散布図に引かれた直線の方程式によって求められる。ケイ酸（SiO2）が増大するに

つれ、アルカリ性は増大傾向を示し、直線勾 配 はそれぞれ 0 . 2 8 1 9 である 。決 定 係 数 は

0.9465(曲線)と 0.9465(直線)であることが判 別 できる。  

アルカリ性 （曲線）＝0.0144X2 －1.09 X ＋21.328・・・R2=0.9497・・・・測量値・・・・・・・・（３-1） 

アルカリ性 （直線）＝0.2819X －11.2498・・・・・・・R2=0.9465  ・・・・・・測量値・・・・・・・・（3-2） 

 

  

図 3-1.ケイ酸とアルカリ性との関係 図 3-2.ケイ酸とカリウムとの関係 

 

ケイ酸とカリウムとの関係を究明するため、それぞれの溶岩の化学組成をプロットしたものである

（図 3-2）。関係式は、散布図に引かれた直線の方程式によって求められる。ケイ酸（SiO2）が増大

 

Hugh.R.Rollison 著・楯学明・桶暁勇・除双喜訳； 『 Geochemical Data: Evaluation, Presentation 、

Interpretation （岩石地球化学訳）』、中国科学技術大学出版社、2000 年。 
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するにつれ、アルカリ性は増大傾向を示し、直線の勾 配 は 0 . 4 7 1 2 である。決 定 係 数 は

0.4798(曲線)と 0.4712(直線)であることが判 別 できる。  

 

カリウム性 （曲線）＝0.0093X2 －0.8016 X ＋17.606・・・R2=0.4798・・・・測量値・・・・・・・・（3-3） 

カリウム性 （直線）＝0.0785X －3.287・・・・・・・R2=0.4712・・・・・・     測量値・・・・・・・・（3-4） 

 

 

図 3-3.ケイ酸と各成分との関係との関係 

 

図３-３は、ケイ酸と各成分との関係との関係である。ケイ酸が増大するにつれ、大きく減少する成分の傾向

は MgO(勾配-3.57)であり、ゆるく減少する成分の傾向は Fe2O3(勾配-0.697)である。ケイ酸が増大するにつれ、

大きく増大する成分の傾向は Al2O3(勾配 1.122)と CaO(勾配 1.000)であり、ゆるく増大する成分の傾向は

TiO2(勾配-0.311)である。 

 

図３-４は、各成分の最大と最小値の重量百分率である。各成分の最小と最大（ｗｔ％）は、少ない重量百分

率から順に増大する成分は、P2O5（0.15～0.30ｗｔ％）、MnO（0.17～0.18ｗｔ％）、K2O（0.31～0.80ｗｔ％）、

Na2O（1.28～2.25ｗｔ％）、TiO2（1.54～3.30ｗｔ％）、CaO（6.79～11.05ｗｔ％）、Al2O3（8.17～12.91ｗｔ％）、

MgO（8.84～23.87ｗｔ％）、Fe2O3（11.28～12.14ｗｔ％）と SiO2（45.58～49.90ｗｔ％）である。 
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図 3-４.各成分の最大と最小値の重量百分率 図 3-５.各成分最大と最小値の差 

 

図３-５は、各成分最大と最小値の差である。各成分の最大値と最小値の差が重量百分率（ｗｔ％）によって

判明できる。すなわち、MnO（0.01ｗｔ％）、P2O5（0.15ｗｔ％）、K2O（0.49ｗｔ％）、Fe2O3（0.86ｗｔ％）、Na2O（0.97

ｗｔ％）、TiO2（1.76ｗｔ％）、MgO（1.76ｗｔ％）、CaO（4.26ｗｔ％）、SiO2（4.32ｗｔ％）と Al2O3（4.74ｗｔ％）である。 

 

  
表図３-6.玄武岩の酸化物に対する重量百分率の比較 

 

表図３-6 は、玄武岩の酸化物に対する重量百分率の比較である。アルカリ性＝Na2O＋K2O＝1.84＋0.49

＝2.33（ｗｔ％）。斜長石＝Aｌ2O3＋アルカリ性＝11.26＋2.33＝13.59（ｗｔ％）。橄欖石＝CaO＋斜長石＝11.26

＋2.33＝9.71＋13.59＝24.85（ｗｔ％）の重量百分率（ｗｔ％）の１以下は、MnOの 0.18（ｗｔ％）、P2O5の 0.23（ｗ

ｔ％）とK2Oの 0.49（ｗｔ％）である。Na2Oの重量百分率は、1.84（ｗｔ％）である。TiO2の重量百分率は、2.37（ｗ

ｔ％）である。CaO の重量百分率は、9.71（ｗｔ％）である。１１代の重量百分率は、Al2O3（11.26（ｗｔ％）と Fe2O3

の 11.77（ｗｔ％）である。それ以上は、MgO の 13.86（ｗｔ％）と SiO2 の野 48.30（ｗｔ％）である。キラウエア火山

噴火 1959 年 8 月、ハワイ火山天文台で深海地震が検出され、10 月にはキラウエア山頂がマグマで満たされ

ていることが地震計によって示され、新しい溶岩シールドが形成された。 

４.ハワイの Kilauea の現地調査時の写真 

４-1.ハワイの Kilauea の溶岩台地の写真 

キラウエア火山噴火 1959 年 8 月、ハワイ火山天文台で深海地震が検出され、10 月にはキラウエア山頂が

マグマで満たされていることが地震計によって示され、新しい溶岩シールドが形成されました。溶岩台地（lava 

plateau）は、玄武岩質の溶岩が大量に噴出し積み重なってできた、大規模な台地である。世界的には、デカ

ン高原（52 万 km2, 日本の国土面積の 1.4 倍）やコロンビア川溶岩台地（１６万 km2）が巨大な溶岩台地として
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知られる。日本では、雲ノ平・弥陀ヶ原（富山県）などがある。屋島（香川県）が溶岩台地とされることがあるが、

屋島は第三紀に低地に流下した安山岩質の溶岩流が隆起し侵食され強固な溶岩が残ったもので溶岩台地

ではない。このような地形はメサという。 

 

  

 

 

写真 4-1.アメリカ、ハワイ島にあるキラウエア火山の噴火口の光景 

 

写真 4-1 はアメリカ、ハワイ島にあるキラウエア火山の噴火口の光景である。今も噴煙している ぷーお

ー くれーたー（かこう）をへりから撮影。ダイヤモンドﾍｯﾄのタフリンクである。噴火口あと、すで に植生が付着している。 

 

    

写真４-2.アメリカ、ハワイ島にあるキラウエア火山の噴火により海岸と割れ目・裂罅の光景 

 

 写真 4-2は、アメリカ、ハワイ島にあるキラウエア火山の噴火により海岸と割れ目・裂罅の光景である。溶岩流

を刻む長大な（数 10km）海食崖とブリッジ（橋）。プルロア海岸。太平洋の荒波が 洗っている溶岩原に見た縄

状溶岩。溶岩流が、冷えて固化するときに生じた表層の収縮状態である。地層面や節理、断層に沿って生じ

た開いた裂け目。地層面は堆積作用によって生 じ、節理や断層は、後の時代の地 殼変動や構造的変形に

よって破砕・形成される。 

溶岩の床面は、溶岩洞窟(複合洞を含む)の下方の内部表面。大きなスケールでは、動きを表す表面の状

態の種類(つまり大波状、縄状、収縮割れ目及び伸張割れ目、溶岩堤、チューブ・イン・ チューブなどの違い)

に関わらずよく見られるものである。流動地形は、溶けた溶岩の動きによりできた地形の総称。レオロジー的に

形成された形や岩石表面のきめなどを指す。これらは、溶岩が冷える時に固定化される。流線は、壁や床面

にある展張された突起部あるいは溝で、洞の断面の形に影響を与えるほど大きくはないもの。壁に沿った流線

は、典型的には溶岩流面の低下の中断のしるしたものであり、たびたび階段状になる。 

 

４-2.ハワイの Kilauea の亀裂地帯 

地表面にできる割れ目や裂け目をいい，その原因には，地震，地すべり，地盤沈下，地面の乾燥などが多

く，その規模や形態も多様である。強い地震動により地表が割れたもの，地下浅部の砂層などが液状化し強

度を失ったため地表が陥没したもの，斜面崩壊部と健全な部分との境界にできるものなどは，地表だけの現

象である。このほか地下深部の岩石に生じた断層運動の影響が地表部で地割れとなって現れたものがある。
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この場合は地割れを境にして，地表に上下または横ずれの食違いが現れる。 

 

  
  

写真４-3.米国・ハワイ島のキラウェア火山の最新の溶岩原を走る溶岩壁 

 

 写真 4-3 は米国・ハワイ島のキラウェア火山の最新の溶岩原を走る溶岩壁である。最新の溶岩原を走るバス

の車窓から見えるパホイホイ溶岩。ハワイ島のカズムラ洞の溶岩壁。多層溶岩洞の上層部を観察がかのうであ

る。 

 

4-3.ハワイの Kilauea のカルデラと洞窟口 

写真 4-4 は、ハワイ島のキラウェア火山の巨大なカルデラである。カルデラ（caldera）とは、火山の活動によ

ってできた大きな凹地のことである。「釜」「鍋」という意味のスペイン語に由来し、カルデラが初めて研究された

カナリア諸島での現地名による。本来は単に地形的な凹みを指す言葉で明瞭な定義はなく、比較的大きな火

山火口や火山地域の盆地状の地形一般を指す場合がある。過去にカルデラが形成されたものの、現在は侵

食や埋没によって地表に明瞭凹地として地形をとどめていない場合もカルデラと呼ぶ。 

九州中南部のカルデラ群は、阿蘇カルデラ、 姶良カルデラ、鬼界カルデラ、阿多カルデラ、加久藤カルデ、

千々石カルデラが挙げられる。最大の噴火は阿蘇カルデラの 4 回目の噴火（約 9 万年前）、最新の噴火は鬼

界カルデラ（約 7300 年前、縄文時代早期末）である。立山カルデラは、 立山火山の侵食によって出来たカル

デラである。 

 

4-4.ハワイの Kilauea の海岸の溶岩 

 溶岩原の中に見え 背の部分に開口裂が発達している溶岩塚（プレッ シャーリッジ）。Ｈｉｌｌ地方の陥没溶岩

洞窟と「虹の滝」。ヘリ コプターから上空の遠方より撮影。溶岩流が止まったところの溶岩原の縄状溶岩（写真

4-5）。岩石海岸（rocky coast とは、山地、丘陵、大地が直接海に迫っている地形において、露出した岩石から

なる海岸である。磯浜海岸とも呼ばれる。 

   

写真 4-4.米国、ハワイ島のキラウェア火山の巨大なカルデラ 
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海岸地形の一種であり、海岸地形は岩石海岸と砂浜海岸に大別される。岩石海岸は、山地が海に迫って

いるところに発生する

ことが多く、出入りが

複雑な沈水性の海岸

線に発生しやすい。

また侵食作用の働き

で海食台、波食棚を

はじめ、海食崖、海

食洞などがよく発達

し、海岸線が複雑な

ことから、天然の良港

となり、漁業が発展していることが多い。岩石海岸の侵食：岩石海岸の侵食は、おもに波による侵食、風化、生

物学的侵食、などの作用に影響を受けることで起こる。また、これらの作用のほかにも、陸上に働くマスムーブ

メントや、河川、氷河、風などの作用にも影響を受けている。 

 

    
写真 4-6.米国、ハワイ島のキラウェア火山体から落下している溶岩壁 

 

写真 4-6 は、米国、ハワイ島のキラウェア火山体から落下している溶岩壁である。 

 

4-5.ハワイの Kilauea のｻｰｽﾄﾝ洞窟 

写真 4-7は、 米国、ハワイ島のキラウェアにある火山溶岩のサーストン洞窟の洞窟口と周辺の神木である。

火山洞窟を大別すると溶岩洞窟・溶岩樹型・溶結凝灰岩洞に分類される。溶岩洞窟は高温の溶岩中に形成

されるもので、溶岩洞窟・割れ目噴火口洞窟（リフト 洞）・ガス噴出孔がある。溶岩洞窟の大部分は玄武岩質

溶岩に形成される。 

 

   

写真 4-7.米国、ハワイ島のキラウェアにある火山溶岩のｻｰｽﾄﾝ洞窟 

 

  

写真 4-5.Ｈｉｌｌ地方の陥没溶岩洞窟と「虹の滝」。 
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写真 4-7 は、ハワイ島のキラウェアにあるｻｰｽﾄﾝ洞窟のモデル、洞窟口と周辺の古神木である。サーストン 

ラバ チューブは、ハワイ島のハワイ火山国立公園にある溶岩トンネルである。鳥は朝や夕方に多く見られ、オ

ヒアの花の蜜を吸いに来たりもするので、探してみては？歴史として、サーストン溶岩洞窟は、約 500年前にで

きたと言われている。噴火が起こり、溶岩が流れ出ると、溶岩流の外側は空気により冷やされる。固まったとこ

ろがトンネルの壁となって、中にある熱い溶岩は流れ落ちていき、溶岩が最後まで流れ落ちると空洞になるの

で、そこがラバチューブとなります。照明があるエリアでは、地質もよくわかりますので、観察するのに適してい

る。 

 

   

写真 4-8.ハワイ島のキラウェアにあるｻｰｽﾄﾝ洞窟のモデル、洞窟口と周辺の古神木である 

 

写真 4-8.ハワイ島のキラウェアにあるｻｰｽﾄﾝ洞窟のモデル、洞窟口と周辺の古神木である。 

 

4-6.ハワイの Kilauea のカズムラ洞窟 

写真 4-9 は、アメリカ、ハワイ島にあるカズムラ洞窟の神秘的な「」つらら石糸」と巨大な石筍である。洞窟生

成物 （石灰華生成物、二次生成物とも）のうち、洞窟の壁や天井から「」つらら状]に垂れ下がるもので、つらら

石（氷柱石）とも呼ばれる。広義では、石筍や石柱等を含む洞窟生成物の総称としても使用される。日本語の

狭義の鍾乳石に相当する英語の stalactite は、ギリシャ語で「滴る」を意味する stalasso という語に由来する。

また、英語の dripstone（点滴石、滴下石、水滴石、滴石）は、stalactiteだけでなく、stalagmite（石筍）や他の類

似物をも含むより広義な用語である。 

 

   

 

写真 4-9.アメリカ、ハワイ島にあるカズムラ洞窟の神秘的なつらら糸と巨大な石筍 
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写真 4-10.アメリカ、ハワイ島にあるカズムラ洞窟の洞口、つらら石と峡谷壁（開口割れ） 

  

写真 4-10は、アメリカ、ハワイ島にあるカズムラ洞窟の洞口、つらら石と開口割れである。峡谷壁と

は、地震により 洞壁面の剥離された状態から形成した開口割れ目である。世界最長（6万 m） の溶

岩洞窟にある釣鐘状の巨大な溶岩つらら石。溶岩つららの下部につらら状と珍しい偽つらら石もあ

る。 

 

  

 

写真 4-11.アメリカ、ハワイ島にあるカズムラ洞窟の釣鐘のつらら石と神秘的な溶岩つらら群 

 

写真 4-11 は、アメリカ、ハワイ島にあるカズムラ洞窟の釣鐘のつらら石と神秘的な溶岩つらら群で、天井部

から大きく 突出した溶岩つらら（釣鐘状）と変形した溶岩つらら群である。 

 

   

写真 4-12.アメリカ、ハワイ島にあるカズムラ洞窟の多彩な壁面と神秘的な溶岩つらら群 
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写真 4-12 は、アメリカ、ハワイ島にあるカズムラ洞窟の多彩な壁面と神秘的な溶岩つらら群である。

溶岩つららの表面の多彩な形状の溶岩壁は、高さ２０ｍ以上の冷洞壁面である。溶岩つらら群

は光沢のある神秘的な黒色で

ある。 

写真 4-13 は、アメリカ、ハワ

イ島にあるカズムラ洞窟の多彩

なつらら石と神秘的な溶岩くぼ

地である。カズムラ洞の溶岩

壁の高さは２０ｍ以上の冷洞

壁面は、世界最延長（６万

ｍ）にある多様な壁目がみら

れる。乳房状の溶岩つららも芸術的である。洞窟の多様な溶岩石面は、成長時の異状現象に

より成長している。 

 

５.ハワイの Kilauea にある玄武岩の写真 

５-1.ハワイの Kilauea にある噴火口の写真 

    

 

溶岩とは、溶けた噴出岩に用いられる一般用語で、火山の噴火口からの地表上の流れ、あるいその固結し

た火山岩に用いられる。溶岩泡（Lava Blister）とは、空洞のある表面上の溶岩流あるいは流動単位のクラスト

の 膨 張 物 。 溶 岩 流 の 内 部 あ る い は そ の 下 か ら の ガ ス に よ り ふ く れ た も の で あ る 。

https://www.bing.com/images/search?q=噴火口 

 

    

 

  

写真４-13.カズムラ洞窟の多彩なつらら石と溶岩くぼ地 

https://www.bing.com/images/search?q
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溶岩流路（Lava Channel）は、溶岩流の上あるは中の長い開放型の溝で、溶岩に満たされているか、あるい

は以前に満 たされていたものである。溶岩滝（Lava Fall）は 溶岩洞中の溶岩が流れ下った急勾配の床面の

落差。Lava Lake 溶岩湖（Lava Lake）は、火山の噴火口あるい窪地にある玄武岩の流動性でよどんでいる溶

岩。流動性の溶岩ばかりではなく、凝固したり、あるいは、一部凝固している状態にも用いられる。 

 

5-2.ハワイの Kilauea にある噴出溶岩流の写真 

溶岩流（lava flow とは、火山の噴火に伴って、地下のマグマが液体の溶岩として地表に噴出し、流下する現

象、およびその結果、地表に残された地形のこと。概要は、溶岩流が生成する噴火の条件として、下記 3 項目

が挙げられる。①マグマの粘度が低いこと。②マグマの揮発性成分が失われていること。③マグマの噴出量が

多いことである。https://www.bing.com/images/search?q=熔岩流 

 

    

 

溶岩流に関する用語：①噴出溶岩流溶岩堤防（lava levee）、②溶岩洞 （lava tube）、③溶岩じわ（lava 

wave）、④縄状溶岩（ropy lava）、⑤溶岩末端崖、⑥溶岩塚、チュムラス（tumulus、lava tumulus）、⑦プレッシャ

ーリッジ（pressure ridge）、⑧ホルニト（hornito）、⑨熔岩樹型（lava tree, lava tree mold）、⑩節理（joint）、⑪偽

https://www.bing.com/images/search?q
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クレーター（pseudocrater）等がある。 
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5-3.ハワイの Kilauea にある円形状洞窟 

   

 

   
 

溶岩洞とは、溶岩中にある空洞を表す一般的な用語。どのように生成してかに関わらず用いる。溶岩層 の

外側が冷却固結した後も内部は熱く流動性を保っているため、内部の溶岩が外に流れ 出て空洞が生じたも

の。https://www.bing.com/images/search?q=円形洞窟  

 

   
 

   

 

５-4.ハワイの Kilauea にある海蝕洞窟 
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海蝕洞（かいしょくどう）とは、波浪による侵食で海食崖に形成された洞窟のことで、「海食洞」とも表記

する。海に面した陸地では波の侵食作用で岩が削られ急な崖（海食崖）が形成され、さらに岩質が弱

い部分では波による侵食が進み波食窪（ノッチ）や海食洞が形成される。侵食部分のうち幅より奥行

きの長さが長いものを海食洞といい、奥行きより幅の長さが長いものを波食窪（ノッチ）という。水面近

くに形成されるものは、干満の具合により、波が来るたびに洞内の海水と空気と一緒に吹き出すことがある。こ

れを潮吹き穴と呼ぶ。また、海蝕洞が沈降した場合、海底洞窟ともなる。海蝕洞の中には岩を貫通し、トンネル

状になるものもあり、これを海蝕洞門（海食洞門）と呼ぶ。https://www.bing.com/images/search?q=海蝕洞窟 

 

   

 

６.おわりに 

 

   

写真６-1.アメリカ、ハワイ島にある宿泊地の前の樹木、探検家と噴火口 
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造岩鉱物は、組成によりケイ酸の含有率が異なり、それを基準にして酸性岩とアルカリ性岩の区分が Miyashiro

（1978）と Maitre（1978）により行われている。 
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別表・ハワイ諸島の火山と移住 

 30～60 万年前: キラウエア火山の噴火が始まる。 

 5～10 万年前：キラウエア火山が島となって現れる。 

 500s-700s: マルケサス（マルキーズ）諸島からポリネシア人が移住したと言われている。 

 
   

写真６-2.アメリカ、ハワイ島にある神秘的な洞窟と滝、飛行場の探検家とﾊﾟｲﾛｯﾄ 

http://www.cave-ens.com/pdf/cens7_004.pdf
http://www.cave-ens.com/pdf/cens8_017.pdf
http://www.cave-ens.com/pdf/cens8_018.pdf
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 ポリネシア人の移住 1200s-: タヒチからの集団で移住したと言われている。 

1778 キャプテン・クック（英国）がハワイを発見。 

1779 キャプテン・クックがハワイ島で殺される。 

1786 フランス人、ラ・パルースがマウイ島沖に到着。 

1790 カパニワイの戦い（マウイ島）。 

1793 キャプテン・バンクーバー（英国）がマウイ島ラハイナに到着。 

1795 カメハメハ一世がオアフ島を制圧しハワイ全土を統一、建国宣言する。 

1804 ロシア人が初めてハワイに上陸。 

1820 宣教師がハワイに上陸。 

1894 ハワイ共和国を宣言。 

1898 アメリカ合衆国がハワイを併合。 

1900 正式にアメリカの領土となる。 

1903 朝鮮半島からの移民が到着。 

1906 フィリピンからの移民が到着。 

1935 ハワイ島マウナ・ロアが噴火。 

1941 第二次世界大戦（～1945） 日本軍がパール・ハーバーを奇襲。  

1946 ヒロが津波に襲われる。 

1959 ハワイ州（1959 - 現在）8月 21 日ハワイがアメリカ合衆国 50 番目の州にねる。 

1959 キラウエア・イキ・クレーターから噴火。 

1960 キラウエア火山のカポオから噴火。 

1983 1983年から 2002年までの間にキラウエア火山からの熔岩流が海岸を海側に延ばした。 

1987 キラウエアは活火山熔岩によって流されてしまった。 

1990 カラパナの町が溶岩に飲まれる。キラウエアはカラパナとカイムーが破壊された。 

2011 キラウエア火山初旬からさらに活発化し。 

2014 11月の時点で、31年間も続いている。 

 


