
日 本 語 日本語　読み 英   語 韓 国 語 中 国 語

アア アア aa 焼焼遂章 冉冉匪冫

アア溶岩 アアようがん aa Lava 紫雌遂章 渣状匪冫，块熔岩

アクリーショナリーラバー
ボール

アクリーショナリーラバー
ボール

Accretionary Lava Boll 採鐸遂章姥 增生熔岩球

アグルチネート アグルチネート Agglutinate 章仙増雨章 粘合鹿翠冫

アスピーテ アスピーテ Aspite 畷汝縦鉢至,焼什杷
砺

扁平式火山

阿蘇溶結凝灰岩
あそようけつぎょうかいが
ん

Aso Welded Tuff 焼社遂衣誓噺章 唖釦匪潤蹄子冫

網目状岩滓 あみめじょうがんさい Reticulite 諺鯉雌章仙 玻纤火成碎屑岩

安山岩 あんざんがん Andesite 照至章 安山岩

安山岩洞窟 あんざんがんどうくつ Andesite Cave 照至章疑閏 安山岩洞穴

臼状火山 うすじょうかざん Homate 姥雌鉢至 臼状火山

鋭角状抽出溶岩
えいかくじょうちゅうしゅつよ
うがん

Acute Angle-like
Extration Lava 森唖雌蓄窒遂章 锐角状抽出熔岩

円錐火山 えんすいかざん Conical Volcano 据蓄鉢至 锥形火山

温泉 おんせん Hot Spring 紳探 温泉

温泉沈澱物 おんせんちんでんぶつ Sinter 重斗,紳探徴穿弘 泉华

塊状溶岩 かいじょうようがん Block Lava 雨雌遂章 块状熔岩

塊状塁壁 かいじょうるいへき Block Rampart 雨雌欠混 翠彜謁摂

外輪山 がいりんざん Somma 須憲至 外轮山

火口 かこう Crater 鉢姥 火山口

火口 かこう Volcanic Crater 鉢姥 諮表笥

火口縁 かこうえん Crater Rim 鉢姥尻 火山口边缘

火ロ湖 かこうこ Crater  Lake 鉢姥硲 火山口湖

火砕岩 かさいがん Pyroclastic Rocks 鉢失錫竺章 火成碎屑岩
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火砕サージ かさいサージ Pyroclastic Surge 鉢錫督疑 火碎波动

火砕流 かさいりゅう Pyroclastic Flow 鉢錫嫌 火碎流

火山 かざん Volcano 鉢至 諮表

火山エネルギー かざんエネルギー Volcanic Energy 鉢至拭格走 諮表嬬

火山円錐丘 かざんえんすいきゅう Volcanic Cone 鉢至蓄 諮表锥

火山学 かざんがく Volcanology 鉢至俳 諮表僥

火山学者 かざんがくしゃ Volcanist 鉢至俳切 諮表僥宀

火山角礫岩 かざんかくれきがん Volcanic Breccia 鉢至唖径章 火山角砾岩

火山ガス かざんガス Volcanic Gas 鉢至亜什 諮表賑体

火山活動 かざんかつどう Volcanism 鉢至拙遂 火山作用，火山活动

火山活動 かざんかつどう Volcanic Activity 鉢至醗疑 諮表試強

火山ガラス かざんガラス Volcanic Glass 鉢至政軒 諮表横詮

火山岩塊 かざんがんかい Volcanic Block 鉢至鷺系 諮表（冫）翠

火山群 かざんがんぐん Volcano Group 鉢至浦 諮表蛤

火山岩頸 かざんがんけい Volcanic Neck 鉢至章井 諮表庄

火山岩屑 かざんがんせつ Volcanic Debris 鉢至章竺 諮表冫仄

火山岩屑 かざんがんせつ Volcanic Detritus 鉢至章錫竺弘 諮表冫仄

火山岩尖 かざんがんせん Volcanic Spine 鉢至章歎，鉢至章転 諮表碑，諮表満

火山球 かざんきゅう Volcanic Ball 鉢至姥 諮表白

火山凝灰岩 かざんぎょうかいがん Volcanic Tuff 鉢至誓噺章 諮表蹄子冫

火山群 かざんぐん Volcanic Cluster 鉢至浦 諮表蛤

火山警戒 かざんけいかい Volcanic Precaution 鉢至森号 諮表圓契

火山弧 かざんこ Volcanic Arc 鉢至硲 諮表察

火山湖 かざんこ Volcanic Lake 鉢至硲 諮表刷

火山砂 かざんさ Volcanic Sand 鉢至紫 諮表桧

火山災害 かざんさいがい Volcanic Disasters 鉢至仙背 諮表墻墾

火山災害 かざんさいがい Volcanic Hazard 鉢至仙背 諮表丹⑫
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火山作用のサイクル かざんさようのサイクル Volcanic Cycle 鉢至拙遂爽奄 火山旋迥

火山地震学 かざんじしんがく Volcanic Seismology 鉢至走遭俳 諮表仇寳僥

火山塵 かざんじん Volcanic Dust 鉢至遭 諮表尘

火山性温泉 かざんせいおんせん Volcanic Hot Spring 鉢至失紳探 諮表犯坿

火山性砕裂凹地 かざんせいさいれつおうち Volcanic Rent 鉢至 督伸推走 諮表洼仇

火山性地震 かざんせいじしん Volcanic Eearthquake 鉢至走遭 諮表仇寳

火山成層 かざんせいそう Volcanic Deposit 鉢至失寵 諮表均持

火山性堆積物 かざんせいたいせきぶつ Volcanic Sediment 鉢至失盗旋弘 諮表均持麗

火山性地溝 かざんせいちこう Volcanic Graben 鉢至失走姥 諮表來仇控

火山性微動 かざんせいびどう Volcanic Tremor 鉢至失遭疑 諮表振动

火山性鳴動 かざんせいめいどう Volcanic Rumbling 鉢至誤疑 諮表貯

火山前線 かざんぜんせん Volcanic Front 鉢至穿識 諮表念垉

火山相 かざんそう Volcanic Facies 鉢至雌 諮表岩㌢

火山帯 かざんたい Volcanic Zone 鉢至企 諮表揮

火山帯 かざんたい Volcanic Belt 鉢至鉢至企 諮表揮

火山弾 かざんだん Bomb 鉢至添 火山弹

火山弾 かざんだん Volcanic Bomb 鉢至添 諮表起

火山地域 かざんちいき Volcanic Area 鉢至走蝕 諮表仇曝

火山地形 かざんちけい Volcanic Landform 鉢至走莫 諮表仇侘

火山地質学 かざんちしつがく Volcanic Geology 鉢至走霜俳 諮表仇嵎学

火山地帯 かざんちたい Volcanic Region 鉢至走姥 諮表仇曝

火山泥 かざんでい Volcanic Mud 鉢至艦 諮表釣

火山泥流 かざんでいりゅう Volcanic Mudflow 鉢至艦嫌 諮表釣送

火山島 かざんとう Volcanic Island 鉢至亀 諮表戯

火山筒，火山管 かざんとう，かざんかん Volcanic Pipe 鉢至搭，鉢至淫亀 諮表猷，諮表砿

火山島弧 かざんとうこ Volcanic Island Arc 鉢至亀硲 諮表戯察

火山熱 かざんねつ Volcanic Heat 鉢至走伸 諮表犯
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火山熱液 かざんねつえき
Volcanic Hydrothermal
Solution 鉢至伸衝 諮表犯匣

火山熱源 かざんねつげん Volcanic Heat Source 鉢至伸据 諮表犯畑

火山灰 かざんばい Volcanic Ash 鉢至噺 諮表子

火山灰丘 かざんばいきゅう Tuff Cone 誓噺章姥 凝灰锥

火山灰丘 かざんばいきゅう Ash Cone 鉢至仙姥 凝灰諮表（子）锥

火山灰土壌 かざんばいどじょう Volcanic Ash Soil 鉢至噺塘 諮表子輿

火山灰流 かざんばいりゅう Ash Flow 鉢至噺嫌 火山灰流

火山爆発 かざんばくはつ Volcanic Explosion 鉢至賑降 諮表卯窟

火山フィールド かざんフィールド Volcanic Field 鉢至走企 諮表圻

火山プロビンス かざんプロビンス Volcanic Province 鉢至姥 諮表曝

火山噴火 かざんふんか Volcanic Eruption 鉢至歳鉢 諮表島窟

火山噴気 かざんふんき Volcanic Exhalation 鉢至歳奄 諮表島賑

火山噴出 かざんふんしゅつ Volcanic Extrusion 鉢至歳窒 諮表島竃

火山噴出物 かざんふんしゅつぶつ Volcanic Product 鉢至歳窒弘 諮表島竃麗

火山餅 かざんべい Volcanic Cake 鉢至佐 諮表往

火山放出物 かざんほうしゅつぶつ Volcanic Ejecta 鉢至号窒弘 諮表抛竃麗

火山ホット スポット かざんホット スポット Volcanic Hot Spot 鉢至伸繊 諮表犯泣

火山盆地 かざんぼんち Volcanic Basin 鉢至歳走 諮表嶋仇

火山豆石 かざんまめいし Accretionary Lapilli 採鐸鉢至径 增生火山砾

火山豆石 かざんまめいし Accretionary Pisolite 採鐸砧汐 增生火山豆石

火山豆石 かざんまめいし Volcanic Pisolite 鉢至砧汐 諮表豆墳

火山脈 かざんみゃく Volcanic Chain 鉢至呼 諮表琢

火山毛 かざんもう Volcanic Hair 鉢至乞 諮表谷

火山ランドスケープ かざんランドスケープ Volcanic Landscape 鉢至井淫 諮表尚鉱

火山涙 かざんるい Volcanic Tear 鉢至欠 諮表節

火山礫 かざんれき Lapilli 鉢至径 火山砾

火山礫 かざんれき Volcanic Gravel 鉢至径 諮表煎
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火山礫 かざんれき Volcanic Lapilli 鉢至径 火山砾

火山礫凝灰岩 かざんれきぎょうかいがん Lapilli Tuff 鉢至径誓噺章 火山砾凝子岩

火山列 かざんれつ Volcanic Row 鉢至伸 諮表双

火山列島 かざんれっとう Volcanic Islands 鉢至伸亀 諮表双戯

活火山 かつかざん Active Volcano 醗鉢至 活火山

カツトバンク カツトバンク Cut Bank 舘蕉檎,墜告滴 僅兮中

火道 かどう Vent 鉢亀 諮表口，裂口

火道 かどう Volcanic Vent 鉢亀 諮表笥，諮表道

ガラス質凝灰岩 ガラスしつぎょうかいがん Vitric Tuff 政軒霜誓噺章 玻璃凝灰岩

カリフラワーアア床面 カリフラワーアアゆかめん Cauliflower aa Floor 紬軒巴虞趨-焼焼雌
檎

暇雑彜冉寛中

カリフラワーアア溶岩 カリフラワーアアようがん Cauliflower aa Lava 紬軒巴虞趨-焼焼遂
章

暇雑彜冉匪冫

軽石 かるいし Pumice 井汐 乳石，乳岩

軽石丘 かるいしきゅう Pumice Cone 井汐姥 乳石丘

軽石噴火 かるいしふんか Pumice Eruption 井汐歳鉢 乳石喷火

軽石流 かるいしりゅう Pumice Flow 井汐嫌 乳岩流

カルデラ カルデラ Caldera 町汽虞 破火山口

カルデラ縁 カルデラえん Caldera Rim 町汽虞尻 破火山口缘

棺桶 かんおけ Coffin 淫搭 貢涌

岩塊，地塊 がんかい，ちかい Block 走雨,章雨 岩块，地块

間欠泉 かんけつせん Geyser 娃陪探 间歇泉

間欠噴火 かんけつふんか Intermittent Eruption 娃陪歳鉢 间歇喷发

岩滓 がんさい Scoria 什坪軒焼 火山渣

岩滓丘 がんさいきゅう Scoria Cone 什坪軒焼姥 火山渣锥

岩滓流 がんさいりゅう Scoria Flow 紫嫌 渣流

管状溶岩つらら石
かんじょうようがんつららい
し

Tubular Lava Stalactite 淫雌遂章曽政汐 砿彜熔岩嶝皮墳

岩石区 がんせきく Petrographic Province 章汐姥 岩区

貫入 かんにゅう Intrusion 淫脊 侵入
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陥没溶岩池 かんぼつようがんいけ Collapsed Lava Pond 敗侯吉 遂章尻公 陷落熔岩池

気孔 きこう Vesicle 奄因 气孔

気孔 きこう Gas Cavity 奄因 气孔

寄生火山 きせいかざん Parasitic Volcano 奄持鉢至 寄生火山

揮発性物質 きはつせいぶっしつ Volatile Substance 番降失弘霜 挥发性物质

休火山 きゅうかざん Dormant Volcano 妃鉢至 休眠火山

球根状溶岩石筍
きゅうこんじょうようがんせ
きじゅん

Bulbous  Lava Stalagｍ
ite 姥悦雌汐授 白功彜墳桝

球根状溶岩つらら石
きゅうこんじょうようがんつ
ららいし

Bulbous Lava Stalactite 姥悦雌曽政汐 白功彜嶝皮墳

凝灰角礫岩 ぎょうかいかくれきがん Tuff Breccia 誓噺唖蝕章 凝灰角砾岩

凝灰岩 ぎょうかいがん Tuff 誓噺章 凝灰岩

クリンカー クリンカー Clinker 適元朕 篤頭，块熔岩

結晶火山礫 けっしょうかざんれき Crystal Lapilli 衣舛霜鉢至径 晶体火山砾

玄武岩 げんぶがん Basalt 薄巷章 玄武岩

広域噴火 こういきふんか Areal Eruption 韻蝕歳鉢 区域喷溢

降下火砕物 こうかかさいぶつ Pyroclastic Fall 悪馬鉢錫弘 降下火碎物

降下火山灰堆積物
こうかかざんばいたいせき
ぶつ

Ash Fall Deposit 悪馬鉢至仙盗旋弘 週和諮表子均持麗

降下スコリア こうかスコリア Scoria Fall 悪馬什坪軒焼 降下火山渣

光沢面 こうたくめん Glaze 韻澱檎 高夾中

降灰 こうはい Ash Fall 悪噺 諮表子降落

黒曜岩 こくようがん Obsidian 比推章 黑曜岩

コニーデ コニーデ Konide 蓄雌鉢至
锥火山，富士山式火
山

孤立丘，島 こりつきゅう，しま Island 壱験姥，雫 溝羨柏，戯

砕屑丘 さいせつきゅう Pyroclastic Cone 錫竺姥 集块火山锥

再入可能洞 さいにゅうかのうどう Re-entrant Tube 仙遭脊亜管透崎 壅秘辛嬬挟

再溶融 さいようゆう Refusion 仙遂清 再熔

再溶融 さいようゆう Remelt 仙遂清 再溶融

山体崩壊 さんたいほうかい Sector Collapse 至端斎雨 山体崩溃
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山頂噴火 さんちょうふんか Summit Eruption 至舛歳鉢 山顶喷发

山腹噴火 さんぷくふんか Flank Eruption 至差歳鉢 山侧喷发

残留開口部 ざんりゅうかいこうぶ Residual Openning 接糎鯵姥採 火贋蝕笥何

残留窪み ざんりゅうくぼみ Residual Depression 接嫌人走 火贋絢侃

残留溶融 ざんりゅうようゆう Residual Melt 接嫌遂清 残余熔体

死火山 しかざん Extinct Volcano 紫鉢至 死火山

自破砕溶岩 じはさいようがん Autobrecciated Lava 切督錫遂章 自破碎熔岩

集塊岩 しゅうかいがん Agglomerate 増雨章 集块岩

収縮割れ目 しゅうしゅくわれめ Contraction Crack 呪逐液伸 辺抹破叢

充填溶岩洞 じゆうてんようがんどう Filled Lava Tube 中遭吉遂章透崎 割野匪冫挟

樹型溶岩床 じゅけいようがんしょう Lava Floor Tree-mold 遂章郊韓呪莫 匪冫床树型

樹型溶岩石筍 じゅけいようがんせきじゅん
Tree-mold Lava
Stalagmite

遂章呪莫汐授,遂章
汐授呪莫

熔岩树型石笋,熔岩石
笋树型

樹型溶岩棚 じゅけいようがんだな Tree-mold Lava Shelf 呪莫遂章識鋼 熔岩树型棚

樹型溶岩滴 じゅけいようがんてき Lava Drip Tree-mold 遂章旋呪莫 匪冫滴树型

樹型溶岩床 じゅけいようがんゆか Tree-mold Lava Floor 呪莫遂章雌 树型溶岩床

昇華物 しょうかぶつ Sublimate 渋鉢弘 升华

鐘状火山 しょうじょうかざん Tholoide 曽雌鉢至 钟状火山

ショレンドーム ショレンドーム Schollen Dome 趣訓擬 穹匪冫丘

シラス シラス Shirasu 拷紫,獣虞呪 白砂

伸長溶岩 しんちょうようがん Stretched Lava 重舌遂章 阜海匪冫

水蒸気爆発 すいじょうきばくはつ Phreatic Explosion 呪装奄賑降 蒸气爆发

水蒸気噴火 すいじょうきふんか Phreatic Eruption 呪装奄歳鉢 蒸气喷发

水中噴火 すいちゅうふんか Subaqueous Eruption 呪掻歳鉢 水中喷火

ストロンボリ式噴火 ストロンボリしきふんか Stromboli Eruption 什闘繋左軒縦 歳鉢 斯特隆布利式喷火

スパター スパター Spatter 歳至,什鳶斗 蛍柊

スパター塁壁 スパターるいへき Spatter Rampart 歳至欠混 蛍柊摂謁

スプーン形態 スプーンけいたい Spoon Shape 什葱莫殿 勺子形状
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スリップバンク スリップバンク Slip Bank 十験告滴 滑移堆

スリップバンド スリップバンド Slip Band 醗戚企,十験濠球 滑动带

成層火山 せいそうかざん Strato Volcano 失寵鉢至 成层火山

石質放出物 せきしつほうしゅつぶつ Lithic Ejecta 汐霜号窒弘 石质抛出物

石柱,溶岩柱 せきちゅう,ようがんちゅう Pillar 汐爽,遂章爽 石柱,熔岩柱

栓 せん Plug 穿 岩颈

栓状溶岩丘 せんじょうようがんきゅう Plug Dome 穿雌遂章姥 岩颈丘

層状溶岩 そうじょうようがん Layered Lava 寵雌遂章 京彜匪冫

側噴火 そくふんか Lateral Eruption 著歳鉢 侧喷发

ダイアトリーム ダイアトリーム Diatreme 鉢至亀 諮表祇

台状火山 だいじょうかざん Pedionite 企雌鉢至 台状火山

滞留 たいりゅう Accumulation 増旋 堆积

楯状火山 たてじょうかざん Shield Volcano 授雌鉢至 盾形火山

タング タング Tongue 竺章 冫斧

炭酸孔 たんさんこう Moffete 添至奄因 碳酸喷气孔

単成火山 たんせいかざん Single Volcano 舘失鉢至 单成火山

中央火口丘 ちゅうおうかこうきゅう Central Cone 掻肖鉢姥蓄 中央火口(丘)锥

中央線 ちゅうおうせん Medial Line 掻肖識 嶄刹㌔

中止崩壊物 ちゅうしほうかいぶつ Stoping 掻走斎雨弘 嶄峭雲寸麗

中心噴火 ちゅうしんふんか Central Eruption 掻宿歳鉢 中心喷(火)发

チューブ通路 チューブつうろ Tube Passage 疑閏搭稽 冫砿宥揃

轍状溶岩 てつじょうようがん Grooved Lava 旦雌遂章 孺彜匪冫

テフラ テフラ Tephra 鉢至仙 火山灰

テュムラス テュムラス Tumulus 恥,壱歳 钟状火山，熔岩瘤

洞中洞 どうちゅうどう Tube-in-tube 疑掻社疑 挟嶄弌挟

ドレインバック ドレインバック Drain Back 歳呪敬 蛍邦窓

鳴沢タイプスパイラクル樹
型

なるさわタイプスパイラクル
じゅけい

Narusawa Type Spiracle
Tree-mold

蟹欠紫人莫遂章嫌因
疑呪莫

鸣泽型溶岩流空洞树
型
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縄状パホイホイ なわじょうパホイホイ Corded Pahoehoe 渋雌督煩煩 绳状熔岩

縄状パホイホイ なわじょうパホイホイ Ropy Pahoehoe 渋雌督煩煩 服彜匪冫

縄状溶岩 なわじょうようがん Ropy Lava 渋雌遂章 服彜匪冫

二重式火山 にじゅうしきかざん Double Volcanoes 戚掻鉢至 双火山

熱雲 ねつうん Nuee Ardente(仏語） 伸錘 热云

根無し噴出ロ ねなしふんしゅつこう Rootless Vent 災照舛廃歳窒姥 涙功島竃琿

粘性 ねんせい Viscosity 繊失 粘性，粘度

灰 はい Ash 鉢至仙 諮表子

パイプ溶岩鍾乳石
パイプようがんしょうにゅう
せき

Pipe-stem Stalactite 淫雌曽政汐 砿彜嶝皮墳

爆発的噴火 ばくはつてきふんか Explosive Eruption 賑降旋歳鉢 爆裂喷火发

パホイホイ パホイホイ Pahoehoe 督煩煩 绳状

パホイホイ溶岩 パホイホイようがん Pahoehoe Lava 督煩煩遂章 绳状熔岩

パラゴナイト パラゴナイト Palagonite 督虞壱蟹戚闘 橙玄玻璃

パン皮火山弾 パンひかざんだん Bread-crust Bomb 薩荻霜鉢至添 层剥火山弹

氾濫溶岩流 はんらんようがんりゅう Lava Flood 骨寓遂章嫌 匪冫泛

ピットクレーター ピットクレーター Pit Crater 飴歳鉢姥 锅状諮山笥

表層チューブ ひょうそうチューブ Surface Tube 妊寵疑閏 燕蚊挟僭

封鎖 ふうさ Shut 二錫 撃迄

複合火山 ふくごうかざん Composite Volcano 差杯鉢至 复合火山

複合胎内タイプ複合樹型
ふくごうたいないタイプふく
ごうじゅけい

Multiple Tainai-type
Compounded Tree-mold

差杯展戚蟹戚莫差杯
呪莫

复合胎内型复合树型

複合溶岩流 ふくごうようがんりゅう Composite Lava Flow 差杯遂章嫌 复合熔岩流

プリーニ式噴火 プリーニしきふんか Plinian Eruption 覗軒艦縦歳鉢 普林尼式喷发

プレシャーリッジ プレシャーリッジ Pressure Ridge 笑径裟 挤儿脊

ブロックサッグ ブロックサッグ Block Sag 雨雌敗侯 翠彜下陷

噴火活動 ふんかかつどう Eruptive Activity 歳鉢醗疑 喷发活动

噴気 ふんき Fumarolic Gass 歳奄亜什 喷口瓦斯

噴気活動 ふんきかつどう Fumarolic Activity 歳奄醗疑 喷气活动
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噴気球 ふんききゅう Gas Ball 亜什姥 島賑白

噴気孔 ふんきこう Fumarole 歳奄姥 島賑孔

噴気地帯 ふんきちたい Fumarolic Field 歳奄走企 喷气地带

噴出サイクル ふんしゅつサイクル Eruption Cycle 歳窒紫戚適 喷发循环

噴石 ふんせき Cinder 歳汐 喷石，火山渣

噴石丘 ふんせききゅう Cinder Cone 歳汐姥 喷石丘，火山渣锥

迸出的噴火 へいしゅつてきふんか Effusive Eruption 佐窒旋歳鉢 溢流喷发

ペレーの毛 ペレーのけ Pele's Hair 鉢至乞 火山毛

ペレーの涙 ペレーのなみだ Pele's Tear 鉢至欠 火山泪

膨張床面 ぼうちょうゆかめん Inflated  Floor 敦但雌檎 湯嬪寛中

補助床面 ほじょゆかめん Subsidinary Floor 左繕雌檎 温廁寛中

掘れ溝溶岩 ほれみぞようがん Gully Lava 姥溢遂章 细控熔岩

マール マール Maar 鉢至硲 小火口

マグマ、岩漿 マグマ,がんしょう Magma 原益原 岩浆

マグマ水蒸気噴火 マグマすいじょうきふんか
Phreatomagmatic
Eruption 原益原呪装奄歳鉢 岩浆蒸气喷发

マグマ溜まり マグマだまり Magma Chamber 原益原号 岩浆房

マグマ溜まり マグマだまり Magma Reservoir 原益原据 岩浆源

マグマ爆発 マグマばくはつ Magmatic  Explosion 原益原賑降 岩浆爆发

枕状溶岩 まくらじょうようがん Pillow Lava 今鯵遂章 枕状熔岩

マスター溶岩洞 マスターようがんどう Master Lava Tube 爽遂章疑閏 麼挟

溶岩 ようがん Lava 遂章 匪冫

溶岩ウェッジ ようがんウェッジ Lava Wedge 遂章鋤奄 熔岩楔

溶岩円頂丘 ようがんえんちょうきゅう Lava Dome 遂章擬，遂章姥 匪冫穹柏

溶岩カーテン ようがんカーテン Lava Curtain 遂章朕動 匪冫帷幕

溶岩海 ようがんかい Lava Sea 遂章背 匪冫今

溶岩殼 ようがんかく Lava Crust 遂章唖 匪冫診

溶岩棺桶 ようがんかんおけ Lava Coffin 遂章坪派 匪冫棺桶
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溶岩岩塊 ようがんがんかい Lava Block 遂章災系 匪冫翠彜

溶岩環状丘 ようがんかんじょうきゅう Lava Ring 遂章発雌姥 匪冫桟

溶岩岩滴 ようがんがんてき Lava Droplet 遂章章旋 匪冫冫砧

溶岩球 ようがんきゅう Lava Ball 遂章姥 匪冫白

溶岩丘 ようがんきゅう Lava Cone 遂章姥 匪冫锥

溶岩キュポラ ようがんキュポラ Lava Cupola 遂章泥虹虞 匪冫嶝

溶岩橋 ようがんきょう Lava Bridge 遂章嘘 匪冫播

溶岩原 ようがんげん Lava Field 遂章据 匪冫荒野

溶岩湖 ようがんこ Lava Lake 遂章硲 匪冫刷

溶岩坑 ようがんこう Lava Pit 遂章飴 匪冫甚

溶岩荒漠 ようがんこうばく Lava Desert 遂章伐厳 匪冫残町

溶岩コールドロン ようがんコールドロン Lava Cauldron 遂章舘姥 匪冫火口刷

溶岩さざ波 ようがんさざなみ Splash Concentric 遂章尻泌 匪冫波纹

溶岩珊瑚 ようがんさんご Lava Coral 遂章至硲 匪冫珊瑚

溶岩趾 ようがんし Lava Toe 遂章走 溶岩迹

溶岩シール ようがんシール Lava Seal 遂章裟二 撃液匪冫

溶岩樹 ようがんじゅ Lava Tree 遂章鯉 匪冫直

溶岩樹型 ようがんじゅけい Lava Tree-mold 遂章呪莫 溶岩树型

溶岩床 ようがんしょう Lava Sheet 遂章雌 匪冫席

溶岩水準線 ようがんすいへいせん Lava Level Line 遂章呪層識 熔岩水准线

溶岩スパン ようがんスパン Lava Span 遂章持失 熔岩生成

溶岩石筍 ようがんせきじゅん Lava Stalagmite 遂章汐授 熔岩石笋

溶岩堰き止めタイプ ようがんせきとめタイプ Lava Dammed Type 遂章薦号莫 溶冫堤坝线结树型

溶岩舌 ようがんぜつ Lava Tongue 遂章竺 匪冫斧

溶岩石花 ようがんせっか Lava Anthodite 遂章汐鉢 匪冫石花

溶岩泉 ようがんせん Lava Spring 遂章探 匪冫畑

溶岩扇 ようがんせん Lava Fan 遂章識 熔岩扇
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溶岩栓 ようがんせん Lava Plug 遂章穿 匪冫颈

溶岩尖頂丘，溶岩塔
ようがんせんちょうきゅう，
ようがんとう

Lava Spine 遂章歎舛姥 匪冫棘

溶岩層 ようがんそう Lava Bed 遂章寵 匪冫蚊

溶岩象型 ようがんぞうかた Elephant Mold 遂章雌莫 熔岩象型

溶岩掻痕 ようがんそうこん Lava Scratch 遂章切厩 匪冫髭裁

溶岩台地 ようがんだいち Lava Plateau 遂章企走 匪冫岬仇，匪冫高圻

溶岩滝 ようがんたき Lava Fall 遂章賑匂 匪冫沌下

溶岩滝，瀑布 ようがんたき，ばくふ Lava Cascade 遂章賑匂 匪冫沌下

溶岩楯 ようがんたて Lava Shield 遂章叔球 熔岩盾

溶岩棚 ようがんだな Lava Ledge 遂章識鋼 匪冫棟

溶岩棚 ようがんだな Lava Shelf 遂章識鋼 匪冫棟

溶岩棚樹型 ようがんたなじゅけい Lava Shelf Tree-mold 遂章識鋼呪莫 匪冫棚树型

溶岩たまり ようがんたまり Lava Sump 遂章閏箭走 匪冫翠

溶岩ダム ようがんダム Lava Daｍ 遂章器 匪冫尉刷

溶岩弾 ようがんだん Lava Bomb 遂章添 匪冫起

溶岩段丘 ようがんだんきゅう Lava Terrace 遂章舘姥，砺虞什 匪冫竣仇，剩岬

溶岩池 ようがんち Lava Pond 遂章公 熔岩池

溶岩柱 ようがんちゅう Lava Column 遂章爽 匪冫庠

溶岩柱 ようがんちゅう Lava Rod 遂章爽 匪冫庠

溶岩柱 ようがんちゅう Lava Stack 遂章爽 匪冫庠

溶岩柱樹型 ようがんちゅうじゅけい Lava Column Tree-mold 遂章爽呪莫 匪冫柱树型

溶岩塚 ようがんつか Lava Tumulus 遂章燈弘君什 匪冫冢

溶岩つらら,溶岩突起
ようがんつらら,ようがんとっ
き

Lava Icicle 遂章壱球硯,遂章宜
奄

熔岩冰笋,熔岩突起

溶岩つらら石 ようがんつららいし Lava Stalactite 遂章曽政汐 匪冫嶝皮墳

溶岩堤防 ようがんていぼう Lava Levee 遂章薦号 匪冫橘契

溶岩滴 ようがんてき Lava Drip 遂章旋 熔岩滴

溶岩滴 ようがんてき Lava Tear 遂章旋 匪冫砧
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溶岩滴丘 ようがんてききゅう Spatter Cone 遂章旋姥，歳至嬬 篠伏匪冫弑

溶岩滴丘 ようがんてききゅう Hornito 唖雌歳窒姥，硲牽艦
塘

叔彜島竃琿，溶岩滴
丘

溶岩塔 ようがんとう Belonite 遂章転 熔岩塔

溶岩洞 ようがんどう Lava Tube 遂章疑閏 匪冫挟

溶岩トンネル
ようがんどう,ようがんトンネ
ル

Lava Tunnel 遂章斗確 匪冫枕祇,匪冫砿

溶岩洞窟 ようがんどうくつ Lava Cave 遂章疑閏 溶岩洞穴

溶岩洞システム ようがんどうシステム Lava Tube System 遂章透崎 獣什奴 匪冫挟狼由

溶岩洞スライム ようがんどうスライム Lava Tube Slime 遂章疑十虞績 匪冫挟噎釣

溶岩洞ボツクスワーク ようがんどうボツクスワーク Lava Tube Boxwork 遂章疑維切姥繕 匪冫挟六

溶岩人間型 ようがんにんげんかた Man Mold 遂章昔娃莫 熔岩人间型

溶岩被覆 ようがんひふく Lava Veneer 遂章杷差 熔岩被覆楔

溶岩プール ようがんプール Lava Pool 遂章熱 溶冫储备

溶岩ブリスター,溶岩泡
ようがんブリスター,ようが
んほう

Lava Blister 遂章奄匂 匪冫倒

溶岩噴出 ようがんふんしゅつ Lava Eruption 遂章歳窒 匪冫島吝

溶岩噴泉 ようがんふんせん Lava Fountain 遂章歳探 匪冫畑

溶岩噴発 ようがんふんぱつ Lava Extrusion 遂章歳降 匪冫島窟

溶岩餅 ようがんべい Driblet 遂章怯 熔岩滴

溶岩餅 ようがんべい Lava Driblet 遂章怯 匪冫往

溶岩平原 ようがんへいげん Lava Plain 遂章汝据 匪冫峠圻

溶岩ヘリクタイト ようがんヘリクタイト Lava Helictite 遂章溢汐 匪冫砿彜融軟麗

溶岩ヘリグマイト ようがんヘリグマイト Lava Heligmite 遂章拍遣原戚闘 匪冫坝规则石笋

溶岩ベンチ ようがんベンチ Lava Bench 遂章坤帖 匪冫阶地

溶岩包領 ようがんほうりょう Lava Enclave 遂章匂端 匪冫淫体

溶岩木膜 ようがんもくまく Lava Tree Cast 遂章鯉厳 匪冫直弔

溶岩流 ようがんりゅう Lava Flow 遂章嫌 匪冫送

溶岩流台地 ようがんりゅううだいち Lava Flow Plateau 遂章嫌企走 匪冫送岬仇

溶岩流海岸 ようがんりゅうかいがん Lava Flow Coast 遂章嫌背照 匪冫送今斡
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溶岩流動性 ようがんりゅうどうせい Lava Fluidity 遂章政疑失 匪冫送強來

溶岩流路 ようがんりゅうろ Lava Channel 遂章政稽 匪冫送揃

溶岩裂隙 ようがんれつげき Lava Rent 遂章伸駅 匪冫叢篭

溶結凝灰岩 ようけつぎょうかいがん Welded Tuff 誓衣誓噺章 熔结凝灰岩

溶結溶岩滴 ようけつようがんてき Welded Spatter 遂衣遂章旋 溶结熔岩滴

溶出ポケット ようしゅつポケット Melt-out-pocket 遂窒匂掴 匪竃期

溶融 ようゆう Melt 遂清 匪融

リフト リフト Rift 伸溢,軒覗闘 叢紅，断裂

リフトケイブ リフトケイブ Rift Cave 伸溢疑閏 叢血挟

リフトゾーン リフトゾーン Volcanic Rift Zone 鉢至伸駅企 諮表僅叢揮

リフト帯 リフトたい Rift Zone 軒覗闘企(走姥企) 断裂带

リム リム Rim 砺 火口沿

硫気孔 りゅうきこう Solfatara 政奄因 硫气孔

硫気粘土、温泉余土
りゅうきねんど、おんせんよ
ど

Solfataric Clay 政奄繊塘 硫气粘土

流線 りゆうせん Flow Line 政疑識 送㌔

流動単位 りゅうどうたんい Flow Unit 政疑舘是 送強汽了

流動紋 りゅうどうもん Flow Feature 政疑殿莫 送強瞭

離溶 りよう Exsolution 戚遂拙遂 出溶作用

ローム ローム Loam 丞塘 桷梔

肋骨状溶岩 ろっこつじょうようがん Ribbed Lava 漢茨雌遂章 設糠彜匪冫

ワラビ状溶岩鍾乳
ワラビじょうようがんしょう
にゅう

Tubular and Blocken-
like Lava Stalactite 壱紫軒莫遂章曽政淫 蕨状熔岩钟乳

割れ目火山 われめかざん Fissure Volcano 伸馬鉢至 裂口火山

割れ目噴火 われめふんか Fissure Eruption 伸馬歳鉢 裂缝喷发
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