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Lahars and Slush Lahars on the Slopes of Fuji Volcano

So ANMA＊

Mt．Fuji，３７７６m‐high stratovolcano，is located at latitude３５°２１′N．Because of its height，upper part of the edifice
is in subarctic climate．The freezing of soil slopes and snowing are common in winter season．From early win-
ter to late spring，slush flows often occur due to the rise of atmospheric temperature and heavy rain．Slope ero-
sion and soil transport are mainly associated with slush flows．A series of slush avalanche‐slush flow‐slush lahar，has
been called“Yukishiro”in Japanese，which often devastated villages on the flank of Mt．Fuji．
The first document of Yukishiro hazard appeared in the annals of Myohoji Temple．The monks described that se-

vere damages to villages were caused by slush lahars in１５４５ to１５６０AD．During the huge eruption in１７０７AD，Hoei
tephra deposited on the eastern slope of Mt，Fuji．Normal lahars did not occur on the flanks but on the Tanzawa moun-
tain slopes off the east of Mt．Fuji．In１８３４AD，one of the worst hazardous slush lahars attacked tens of villages on the
northern and western slopes，devastating forest and farms．These events occurred at the coldest stages of the Little
Ice Age．
From the end of１９th century to the middle of２０th，Yukishiro hazard was not noteworthy．Since１９７０s，however，

large scale slush flows frequently occurred in spring and early winter．The spring type of slush flows occurred
in １９７２，１９７９，１９８０，１９８１，１９９０，１９９５，１９９６and１９９７AD，while the early winter type of slush flows occurred in１９９１，
１９９２，１９９７，２０００and２００４AD．Since１９９０s，early winter type has been dominant in numbers．
Detailed studies on the slush lahars are still on the way．However，the historical records imply that volcanic activ-

ity and climatic fluctuation may cause Yukishiro hazard more frequently．Huge volcanic eruption in snowy sea-
son may act to slush the snow cover and add melt water to snow layers．lt may trigger slush avalanches and hazard-
ous slush lahars．
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１． はじめに
富士山は，標高３，７７６mの高さを持つ日本の最高峰であ

る．秀麗な山形の成層火山で，第四紀後半の玄武岩質溶岩
とスコリアの噴出活動によって山体が形成されてきた．現
在の円錐形の山体は１１，０００年前から今日に至る新富士火
山の活動によって出来たものである．したがって，更新世
の汎世界的な氷河期の洗礼を受けてはおらず，標高３，０００
m内外の北アルプス，南アルプスの背稜部に見られるカ
ールなどの氷蝕地形は存在しない．しかし，富士山は太平
洋側に面した北緯３５°の温暖帯にありながら，標高２，５００
～２，８００m以上では亜極帯気候となっており，森林植生を
欠く．標高３，０００～３，２００m以上の火山荒原斜面下には永
久凍土層が存在する（藤井・他，１９７２，藤井・他，２００２）．
富士山においてはノルウェー，グリーンランド，アラス

カなど亜極帯山地で春の雪解け時にしばしば見られるスラ

ッシュ・フローに類似した現象が発生する（Anma et al．，１９８８．
Fukue et al．，１９８３）．本来のスラッシュ・フローは，氷河
表面や硬い岩盤上の積雪層中に融雪水や降雨水が多量に供
給されることにより，水で飽和された積雪層が斜面に沿っ
て流れ出す現象である．
富士山のスラッシュ・フローの生起には，凍結して不透

水層化した地盤の存在が必須であり，低気圧がもたらす急
激な気温上昇による融雪と多量の降雨が引き金として大き
な役割をはたしている．
古来，富士山麓地域で雪代（ゆきしろ）と呼ばれ，恐れ

られていた融雪時の洪水や土石流は，スラッシュなだれを
契機とした土砂流・土石流であることが解明されてきた．
すなわち，１）積雪層に多量の融雪水や雨水が付加され安定
を失い滑り出す（スラッシュなだれ），２）雪と水の混合流
体は下方斜面の融解土層を削り，土砂を取り込みながら谷
状低地に向かって流下する（スラッシュ・フロー），３）谷
を通って運ばれた雪・土砂・水の混合流体は気温の上昇や
流下中の摩擦熱で雪は水に変わり，土石流となって河川を
段波状に流下し山麓扇状地に拡散堆積する（スラッシュ・
ラハール）という一連の現象を包括的に雪代（雪汁が語源）
と呼んだのであろう．ここでは時間・空間的にたえず発生
域が変化する雪氷・土砂・水の混合体の流動現象の発生か
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表１ １９４０年～２００５年に発生したスラッシュ・フロー（雪・水・スコリア混合物の流れ）の一覧．１９９０年から初冬型が卓越する．レ
印はラハール化したもの（ラハール：火山地帯で起きる土石流，泥流）．
Table１． Slush flows occurred on the flank of Mt．Fuji during １９４０‐２００５．Since１９９０，early winter type of slush flows are dominant in num-
ber．レ；slush lahar．

（注１）レ印 スラッシュ・ラハール
（注２）流出土砂量は下流部扇状地での堆積土砂容量

年 月 日 タイプ 斜 面 規模 （注１） 備 考

１９４０．５．３ 春 W 極大 レ 富士大沢 潤井川筋

１９５２．３．１８ 〃 W 極大 レ 〃 潤井川筋

１９５６．５．５ 〃 W．E 大 レ 〃 太郎坊

１９６１．３．１９ 〃 N 中 レ 宮川筋

〃 ４．４ 〃 N 大 レ 宮川筋

１９７２．３．２０ 〃 E．W 大 御殿場で２４人死亡

〃 ５．１ 〃 W 大 レ 富士大沢

〃 ５．５ 〃 W 大 レ 〃

〃 ６．８ 〃 W 大 レ 〃

〃 ７．１２ 〃 W 大 レ 〃 ４回で８５．０万m３流出（注２）

１９７６．３．２０ 〃 W．S 中 〃 市兵衛沢

１９７９．４．８ 〃 W 大 レ 〃

〃 ５．８ 〃 W 大 レ 〃

１９８０．４．１４ 〃 N 中 白草流

１９８１．３．２０ 〃 W．N．E 大 レ 富士大沢，白草流，大流，太郎坊

１９８２．１１．３０ 初冬 W 中 〃

１９８４．４．９ 春 E 中 太郎坊

１９８７．５．２３ 〃 W 中 富士大沢

１９８８．４．１３ 〃 W．E 中 〃 ，太郎坊

１９９０．２．１１ 〃 E 中 太郎坊，スキー場陥没

１９９１．１１．２８ 初冬 W 大 レ 富士大沢 １８．２万m３流出

１９９２．１２．８ 初冬 W．N．E 大 レ 栗の木沢，スバルライン，太郎坊

１９９５．３．１７ 春 E 大 レ 太郎坊 約３５．０万m３流出

１９９６．３．３０ 春 W．N．E．S 大 レ 風祭川，スバルライン，太郎坊

１９９６．６．２０ 春 W 大 レ 富士大沢 ２５．０万m３流出

１９９６．１１．２６ 初冬 W 大 レ 〃 １９．９万m３流出

１９９８．４．１５ 春 W 中 〃

２０００．１１．２１ 初冬 W 大 レ 〃 ２８．０万m３流出

２００４．１２．５ 初冬 W．N．E 大 レ 〃 １１．０万m３白草流，大流，太郎坊
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図１ 富士山の斜面方位区分とスラッシュ・フローがしばしば発生する谷筋（点線）．常襲地は大流などの名称が付けられている．
Fig．１． Slush flow chutes（dotted lines）on the slope of Mt．Fuji．

ら停止に至る全体を「雪代」と仮に定義する（Anma et

al．，１９９７）．
今日われわれが見る円堆台形の富士山（新富士火山）は，

最終氷期の終りごろに崩壊解体した古富士火山の基壇の上
に築かれている．しかしこの新富士火山もまた成層火山が
本質的に持つ弱点から起きる山体崩壊や雨水・流水による
洗掘などによってたえず侵食されている．
新富士火山体崩壊の危機をかろうじて防いでいてくれる

のが，新富士火山体上部の急斜面全周を覆って分布する永
久凍土層である．もろい成層火山体（長板状の玄武岩溶岩
流と降下スコリアの互層）の外縁を引っぱり強度の大きな
永久凍土層のタガが，山体の変形―崩壊を引き止めている
構図である．永久凍土層は標高約３，０００m～３，２００m以上
の山腹に分布するが，もしこのタガが切れたり（火山体膨
張による引っぱりキレツ，地震・断層活動など），消滅し
たり（マグマ貫入による山体地温の上昇，地球温暖化によ
る気温上昇など）すれば，新富士火山体の崩壊は急速に進
む可能性が高い．
富士山におけるラハールによる土砂移動の大部分はスラ

ッシュ・ラハールによるもので，夏～秋の雨による通常型
のラハールによるものは極めて少なく，またあっても規模
は小さい（Table．１）．
富士大沢でのこれまでの記録をみると，スラッシュ・ラ

ハールによる土砂流出は数１００万m３規模のものは数１００
年に１度，数１０万m３規模のものは数年～数１０年に１度，
数万m３規模のものはほぼ１年～数年毎に起きている．雪
のスラッシュ化現象に伴う山体侵食は，凍土層上の融解土
層に限られ，厚さは数 cm～数１０cmにすぎない．この現
象は富士火山体上部全域（とりわけ北～東斜面）で大小様々
な規模のものが毎年のように起きている（Fig．１）．
富士大沢に流出する土砂量（年間５万～１５万m３）を含

めた富士山全周域からのスラッシュ・フロー，スラッシ
ュ・ラハールによる年間土砂流出量は数１０万m３程度で
あろう．新富士火山後期，約２，９００年前に起きた東斜面の
山体崩壊（御殿場岩屑なだれ，御殿場泥流）による移動土
砂量は約１．７６km３といわれる（宮地・他，２００４）．火山体
解体については山体崩壊とともにスラッシュ・フローが大
きな比重を占めている．
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しかし山体崩壊は，火山体成熟期の短期的局所的に起き
る現象であるのに対し，スラッシュ・フローは火山体生長
期の長期的広域的に起きる現象であり，両者の役割は異な
っている．
雪氷現象の視点から見れば永久凍土層は山体の大規模崩

壊を防止する大きな役割を担っている．一方，地表面付近
の季節による凍結土層－融解土層（活動層）の形成は，そ
の境界の時間的推移と融雪・降雨とが相互に関係しながら
スラッシュ・フローを引き起こす原因となっている．温度
に依存した雪氷現象が介在することでスラッシュ・ラハー
ルは通常の雨型のラハールとは異なった様相を呈し，スラ
ッシュ・ラハールの防災・避難対策を難しくしている．

２． 富士山におけるラハール
ラハールという言葉はインドネシア語源で本来は，火山

地帯で強い降雨などによって発生する土石流・土砂流・泥
流に対して使われており，主に人間の居住域に与える災害
現象の視点で意味付けられている．今日ではより広く捉え
られており，実態としては火山体を構築する溶岩，火砕物，
降下火砕物，火山灰などの様々な大きさの火山性土粒子と
媒体の水よりなる混相流の発生－流下－堆積のシリーズと
認識することができよう．
この流れは土粒子・水それぞれの成因，存在位置，物性，

形態などと両者が混合一体化される過程での火山作用，気
象条件さらに時間に依存する流れの動態変化など，様々な
要素がからみ合っており，単純ではない．
富士山におけるラハールのほとんどは初冬～春に起きて

いて，１）山体表面地盤の凍結－融解，２）積雪－融雪，３）
降雪－降雨など０℃前後の雪氷気象現象と深く関係して
おり，融雪ラハールと呼ばれるべきものである．
本稿では，富士山で起きる融雪ラハールを発生から堆

積・停止までの過程を３つに分ける．１）高含水積雪層の
不安定化と滑動を契機とした粘性のある雪・水の流れをス
ラッシュなだれ，２）融解土層や非凍土層の土粒子を取り
込みつつ，刻々と状態変化する雪・水・土粒子の混合体の
流れをスラッシュ・フロー，３）気温の高い山麓低地・野
渓に達すると雪は融け，雨水も加わって水・土粒子の混合
体の段波状の流れとなるが，これをスラッシュ・ラハール
と呼ぶ．
以下に富士山のラハールについて，成因の面からいくつ

かのタイプに分け概観する．
a）火山体崩壊を契機としたラハール
山体を構成する火山岩・火山砕屑物が大崩壊し，土中

水・地下水・表流水を取り込み火山岩屑流－火山泥流など
と変化する．
富士山では，約２０，０００年前に南西斜面が山体崩壊を起

こし，田貫湖岩屑なだれ（TnDA）が発生し末端はラハー
ル化して古富士泥流を覆った（山元・他，２００５）．古富士期
（２０，０００年以前）の火山岩屑流・泥流堆積物は西麓の丘陵
地の崖に数１０�の厚さで露出している（Fig．２）．
東斜面では約２，９００年前に御殿場岩屑なだれ（Goda，

Fig．３）とこれにやや遅れて発生した御殿場泥流（Gomf）
のラハール堆積物が現在の御殿場市域を含む約１００km３の
面積に拡がっている（宮地・他，２００４）．
山体の崩壊が火山活動と直結して起きるもの，大地震な

どによって起きるものなどあるが，それぞれの原因を特定
するのは難しい．
b）氷河・氷冠・積雪を持つ火山の活動で起きるラハー
ル

火山活動が火山体を覆う氷床・氷河・氷冠・多年雪・積
雪を融かし，火山噴出物質や山体構成物質をとり込んでラ
ハール化するケースである．
火砕流が氷冠を融かしたコロンビアのネバド・デル・ル

イス火山の噴火によるアルメロの泥流（１９８５），火砕流が
積雪を融かした大正十勝岳泥流（１９２６）などの事例がある．
火砕流は短時間で大量の雪・氷を融かすため土石流段波に

図２ 古富士泥流堆積物の露頭．富士宮市白糸滝下流１．５km
の芝川右岸の崖．高さ４０m．
Fig．２． An outcrop of Old-Fuji Mudflow Deposits（“KO-FUJI”
Mudflow Deposits）on the right bank of Shibakawa river，west-
ern Fuji．cliff height；４０m．

図３ 御殿場岩屑なだれ（Goda）の堆積物．いくつかの崩壊土
相に分けられる．御殿場市滝ヶ原の小山川調節池工事現場．
Fig．３． Gotemba Debris Avalanche deposits called“Goda”on the
eastern slope，Takigahara，Gotemba．

安間 荘

２８８



なりやすい．日本の積雪地では十勝岳型のラハールの危険
性が大である．
富士山は太平洋側に位置し，最も雪の多い時期は３～４

月で，最大積雪深は標高１，０００m以上の山腹斜面で５０～
７０cm程度と考えられる．しかし標高２，５００m以上の裸地
では降雪の二次移動が著しく，尾根部では数１０cm以下で
あるが谷状窪地では吹溜って４～８mの積雪となる
（Fig．４）．扁西風による影響で西斜面では雪が少なく，東
斜面では吹寄せられて厚さも１～２mに達する．日本の
積雪の平均的な密度は３００kg／m３程度であるから６mの積
雪は１，８００mmの水に相当する．積雪の扁在が火砕流によ
るラハールの大きなリスクとなる．
富士山は玄武岩質岩よりなり火砕流は少ないと考えられ

てきたが，最近の詳細踏査やボーリング調査の結果から富
士大沢，風祭川，滝沢などでこれまで考えられているより
もひんぱんに発生していることがわかってきた（吉本・
他，２００４）．富士山の火砕流は，スコリア噴出丘の崩壊な
どにより発生していると考えられている．積雪深の大きな
谷状地（吉田大沢・富士大沢など）に火砕流が流れ込むと
大量の融雪水が発生し，ラハールが起きる可能性は高いと
思われる．噴火口の位置や噴火型式が問題である．
最終氷期の寒冷期に堆積した古富士泥流堆積物は，火山

活動と雪氷現象とが密接に関係したラハール堆積物である
蓋然性が高い．
c）火口湖・カルデラ湖中の火山活動で起きるラハール
フィリピンのタール火山の例が典型であるが，日本にも

数多くの火口湖，カルデラ湖があり，地史上火山活動に伴
った津波や溢流ラハールが起きていた可能性は高い．火山
活動で土粒子や火山砕屑物が動かされるか，水が動かされ
るかの違いはあるが，結果的に土粒子と水の混合物が形成
され重力で移動することでラハールになる点で変わりな

い．
富士山の周辺にある湖は堰止湖であり，噴火口が直接水

域と接する可能性は低いので，この種のラハールのリスク
は少ないと考えられる．
d）降下火砕物が降雨で流動化し起きるラハール
強い降雨が契機となって起きる通常型のラハールであ

る．
インドネシアのメラピ火山，フィリピンのピナツボ火山，

マヨン火山など東南アジアモンスーン地域にある火山では
噴火によって撤き散らされた降下火砕物が雨期の強い降雨
で流れ出し，ラハールがしばしば発生する．日本では焼岳，
桜島，三宅島や有珠山などで発生している．
富士山では高温の夏～秋にかけての多雨期に発生するラ

ハールは，寒い１１月～４月に比較して少ない．特に秋で
は大雨が降っても稀にしか発生しない．これは富士山にお
けるラハールが持つ特異かつ重要な相異点である．２００５
年８月２５～２６日の台風１１号来襲のさい，表富士５合目で
連続雨量３７４mm，時間最大雨量４８mmの強い降雨があっ
たが，土砂の流出はほとんどなく，半日後には谷の水も流
れなくなった．
新富士火山史上最大規模の噴火の一つと云われる１７０７

年の宝永噴火の場合についてみてみよう．記録の上では宝
永噴火の直後に，富士山本体の標高１，０００m以上の東斜面
で通常型のラハールが起きたという証拠はまだ見つかって
いない．しかし，火口から約４０km東方の足柄平野にお
いて宝永噴火後のラハールによって酒勾川が氾濫し，たび
重なる災害に見舞われている．
富士山東斜面に源を持つ鮎沢川は東流し河内川と合して

酒勾川となり，足柄平野へ出る．足柄渓谷の出口，扇頂部
が ら せ お お ぐ ち

を固めるのが左岸の岩流瀬堤と右岸の大口堤である．噴火
後の１７０８年６月２２日，１７０９年６月及び同年７月，１７１１
年７月２７日の大雨でたてつづけにこれらの堤が決壊，酒
勾川右岸の足柄平野を濁流が襲い村々を荒廃させた．
噴火口から３０km以上離れた足柄山地・丹沢山地など

急斜面を持つ上流域に降った火山砂，火山灰（厚さ２０～
５０cm）が雨によって侵食され河川に流入してラハール化
したのであろう．田畑を覆った降灰を人工的に除去（砂除）
し谷間に投棄したり，堰をもうけ砂除水路で川に流し込ん
だりした事情も加わる．その結果掃流砂は河床を上昇させ，
高濃度の土砂流段波が溢流して破堤させたものと思われ
る．
その後享保１９（１７３４）年８月７日の台風で再び両堤が

た なか きゅう

決壊し酒勾川右岸左岸の村落を一掃してしまった．田中丘
ぐう みの かさ の すけ

隅，蓑笠之助らの努力により酒勾川流路が固定され，幕府
から小田原藩に領地が返還されたのは，西（右）岸で宝永
噴火後４０年の延享４（１７４７）年，東（左）岸で天明３（１７８３）
年，約８０年後のことである（永原，２００２）．
大規模な噴火による広範囲の降下火砕物の散布は，降雨

によるリル・ガリー侵食－ラハール化－河床上昇－破堤洪
水という形で長期間にわたって流域に経済的・社会的影響
を与える．宝永噴火の場合，この影響は幕末までおよぶ．

図４ 富士山西斜面の積雪．３～４月に南から湿った風が吹き込
むと降雪量が多くなる．雪は強い風に飛ばされ，谷状地に吹
溜る．富士大沢（右），滑沢（中央），白草流上部（左）には
１０m以上の厚さの積雪が見られることもある．
Fig．４． Snow cover on the upper slope of western Fuji on２６
Mar．２００１．．Drift snow accumulated in slope depressions．．Fuji
Ohsawa Gully is on the right side．
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e）火山体地盤の凍結－融解，積雪－融雪，降雪－降雨
など０℃付近の温度が関係した富士山で特徴的に
みられるスラッシュ・ラハール（雪代）．

富士山は玄武岩質の溶岩と降下スコリアの互層よりなる
成層火山であるが，いずれの層も透水性がよく，夏や秋の
台風時の豪雨でも表面流が起きることは稀で，谷の上部は
凅沢となっていることが多い．
しかし秋の終わりから次の春の終りまで地盤が凍結して

空隙に氷が晶出し難透水性となると事情は一変する．初冬
あるいは晩春期に大雨が降ると，雨水と融雪水が地下に浸
透できず，積雪層中に貯留される．この貯留水の浸透圧が
斜面の積雪を不安定化させ，スラッシュなだれを引き起こ
す．さらにこれがスラッシュ・フロー，スラッシュ・ラハ
ールへと発展し，段波となって下流の人間生活域を襲う
（Fig．５）．実態と成因については４章で述べる．
宝永４（１７０７）年の噴火後，幕末にかけて厚いスコリア

層に覆われた富士火山体の東斜面で，現在と同じようにス
ラッシュ・ラハールが起きていた可能性はあるだろうか．
御殿場市太郎坊北方の標高１，２００～１，４００m付近の樹林

帯（カラマツ，アカマツ，ミズナラ，カエデ，ヤマハンノ
キなど）の中の斜面に直径３～５m，高さ１～１．５mのマ
ウンド状の小山がいくつかあり，この上に８０～１００年生の
樹木が生育している．これらのマウンドは宝永噴火で堆積
したスコリア層を覆っている．
上記のマウンドは天保５（１８３４）年旧暦４月８日のスラ

ッシュ・フローの残置物である可能性が高い．
しかし，宝永噴火後の富士山東斜面におけるスラッシ

ュ・フローの発生頻度は，記録が少なくよく判っていない．

３． 新富士期以前のスラッシュ・ラハール
最近の富士火山体の総合的調査研究の結果，富士山は新

第三紀中新統を基盤とし下位より先小御岳火山，小御岳火
山，古富士火山，新富士火山の４ステージよりなり，数
１０万年前から成層火山体の形成と解体を繰返しながら今
日の姿になって来たことがわかってきた（吉本・他，２００４）．
この調査の一部としておこなわれた富士山東北斜面での５
本のボーリングのコア解析で，先小御岳火山では玄武岩質
安山岩～デイサイト質岩よりなるのに対し，小御岳火山～
古富士火山～新富士火山では，ほとんどが玄武岩質岩より
なっている．
また，東北山麓斜面では小御岳期～古富士期の溶岩や降

下スコリアなどの本質物質の量比に対し，泥流堆積物など
の類質（２次的移動）物質の量比の方が大きく，全体の１／２
から２／３を占めている．ボーリングコアから降下スコリア
とその移動物質である泥流堆積物の見分けが難しいという
点を考慮しても，驚くべき比率である．
小御岳期～古富士期の泥流堆積物がどのようなタイプの

ラハールによって山体上部からもたらされたものか，よく
わかっていない．小御岳期から新富士期まで火山体形成の
プロセスが本質的に変わらないものとすれば，火山体解体
のプロセスにおけるラハールの発生機構も現在のそれと大

差ないと考えてよいであろう．古富士期の終末解体期はほ
ぼ最終氷期の寒冷期と対応しており，スラッシュ・ラハー
ル発生の可能性はより高かったかも知れない．
スラッシュ・フローがスコリアなどの火山礫・凍土塊，

雪粒子・水の混合物で堆積した場合には，独特の堆積構造
（後述）が観察できるので区分は可能である．しかしスラ
ッシュ・フローが流下する途中で，雪や氷が完全に融けて
しまえば，通常のラハール堆積物と区別することは難しい．
古富士泥流堆積物の場合，スラッシュ・ラハールによる土
砂運搬が重要な部分を占めていたであろうことは想像に難
くないが，西富士山麓の羽鮒丘陵などの露頭の観察では明
確に区分できない．

４． 新富士期のスラッシュ・ラハール ―雪代―
富士山麓では春の融雪時期に起きる土砂流，土石流，洪

水を雪代（ゆきしろ）と呼んでおり，ときたま多数の村落
を埋めつくすような大災害となるため，古くから恐れられ
てきた．
雪代，雪代水あるいは雪水という言葉の初出は，富士山

北麓の現富士吉田市にあった妙法寺の年代記（妙法寺記）
で天文１４（１５４５）年の項に，「………二月十一日富士山ヨ
リ雪シロ水オシテ吉田へオシカケ，人馬共押流シ申シ……
…」とある．ついで天文２３（１５５４）年の項に「………此
年正月雪水富士山ヨリ出申シ事，正・二・三月迄十一度出
申，余リ不思議サニ書付申候，………」．永禄２（１５５９）年
の項には，「………正月申日雪水出候，而，悉田地・家・
村ヲ流シ候，………」「………十二月七日ニ大雨降，俄ニ
雪シロ水出テ，法ヶ堂皆悉流シ候，又在家ノ事ハ中村マル
ク流シ候事無限，」とあり，１５年間にたび重なる雪代災害を
うけたことが記録されている．
下って江戸時代末期，天保５（１８３４）年に北麓の富士吉

図５ スラッシュ・フローがしばしば発生する富士山東斜面．
スラッシュ・フローは緩やかな裾野斜面を侵食しつつ広く流
下する．スキー場のリフトや駐車場施設をなぎ払い，末端は
樹木帯に突入して森林を後退させている．
Fig．５． Slush flows occur frequently on the eastern bare slope and
sweep away skiing field，parking lots and forest．２０Mar．１９８１．
Taroubo，Gotemba．
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田市と西麓の富士宮市付近で再び雪代による大災害が起き
た（富士吉田市史 資料編２，１９９２，同資料編３，１９９４）．
富士吉田市大明見の中村屋敷茂左エ門書「午年雪代出水

五ヵ年違作次第之事」（富士吉田市教育委員会資料）の中
に，次のように記されている．
天保五年午四月八日富士山押出候覚書「同年午之四月八

日は，大あめニ而南風はげしく，富士山おびただしく山な
りし，すなわち日の九ツ時，雪代成黒けむり立て押出，そ

のおそろしき事小山のごとくにくずれ出，大木大石砂包成
て，居村にいつさんに押掛け………」「明けがた雪しろ水
引，人々村内へ立ち帰り見届候処，家七十軒程五・六尺ほ
ど砂にうづめ，戸・障子は石砂にてふちむき，諸道具不残
押しながし………」と書かれている．
この災害は，大明見だけでなく現在の富士吉田市街の宮

川，神田堀川沿い地域に広くおよんだ（Fig．６）．
西麓の富士宮市方面ではもっと悲惨であった．雪代被害

の状況を江戸で発行された瓦版でみると「………（四月）
八日益々大風雨にて，午の刻ごろより不二山震動いたし，
頻に暴雨滝のごとく，不二の半腹五合目あたりより雪解水
一度にどっと押出し………」「………小山の如くなる大波
打ち来たりて裾野の在家村々の建家皆押流し………」「…
……既に大宮の町並家毎に残らず流れ………」「………流
るる男女の泣きさけぶ声も地獄の呵責に異ならず，すべて
死人おびただしく，水筋流れし通りは七八里，其幅の広さ
は三里余り，彼是十二三里が間，ぼうぼうたる荒れ地とな
りぬ………」といった状態で，富士大沢川，風祭川，弓沢
川なども含む潤井川流域の村落と富士宮市街が大変な被害
を受けたことを伝えている（稲垣史生監修 江戸の大変
天の巻，平凡社，１９９５）．旧暦４月８日は，新暦では５月
１６日にあたり，初夏の災害現象であったことに注目して
おきたい．被災範囲は天保８年，応需という人が写した絵
図に残されている（静岡県史 別編２自然災害誌，１９９６）．
幕末の天明～天保年間は小氷河期の終わりの最も寒冷な

時期で，疫病や飢饉が常態化しており，天保の雪代災害は
富士山麓の高冷地に大きな社会的，経済的打撃を与えた
（Fig．７）．
天文１４（１５４５）年以後約４６０年間に何らかの形で記録

されている雪代は６５例ほどある．先に述べた天文・永禄
年間，天保年間に発生した大規模な雪代の外，いくつかは
現在都市化が進んでいる地域まで達している．

５． スラッシュなだれ－積雪層・融解土層の不安定化－
真冬の富士山はいつも真白で多雪地のように見えるが，

実はそれほど多くない．風下側の東斜面ではやや多いもの
の，１０月から２月にかけて積雪深は２０～５０cm程度に過ぎ
ない．冬の季節風の強いときは水蒸気は日本海側の山岳地
帯で雪となって落ちてしまい，太平洋側にある富士山では
空気が乾燥して降雪量は極めて少ない．ところが３月，４
月になって冬型の気圧配置がゆるみ，南から風が吹き込む
ようになると降雪量が急激に増加し，積雪深は５０～７０cm
になる．富士山は独立峰であるため西風が強く，雪は斜面
に落ち着かず２次的に東へと移動しつつ山ひだのくぼみや
谷状凹地に堆積する．場所によって１０m以上の厚さで堆
積することもある．このころ春一番とか台湾坊主と呼ばれ
る発達した低気圧が本州の北側を通過すると，南の太平洋
から湿った暖かい風が急激に吹き込む．気温は急上昇し豪
雨を伴った大荒れの天気となる．通常‐１５℃から‐２０℃の
山頂の気温が一気に０℃前後まで上昇する．低気圧のも
たらす降雨量は連続で１５０～３００mm，時間雨量強度で２０

図６ 天保５（１８３４）年の雪代の絵図．富士山北斜面の富士吉
田市下吉田の桂川と宮川に挟まれた地域の被害見取図．雪代
が富士山の大流・小御岳流（右），吉田大沢（中央），ツバク
ロ沢・滝沢（左）から発生していることが読みとれる．
Fig．６． A sketch map of the slush lahar（Yukishro in Japanese）
which devastated northern villages in１８３４．Yoshda Ohsawa was
the main source of slush lahars（Anonymous painter，from Fuji-
yoshida）．
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図７ 天保５（１８３４）年の雪代による被害範囲．富士山のほぼ全域で発生した大災害であった．
Fig．７． Devastated area of the Tempo slush lahars around Mt．Fuji in１８３４．The lahars swept out tens of villages around Fuji Volcano．

～３０mmになることも稀ではない．
急激な気温の上昇による融雪水と多量の降雨水が積雪層

に供給される一方で，水が地下に浸透逸失しないとすると
下層の雪は水で飽和され，積雪層中に水が貯留されること
になる．傾斜した積雪層中の水は斜面の最大傾斜の方向に
流れはじめ，積雪層を横に押す力（浸透圧）が働く．水位
の高さと，斜面の傾斜角が大きくなれば浸透圧も大きくな
る．もし，斜面の積雪層を支える力よりもこの浸透圧が上
回れば，積雪層は安定を失い滑り出す．滑り面は，凍結土

層と積雪層との境である場合が多く，飽和湿雪の点発生全
層なだれ（スラッシュなだれ）とも呼ばれる．凍結土層と
融解土層との境が滑り面となる場合もある（Fig．８）．
スラッシュなだれの発生高度は時期により標高１，５００～

３，５００mと様々である．これは低気圧によってもたらされ
る豪雨の時の気温，すなわち雨で降るか雪で降るかの境界
の高度に関係する．この境は気温１～３℃の高さで，こ
れより上では雪，これより下では雨となるが，低気圧の移
動と共に境界高度も変わるためスラッシュなだれの発生高
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度も刻々変化していく．一般的にはスラッシュなだれの発
生は時間雨量強度が１５～３０mmに達したとき，幅数 km
程度の同方位斜面ではほぼ同じ高度（その時の雪・雨境界
高度よりやや下方）から多数発生するのが普通である
（Fig．９）．

６． スラッシュなだれ発生の基礎的条件－地盤凍結と透
水性の変化－

富士山は，玄武岩溶岩と多孔質な降下火山礫（スコリア）
の互層よりなる成層火山で，一般に斜面の透水性は極めて
よく夏に相当の雨が降っても谷に水が流れることなく涸沢
となっている．しかし寒い冬になって地面が凍結するよう
になると一変する．溶岩の割れ目や火山礫の間の空隙に浸

み込んだ水は凍結し，空隙を氷の結晶で目詰めして水をほ
とんど通さなくなる．この状態は初冬から始まり，凍結地
盤が完全に融解する晩春まで続く．
先に述べた積雪層中に水が貯留されるためには，地盤凍

結による難透水層の存在が必須である．富士山の山頂の年
平均気温は‐７．１℃で標高３，０００～３，２００m以上では永久凍
土が存在する．季節凍土は標高８００m以上の裸地で普通
にみられる．厳冬期には雪が少なく地盤凍結が進みやすい
こと，春の多雪が断熱材となり地盤融解を遅らせることな
どが凍結難透水層を半年以上存続させる原因となっている
と考えられる．
富士山では標高２，４００～２，７００mが森林限界となってい

るが，凍結深さは裸地帯と森林帯とでは著しく異なる．東

図８ スラッシュなだれの発生
時の釣り合い条件．すべり面
位置は，凍結土層と積雪層の
境，凍結土層と融解土層の境
の場合がある．前者は斜面最
上部で，後者は斜面中上部で
見られる．
Fig．８． Stress balance in snow
layer，thawed soil，frozen bed
with water pressure．Sliding
plane varies in snow layer and
thawed soil．
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図９ １９８１年３月２０日に発生したスラッシュなだれの跡（黒
い部分）．スラッシュなだれの発生は，その時の気温と降雨
条件に関係している．雨で降るか雪で降るかの違いによって
発生する高さが変わる．広い斜面ではほぼ同一の高さで多数
のスラッシュなだれが短い時間の間に発生する．このスラッ
シュなだれは標高２４００～２５００m付近から発生した．
Fig．９． Slush avalanches and slush flows occurred on２０．
Mar．１９８１．Slush avalanches started from the same height around
２４００‐２５００m a．s．l．（black top）．From Takigahara Military Base，
eastern flank．

斜面の須走口五合目標高２，０００m付近では２月の地盤凍結
深は裸地帯で７０cmに達するが，森林帯中では１５cmほど
で，かつ樹幹の周辺は凍結していない．スラッシュなだれ
がほとんどの場合裸地帯で発生し，森林帯中では稀にしか
発生しないというのも，地盤凍結層の厚さと連続性に深い
関係を持っているためと考えられる．
地盤の凍結と透水性の低下はどのように結び付いている

のであろうか．富士山体の北～東斜面の中腹の大部分は，
多孔質降下火山礫（スコリア）で覆われている．噴出火口
からの距離にもよるが，富士山東斜面太郎坊付近では径２
mm以上の礫を６０％～７０％以上含み，径０．０７５mm以下
の細粒分は２～４％程度しか含まず，基本的に礫質土の
性質を示す．標高２，４００m付近ではクルミ大のスコリアが
多い．凍結していないスコリア層の空隙率 nは０．４内外，
透水係数 kも１０‐１cm／sec 程度で，相当の雨量強度でも表
面流を起こすことは稀である．地表下数１０cmのスコリア
層の自然含水比は５～７％にすぎない．
冬になって地盤が凍結しだしても自然含水比のままであ

れば透水性は大きく変わらない．しかし，雨水や融雪水を
付加しながら地盤凍結と融解を繰り返すと土粒子（スコリ
ア）間の空隙に氷の結晶が晶出し，急速に目詰めを起こす．
ケロシンを使った低温室内実験によれば，空隙率 n＝

０．３８～０．４１，透水系数 k＝７～５×１０‐２cm／sec のスコリア
質土が，４回の凍結－水浸の繰り返しによって n＝０．１３， k
＝２～４×１０‐４cm／sec 程度に低下することがわかった
（Fig．１０）．試料は富士大沢源頭部右岸標高２，４００mのスコ
リアである．
初冬及び春に，日中は積雪や凍結土層が融解し，夜間に

再び凍結するという状態は数１０回に及ぶと考えられるの
で，凍結地盤上面が実質的に不透水化するのは明白で，現
場透水試験や現地観察でこれを確認している．
見方を変えると，地盤凍結が起らなければ，降雨水，融

雪水は地下に鉛直浸透し，積雪層中に水は貯留されないた
め，スラッシュなだれは起きないと考えられる．

７． スラッシュ・フロー －侵食と土砂の取り込み－
スラッシュなだれが扇状に拡がり，斜面下方の積雪，融

雪水，雨水を取り込むと，雪と水よりなる流動性の高い混
相流――スラッシュ・フロー――になる．これが後で述べ
るスラッシュ・ラハールにつながるのは，このスラッシ
ュ・フローに多量の土砂・岩礫が取り込まれるからであ
る．スラッシュ・ラハールでは重い礫分が下層を流れ河床

図１０ スコリア質土の有効間隙率と透水係数の関係． 試料
の凍結－融解を繰り返すと空隙に氷の結晶が晶出し，有効間
隙率が低下する．４回の凍結―融解の繰り返しによって有効
間隙率は０．４から０．１に，透水係数はほぼ２オーダー低下す
る．
Fig．１０． Relation between effective porosity and permeability
of scoriaceous gravel fraction in Fuji Ohsawa gully．
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を上げ，流れの先端部が波高の高い段波となって護岸や堤
防を溢流して土石流氾濫災害につながりやすい．
スラッシュ・フローが地山を削り土砂を取り込むタイプ

は，斜面の上部から下部に向かって a）薄層面状侵食，b）
滝状後退侵食，c）ガリー侵食の３つに区分できる．
a）薄層面状侵食は，スラッシュなだれ発生域の積雪層

下の融解土層や積雪の無い裸地斜面の融解土層の部分を流
下するスラッシュ・フローが広く薄く削りとるもので，厚
さは上部では１～３cm，下部でも４～８cmにすぎない
（Fig．１１）．凍結土層自身は削られることはない．この段階
での雪のデブリ全量に対する土砂の混入率は容積比で
５％程度にすぎない．
b）滝状後退侵食は，斜面下部の凍結土層が２０cm程度

の厚さとなるところにスラッシュ・フローが達し，薄い凍
結土層を溝状にうがち破ったところからスタートする．凍
結土層の下の非凍結土層は極めてルーズであるため滝壷状
にえぐれ，オーバーハングした凍結土層は支持を失って折
れ落ちる．これが順次斜面下部から上方に進み，ところに
よっては深さ５～１５m，幅１０～５０mの滝壷状地が形成さ
れる（Fig．１２）．また，日向側斜面など凍結土層が薄いと
ころで，一部だけ底抜けしてポットホール状窪地ができる
場合もある．この段階での土砂の取り込み量はかなり多く，
雪のデブリ量の１０～１５％に達すると思われる．
c）ガリー侵食は，凍結土層の存在しないスコリア層よ

りなる谷状地に多量のスラッシュ・フローが流れ込んだ場
合，谷底及び側壁をえぐり，ガリー侵食を起こす．このよ
うな侵食は太郎坊駐車場南側の谷に典型的に見られるが，
先行したスラッシュ・フロー堆積物を２次的に侵食する場
合もある．土砂・雪・水の混合流体は火山体斜面下部の凍
結土層のないところに達すると，流体中の水分は地中に浸
透し流動性を失って停止する．
停止したスラッシュ・フローの雪デブリ堆積物中には，

全容積比で１２～２０％の多孔質火山礫粒子（スコリア）を
含んでいるのが普通である．
普通のなだれ，融雪洪水では，雪が完全に融けてしまえ

ば跡形も残らないが，富士山のスラッシュ・フローでは少
量であるが土粒子を含むため，雪デブリの融解後に厚さ数
cm～数mの礫質土層が残される（Fig．１３）．
これは極めて持微的な現象で，後で述べるようにテフラ

に挟在するスラッシュ・フロー堆積物を解析することで，
スラッシュ・フローの活動期を知ることができる．テフラ
堆積物層が広く分布する富士山東斜面の太郎坊から須走口

図１１ スラッシュ・フローによる薄層面状侵食．凍結土層上
面の融解土層のみを削り取って流下する．融解土層の厚さは
５～８cm程度．御殿場市太郎坊．
Fig．１１． Plane erosion by slush flow at Taroubo，eastern slope．１７
Mar．１９９５．

図１２ スラッシュ・フローによる滝状後退侵食．地表面には
厚さ３０～４０cmの凍結土層が庇状に突き出ている．１９９５年３
月１７日，太郎坊上方より発生したスラッシュ・フローが作
り出した滝とガリーである．
Fig．１２． Retrogressive fall erosin by slush flow．Frozen hard pan
has covered the slope surface underlaying loose gravel fraction．
The falls gradually had retreated hundreds meters in a few
hours．１７．Mar．１９９５．Taroubo．

図１３ スラッシュ・フローのデブリの残置物．スラッシュ・
フローのデブリは５～２０％のスコリア礫を含むため，デブ
リが融解すると上に緩い礫層が残る．下位に氷化した雪があ
る，１９９５年３月１７日のデブリの１年後の状況である．太郎坊
北方．
Fig．１３． Slush flow debris remaining one year．Slush flow debris
usally contain some gravel fraction．Slush flow debris（lower
white），covered９０cm thick residual gravel（upper black），had
longed more three years．May，１９９６．Taroubo．
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図１５ １９９５年３月１７日に発生した春型のスラッシュ・フローの分布図．デブリは広い範囲に広がって森林を破壊し，さらにテレビ
中継所や県道に被害を与えた．
Fig．１５． The distribution map of slush flows on eastern slope，occured on１７．Mar．１９９５．Slush flows intruded into the forest and damaged to
three TV transmitter stations．

５合目にかけての裸地斜面では，スラッシュ・フローの流
下がしばしば起きており，スラッシュ・フロー編年の適地
である．

８． スラッシュ・ラハール －土石流と堆積－
土砂を多量に取り込んだスラッシュ・フローが，溶岩の

露出した谷など水の地下浸透能の低い谷底に入り込むと，

周辺から流入した表流水のほか，スラッシュ・フロー中に
含まれる雪も融かして水量を増す．更に谷底の石礫や河岸
侵食によって土砂を取り込み波高の高い土石流段波を作り
出す．このような段波が人間の居住域，生活域に押し出し
扇状に拡散すると大被害が生じる．富士山西斜面の富士大
沢ではこのスラッシュ・ラハールによって１０万～３０万m３

以上の土砂流出がたびたび起き，大沢扇状地のみならず，

図１４ １９９２年１２月８日富士山北斜面で発生した初冬型のスラッシュ・フロー．
スラッシュ・フローのデブリは富士スバルラインの４ヶ所を塞いだ．初めに礫の多い黒いデブリが，後に礫の
少ない白いデブリが堆積している（富士吉田５合目西３００m付近，山梨県企業局撮影）．
Fig．１４． Slush flows occurred on northern slope of Mt．Fuji，８．Dec．１９９２．Fuji Subaru Line．
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潤井川低地に土石流氾濫を起こしている．富士山北斜面の
吉田大沢から発生するスラッシュ・ラハールは現在の富士
吉田市を含む裾野平地全域に土石流氾濫の脅威を与えてい
る．

９． スラッシュ・フローの発生時期によるタイプ
スラッシュ・フローは，積雪や地盤が融けたり凍結した

りする時期に発生し，真夏～秋や厳冬期に起きることは稀
である．２月～６月に発生するものを春型，１１月～１２月
（稀に１月）に発生するものを初冬型と呼ぶことにする．富
士山のスラッシュ・フローは大部分が春型で，歴史的に大
災害を引き起こした天文・永禄年間の雪代，天保５年の雪
代もこれに当たる．
近年発生した春型のスラッシュ・フローは，１９７２，１９７９，

１９８０，１９８１，１９９０，１９９５，１９９７年に発生している．特に１９７２
年３月２０日のスラッシュ・フローでは，東斜面の御殿場
口で２４人の登山者が死亡したことでよく知られている．こ
のうち６人は流れに巻き込まれ，残りはスノージャム化し
て支持力を失った雪に足をとられ疲労凍死したものであ
る．この時西斜面の富士大沢でもスラッシュ・フローが発
生し，峡谷部に多量の雪デブリが堆積した．その後
５，６，７月の雨で４回にわたり，約８５万m３の土砂がラハー
ルとして流出した．
初冬型のスラッシュ・フローは１９９１年１１月２８日に富

士大沢で（流出土砂量１８万m３），翌１９９２年１２月８日に
富士山全周で，また１９９７年１１月２６日（同２０万m３），２０００
年１１月２１日（同２８万 m３），２００４年１２月５日（同１１万
m３）にいずれも富士大沢で発生した．富士大沢源頭部―
峡谷部―岩樋部を流下し扇状地に押し出した土石流には雪
は含まれずラハール化していた．
スラッシュ・フローは春の雪解け時だけでなく初冬にも

気象条件がそろえば発生する（Fig．１４）．これも富士山で
起きるスラッシュ・フローの特異性の１つである．
以下，春型と初冬型のスラッシュ・フローの事例のいくつ
かを簡単にまとめておく．
a）春型のスラッシュ・フロー
１９９５年３月１７日に富士山東斜面で発生したスラッシ
ュ・フロー群は典型的な春型のそれである．個々の発生点
の高さは標高２，２００m付近にあり，点発生のスラッシュな
だれで積雪深の小さい尾根状部からスタートしていること
に注目したい．これは，同一の降雨量に対し積雪深が小さ
いほうが早く不安定条件に達するためである．スラッシ
ュ・フロー流下部の積雪層，融解土層は削剥され，凍結し
た地肌が露出していた．
このスラッシュ・フローは多少の時差をもつ数１０箇所

のなだれを起点として発生した流れの複合体で全幅約４
km，流下距離３．５～４km，デブリの総量は約２８０万m３に
達していた（Fig．１５）．デブリの最も厚いところでは１３～
１５mで，一部は厚さ１．７～１．９mの火山礫に覆われた多年
雪として４年間残った（Fig．１６）．
このスラッシュ・フロー複合体は１７日午前１０時から午

後１時までの数時間にわたって発生したことが送電線の切
断された時刻から確認されている．このスラッシュ・フロ
ー群によって地山斜面が削られ，運搬された土砂の総量は
約３５万m３に達した．
堆積域でのデブリは雪と火山礫の混合物よりなり，見か

けはゴマ塩状で，容積比で１２～２０％の火山細礫を含んで
いた（Fig．１７）．
このスラッシュ・フロー群は２つの山小屋を流失させ，

約０．６km２の森林を破壊した．デブリの一部は御殿場市の
太郎坊駐車場をなぎ払い，表富士周遊道路まで押し出し２
ヶ月間交通を止めた．さらに太郎坊にある３つのテレビ中
継施設や送電施設を破壊した（Anma et al．，１９９７）．
b）初冬型のスラッシュ・フロー
１９９２年１２月８日に富士山全周で発生したスラッシュ・
フローは，低気圧が日本海を通過した際に起きた．このイ
ベントは，前年１１月に引き続き初冬型のスラッシュ・フ
ローが連続したこと，新雪表層なだれとスラッシュなだれ
が混在して発生したことが特徴である．なだれのデブリ分
布，堆積状況からみて，初期に斜面下部の標高２，２００～
２，４００m付近でスラッシュなだれが，末期に斜面上部の標
高３，２００～３，６００m付近から新雪表層なだれの順で発生し
たと考えられる．発生時刻は，富士山北方の南都留郡鳴沢
村にある科学技術庁防災科学技術研究所の地震計記録によ
れば，１２月８日午前７時頃から，午前１１時頃までに計１８
～２０回の移動体振源を特徴とする地振動が記録されてい
る．被害は主に北斜面で起きた．破壊された富士吉田口登
山指導センターの時計の停止時間や吉田口５合目売店の人
の証言から，吉田大沢やスバルラインを４ヶ所横断して流
れた北斜面のスラッシュ・フローは初期の午前８時～８時
半頃に起きていたことがわかっている（Fig．１８）．
１９９１年初冬に大きな土石流が発生した西斜面の富士大

図１６ １９９５年３月１７日に富士山東斜面で発生したスラッシ
ュ・フローのデブリ．発生時には最大１５mの厚さで堆積し
た．４年後に最大厚さ１．９５mの礫層を残して雪は消えた．太
郎坊北方１ km．
Fig．１６． Slush flow debris on eastern slope near Taroubo，depos-
ited on１７．Mar．１９９５． Maximum thickness was１５m and debris
had remained ４ years．

富士山で発生するラハールとスラッシュ・ラハール

２９７



図１７ スラッシュ・フローの雪デブリ．５～２０％のスコリア礫
を含むためゴマ塩状の外観を呈し，雪が融けると上部に礫が
残る．
Fig．１７． Cross section of slush flow debris．Slush flow debris con-
tains ５－２０％ volumetric gravel fraction．１７Mar．１９９５．

図１８ １９９２年１２月８日に吉田大沢で発生したスラッシュ・フ
ロー．吉田大沢６合目上方で扇状に拡がり，３つの谷に分かれ
て流下した．登山指導センターや６合目の山小屋を破壊した．
Fig．１８． Fan spreading of the slush flows．Yoshida Ohsawa，２６００
m a．s．l．on８．Dec．１９９２．

沢では，あまり大きなものは出なかったが，北西側の滑沢・
仏石流から発生したスラッシュ・フローは，下流の栗の木
沢に高さ最大１２mの土石流段波を発生させた．幸い砂防
ダムで阻止され，大きな被害にはならなかった．東斜面で
は，須走口登山道の頂上直下標高３，６００m付近から新雪表
層なだれが発生し，８合目付近の山小屋を破壊し，須走口５
合目の駐車場下まで達した．斜面下部では雪デブリの衝撃
でスラッシュ・フローを２次的に誘発させた可能性もあ
る．太郎坊から須走口の間の裸地斜面では広い範囲でスラ
ッシュ・フローと表層なだれが発生した．南，南西斜面では
谷状地で小規模なスラッシュなだれが発生したものの被害
は限定的であった（Anma et al．，１９９５）（Fig．１９）．
２０００年１１月２１日富士山西斜面の富士大沢で大規模な
土砂流出があった．大沢源頭部に溜っていた岩礫と雪のデ

ブリが，総雨量２６０mm，最大時間雨量３７mmの雨で一気
に流出した．最大洪水流量は岩樋観測所で１，４２３m３／sec，
高さ７．５mの土石流段波となって流下し，約２８万m３の
土砂を大沢扇状地に堆積させた．このスラッシュ・ラハー
ルは極端な短期流出型でピーク流量が極めて大きく春型の
それと際だった違いをみせている．
また，２００４年１２月５日，富士大沢から約１１万m３の土

砂が大沢扇状地に流出した．御中道での総雨量は１２６mm，
最大時間雨量は１５～３０mm／hr であった．いくつかの小段
波はあったが２時間以上にわたってだらだらと流出した．
北斜面の富士スバルラインでは御庭東方で４ヶ所，計５万
m３の土砂の流出があった．御庭駐車場に止めた車３台が
流出土砂に埋まり大破した（Fig．２０）．スバルライン付近
では雪を含んだ土砂の流れ（スラッシュ・フロー）の段階
で停止しているが，さらに谷沿いに流下した部分はラハー
ル化していた．東斜面の須走口登山道から太郎坊の間でも
多数のスラッシュ・フローが発生し，５万～８万m３の土
砂を流出させた．

１０． 富士山の火山活動と雪代堆積物
新富士火山に山体がほぼ現在に近い形に作られたのは，

新富士火山古期溶岩流の活動が終了した約８，０００年前とい
われる（宮地，１９８８）．富士東斜面の御殿場市太郎坊駐車場
（標高約１４００m）の南側の崖に，１０，５００年前の三島溶岩流
から１７０７年の宝永噴火に至る間のテフラが約２０mの厚さ
で連続して露頭している．ここでは約２，８００年前の S‐１３
テフラ（砂沢スコリア）より上に３層，宝永テフラの上に
１m以上の厚さの雪代堆積物が分布している．
また須走口登山道の小山佐野川調節池（標高約１，０００m）

付近でも約２，５００～２，９００年前の御殿場泥流堆積物から約
１，０００年前の S‐２４‐７テフラの間に５層の雪代堆積物が挟
まれている（Fig．２１）．
雪代堆積物の特徴は，１）スコリア礫の角がとれ，やや

丸みを帯びていること，２）色の違うスコリアや玄武岩角
礫など異種礫を含むこと，３）堆積物がランダムで分級が
悪いこと，４）ときたま径３０～３００cmの巨礫を含み，これ
ら大径の礫が堆積物の最上位に位置していること，５）堆
積物中の細粒のフィルム状薄層（パドル表面堆積層）が大
礫の上で礫の形に従って曲っていること，６）本来の堆積
面と異る方向性を持つ土のブロック（凍結表土層の塊）が
見られることなどで，その識別は容易である．３）～６）の
特徴は雪代堆積物にのみ，みられるものである．雪と火山
礫とが均等に混合されて堆積した雪代堆積物が，上部から
融解していくことを考えれば分級は起こり得ないし，巨礫
の下の雪は日射をさえぎられ融解が遅れるため，巨礫のみ
抜け上がって最上位に存在することになる（Fig．２２）．
テフラと雪代堆積物の堆積状況から次の３つのステップ

が考えられる．１）テフラの活動：山腹斜面に緩い不安定
な火山礫，スコリアを散布する．２）雪代の活動：不安定
なスコリア層をスラッシュ・フローが削剥・運搬する．３）
安定な時期：スコリア層を削り終わり，溶岩が露出するよ
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うになると面状侵食は衰え，遠方から運ばれる火山灰や黄
砂が緩傾斜地に堆積し，風化火山灰層や黒土層が形成され
る．

模式的に示せばテフラ層－雪代堆積物層－風化火山灰層
という堆積サイクルが繰り返されている．雪代堆積物の堆
積は，テフラ放出活動直後から活発化し，テフラの厚さが
大きければ，削剥が終るまでより長く続くと考えられる．
宝永テフラの放出量は新富士火山活動史上でも特別に大

きく，富士山東斜面ではまだ２～５mの厚さを有している．
スラッシュ・フローの１回の平均削剥厚さが数 cm～１０cm
であることを考えると削剥は当分続くであろう．

１１． まとめ
アジアモンスーン地域の島弧火山帯では，ラハールにつ

いての防災対策は極めて重要な課題で，日本もこの例に漏
れない．近年，富士火山の地下深部を震源とする低周波地
震が観測されるようになり，緊急に火山防災対策が求めら
れている．
富士火山は１７０７年の宝永噴火以後ずっと静穏で，山麓

に住む住民の多くは活火山であることを忘れていた．ラハ
ール災害についても，天保５（１８３４）年の雪代大災害の伝
承はほとんどなされておらず，雪代という言葉さえ忘れ去
られていた．

図１９ １９９２年１２月８日に発生した初冬型スラッシュ・フローと表層なだれの分布図．富士山全周に発生したことと上部の新雪表層
なだれと下部のスラッシュ・フローが混在した点で注目される．西斜面の滑沢―栗ノ木沢でのみスラッシュ・ラハールとなった
Fig．１９． The distribution map of slush flows and surface avalanches on８．Dec．１９９２．Slush flows and surface avalanches complex occurred
around Mt．Fuji in a few hours．

図２０ ２００４年１２月５日の富士山北斜面のスラッシュ・フロー
で埋った３台の車．スバルラインは４ヶ所で塞がれた．
Fig．２０． Damages by slush flows on５．Dec．２００４．Fuji Subaru
Line，northern slope．Three cars were crashed but no casualty．
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図２１ 富士山東斜面の太郎坊駐車場南の崖（CS‐１）と須走の
小山佐野川調節池テストピット（CS‐２）での地質柱状図．ス
ラッシュ・フロー堆積物がテフラ層に挟まれて分布する．
Fig．２１． Geologic columnar sections on the eastern slope of Mt．
Fuji．Slush flow deposits are intercalated in tephra beds．

これは富士山におけるラハールの発生が，連続降雨量や
時間雨量強度とあまり相関しないため，予測の信頼性を得
られなかったのが一因と思われる．
本来極めて透水性の良い素材（玄武岩質溶岩，粗粒スコ

リア）で山体が作られている富士山では，時間雨量強度
１００mm程度でも表面流は起こらず，斜面が不安定化する
こともない．
しかし，初冬から晩春にかけて山体表面の地盤が凍結し，

地盤中の空隙が氷の結晶で目詰めされると，透水性は急激
に低下する．これが融雪水や雨水を積雪層中に貯留させる
ことを可能にし，スラッシュ・ラハールのトリガーとなる
スラッシュなだれを引き起こす．
換言すれば，地盤凍結が斜面の土質条件を根本的に変え

てしまうと言うことである．
富士山山体の安定を考えるとき，地震，マグマの貫入，

噴火活動などを契機とする山体崩壊と共に，永久凍土，季
節毎の表層地盤の凍結－融解，降雨－降雪，積雪－融雪な
どの雪氷気象現象と密接に関係した表面侵食を抜きに考え
ることは出来ない．気温，地温を含めた温度のパラメータ
が山体斜面安定の検討に必須である．道は遠いが粘り強い
取り組みで先が見えてくるであろう．
天保５（１８３４）年の雪代による大災害と時を同じくして

発行された葛飾北斎の富嶽百景のうちの「跨（また）キ不
二」は，悲惨な雪代災害から得たインスピレーションを，
民衆の切なる願いとして版画で表現したものかも知れな
い．（Fig．２３）．
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図２２ スラッシュ・フローで運ばれた長径２．５mの玄武岩の
巨礫．スラッシュ・フローのデブリの最上位に出る．太郎坊
北０．７km．
Fig．２２． A boulder transported by slush flow．The boulder had set
on the upper debris layer like as the table stones on glacier．
Taroubo．

図２３ 葛飾北斎 富嶽百景のうち跨ギ不二．天保５（１８３４）年
出版．富士山を背景にタガを打つ桶職人．
Fig．２３． A wood block print of the one hundred view of Mt．Fuji
by Hokusai Katsusika，the famous Edo era artist．Barrel makers
and Mt．Fuji，printed in１８３４．

引用文献

Anma，S．，Fukue，M．and Yamashita，K．（１９８８）Deforestation
by slush avalanches and vegetation recovery on the eastern slope
of Mt．Fuji．Proc.6 th Interpraevent，１，１３３‐１５６．Graz．
Anma，S．，Yamazaki，K．，Jogasaki，M．and Fukue，M．（１９９５）
slush avalanches and debris flows on Mt．Fuji in early winter．IU-

FRO 20 th world congress.Proc．S１‐０４，１８３‐１８８．Tampere．
Anma，S．，Fukue，M．and Yamashita，K．（１９９７）Slush lahar haz-
ards on the flank of Mt．Fuji．1 st.Int.Conf.Debris flow hazards

mitigation.Proc．２９９‐３０８．Water Resources Engineering Division／
ASCE．San Francisco．
安間 荘（２０００）スラッシュフローと雪代災害．月刊地球，
２２，５４４‐５５１．
永原慶二（２００２）富士山宝永大爆発．集英社新書
藤井理行・樋口敬二（１９７２）富士山の永久凍土．雪氷，３４，９‐
２２．
藤井理行・福井幸太郎・池田敦・増沢武弘（２００２）富士山の地
温分布変化が示す過去２５年間の永久凍土の縮小．２００２年度
日本雪氷学会全国大会講演予稿集，５０．
富士吉田市（１９９２）富士吉田市史 資料編第２巻．
富士吉田市（１９９４）富士吉田市史 資料編第３巻．
Fukue，M．，Anma，S．and Okusa，S．（１９８３）Slope erosion related
to soil freezing and thawing on Mt．Fuji．Spec.Pub.on geological

environment and soil properties．４０５‐４３２．ASCE／geotechical en-
gineering division．Houston．
稲垣史生（１９９５）江戸の大変 天の巻４０‐４１，平凡社．
宮地直道（１９８８）新富士火山の活動史．地質雑，９４，４３３‐４５２．
宮地直道・富樫茂子・千葉達郎（２００４）富士火山東斜面で２９００
年前に発生した山体崩壊．火山，４９，２３７‐２４８．
静岡県（１９９６）静岡県史 別編２ 自然災害誌．
山元孝広・高田亮・石塚吉浩・中野俊（２００５）放射性炭素年代
測定による富士火山噴出物の再編年．火山，５０，５３‐７０．
吉本充宏・金子隆之・嶋野岳人・安田敦・中田節也・藤井敏嗣
（２００４）掘削試料から見た富士山の火山体形成史．月刊地球，
sp．４８，８９‐９４．

富士山で発生するラハールとスラッシュ・ラハール

３０１


