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Mt．Fuji is located around a triple junction of Philippine‐Sea，Eurasian and North American plates．It is a composite
stratovolcano consisting of four volcanoes; Pre‐Komitake，Komitake，Ko‐Fuji（Old Fuji）and Shin‐Fuji（Young Fuji）
volcanoes in order of decreasing age．
The summit portion of Komitake Volcano is exposed in the northern middle slope of Mt．Fuji，with the horseshoe‐

shape crater open to the north．The Komitake volcanic rocks contain olivine‐bearing plagioclase‐phyric two‐pyroxene
basaltic andesite（５１‐５３％ SiO２），contrasting to olivine‐bearing augite plagioclase basalt of Old and Young Fuji volca-
noes．The activity of Komitake was believed to be oldest in this area，probably similar to the beginning of Ashitaka
Volcano located southeast of Mt．Fiji．
Scientific drilling at northeastern flank of“Fuji Volcano”was carried out in２００１‐２００３．In the drilled cores，horn-

blende‐bearing andesite and dacite together with basalt were found as lava flows and fragments in mud flows be-
low the Komitake volcanic rocks．The volcano whose activity produced these oldest basalt to dacite（５０‐７０％ SiO２）was
called pre‐Komitake Volcano．As a thin soil layer was found just above the pre‐Komitake volcanic rocks，the activity
of Komitake volcano started after a short depositional hiatus following that of pre‐Komitake Volcano．Komitake Vol-
cano ended its activity about１００ka roughly same as Ashitaka Volcano．Subsequently，Fuji Volcano began its activity，
shifting its activity center to the south of Komitake Volcano，and huge amount of ejecta mainly of basaltic in composi-
tion had been issued up to now．

１． はじめに
富士山は，フィリピン海プレート，ユーラシアプレート，

北米プレートの会合部という複雑な造構場に位置してい
る．この地域では，富士火山の活動前に箱根火山，愛鷹火
山，小御岳火山が活動していた．富士山の南東に位置する
箱根火山，南に位置する愛鷹火山は共に約４０万～３０万年
前に形成され始めた成層火山体であり，前者は現在まで活
動を続け，後者は約１０万年前までにその活動を終えてい
る（高橋・他，１９９９；藤井・由井，１９８５）．いずれも玄武岩
からデイサイト質の幅広い組成のマグマの多様な火山活動
によって形成された．一方，富士山の直下で，箱根火山や
愛鷹火山とほぼ同時期に活動していたとされている小御岳
火山は，玄武岩質安山岩の溶岩流を噴出する活動を行った
と考えられている（津屋，１９７１）．このような火山の密集域
において，富士山は１０万年前から活動を開始し，現在ま
でに他の火山に類を見ないような大規模の玄武岩溶岩を噴
出してきた．この活動の特異性の原因については，高橋
（２０００）や藤井（２００４）などが議論しているが，未だ統一
した理解は得られていない．富士山の活動の特異性を理解
するためには，富士山の活動以前の火山活動も良く理解す
る必要がある．しかしながら，１０万年以降に比較的短時間
に活動した富士火山の大量の噴出物が古い噴出物を覆って
しまっているために地表での観察を困難にしており，小御

岳火山を含む富士山活動期以前の実体が良く解っていない
のが現状である．そこで東京大学地震研究所では２００１年
から２００３年にかけて，富士山の山体形成史や最近の噴火
履歴を解明するために富士山の北東斜面において複数本の
火山体科学掘削を行った．火山体掘削では，これまで地表
調査では得られなかった古い山体の噴出物試料を堆積順序
にさかのぼって得られるため，山体形成史やマグマ発達史
を解明する上で極めて有力な手段である（藤井・他，２００２）．
掘削によって得られた試料の解析結果からは，小御岳火山
に相当する溶岩層の下に，小御岳火山の溶岩とは異なる化
学組成を持つ岩石が認められ，小御岳火山より前に別の火
山体（先小御岳）が存在する可能性が指摘された（吉本・
他，２００４）．本稿では，小御岳火山，先小御岳火山を先富士
火山群としてまとめ，その地質岩石学的特徴についてこれ
までの研究をレビューする．

２． 小御岳火山
２‐１ 地質と構造
富士山の北東側（山中湖）から望むと，富士山の北斜面

の中腹にこぶ状の地形的不連続が見られる（Fig．１）．この
こぶに当たる部分が小御岳火山（津屋，１９３８）である．小
御岳火山は富士山の中心よりやや北東側，現在の小御岳神
社付近を中心とする成層火山であると考えられている．現
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在露出する山体の最高点は海抜２，５００mである．北東方向
に開く直径約１．５kmの馬蹄形火口を持ち，馬蹄形火口の
壁面及び北斜面が標高１，５００m付近の低地まで露出してい
る（Fig．２）．小御岳火山が作る北斜面は，他の富士山の噴
出物が作る斜面に比べて浸食されており，鋭い尾根と深い
浸食谷からなる．標高１，５００mより下方は富士山溶岩およ
び崖錐，泥流堆積物に覆われている．
小御岳火山の噴出物は玄武岩質安山岩質の層厚２m以

下の溶岩とクリンカーの累層で構成されており，各層の間
には顕著な時間間隙が認められない．津屋（１９７１）による
と，馬蹄形火口の北西壁（小御岳神社の境内の裏から北方
に尾根をやや下った東側）にあたる斜面上に露出する地層
は北西に約３５°傾斜している（Fig．３）．また，泉ヶ滝（小
御岳神社前から吉田登山道五合目に通ずる横道のほぼ中

間）では、厚さ０．３～１mの溶岩とクリンカーの累層が南
西に傾斜し、富士火山の旧期および中期噴出の溶岩類によ
って，不整合で覆われる．さらに馬蹄形火口南東壁には小
御岳の溶岩流がクリンカーをはさんで２０枚以上露出し，北
西壁の地層とは反対の南東に傾斜している．このような小
御岳の地形，噴出物分布，およびその傾斜方向などから，
小御岳火山の中心は現在の小御岳の頂上から東北東に約
０．７km付近にあったと推定されている．一方，須合・高
橋（１９９９）は小御岳北斜面（１，５００～１，７００m付近）の調
査を行い，北斜面東側および西側で，６枚の溶岩流を確認
した．彼らは，これらの溶岩流が北西～北傾斜ではないこ
とを指摘し，小御岳火山が複数の山体によって構成された
複合火山である可能性を示した．
小御岳火山の活動年代については，津屋（１９７１）は，小

図２ 小御岳周辺の地形図（国土地理院発行１：２５，０００地形図
「富士山」，「須走」の一部を使用）．
Fig．２． Topographic map of the area in which the Komitake vol-
canic rocks are exposed．Parts of the１：２５，０００topographic
maps，“Fujisan”and“Subashiri”，published by the Geographi-
cal Survey Institute，Japan．

図１ 山中湖（東北東）から見た富士山．
Fig．１． Fuji Volcano viewed from the east-northeast（the northern coast
of Yamanaka Lake）．A knob on the northern slope（right）is a part
of Komitake Volcano．
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御岳が愛鷹山とほぼ同程度の侵蝕地形を持つこと，小御岳
溶岩が愛鷹火山古期玄武岩層（沢村，１９５５）に属する溶岩
と類似することから，愛鷹山の前半の活動期に噴出したも
のと推定し，十数万年前あるいは数十万年前に活動してい
たものと考えた．
２‐２ 噴出物の岩石学的特徴
小御岳火山を構成する溶岩（小御岳溶岩）は，斜長石斑

晶に富み（３５～５０％），かんらん石を１～３％，単斜輝石や
斜方輝石をわずかに含む．須合・高橋（１９９９）によると，
すべての小御岳起源の溶岩の斑晶の組み合わせは同じであ
るが，北斜面東側，西側，馬蹄形火口南東壁に露出する溶
岩は，それぞれの分布地域によって斑晶量比がわずかに異
なる．また，全岩化学組成でもこれら３地域の溶岩はわず
かに異なる特徴を示す．須合・高橋（１９９９）は，これらの
組成的な違いは同一のマグマから，小御岳溶岩に含まれる
結晶の分別作用で導くことが難しく，３種類の組成が異な
る親マグマからそれぞれ供給されたと推定している．ただ
し，液相濃集元素の比が同じであることから，これらの親
マグマは同一起源物質から異なる温度・圧力条件を経て生
成されたものであると考えている．

３． 山体掘削による火山形成史解読
３‐１ 山体掘削の概要
平成１３～１５年度文部科学省科学技術振興調整費先導的

研究「富士山の火山活動に関する総合研究と情報の高度化」
（代表者，藤井敏嗣）において，噴火史の解読及び地震・

地殻変動観測井設置の目的で，富士山の北東斜面において
計５カ所（FJ‐１～FJ‐５）で山体掘削を実施した（Fig．４）．
FJ‐１～FJ‐３は，低周波地震の発生メカニズムを探るため，
地震計の地中立体アレイを作る目的で掘削位置を三角形に
決め，一本の深度を大きくした．また，これらの掘削場所
は小御岳火山の東方に位置しており，深部への掘削により
富士火山の一連の噴出物を貫いて小御岳火山へ到達するこ
とを意図したものである．すなわち，ここで得られる岩石
試料を用いて小御岳から富士山に至るマグマ発達史の解読
を目指した．一方，FJ‐４と FJ‐５は，富士山の最近の噴火
履歴を解読するための浅所掘削とし，噴出したテフラが欠
如することなく堆積している可能性の高い箇所に掘削場所
を設定した．FJ‐１～FJ‐５の掘削で試料を回収した深度は，
順に１００，４４５，６５０，７５，２００mである（Fig．５）．なお，FJ‐２
は同一地点で深度１００m，４２０mの２坑を掘削し，各々の
坑から０～１００m，７５～４２０mの試料を採取した．FJ‐３は同
一地点において深度１２９m，３６５m，６５０mの３坑を掘削し，
各々の坑から０～１２９m，１１５～３６５m，３５２～６５０mの試料を
採取した．岩相観察の結果，FJ‐１，‐２は主として溶岩流と
泥流堆積物の互層で，FJ‐１では５枚，FJ‐２では２０枚以上
の溶岩流が確認された．FJ‐３は３３m，５０m，４００mの３カ
所で溶岩流が確認された以外は，ほとんどが泥流堆積物で
あった．FJ‐４は降下スコリアと泥流堆積物の互層，FJ‐５
はほぼ泥流堆積物のみからなることが分かった．また，火
山体形成史上重要な堆積物として以下のものが認められ
た．

図３ 小御岳周辺の地質図（津屋，１９７１）．
Fig．３． Geologic map of Komitake Volcano（Tsuya，１９７１）．
１，Komitake‐huketsu lava；２，Garan lava；３，Ushigakubo lapilli；４，
Ushigakubo lava；５，Kenmarubi lapilli；６，Kenmarubi lava；７，Maruyama
parasitic cinder cone；８，volcanic ash and other pyroclastic ejecta；
９，Fuji lavas；１０，Komitake ejecta；x，Komitake ejecta at Sengataki;
M，Maruyama；K，Komitake; O，Yoshida-osawa；Y，５th station of
Yoshidaguchi trail；S，Subaru line
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図４ 富士山北～東部でおこなった掘削調査地点．
Fig．４． Locality map showing drilling sites，FJ‐１to‐５of this study．Parts of the１：２５，０００topographic maps，Fujisan（a），Subashiri（b）and
Fuji-Yoshida（c），published by the Geographical Survey Institute，Japan，were used．

（１）新富士・古富士火山の境界を示すと考えられる富士
黒土層（FB）が FJ‐２の深度１０m，FJ‐３の深度１５m，FJ
‐４の深度２３～２６mに出現した．
（２）降下スコリア堆積物は，富士黒土層上位のものにつ
いては，新富士火山テフラに対比可能である．例えば，FJ
‐２の深度３．７m，FJ‐３の深度５m，FJ‐４の深度２．５mに
出現する黒色細粒の降下スコリアは大室スコリア（約３０００
年前）に対比される．
（３）約３６００年前を示す炭化木片を含み，スコリアと同質
の火山灰からなる淘汰の悪い堆積物（FJ‐３の深度８～９m）
は火砕流堆積物と考えられる．そのほか，FJ‐１の深度６９
～７４mには炭化木片を含まないが，スコリアおよび同質
の火山灰から構成される火砕流堆積物と考えられる堆積物

が存在する．
（４）約３万年前のAT火山灰層が FJ‐４の深度６９．２mに
出現した．
（５）かんらん石斑晶を含む玄武岩質溶岩が FJ‐１の深度０
～１００m，FJ‐２の深度０～９５m，FJ‐３の深度３３mと５０m
に出現した．これらの溶岩はいずれも斜長石斑晶を含み，
普通輝石，斜方輝石のいずれか一方また両方を斑晶として
含む．
（６）斜長石斑晶に富む含かんらん石玄武岩質安山岩質溶
岩が FJ‐２の深度９５～１７５mに出現した．
（７）これまで富士山において報告のなかった優白質の角
閃石斑晶を含む安山岩～デイサイト質の溶岩流，および同
質溶岩片が含まれる泥流堆積物が FJ‐２の深度１７５～４２０m
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と FJ‐３の深度３００～６５０mの一部に出現した．
（８）FJ‐３では構成物の異なる泥流堆積物が出現した．深
度０～３２８mの泥流堆積物は，主に円磨された黒色や赤色
の色・発泡度の異なる数種類のスコリアから構成され，溶
岩片に乏しく，やや細粒物に乏しい．深度３２８～６５０mに
おいては，径６４mm以上の溶岩片を多量に含み，細粒物
に富む泥流堆積物が出現した．
（９）土壌層と安山岩質降下スコリア堆積物の互層が FJ‐３
の深度３２８mに出現した．
３‐２ 掘削試料の化学組成
FJ‐１～FJ‐３試料のうち，溶岩流と泥流堆積物中の溶岩

片の全岩化学組成分析を行った（Fig．６）．全岩化学組成分析
は，東大地震研究所の蛍光X線分析装置（Philips PW２４００）
を用いて，ガラスビード法によって実施した．ガラスビー
ドは試料１gに対し融剤として５倍の四ホウ酸リチウム

（Li２B４O７）を加え，ビードサンプラー装置を用いて作成し
た．なお，剥離剤には臭化リチウム水溶液（LiBr aq）を
使用した．
測定した全岩化学組成は層序を考慮して F，K，Pの３グ

ループに分類することができる．なお Fig．６には，比較の
ため，富士火山起源が明らかな噴出物の組成範囲も示した．
扱った富士火山起源の噴出物は噴出順序の明らかな地表試
料（金子・他，２００３），および，地表テフラと対比可能な FJ
‐４の試料中のテフラ試料であり，古富士泥流などの山麓
扇状地堆積物中の溶岩片等は用いていない．
・グループ F：富士火山起源の噴出物と同様の組成範囲を
示す．SiO２の変化幅が狭いのに対しアルカリや液層濃集
元素の変化幅が大きい．他の二つのグループに比べ FeO＊，
MgO，MnO，K２O，TiO２，P２O５に富み，Al２O３，Na２O に乏
しい．グループ Fを構成する試料は，FJ‐１の深度０～１００

図５ FJ‐１～FJ‐５掘削坑の柱状図．
Fig．５． Geologic sections along the boreholes（FJ‐１to‐５）．
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図６ FJ‐１～FJ‐４の掘削試料中溶岩および溶岩片の全岩化学組成．参考のために，古富士と小御岳溶岩などの陸上試料も示した．
Fig．６． Major element variation diagrams of drilled core samples，plotted together with samples exposed at surface，the Ko-Fuji tephra and
Komikake lavas．
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図７ FJ‐２と FJ‐３掘削試料中の溶岩および溶岩片の掘削深度による SiO２量変化．
Fig．７． Depth variations in SiO２ contents of lavas and rock fragments in the FJ‐２and‐３drilled cores．

m，FJ‐２の深度０～９５m，FJ‐３の深度３３m，および，深
度５０mの溶岩流である．
・グループK：グループ Fより組成範囲が狭く（SiO２５１
～５３wt．％），Al２O３，Na２O に富み，FeO＊，MgO，MnO，K２O，
TiO２，P２O５に乏しい．グループKを構成する試料は，FJ
‐２の深度９５～１７４mの１０枚の溶岩流，FJ‐３の深度２２５m
の泥流堆積物中の溶岩片である．
・グループ P：グループ F，Kより組成範囲が広く（SiO２
５０～７０wt．％），グループKと同様にAl２O３，Na２O に富み，
FeO＊，MgO，MnO，K２O，TiO２，P２O５に乏しいが，SiO２‐MgO，
Al２O３，MgO‐TiO２図でグループKとは異なる変化トレン
ドを示す．グループ Pを構成する試料は，FJ‐２の深度１７７
～４２０m，FJ‐３の深度１００～６５０mに産する試料である．

これら３グループは，層序順に（Fig．７），下位より P，K，
Fの順に各掘削坑で出現する．グループKは SiO２‐MgO図
において直線的な変化を示し，その延長線上は小御岳溶岩
の組成領域である．また FJ‐３の深度２２５mの溶岩片は小
御岳溶岩の組成と一致する．これらのことから，グループ
Kは小御岳火山起源の噴出物であると判断できる．一方，
最下位のグループ Pは小御岳溶岩やグループK，および
富士火山の溶岩やグループ Fとは明らかに異なる組成範
囲を持つことから，これまでに報告されてこなかった富士
山のより古い基盤の火山であると考えられる．このグルー
プを作る火山岩類をここでは先小御岳火山類と呼ぶことに
する．
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４． 掘削試料から見た富士山の山体形成史
上述のように，富士山北東斜面で行われた山体掘削の結

果から，小御岳火山の直下には小御岳火山とは明らかに異
なる組成の噴出物（先小御岳火山岩類：グループ P）が存
在することが明らかになった．先小御岳火山岩類は，掘削
坑で見る限り，上位に向かって溶岩流から火砕物を主体と
する噴出物へと移行している．また，掘削坑ではデイサイ
ト溶岩流の本体は確認できなかったが，泥流中に玄武岩質
から安山岩質溶岩の岩片に混じってデイサイト溶岩の岩片
が多数認められる．時代とともに噴出物が珪長質になる傾
向は，周辺の箱根火山や愛鷹火山と同様の傾向である．先
小御岳火山岩類の化学組成の変化トレンドは愛鷹火山（藤
井・由井，１９８５）のそれとよく似ている．
FJ‐２では，これらの先小御岳火山岩類と小御岳火山岩

類との間に褐色の風化した火山灰からなる土壌層が認めら
れ（Fig．７），両噴出物の噴出時期には，活動の休止期があ
ったと考えられる．一方，小御岳火山岩類は溶岩流を主体
とする噴出物で構成され，小御岳火山岩類には土壌層等の
時間間隙を示す堆積物はこれまでの研究でも今回の掘削結
果でもほとんど認められていないので，小御岳火山は比較
的短期間に形成されたと考えられる．また，小御岳火山と
古富士火山の溶岩の間にも時間間隙を示すような堆積物は
認められなかった．富士山南西側での掘削調査結果（山元・
他，２００５）と比較すると小御岳の北東側において富士火山
の噴出物が薄いことが分かる．このことは，小御岳火山の
活動後，富士山の活動中心が南側に移動したためである可
能性が高い．
一方，FJ‐３では深度３２８mを境に泥流堆積物中の構成

物が，下位の安山岩質溶岩片を多量に含む粗粒のものから
上位のほとんどが玄武岩質スコリアからなる細粒のものに
変化しており（Fig．５），先小御岳と古富士火山の境界を示
すものと考えられる．FJ‐３の坑壁画像の解析からは，こ
の深度において泥流堆積物が示す地層面の最大傾斜方向が
北北東から北西に変化していることが読み取られ，泥流の

供給源がこの時期に変わったことを示している（中田・他，
２００４）．
以上から，先小御岳火山の活動は，溶岩流を主体とし，

そのマグマは安山岩質から玄武岩質，さらに，安山岩～デ
イサイト質へと移化したと考えられる．活動の後期から末
期には，大量の泥流を発生した．その後，休止期を経て，
溶岩流を主体とする小御岳火山，富士火山の活動へと推移
したと考えられる（Fig．８）．

５． まとめと今後の課題
これまでの掘削を用いた富士山の地質岩石学的調査によ

り，先小御岳から新富士火山までの富士山の堆積物層序が
明らかになった．一方，先小御岳，小御岳火山の詳細な活
動時期や，先小御岳から新富士火山に向けて活動中心が南
へ移動した原因については，未だ不明である．また，先富
士火山岩類のK２O濃度が低いために，K‐Ar 法による噴出
年代の決定は容易ではない．一方，テフラ層序では富士山
起源の可能性のある角閃石を含む軽石層が周辺地域で報告
されており（町田，１９９２），それとその上下のテフラと FJ
‐２，FJ‐３の深部の岩石試料との対比ができれば先富士火山
岩類の活動年代にさらに制約を与えることができるかもし
れない．富士山周辺地域に火山体が密集したり，富士火山
での大規模で均質な玄武岩溶岩噴出の原因は，富士山の置
かれている造構場の特異性（３つのプレートの会合部）に
起因するという仮説が立てられている（たとえば，高橋，
２０００）．今後，新たに発見された先小御岳火山，小御岳火
山，愛鷹火山，箱根火山の形成関係およびそれらの噴出物
の年代や岩石学的解析を行うことによって，これらの仮説
の妥当性と，富士火山が発生した背景を理解することが可
能になるだろう．
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図８ 富士山の地下構成を示す概念的南北断面図．
Fig．８． Schematic north‐south cross section，showing the relationships among Fuji，Pre‐Fuji and Ashitaka volcanoes．
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