
２００７

山梨県環境科学研究所

－日本火山学会編－

１





FUJI VOLCANO

２００７

Yamanashi Institute of Environmental Sciences

Editing supervised by

The Volcanological Society of Japan

３



巻頭言

－学術書「富士火山」の出版について－

均整のとれた美しさを誇る富士山は，日本人の心の拠り所として古くから万人に仰がれ，親しまれ，『万

葉集』をはじめとする多くの詩歌に詠まれ，また絵画にもしばしば描かれてきました．富士山はどこから

見ても美しく，神々しく，その姿にだれもが心を奪われる山でありました．現在，山梨県では，この富士

山を世界遺産として登録しようという取り組みを，静岡県及び関係市町村とともに進めております．こう

した動きの中にあって，この度，本書『富士火山』を出版することとなりました．

そもそも今から約６年前に遡る２０００年の秋に，富士山頂の北東側地下１５km付近を震源とする低周波地

震が活発化し，富士山が活火山であることがにわかにクローズアップされるようになり，これを契機に富

士山周辺の自治体関係者から，火山防災の強化の必要性が叫ばれるようになりました．このような事情か

ら，国（内閣府）を中心に，県知事，市町村長，国務大臣レベルの「富士山火山防災協議会」が２００１年７

月に発足し，「富士山ハザードマップ検討委員会」に諮問を行ったところであります．富士山ハザードマッ

プ検討委員会の努力によって，２００４年には最終報告が発表され，この報告を基に，２００５年には，避難の方

法や計画，広域避難にあたっての協力体制等について，山梨県側のみならず静岡県側も含む富士山麓の関

係市町村の連携による「環富士山火山防災連絡会」が発足しております．このように，一時の低周波地震

の活発化がきっかけになり，富士山麓に住む者にとって安心して生活できる組織・基盤はしっかりと強化

されました．

一方で，かつて富士山には噴火活動があったからこそ，麓には平坦な地形が広い範囲にわたって形成さ

れ，人々に生活の舞台を提供することができ，また山麓には多くの湧水が分布している状況があります．さ

らに，景勝地として年間を通して多くの観光客が訪れるようになりました．これらは富士山の火山として

の恵みということができます．

富士山と共に生きていくためには，火山としてわれわれにもたらす恵みの面を理解するとともに，富士

山が活火山であることを認識し，火山として実際に活動した場合に備え，何をなすべきかを考えておくこ

とも必要であります．その意味で，将来に備え，富士山の微妙な動きを監視しながら，その活動の歴史を

科学的に明らかにすることは重要であります．

本書は，日本を代表する火山学の研究者がそろって執筆し，最近における富士山の火山研究を中心にし

た成果をここに集結させ，刊行した学術書であります．富士山の歴史や構造が一層深く理解されるよう，こ

の学術書が日本国内のみならず，広く世界の人々に活用されることを期待しております．

終わりに，本書の刊行にあたり，熱心にご協議いただいた編集委員会の皆様や作成に関わった多くの方々

に心から感謝申し上げます．

２００７年３月

山梨県知事 横内正明
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Preface: On the Publication of“Fuji Volcano”
Shomei Yokouchi
Governor，Yamanashi Prefecture，Japan

Mount Fuji and its beautifully balanced image have inspired and enthralled the people of Japan since times of

old，frequently being depicted in paintings and poems，such as those of the８th century Manyoshu poetry collection．

Mount Fuji can steal the heart of anyone who gazes upon it，exhibiting a sublime beauty from all possible viewing

angles．At present，Yamanashi Prefecture，in cooperation with Shizuoka Prefecture and other concerned municipali-

ties，is progressing in its endeavor to see Mount Fuji named a UNESCO World Heritage Site．The publication of the

present compilation，“Mount Fuji: Volcanological Studies，”is one part of this project．

Six years ago，in the autumn of２０００，low-frequency earthquake activity was observed originating１５kilometers

below the northeast side of Mount Fuji's summit．This sudden reminder that Fuji continues to be an active volcano

caused concerned local governments of the Mount Fuji area to begin to call for a necessary strengthening of vol-

canic disaster prevention measures．This lead to the establishment of the Mt．Fuji Volcanic Disaster Mitiga-

tion Council by the national Cabinet Office in July of２００１，with participants from the prefectural governor，munici-

pal mayor，and state minister levels．After consulting with the Review Committee for Mt．Fuji Volcanic Hazard

Map，and thanks to the great efforts of said committee，a final report was released in２００４．This report formed the

foundation of the Inter-Prefectural Mt．Fuji Disaster Information Network（inaugurated in２００５），which detailed

evacuation methods，plans，and the cooperative framework necessary for the evacuation of a large area．The liaison

conference benefited from the collaboration of not only the concerned municipalities on the Yamanashi side of Mt．

Fuji，but also those in Shizuoka Prefecture as well．Thus，temporary low-frequency earthquake activity became the

catalyst for the substantial strengthening of the organizational foundation that guarantees the safety of those that

live at the base of Mt．Fuji．

At the same time，it is precisely because of its history of volcanic activity that the foot of Mt．Fuji is so wide and

flat－and thus，so livable－and that natural springs are so abundant in the area．Additionally，picturesque Fuji land-

scapes attract many visitors to the area year round．These must surely be considered blessings Mt．Fuji has

brought through its status as a volcano．

To effectively live together with Mt．Fuji，we must acknowledge both the blessings Mt．Fuji has brought us，and

its status as an active volcano．We must prepare for the possibility of actual volcanic activity，and analyze what we

would be able to do in such a situation．In that regard，carrying out scientific study into the history of Mt．Fuji's

volcanic activity while observing the minute movements taking place within the mountain today becomes an impor-

tant tool to prepare for our future．

The present publication is a collection of reports by Japan's top volcanologists，focusing primarily on their latest

achievements in the study of Mt．Fuji．It is my hope that this scientific volume is widely utilized not only inside of

Japan，but around the world as well，contributing to an even deeper understanding about the history and structure

of Mt．Fuji．

In closing，I would like to offer a heartfelt thanks to the members of the editorial committee and those others

whose dedication helped make the publication of this work a reality．

March，２００７
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はじめに

富士山は日本人にとって象徴的な山である．富士山は，そのすばらしい景観によって，古くから日本人

の心をとらえ，精神的なふるさとの一部となっていた．

富士山は，百パーセント，マグマの噴出によって形作られた火山である．１７０万年前から現在に至る地質

時代の中で，日本には，３５０個あまりの火山が生成した．日本は火山列島である．そのうち最近１万年以内

に噴火した活火山は約１００個ある．これら多数の火山の中で，マグマの噴出量から見て富士山は最大規模

の火山の一つである．また，日本列島で最も高い山でもある．

日本最大の火山であるということは，平均的な規模から最も離れていることを意味する．そのような意

味では，富士山は決して平均的な火山ではなく，きわめて特異な火山であるとも言える．すなわち，短時

間に膨大な量のマグマ，しかも成熟した島弧の火山としては例外的な玄武岩質のマグマを噴出した，きわ

めて活動的な火山なのである．

今から３００年前の宝永４年（１７０７年）の大噴火を境にして，富士山の火山活動は一時停止したように見

える．マグマの息吹が再び感じられたのは２０００年に始まった低周波地震の群発であった．この事件は日本

全国に大きな衝撃を与え，火山災害を防ぐにはどのような施策をとったらよいかが議論されるようになっ

た．その一環として，富士山の火山活動の実態解明にかなりの予算が投入され，近年火山学的な研究が急

激に進んだ．

富士火山のこれまでの学術的研究では，１９３０～１９５０年代に発表された，津屋弘逵による一連の研究が際立

っている．津屋の業績は，当時の学問の水準をはるかに抜くものであったので，当時の規範となると同時

に，その後しばらく，少数の例外的に重要な研究がなされたとは言え，博士の後を追う研究者がほとんど

途絶えてしまった程であった．一方テフラに関する研究としては，町田洋による新富士火山テフラについ

ての包括的な研究を嚆矢とし，上杉陽と共同研究者によるテフラ層序の詳細な研究，宮地直道による新富

士火山の活動史の解明などが進められた．

２０００年代に研究が再び盛んになると，近代火山学の光に照らされて，多くの新事実がクローズアップさ

れるようになった．玄武岩質の火山には稀であると考えられていた，複数の火砕流の発生事例が判明した．

また，広大な溶岩流の噴出，山頂火口からの巨大な溶岩噴泉とそれから生じる火砕成（clastogenic）溶岩，

大規模な山体崩壊から発生した土石なだれ（debris avalanche），宝永大噴火を含め，いくつかのプリニー式

噴火等が注目された．富士山の地球物理学的な探査・研究はその多くの分野で最初の業績を上げた．

富士山においては，割れ目火口や側火口からの小・中規模の爆発的なスコリア噴出と溶岩流出の組み合

わせのような一般的な活動以外にも多彩な噴火様式が特徴的に見られ，それに伴って，各種の土石流・泥

流の発生があり，まさに「噴火のデパート」と呼んでも差し支えないような活動様式を示す火山であるこ

とが判明したのである．

一方，なぜ玄武岩質のマグマが，これほど大量に，高い噴出率で噴出し，爆発的な噴火により東麓から

南関東の広い範囲に火山灰の厚い層を堆積させたのかという疑問は，未だに答えられてはいない．また，山

体の内部構造，形成史，各種の地球物理学的な特徴については，現時点では十分な結論が出ていない．今

後加速度的に追加されるであろう研究成果に期待したい．

山梨県環境科学研究所 所長 荒牧重雄
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富士山が将来噴火するかもしれないという認識は，日本の火山防災の行政的取り組みを一歩前進させる

のに役立った．それまでに日本では，約３０個の活火山についてハザードマップが作られていたが，その多

くは市町村あるいは道・県の防災担当部局が作成を担当し，火山防災の方法論や防災対策の細部にまで突

っ込んだ調査や議論をするのには荷が重かったという問題があった．

富士山の噴火の可能性というニュースは，山梨県・静岡県・神奈川県・東京都という直接被害を受ける

自治体と国を動かし，総括的かつ徹底的な火山防災計画を議論し策定するプロジェクトが進行した．いく

つかの検討委員会の活動を経て，２００６年２月には，中央防災会議において「富士山火山広域防災対策基本方

針」が了承されるにいたった．多岐にわたる自然災害に関する国の施策の中で，火山災害はこれまで目立

たない存在であったのだが，富士山に関する防災基本方針の策定は，今後の火山防災行政の推進に重要な

役割を果たす一里塚となった．

偶然ではあろうが，この頃，富士山をユネスコの世界遺産に登録しようという運動が表面化し，それに

向けた国民会議が発足したり，山梨・静岡両県共同の推進協議会などがつくられ，富士山を世界文化遺産

に登録しようという動きが具体化してきた．富士山を世界遺産として登録するためには，それが文化遺産

であれ，自然遺産であれ，その母体となる富士山自身の成り立ちを科学的に調査研究し，世界的なレベル

で情報を発信することが必要である．幸いなことに，最近数年間に急速に充実した火山学的な研究の成果

により，富士山という，世界で傑出した美しい景観を生み出している山が，火山学的に見てもきわめて複

雑で興味深い自然現象であり，人類の知的好奇心を満たし，自然の恵みを実感させる存在であることを詳

細に，そして明確に示していることが明らかにされた．火山学的に見ても，富士山の持つ貴重な資産は世

界遺産のリストに名を連ねるだけの条件を十分に満たしているといえるであろう．

このような現状を踏まえて，富士山の火山学的な調査・研究の成果を一冊の本にまとめることは，有意

義であろうとの意見が出された．そこで有志にはかり，日本火山学会の協力を得て，編集委員会を立ち上

げた．富士山の火山学的研究に携わる代表的な研究者に呼びかけて，富士山に関する網羅的な学術書籍を

編集・出版することを目指した．本書はそのような企画の成果物である．

本書を作成・出版するに当たり，多くの方々からご援助，励ましを頂いた．ここにその詳細を述べるこ

とは省かせていただくが，この本の作成に関わった者一同を代表して心から感謝の意を表したい．（文中敬

称略）

２００７年３月
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Preface

Mt．Fuji is often called as the symbol of Japanese nation．It has become the source of the Japanese mentality．．

The mountain is wholly made up of magmatic material．Among the３５０or so volcanoes of the Japanese is-

lands that have been active in the last１．７million years，about１００erupted in the last１０，０００years．Out of these，

Fuji is the largest and the highest．This means that Fuji is not an average or representative volcano of Japan．In-

stead，it is abnormal in the sense that it has erupted a large amount of magma in such a short geologic time of about

１０，０００years．The growth rate is anomalously high and the magma produced is mostly basalt，a kind which is rare

among the mostly andesitic island arc lavas．

Fuji volcano has been inactive for the last３００years after erupting violently in a large scale in１７０７．It was late in

the year of２０００when a swarm of long period earthquakes occurred just beneath Fuji volcano．The occur-

rence of earthquake swarms triggered a nation wide press coverage and concern that Fuji might erupt in the near fu-

ture．This finally led to the creation of a special committee reviewing the future possible volcanic disasters incurred

by the eruption of Fuji volcano．As a result，much effort has been made in research and investigation of the recent

volcanic activity of the volcano．

This book is a collection of reports made by various researchers following the activity of the review committee．

In the period１９３０to１９５０’s，much advance was made by the late Professor Hiromichi Tsuya in his study of Fuji

volcano，resulting in many excellent academic papers．Since then to the present，the scientific activity concerning

the volcanic features of Fuji has been rather low，excepting some outstanding works by Hiroshi Machida，Yo Ue-

sugi，Naomichi Miyaji and others．

The recent advances in volcanology has shed much light on newly found features of the volcano: i．e．rather com-

mon occurrence of pyroclastic flow deposits which has so far been considered rare in the case of basaltic volcano，

eruption a voluminous lava flows from lateral fissures，generation of a large-scale fire fountains from the sum-

mit crater and the resultant clastogenic lava-like deposits that cover steeper and higher slopes of the great cone，col-

lapse of the edifice forming big debris avalanches，and so on．

Thus，coupled with the more common combination of medium explosive eruption and lava flow emission from lat-

eral vents，Fuji volcano has proven itself to be a stage of very many eruptive episodes with various styles．

Why a basaltic volcano of such a size did erupt explosively to produce a widely spreading thick tephra de-

posit over the eastern foot and the southern Kanto plain is another enigma．The volcano is outstanding in its very

high eruption rate and hence indicative of high production rate of basaltic magma at the depth．Its tectonic position

at the junction of three colliding plates may have something to do with these characteristic features．

On the other hand，the endeavor of making volcanic hazard maps and related disaster mitigation programs of Fuji

helped very much to promote the administrative capability of this country with so many active volcanoes．Un-

til then，the volcanic disaster mitigation had been a topic mainly addressed to the local governments rather than at

the national level．The Basic Plan of Wide Region Disaster Mitigation of Fuji Volcano adopted by the national cabi-

net in February，２００６，was the first of its kind in disaster mitigation national policy．

Shigeo Aramaki， Director
Yamanashi Institute of Environmental Sciences
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As chance would have it，a strong movement has emerged to register Mount Fuji for the World Heritage program

sponsored by UNESCO．The local governments of Yamanashi and Shizuoka Prefectures，each embracing the north-

ern and southern half of the volcano，launched a project strongly pushing the movement．Although it is pro-

posed that Mount Fuji would be nominated as a candidate for a Cultural World Heritage rather than Natural，the im-

portance of natural beauty and majestic scenery of the volcano must be the fundamental prerequisite．Further-

more，the recent volcanological achievements mentioned above should greatly enhance the understanding of this out-

standing landmark．

It is now considered worth while to compile the recent research results on Fuji volcano and publish them in one

volume．This book is an outcome of extensive editorial work by the members of the committee based on such

a consensus．We thank heartily to many people who encourage，helped and contributed to the completion of this

book．We will not cite the names of so many people who helped but thank very much to their kindness and en-

couragement．

March，２００７
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富士山は，日本列島の東側を構成する北米プレートに，フィリピン海プレートが衝突している境界部に位置する．西側の
境界は，富士山の南西山麓に富士川河口断層帯として現れ，沈み込み帯となり，駿河湾に続く．東側の境界は，箱根の北を
通過し，沈み込み帯として相模湾に続く．富士山は，西側を第三紀の天子山地に，北側から北東側を第三紀の御坂山地によ
り囲まれた地域に発達している．富士山の南南東には，第四紀の愛鷹火山が，南東にはカルデラをもつ箱根火山が分布する．
富士山北山腹スバルラインの東には，小御岳火山の一部が，顔を出している．実線，破線の黄色線は推定を含む活断層（「活
断層詳細デジタルマップ」東京大学出版会）．湖，河川，国道，主要地方道，有料道路，高速道路，鉄道の位置は，財団法
人日本地図センターの JDCマップのデータを使用．静岡県と山梨県の境界には一部未定区間がある．背景の赤色立体地図
は国土地理院発行の数値地図５０mメッシュ（標高）を使用．（解説：高田亮；提供：「活火山活断層赤色立体地図でみる
日本の凹凸」（技術評論社））
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富士山北西山麓に広がる青木ヶ原樹海は西暦８６４～８６６年の貞観噴火で噴出した溶岩上に位置する．貞観噴火は新富士新
期の中でも最大規模の噴火であったが，樹海の植生や溶岩流の作る複雑な地形により，空中写真判読や現地踏査は困難であ
った．そのため，溶岩流の詳細な分布やフローユニット区分，給源位置には不明確な点が残されていた．
富士砂防事務所はこれらの課題を解決するため，２００２年に航空レーザ計測を実施した．図は計測によって得られた１m

メッシュ標高データから作成した「赤色立体地図」である．この図の判読と現地調査による貞観噴火の溶岩流分布域を黄色
で着色してある．航空レーザ計測データと赤色立体地図を用いることにより，調査効率が飛躍的に向上し，これまで明らか
になっていなかった火口や溶岩流の詳細な分布域などを把握することができた．詳細は千葉・他（２００７，本書）を参照．（解
説：鈴木雄介，アジア航測；提供：国土交通省富士砂防事務所）
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上 北から見た富士山．手前の雪がついていない，谷が発達した高まりは，小御岳火山．富士山より古い火山である．富士
山の左側（北北東斜面）には吉田大沢が見える．山頂近くで吉田大沢が切る右下に延びる谷は，牛ヶ窪．剣丸尾２溶岩を噴
出した噴火の割れ目火口列上部に相当する．（解説：高田亮；撮影：荒牧重雄）

下 南の上空からみた富士山．樹林帯を富士スカイラインが登る．右手にみえる直径約１kmの火口は，１７０７年の宝永噴火
で形成された宝永火口．右下にむかって，第１，第２，第３火口と並ぶ．宝永火口の右には，古富士の山体の一部である宝
永山が見える．宝永火口には，多くの岩脈が見られる．スカイライン終点の新五合目から山頂へ向かう登山道沿いには，西
暦１０００年頃に噴火した不動沢，日沢をはじめとする，割れ目噴火火口列が並ぶ．（解説：高田亮；写真提供：国土交通省富
士砂防事務所）
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上 山中湖からみた非対象な山腹をもつ富士山．右手中腹にある凸地形は小御岳火山の山体が現れている場所である．左手
の凸部（積雪下限）は宝永山で，稜線の向う側（南側）には，３個の大きな宝永火口がならんでいるがこちら側からは見え
ない．小御岳および宝永山のそれぞれ下方の稜線を上方に延長すると空中に伸びてしまい，明らかにそれより上方の火山体
のプロファイルとは異なっている．上方の火山体は新富士火山であり，新富士火山自体の体積はあまり大きくないことを示
唆している．（解説：高田亮，荒牧重雄；写真提供：山梨県観光物産連盟）

下 パノラマ台からみた富士山．手前に西暦８６４年の貞観噴火により噴出した青木ヶ原溶岩流が広がり，その奥は約３０００
年前の噴火で形成された大室山．富士山で最大級の側火山である．（解説：高田亮；写真提供：山梨県観光物産連盟）

１４



１５



北東方向より見た吉田大沢．吉田大沢右岸（東）では七合三勺付近から七合にかけて，また，さらに東の亀岩や獅子岩な
どは，新富士中期（津屋，１９６８，１９７１）の溶岩が露出する．吉田大沢の左岸は中期溶岩のほか，屏風岩付近は新富士旧期の，
それよりも下流側では，それに加えさらに古い時代の古富士や小御岳火山の噴出物も見られるようになる．滝沢林道よりも
山頂側の平滑な斜面の大部分は，新富士新期の２５００～２２００年前に繰り返された山頂噴火による降下火砕物が厚く覆う．
牛ヶ窪は剣丸尾２溶岩を噴出した噴火の割れ目火口列上部である．火口列最上部は牛ヶ窪の延長上，吉田大沢内の３，４８０

m付近にある火砕丘で，写真では赤く酸化した部分として識別できる．牛ヶ窪の西隣の谷は，剣丸尾１溶岩を噴出した噴
火の割れ目火口列．いずれも西暦１０００年頃の噴火による．
本編の田島ほかによれば，吉田大沢右岸，七合三勺付近から下流の安全指導センターにかけて，さらに燕（つばくろ）沢

と滝沢林道の交点にかけて，地形あるいは火砕物の存在から吉田口火砕丘A～Dが想定されている．いずれもその形成は
２０００年前より新しく，燕沢左岸で好露頭が連続する滝沢B火砕流の発生源はこの一部らしい．（解説とスケッチ：中野俊；
写真提供：富士吉田市）
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山頂から標高２，１００m付近までの富士山西
側を望む．正面の浸食谷は大沢崩れと呼ばれ，
最大幅約５５０m，延長約２．２kmに及ぶ．火
山体を復元すると，標高３，３００m付近が最も
浸食されており，その深さは約２００mに達
する．下流に広がる扇状地堆積物の放射性炭
素年代値から，大沢崩れの崩壊は約１０００年
前に始まったらしい（岩塚・町田，１９６２；田
島ほか，２００７）．
大沢崩れは，宝永火口壁と並んで富士山の

火山体内部構造が最も良く観察できる．宝永
火口壁のような高密度の岩脈貫入はないが，
複数の玄武岩溶岩流と火山砕屑物の互層から
なる．溶岩流はアア溶岩であり，１枚の厚さ
は１m～十数m厚をもつ．火山砕屑物は溶
結火砕岩，降下スコリア堆積物とその二次堆
積物からなる．火砕流堆積物は大沢崩れ側壁
では見つかっていない．しかし，標高１，５００
m以下の下流域には火砕流堆積物が広く分
布することが最近分かってきた（Yamamoto
et al．，２００５）．大沢崩れに露出する堆積物の
多くは，Cal BC３，６００頃からCal BC２，１００
頃に噴出したとされる（山元ほか，２００５）．現
在の火山体が高度を増して成長した時期にあ
たるのだろう．
剣ヶ峯直下の斜面をマントルベッディング

する数m厚の溶結火砕岩は，山頂で最後に
起こった爆発的噴火に由来するCal BC３００
頃のものと考えられている．それ以前の爆発
的噴火堆積物も，大沢崩れを挟む両斜面に，
舌状に垂れ下がる溶結火砕岩として認めるこ
とができる．一部は溶岩流として，不動沢を
流下している．

一番沢と二番沢の上流にあたる標高２，５５０m～２，８５０m付近には，樹林帯の中に黒色から赤褐色を呈する裸地が広がって
いる．焼野と呼ばれるCal AD７００頃の割れ目火口形成のためである．溶岩流の一部は前沢を流下し，標高１，４００m付近ま
で達している．
岩塚守公・町田 洋（１９６２）富士山大沢の発達．地学雑誌，７１，１４３‐１４８．
田島靖久・宮地直道・井上公夫（２００６）新富士火山の噴火活動に伴う上井出扇状地の発達史．第四紀研究，４５，２８７‐３０１．
Yamamoto．T．，Takada，A．，Ishizuka，Y．，Miyaji．N．and Tajima，Y．（２００５）Basaltic pyroclastic flows of Fuji volcano，Japan:
characteristics of the deposits and their origin．Bull．Volcanol．，６７，６２２‐６３３．
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．
（解説とスケッチ：石塚吉浩；写真提供：国土交通省富士砂防事務所）
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上 北西山麓に分布する青木ヶ溶岩．富士山の北西斜面には３３００年前頃に活動した大室山をはじめとする多数の側火山が
分布する．８６４年噴火（貞観噴火）では氷穴火口列（撮影範囲外），長尾山火口列，石塚火口，下り山火口列より流出した長
尾山溶岩が富士山の北西山麓一帯を覆い，当時御坂山地の南縁に東西方向に広がっていた古代湖「 の海（せのうみ」」の中
央部を埋め立てた．この結果，湖のうち溶岩で埋め立てられなかった東側は西湖として，西側は精進湖として残存した．噴
火から１１００年以上を経過した現在，長尾山溶岩の表面にはツガ，ヒノキ，ウラジロモミなどの針葉樹を主とする天然林が
生育し，青木ヶ原樹海（濃緑色の部分）が成立している．（解説・スケッチ・撮影：宮地直道）

下 富士山東麓の御殿場岩屑なだれ堆積物．富士火山は２９００年前頃に東側斜面が崩壊し，その結果，東麓には御殿場岩屑
なだれ堆積物が数１０mの厚さで堆積した．御殿場市滝ヶ原の自衛隊滝ヶ原駐屯地に隣接する小山川調整池の工事現場で
は，１７０７年降下テフラ（宝永スコリア）などの降下テフラ層に埋積された御殿場岩屑なだれ堆積物が露出した．御殿場岩屑
なだれ堆積物の表面地形は起伏に富みな比高差が約３mの流れ山を形成している．堆積物は古富士火山の山体を構成して
いた，やや変質した溶岩（暗灰色～灰色の部分），降下テフラ（赤色の部分），強度に変質した溶岩やテフラ（黄色～青灰色
の部分）などの直径３～５mの岩屑なだれブロックよりなる．（解説・スケッチ・撮影：宮地直道）
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下 １７０７年噴火直後の様子（土屋家絵図）．東海道の宿場町原の旧家である土屋家に保管されていた絵図．
A：日中の噴火の様子（昼の情景）．噴火開始直後に渦を巻きながら噴煙が立ち上りつつある様子が描かれている．
B：夜間の噴火の様子（夜の情景）．火柱とともに火山雷も描かれ，文中には噴火を開始した１２月１６日の夜に空振が発生
し，翌１７日の明け方には原にも降灰があったとする記述がある．
C：噴火直後の様子（焼け納まりの情景）．噴火前には存在しなかった宝永山がはじめて出現した様子や，宝永第１火口の
山頂側火口縁に現在は認められない円弧状の亀裂と思われる模様が描かれている．
静岡県沼津市 土屋 博氏 蔵．（解説：宮地直道）

上 大沢川中流部の火砕流，ラハール堆積物．富士山の西側斜面の大沢崩れ中流部に位置する「横崩れ」（標高１，３００m）で
は，大沢崩れが形成される以前に存在した谷地形を埋める複数の火砕流堆積物やラハール堆積物を観察することができる．
このうち３５００年前頃の大沢火砕流２堆積物（SYP１）や３０００年前頃の大沢火砕流３堆積物（SYP３）は山頂部に落下した
降下テフラが定置できずに火砕流に移化したと考えられている（Yamamoto et al．，２００５）．ラハール堆積物は溶岩や火砕流
の二次堆積物と思われる．３３００年前頃の降下テフラである大沢スコリアは砂質で淘汰が良いため侵食されやすく，露頭面に
窪地を形成している．（解説・スケッチ・撮影：宮地直道）
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第四紀テフラからみた富士山の成り立ち：研究のあゆみ

町田 洋＊

Development of Fuji volcano: A review from Quaternary tephrochronology

Hiroshi MACHIDA＊

Developments of studies on forming history of Fuji Volcano are reviewed in this manuscript．Tsuya（１９４０）gave fun-
damental data on the formation of volcano from geological and petrological researches on the volcanic edifice．Tephra
studies are very useful for providing high-resolution chronology of explosive activity in association with environ-
mental history of adjacent areas where Fuji tephras occurr．These two kinds of studies gave slightly different history
of the volcano．Tephra studies suggested that the older activities of Fuji started ca．１００，０００yr．BP form-
ing a large stratovolcano and were followed by quiescent period in the early Holocene and the younger activities
started ca．６０００yr．BP．It is likely that the eruptions of Fuji are characterized by frequent activities for a long time，
but the volume of products in one cycle of eruption was relatively small（normally less than １ km３），due to basaltic
nature of magma．
Deep drilling survey on Fuji volcano has recently clarified an older volcano with hornblende-bearing dacitic and／

or andesitic composition buried under the Komitake and Fuji volcanic edifices．On the other hand，more than ten well
-dated layers of hornblende-bearing tephra had been reported in the Middle to late Pleistocene tephra sequence of the
South Kanto district，２０to５０km east of Fuji．Thickness and grain size distribution of them suggests that they might
have been products of the Fuji volcanic complex．Therefore，there may exist an urgent need to correlate between the
pre-Komitake ejecta and hornblende-bearing tephras in south Kanto．

１． はじめに
本稿は当初「富士山の研究史」という趣旨で執筆するよ

うに依頼された．しかしこの火山の研究史については，こ
れまで総括的な論文や文献リストがすでに出版されている
（例えば産総研地質調査総合センター，２００２）．また筆者は
富士山の多岐にわたる研究に精通しているわけではない．
そこで本稿では，富士山はどんな火山として形成されてき
たか，富士山の形成はいつごろから始まったか，こうした
問題を解くのに筆者が関わってきたテフロクロノロジーは
何を明らかにしたかを中心に，研究の歩みを紹介すること
で責めを果たしたい．また進歩が著しい最近の研究にも触
れ，それからどんな課題が生じたかにもコメントする．本
稿のかなりの部分は多くの火山研究者が熟知している事柄
であろうが，考え方や知識の集積過程はいつの時代にも役
立つものと考えられる．筆者が富士山を歩き始めたのは
４８年前になる．その頃の個人的な回想から筆を起こすこ
とにする．

２． 津屋弘逵による小御岳，古富士，新富士
１９５８年春から３年間，富士山最大の谷，大沢崩れの対
策に関する本格的合同調査が始まった．これは静岡県が依
託したもので，大沢崩れの活発な崩壊で山容が変わること
を防ぎ，かつ麓で起こる土石流災害を軽減するために基礎

的資料を収集すべく，多くの分野の専門家に依頼して設置
された．調査は多田文男（地形，第四紀学），津屋弘逵（火
山地質学），望月勝海（地質学），萩原貞夫（林学）各教授
を各班の指導者としていた．筆者は当時大学院生で山地斜
面と谷の急速な侵食を研究テーマとしていたため，多田班
のメンバーの一人として加わり，初めて富士山を調査する
こととなった．大沢崩れも興味深かったが，次第にこの若
い火山の魅力にひかれていった．
筆者が津屋弘逵氏と会ったのも，大沢崩れ対策の会合の

席であった．氏は１９３８年以降つづけて富士山の火山地質
についての新知見を公表しており，富士山地質研究の第一
人者であった．どんな仕事をされ，どんな人柄であるかは，
会合の席で次のような趣旨の発言をされたことで印象づけ
られて記憶に残っている．
「私は大沢崩れをここ数十年観察してきた．その経験に
よると崩壊が最近とくに激しく進んでいるようにはみえな
い．新旧の写真を比べても地形はあまり変わっていない．
またこの崩壊は自然の営みであって，人為的にダムなどを
造っても崩壊をとめる効果は薄いし，意味がない」．防災
の対策会議でこのような趣旨の発言をされたのは，ユニー
クで面白いと思った．調査発注先の関係者は，おしなべて
大沢崩れの発達を異常に急速で，遠からず富士山の山容が
大きく変わると考えていたからである．
自信をもっての発言には，富士山について人並みでない

詳しい野外調査をされてきた方で，しかも自然に対する人
為干渉については自然科学者らしい信念を持つ人だと印象
づけられた．また麓の合同調査のとき，ある沢の溶岩の礫

＊東京都立大学名誉教授
Professor emeritus，Tokyo Metropolitan University．

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．２９-４４
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図２ 富士山の地質略図 町田（１９７７）．
Fig．２． General geologic map of Mt．Fuji（Machida，１９７７）．

図１ 津屋（１９４０a）による富士山の構造断面図．
Fig．１． An estimated formation of Fuji volcano（Tsuya，１９４０a）．

を手にして，これはどこそこから噴出
した○○溶岩だとすぐに云われたの
も，研究の年輪を垣間見る思いで，駆
け出しの筆者には刺激的であった．
津屋氏はその後も研究活動をつづ

け，長年の成果を地質図にまとめた（津
屋，１９６８）．この図をみて地表で見分け
られた溶岩流の数の多さと分布の詳し
いことに驚かない人はいなかっただろ
う．その成果は道路の少なかった当時，
広大な地域をほとんど踏査によって得
られたものである．津屋の業績の厚み
は，その後長い間，火山研究者で富士
山の地質を本格的に対象にする若い人
があまり出なかったことにも現れてい
る．
津屋氏以前にも富士山の地質は多く

の研究者によって記述されてきた．先
駆けとなった地質調査は鈴木（１８８７）
によるもので，２０万分の１地質図「富
士」とその説明書としてまとめられた．
また濃尾地震の後，震災予防調査会が
政府に設置され，地震地質に加えて全
国の火山の調査を始めた．その一環と
して富士山全体の地形と地質調査を，
当時大学生であった平林 武氏に依託
した（平林，１８９９）．その報告書に載せ
られている地質図で区別されている地
質単位は，山麓周辺の集塊質泥流，火
山本体を構成する溶岩流（大沢式，三
島大宮式，烏石式，猿橋式，青木ヶ原
式，側火山式，宝永式），それに火山
砂礫噴出物である．小御嶽（小御岳）
については，本体から独立して扱おう
とする認識はなかった．また集塊質泥
流堆積物については，溶岩流の下位と

町田 洋
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しているがその意義についての考察はない．大沢溶岩とし
たものは大沢崩れに露出する成層した多数の溶岩流を指す
もので，大宮溶岩や三島溶岩との異同については記載され
ていない．また桂川沿いの猿橋溶岩を剣丸尾につづく平安
時代（延暦）の噴出物とみなしている．これは後の研究（石
原，１９２８；神原，１９３５）にも引き継がれるが，訂正されるも
のである．
石原（１９２８）は，平林のいう三島・大宮溶岩・猿橋溶岩

などが基底の広大な台地地形をなし，その上に山体をなす
溶岩や火山砂礫，側火山噴出物が重なりあって富士山を構
成すると考えた．小御岳については，古い側火山とみてい
る．また火山全般の地質と水理の記載をした神原
（１９２９，１９３５）は，噴出物の層序についてはおよそ平林説に
従っている．しかし小御岳に関しては侵食の進んだ地形か
ら外輪山の一部ではないかという考えを述べている．
（１）小御岳，古富士，新富士
津屋氏の富士山の一連の研究では，貞観噴火の青木ヶ原溶
岩と宝永噴火の詳細も扱っているが（津屋，１９３８b; Tsuya，
１９５５），ことによく知られているのは，富士山が小御岳，古
富士，新富士の３火山がこの順に重なりあって成立してい
る（図１）という論文である（津屋，１９３８a；１９４０a，b）．
小御岳火山 小御岳は，富士山北山腹（海抜２，３００m，

富士スバルライン（登山自動車道）の終点付近）の小御岳
神社付近にある，新しい富士山の溶岩の斜面から突出した
高まりを指している．そこには火口と思われる地形とやや
深い谷に刻まれた斜面があり，溶岩の構造は富士山のそれ
と違うし，岩質も玄武岩質安山岩で富士山のそれよりやや
珪長質である．これらのことから，富士山に先行する火山
として区別された．しかし露出範囲はこの一角に限られ，
周辺地域で他の噴出物との層位関係や放射年代については
わかっていなかった．
古富士火山 富士山の南西麓や北麓でおもに溶岩から

なる裾野より高く台地をなす堆積物は，平林（１８９９）以来
集塊質泥流，火山泥流堆積物（凝灰角礫岩）などと呼ばれ
てきた．津屋（１９４０a）はこれを供給した火山は現在の富
士山の下に埋もれていると考え，また新しい溶岩噴出との
間に長い時間間隙があり，かつ岩質（斑晶鉱物の粒度や含
量）に違いがあるとして，その火山を古富士火山と呼んだ．
「古富士泥流」堆積物は山体崩壊による岩屑流や泥流では
なく，高温の火砕流として流下堆積したものを含む（噴火
泥流という用語を用い噴火堆積物であることを強調）と考
えた（津屋，１９７１）．しかし富士宮周辺ではやや円磨された
礫をもち層理の認められる堆積物もあって，火山山麓扇状
地堆積物の層相をなしていることが多い．
津屋（１９４０a，b）がこの火山泥流堆積物と大宮溶岩な

どとの間が不整合関係にあるとみたのは，富士宮の星山丘
陵では泥流堆積後，断層変位を起こして隆起した上盤側で，
川の侵食で谷が掘られ，そこに新しく大宮溶岩が流下した
という地形地質的所見に基づいている．また桂川沿いでも
泥流が谷を埋積した後，河川が侵食して谷が掘れ，そこに
新しい猿橋溶岩が流れ込んでいる．

古富士泥流堆積物は上述のようにおもに火山の中心から
離れた山麓で記載された．山腹におけるこの時期の堆積物
として，Tsuya（１９５５）は，宝永火口の縁にある赤岩をな
す降下火砕物が，また吉田口登山道二合目～六合目の地表
でみられる堆積物も古富士火山のものと考えられている
（津屋，１９７１）．また地質図には御殿場付近にも広く分布す
ると書いているが，これの大部分は古富士泥流ではなく新
しい御殿場泥流（岩屑なだれ）堆積物である（町田，１９６４）．
以上のような古富士火山を土台にして新富士火山がのる

という津屋の考えに対して，その後筆者は，テフラからみ
ると火山活動はほぼ連続的であったが，津屋（１９４０a，b）の
古富士から新富士への移行期とは異なる活動静穏期があっ
て古期と新期の活動を識別できると主張した（町田，１９６４）．
しかし津屋（１９７１）では，引用していないので議論の対象
は不明であるが，「あえて否定はしないが，周辺の第四紀
層との層位関係を明らかにし，この火山の生い立ちを地史
的に辿るには古富士と新富士は好都合な区分」と持論を強
調している．
星山丘陵などで区別された古富士泥流堆積物には溶岩は

記載されなかったが，これを供給した古富士火山はもちろ
ん火砕流主体でできている火山ではない．津屋（１９７１）は
北東の中腹で新富士溶岩にとりまかれる５層ほどの古富士
溶岩を記載し，また Tsuya（１９６２）は，西南の海抜１，０５０
mで掘られた箱荒沢の横坑で詳しい観察を行い，坑口か
ら１，７５０m入ったところ（地表からの深さおよそ３００m）
から下位に３ユニットの溶岩流をはさむ火砕岩の多い地層
を記載し，古富士火山噴出物と認定した（図３）．ここで
はその上位の１６ユニットの溶岩流主体のもの（図中（１）
～（１６），厚さ約２７０m）を新富士火山の噴出物としてい
る．すべての噴出物には不整合的な境はなく，溶岩と火砕
岩の量比と岩質を古富士，新富士を区別する基準としてい
る．なおこの横坑で古富士火山噴出物とした地層の上部（古
富士の頂面から深さ約５０m）に珪長質ガラス火山灰（AT）
がはさまるので，新富士／古富士境界はATに近い時代の
ようにみえる．
新富士火山 古富士と区別された新富士火山の噴出物

は，主に溶岩流からなるとされ，旧期溶岩，中期溶岩，新
期溶岩に分けて記載された．このうち旧期溶岩は，猿橋や
富士川下流部，三島など富士山の中心から２０kmを越す
遠隔地まで流れた流動性の高い溶岩流を主体とする．それ
より新しい中期－新期の溶岩にはこれほど長く流れたもの
はない．石原（１９２８）も流動性の高い溶岩（基底溶岩）が
初期に噴出したことを記載しており，前述のようにこの火
山は玄武岩質溶岩からなる平坦な火山の上に積み上げられ
たと解釈された．津屋（１９７１）はそのような単純な構造で
はないと批判しているが，一方もし新富士火山の下に小御
岳や古富士の山体がなかったらそのような火山になったに
違いないと考えている．すなわち富士山が玄武岩火山とし
ては急な円錐火山である理由は，小御岳，古富士の地形の
影響をつよく受けたからと考えているが，小御岳，古富士
火山がどんな活動でどのような地形をなしたかは，分って
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いない．図１では，古富士も新富士も噴出中心はほぼ同位
置に記しているが，古富士の火口は大きかったように描い
ている．それは津屋（１９７１）の記述では，宝永噴火でデイ
サイト質軽石が噴出したことや箱荒沢横坑で噴出物中に珪
長質ガラス火山灰を観察したため，珪長質マグマの爆発的
活動があって宝永火口のような窪みができていたのではな
いかと考えたことによるらしい．富士山の噴出物と考えら
れたこの火山灰は，実はこの頃から分ってきた姶良 Tn 火
山灰（AT）である．
小御岳，古富士，新富士の年代 津屋（１９７１）は古富

士や新富士の活動期がいつであったかを知るのに，１９６０年
代に多用されるようになった１４C年代値を用いている．こ
れだけでなく古富士の噴出物と周辺地域で時代の分ってい
る地層との層位関係を重視したが，その一つ，関東ローム
層のどの部分が古富士の噴出物にあたるかは，鉱物組成の
上から決め難いと記している．また小御岳に関しては，地
形や岩質が愛鷹火山と似ているので，両者はほぼ同じ時代，
数十～十数万年前に活動したと想像している．しかし小御
岳の露出範囲は狭いので地形の全貌は分らないし，岩質が
類似するので活動した年代も近いと考えることは理解し難
い．
（２）テフラの認識
大沢崩れの３年間の調査の最終年度には，多田班は大沢

崩れの発達史を調べることにした．このとき西麓一帯に分
布する一枚の風成スコリア層（約３千年前）は，大沢崩れ
の新しい扇状地の下にあるやや古い扇状地（上井出扇状地）
を識別し，大沢沿いに露出する地層を見分けるのに有用で
あった．また筆者が野外でこのテフラの下から縄文土器片
を見つけたことは，遠い過去のことなど，そう分るもので
はないと考えていたこの未熟者の目をさまし，過去の地表
環境と年代は，研究方法が進歩すれば薄皮を剥がすように
わかるに違いないと思わせた．この一枚のテフラがきっか
けとなって，テフラから富士山の歴史を編み，津屋氏の研
究結果を検証してみることになる．若い火山なので，山体

に古い噴出物が露出することが少ないため，火山から噴出
し風で送られて周辺地域に堆積したテフラこそ，噴火の歴
史や山の形成史を解く鍵を秘めているに違いない．テフラ
に着目すれば，この碩学とわたりあえるのではないか，な
どと考えたのであった．
当時筆者は津屋（１９４０a，b）を読んで，火山泥流堆積

物からそれをもたらした火山を定義すること，しかも噴出
物が稀にしか到達しない中央火口からかなり遠く離れた西
南麓での侵食間隙や断層活動で，二つの火山が区別される
という論理に，疑問をもっていたことを記憶している（町
田，１９６４，１９７７）．
もう一人の著名な火山学者久野（１９５４）の教科書「火山

及び火山岩」にある一枚の口絵の説明も，筆者の興味を刺
激した．それは小山町須走の宝永テフラの写真を掲げ，そ
の下に露出するスコリア層を含む褐色火山灰土を「関東火
山灰層（古富士火山？）」という記述である．当時「関東火
山灰層」は更新世の地層であると考えられていたので，こ
の説明通りなら１７０７年の宝永テフラの前には，長い間テ
フラが噴出しなかったということになる．どうやら久野氏
も津屋氏も新富士の活動は溶岩を主とするハワイ式，ない
しストロンボリ式噴火で特色づけられ，テフラはほとんど
噴出しなかったこと，そしてテフラを出す噴火は古富士火
山の活動で起こったと考えていたようである．当時箱根火
山の研究を確立し，火山学を指導した久野氏も，津屋氏と
ともに超えるべき富士山のような大きな存在だった．また
テフラから富士山の活動史を復元することは，一方でその
広い分布地域（平野）の発達史の検討にも役立つ．関東平
野の発達史は関東ローム研究グループ（１９５６，１９６５），貝塚
（１９５８）などによって詳しく調べられ，日本の第四紀編年
研究の標準地域と目されていた．テフロクロノロジーは給
源火山の近くの方が遠隔地で行うより詳しくわかるので，
富士山周辺を調べた後，箱根山周辺も検討し，次第に範囲
を拡げて関東平野の発達を見直してみようと目論んで研究
を始めたのである（町田，１９７７）．

図３ 箱荒沢横坑の地質断面図 Tsuya（１９６２）．
Fig．３． Geologic profile along the Hakoarezawa level

on the southwest slope of Mt．Fuji（Tsuya，１９６２）．
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ところで津屋氏は，溶岩ばかりを研究していたわけでは
ない．Tsuya（１９３１）は，大磯丘陵や三浦半島などの鮮新
世以降の火山砕屑物の岩石学的特徴を記載し，地域間の関
係を論じている．しかし風で飛ばされてきたテフラはどの
火山の噴出物か分り難いし，しかも南関東の台地にみられ
るローム層は風化しているため，山体構成物との対比は難
しく，従ってこれから火山活動史を論じることはできない
と考えていたようである．

３． テフラからみた富士山の活動の変遷
富士山の山麓においていわゆる古富士泥流堆積物や基盤

岩の上にのるテフラや土壌を観察すると，東麓や北東麓で
は粗粒の降下スコリア層が何十枚も重なって厚い層をなす
が，他の方向の麓に行くと全体に枚数が少なくなり厚さが
薄くなることがわかる．これらの等厚線や等粒度線図を描
くと，富士山の中央部から東または東北東に伸びるパター
ンをなすので（図４），これらの主体は富士山のプリニア
ンないしサブプリニアン噴火の降下テフラであることがわ
かる．そして地表から数mの深さには，どこでも降下ス
コリア層をほとんど挟まない厚さ１m内外の黒～暗褐色
の腐植質火山灰土層がある（写真１）．これは大抵の山麓
周辺でほぼ連続して見い出されるので各地で対比できると
予想された．各地の考古学の発掘報告をみると，この黒土
層（富士黒土層）には，東麓では縄文早期から前期とされ
る型式の土器が包含されることがわかった．他の地域の黒
土層には東麓よりやや古い土器や少し新しいものが出土す
るが，縄文中期以降の土器はどこでもその上位の降下スコリ
ア層を挟む火山灰土から出土する．すなわち縄文早期から前
期末頃までスコリアの噴出が途絶えたことがわかる．この
ように宝永テフラの下位から富士黒土層までの間には，東
麓では十数枚以上の降下スコリア層があり，また富士黒土
層の下にはより多数のスコリア層が厚層をなしている．そ
の中に数層の泥流堆積物が挟まれている（写真１）．前者，
すなわち縄文前期以降のスコリア層は新期テフラ，後者（縄
文早期以前のもの）は古期テフラと呼ばれた（町田，１９６４）．
富士黒土層は富士山の爆発的活動が弱かった時期に形成

されたものであるが，その厚さの分布が降下テフラの傾向
と似てやはり東に厚く，西に薄い傾向がある．また東の中
腹（幕岩など）では数枚の薄い細粒のスコリア層からなる
ことなどから，この黒土層形成期に火山活動が全く行われ
なかったわけではない．それどころか津屋（１９７１）の新富
士火山の旧期溶岩類の多くは東麓以外の降下テフラの薄い
地域ではこの層に覆われたり，その下部に入るので，黒土
層形成期の前半にもっぱら溶岩流を出す effusive な活動が
起こったことがわかる．この黒土層は爆発的噴火が静穏に
なったとはいえ，溶岩とともに僅かながら噴出したスコリ
アや火山灰，または風塵などが徐々に堆積し，それから生
成した粘土鉱物に腐植が吸着して形成されたものと考えら
れる．なおのちに日本列島の完新世編年重要な役割を果た
す鬼界アカホヤ火山灰（K-Ah，７．３ka）は，この中から見
い出されている（町田，１９８０）．また富士黒土層の形成期は

気候の温暖化に伴う縄文海進のピークに一致している．こ
の一致は海退－海進にともなって起こる hydro-isostasy が
地殻応力に変化をもたらし，火山活動の盛衰に影響を与え
たことを示唆する可能性がある．
富士新期テフラ層には，肉眼的に識別できる特徴的テフ

ラがあり，いくつかは固有名をつけて分布が記載され，年
代が明らかになっている（図５）．前述の大沢崩れ扇状地
周辺で最初に記載された約３千年前のスコリア層（大沢ス
コリア）もその一つで，珍しく東風に送られて静岡や浜松
でも天城カワゴ平テフラの上位に確認できる．富士山中腹
では新期テフラ層は溶岩類の間にしばしば挟まれるので，
縄文前期以後にも富士山は溶岩の噴出に加えて，宝永噴火
のような爆発的な噴火を何回も起こしたのである．
富士黒土層と新期テフラ層とは，南関東の関東ローム表

土の黒土形成の問題にも貢献することになった．１９５０‐６０
年代には南関東の黒土は立川ローム層の風化物（表土）で
あるのか，別な完新世の風成堆積物を母材にする「地層」
なのか，論議されてきた（貝塚・成瀬，１９５８など）．富士
黒土層と新期テフラ層を富士山麓から東方地域へ追って行
くと，南関東の黒土は富士黒土層に富士新期テフラ層を加
えた，風成堆積物を母材とする独立した「完新世の地層」
であることがわかる（町田，１９６４）．東京・横浜付近の台地
や丘陵では立川ローム表層のクロボク土の外観を呈し，そ
の中に独立したスコリア層はほとんど見出せないが，仔細
に観察すると中部以上で粗粒のスコリアは急に増える．ま
た横浜・港北ニュータウンや湘南砂丘地域の低湿地の発掘
現場では，泥炭層の中で，富士山東麓でみるのと同じ新期
富士テフラ群のスコリア層を宝永テフラの下に何層かみる
ことができ，２～４千年前に富士山はテフラを何回も噴出し
て南関東一帯に降下堆積したことがわかる．湿地に降下し
たものはよく保存されるのに，台地や丘陵では風化・土壌
化が著しく個々のスコリア層は識別し難いので，黒土や褐
色火山灰土（ローム層）をなすのである．
一方，富士古期テフラ層は富士山の東麓，北東麓では厚

さが１００mを優に越し，丹沢山地西部の山地斜面をとみ
に柔順化させている．古期テフラ層が南関東で立川ローム
層と武蔵野ローム層の主体をなすスコリア質褐色火山灰土
につづくことは，疑う余地がないが，１９６０年代までは，東
麓の古期テフラの下部をなす厚い地層は多摩ローム構成層
ではないかという論議もあった（津屋，１９４２；Kuno，１９５１
など）．しかしもっと若いテフラ群であることは，箱根，木
曾御嶽など遠隔地火山からのテフラが挟まれるのでわかっ
た（後述）．富士山の東麓に比べ，南麓や西麓の古期テフ
ラは全体に薄く，東へ数十 kmも離れた南関東諸地域のロ
ーム層とよく似た褐色スコリア質火山灰土をなす．これら
は何枚かのいわゆる古富士泥流堆積物を挟んでいるから，
津屋の古富士火山の噴出物である．
津屋の新富士火山の旧期溶岩は古期テフラ層の最上部か

ら富士黒土層にかけて挟まるので，かなり短い特定の期間
（当時は更新世／完新世境界の時代とみなされていた）に
effusive な活動が起こったと考えられた（町田，１９６４；宮
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写真１ 富士山東麓（小山町国道２４６号線須川橋）でみられたテフラ断面．
この断面ではおよそ最近２万年間の降下テフラ（成層するスコリア）とその間に３枚の火山泥流（岩屑なだれ）堆積物（上位からGomf，
Mf２，Mf １）が挟まっている．Mf１の下位にも厚さ１００m以上のテフラを主体とし，湖成層や砂礫層を含む地層が挟まる．ATはそ
の上部に挟まる．Ho，宝永テフラ；FB，富士黒土層 鈴木恒治氏提供，１９７１年２月
Photo．１． An outcrop showing the Latest Pleistocene and Holocene tephra sequence at the eastern foot of Mt．Fuji．
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図４ 富士山新期テフラ，古期テフラの等厚線図
太い実線は新期テフラ，破線は古期テフラ 町田（１９６７）．

Fig．４． Isopach map of the younger and older tephras of Mt．Fuji（Machida，１９６７）．

図５ 富士山新期テフラの主な鍵層の等厚線図
Ho，宝永テフラ；Zu，砂沢テフラ；Om，大室テフラ；Os，大沢テフラ 町田（１９６４）．

Fig．５． Isopach map of some marker tephras of the younger activity of Fuji volcano（Machida，１９６４）．
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地，１９８８）．この点は，旧期溶岩類がテフラ層の多い東麓に
は分布せず，テフラのごく薄い他の地域に分布するため，
溶岩とテフラとの関係はあまり詳しくはわからないことに
基づいた判断である．旧期溶岩の最下部層とされるもの（大
淵溶岩，三島溶岩など）は富士黒土層より下位の褐色スコ
リア質火山灰土を数十 cmの厚さで載せているところがあ
るので，黒土層より明らかに古く古期テフラの最上部に位
置する（町田，１９６４）．
以上述べたように，町田（１９６４）の考えをまとめるとお

よそ次のようである．古期 の活動では後期更新世の長期
間にわたり古期テフラを噴出したが，溶岩も出て大型成層
火山ができ，山体崩壊も発生した．その活動の末（更新世
末）に主に溶岩を噴出する活動（古期 ）が起こり，続い
て爆発的活動は静穏となったが，縄文前期後半以後に新期
の活動が起こって現在の火山が成立した（図６）．この考
えでとくに主張したかったのは，火山を抜け出して遠方ま
で到達したテフラに基づく研究が，火山の発達を時系列に
したがって明瞭に解明できること，富士火山は古富士と新
富士という別々な火山からなると考えるより，津屋（１９４０
a，１９７１）の考えとは別の時期に爆発的活動の静穏期を挟む
ということである．これが津屋氏の発達史観に対する筆者
のコメントであった．

４． 編年研究
１９６０年代後半以降，筆者の興味は箱根火山や他の火山
のテフラを含めた更新世のテフロクロノロジーに移行し
た．その過程で，富士山古期の活動の始まった時期，また
周辺地域の地形発達に与えた影響も知られるようになった
（町田，１９７１；町田・他，１９７５など）．これについては富士
山の深層掘削研究に関係して後に述べることにし，ここで
は最終氷期以降の活動の編年について，新知見を中心に述
べる．

１９８０年代に入ると，新富士火山の活動史は宮地（１９８８）
により詳しく報告された．またMiyaji et al．（１９９２）は岩
石学的研究も加えて，テフロクロノロジーの研究を総括し
ている．また，つじ（１９９２），小山（２０００）は文献史研究
を取り入れて有史時代の噴火史を考察した．これらの成果
は将来の火山活動を予測する富士山ハザードマップ（２００５）
作成の重要な資料となった．最近の研究の発展は目覚まし
いが，詳しくは本書のほかの論説で述べられるであろう．
ここではまず噴出物の編年研究の発展に触れる．
（１）噴出物の編年研究
富士山の噴出物の更新世末から完新世にかけての１４C年

代は，町田（１９６４）や津屋（１９７１）でも報告されたが，ま
だ断片的であった．町田（１９６４）の編年は当時わかってい
た土器を主とした考古学的層序を噴火史に適用した．その
後，泉・他（１９７７）や上杉・木越（１９８６）などは，テフラ
や火山灰土などに含まれる有機物の１４C年代を報告し，次
第にテフラ独自の年代や層位関係（とくにKgや K-Ah，AT
など外来テフラとの関係）が明らかになったので，テフラ
の年代から考古学遺物の年代推定にフィードバックするこ
とも可能となった（町田・他，１９８４）．
１４C年代の精度や確度については，最近AMSを用いて
微量の炭素でも測定できるようになり，さらに測定値から
暦年への較正も可能となってきた．こうした研究の進歩を
背景として富士山噴火史も大幅な見直しが必要となった．
最近，これまでにない１００試料もの多数の噴出物のAMS
１４C 年代値と暦年較正値が報告され，新しい局面が現れた
（山元・他，２００５）．図７はこれに基づいて約２．５万年前以
後の火山活動の編年をまとめたものである．
（２）古富士泥流の意義と年代
前述のように古富士泥流堆積物は南東麓と北西麓を除く

山麓各地に台地をなして分布する（南西麓の富士宮と東麓
の小山周辺の台地，北麓の桂川の段丘）．この堆積物は，富

図６ テフラとの関係からみた富士山の推定模式断面 町田（１９７７）．
Fig．６． Schematic section of Fuji volcano from tephrostratigraphy（Machida，１９７７）．
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士宮の星山丘陵ではおよそ６－６．５万年前の箱根東京テフ
ラHk-TPfl の下位から上位にかけて少なくとも５層がある
（Yamazaki，１９９２）．それらは火山山麓扇状地堆積物の岩相
を呈するものから岩屑なだれ堆積物とみられるものまで
様々であるが，どれも６．５万年前以前にすでに遠方まで泥
流をもたらし扇状地を広げる大きな高い火山があったこと
を推定させる．北麓で桂川に流入した少なくとも３回の泥
流（のすべてまたは一部）は，相模原や座間まで流下し，
最終氷期の海面低下期の河床（陽原段丘面）を覆った（富
士相模川泥流，相模原市地形地質調査会，１９９０）．東麓・西
南麓でもとくに２万年前前後に岩屑なだれ・泥流が多発し
たとみられる．この時期は最終氷期の最寒冷期にあたり，
当時の氷河均衡線はおよそ海抜２，６００m程度に低下したと
考えられる．当時富士山山頂はこれより高く氷帽を頂き，
氷底噴火に伴い岩屑流・泥流が発生したことが想定できる
（相模原市地形地質調査会，１９９０）．また東麓小山町の２万
年前前後の２枚の岩屑流・泥流のうちには，湖成堆積物の
粗大な粘土の礫を含むもの（Mf１）があり，泥流の給源
か流下地域に湖があったとみなされる（町田，１９９２）．この
ように岩屑なだれ・泥流堆積物は富士山古期の地形変遷を
知るのに有力な手がかりとなるが，議論を発展させるため
には，各地の個々の堆積物の性状，成因の解明と対比・編
年が必要である．
山元・他（２００５）は，西麓の白糸の滝の下流からかなり

広い範囲で見られる，「田貫湖岩屑なだれ堆積物」に注目
し，その年代を約１８０００年BCと推定した．これは層位的
に古富士火山の山麓扇状地堆積物（星山丘陵など，従来の
古富士泥流の多く）より古く，新富士火山の旧期溶岩（大
宮溶岩など）より新しいもので，その大きな体積からみて
古富士火山が大きく崩壊したイベントの堆積物と考えた．
これにより古富士には西～西南方に開いたカルデラができ
たと想定し，その地形は新富士火山の基盤となったと考え
ている．この判断の根底には，古富士と新富士は図１のよ
うなイメージで重なるという津屋（１９４０a，b）以来の考
えがあるように思われる．なお彼は田貫湖岩屑なだれ発生
の後，溶岩噴出期の前にもつづいて火山活動があったとし
ている．山麓各地に分布する岩屑なだれ堆積物が別々のイ
ベントのものとすれば，その度毎に火山体は変形したこと
になる．最大のイベントの一つは前述の富士相模川泥流で，
このときにも火山の地形は大きく変わったに違いない．な
お，約２．５－３千年前の御殿場岩屑なだれも，泥流を相模
湾，駿河湾まで到達させた大きなイベントであった．これ
に伴って火山地形の変化（崩壊）とその後この跡を埋め立
てた新しい山体の形成があった筈であるが，活動に大きな
不連続を画するものではない．
（３）旧期溶岩群の年代と火山活動の連続性
津屋の新富士旧期溶岩の噴出期は宮地（１９８８）ではおよ

そ１１～８ka とされ，約３０００年間に４０km３もの溶岩を噴
出する高噴出率の活動期と考えられた．しかし山元ほか
（２００５）では，図７のように，旧期溶岩のうち古い方の大
淵溶岩は約１５０００年BC（１７ka），三島溶岩は約１００００年

BC（１２ka）と暦年較正された．旧期溶岩のうち新しいも
のを８ka とすると，旧期溶岩を噴出した期間はおよそ９０００
年間ということになり，この間の噴出率は４．３km３／ky で，
新期の活動の噴出率１．５km３／ky の３倍程度の活発な噴出
期だったことになる．今後調査が進むにつれ各時期の噴出
物の体積は改訂され，上記の値も再検討されるであろう．
富士山東麓や北東麓では，古期テフラの最上部（富士黒

土層の最下部）の年代を８０００年BC（１０ka）とみると，古
期テフラ層上部の噴出期は旧期溶岩のそれと大幅に重な
る．南西麓の旧期溶岩の古いものは，前に述べたように厚
さ数十 cmのスコリア質火山灰土をのせていて，古期テフ
ラの形成期に噴出したことを裏付けている．こうしてみる
と，多量の溶岩流を噴出した活動期とみなされた新富士火
山の旧期溶岩形成期または町田（１９６４）の古期 の活動期
は，古い活動期に続くものであった可能性が大きい．場合
によっては溶岩流噴出期として区別する必要がないのかも
知れない．古期 の溶岩についての情報は少なく，それら
とテフラとの関係についての詳しい研究がまたれる．
富士山の更新世末のテフラの噴出率（堆積速度）は，テ

フラの年代が分ってくると，時期によってかなり一定であ
ったとみなせる．新富士旧期溶岩噴出期の後は，富士黒土
層で示される活動静穏期を隔てて，新たな溶岩噴出が３６００
年BC頃から始まったという結果が得られている．山元・
他（２００５）によると，町田（１９６４）の新期テフラの噴出開
始はもう少し古く５０００年BC頃のようである．
富士山の火山岩とそれを噴出したマグマの性質の変化に

ついては，多数報告されるようになった（富樫・他，１９９７；
高橋，２０００）．詳しくは本書の別稿で論じられるであろう．

５． 富士山に埋没している古い火山とその活動時期
（１）南関東のテフロクロノロジーからみた更新世の富
士山地域の火山活動
これまで述べた富士山の更新世末から完新世にかけての

活動史から，より古い時代に遡ることにする．小御岳の溶
岩はK含量が少ないためK-Ar 年代測定に成功していない
が，津屋（１９７１）の考えを受け継ぎ，中期更新世に活動し
たと一般に考えられてきた．
テフラからみた富士山の活動開始年代ははじめ約８万

FT年前とされたが（町田・鈴木，１９７１），後に１０万年前と
訂正された．それは次に述べるように富士山テフラ群の最
下部にはさまる指標テフラ（御岳第１テフラ）の年代を
１０万年前と改訂したためである（町田・新井，１９９２）．
富士山の東麓の小山周縁では駿河礫層と呼ばれる丹沢山

地から西へ流れ出す河川の堆積物が，厚さ１００mを越す
テフラを主体とした堆積物の下に埋もれている．この駿河
礫層の上部にはさまれる黒雲母，角閃石を含む厚さ１m
ほどの軽石層は，津屋（１９４２）によって下部洪積層の「純白色
軽石砂層」と記載された．しかしこれはその後後期更新世
の御岳第１テフラ（On-Pm１）に対比されることがわかった
（町田・他，１９７５）．このOn-Pm１は信州南部から南関東，
そして東北地方にいたる広い地域（関東沖の海底にも分布）

第四紀テフラからみた富士山の成り立ち：研究のあゆみ
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を覆う広域テフラで，日本列島の重要な指標テフラの一つ
である．このテフラは南関東の更新世海成段丘のうち，最
終間氷期の下末吉段丘より若い小原台段丘の離水開始期に
降下堆積したことがわかっている（町田，１９７１）．１９７０年代
から８０年代にかけて南関東の関東ローム層からは，ATの
認定（町田・新井，１９７６）を契機に遠隔地からの広域テフ
ラがつぎつぎに見い出された（Aso‐４がHk-OP と On-Pm
１との中間，K-Tz が On-Pm１のすぐ上，またAta が On-Pm
１の下位の，箱根起源のHk-KmP９と１０テフラの間など，
町田・新井，１９９２）．これらのテフラは陸上だけでなく周辺
海底でも見い出されるため，海洋酸素同位体層序と対比さ
れ，信頼度の高い年代・層位が与えられた．すなわちAso
‐４は酸素同位体ステージの５．２の８５‐８７ka に，Ata は同
５．３の１０５‐１１０ka に入ることがわかった（大場，１９９１；町
田・新井，１９９２）．このように地層の編年は個々の放射年代

測定値のみに依存するよりも，対比可能な場合はグローバ
ルな酸素同位体編年に基準を置くようになった．その結果，
小原台段丘を形成した亜間氷期の海進はステージ５．３（１００
ka）となり，これに伴ないOn-Pm１の年代も１００ka と改
められたのである（町田・新井，１９９２）．
南関東で富士山起源と考えられる玄武岩質テフラがほぼ

連続的に重なっているのはOn-Pm１の層準以上であるの
で，火山活動が活発化するのは約１００ka ということにな
る．一方On-Pm１より下位には多数の軽石層があるが（図
８，大磯丘陵），それらは厚さと粒度の分布，岩質からみて，
粗粒で厚層のテフラのほとんどは箱根火山起源である（町
田・他，１９７４；新井・他，１９７７）．箱根の噴出物はステージ
１２（４３０ka）かそれより古い時代からつづき，初期（OS１）
には玄武岩質テフラ（スコリア）が多かったが，ステージ
１０（２５０ka）頃から大規模軽石噴火を繰り返すようになっ

図７ ２５ka 以後の富士山の噴出物編年
主として山元・他（２００５）に基づき町田編図．
Fig．７． A diagram showing volcano-chronology of Mt．
Fuji since２５ka mainly based on Yamamoto et al，（２００５）．
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たことが分っている（OS２）．箱根のテフラはカンラン石
を含み単斜輝石・斜方輝石に富む．ところが大磯丘陵とそ
の周辺では，こうしたテフラ層に挟まれて，角閃石を含む
やや細粒のテフラが１０層余も識別され，給源がどの火山
か注目されていた（町田・他，１９７４）．これについては後述
する．
（２）富士山山腹・山麓での掘削
開析が進んでいない火山の生い立ちを探るのに，掘削調

査は重要な方法として，富士山でも従来から行われてきた．
たとえば南麓の大淵（海抜１，０００m）で行われた深層掘削
コアでは，基盤のグリーンタフ（海抜３００m）の上に愛鷹
火山噴出物，古富士，新富士の噴出物が重なっていること
が報告された（Tsuya，１９６２）．また北北西麓と南麓のそれ

ぞれ海抜１，２５０m，１，０５０m付近で行われた深さ約２００m
のボーリングでは，層序と岩質が記載された．その結果，
コア下部で古富士火山噴出物上位の大部分は新富士火山の
ものであること，溶岩を主とした噴出物の岩石化学的特性
では，マグマの組成が変化してきたとみられること，さら
に新富士火山の噴出物は富士山の南麓の方が北麓より厚い
傾向をもつことなどが報告された（宮地・他，１９９５；１９９８；
冨樫・他，１９９７）．
最近，富士山北東山腹～山麓の５ヶ所で深さ１００～５００

m余に達する試錐調査が行われた．その結果，富士火山
（新富士，古富士）噴出物の下位に小御岳火山（小御岳溶
岩と似た組成の）噴出物が認定され，さらにその下位に上
位とは岩質の異なる厚い噴出物（先小御岳火山）が報告さ

図８ 南関東におけるテフラと火山活動および段丘（主に海成）の総
合的編年を示す柱状図．
テフラについては累層区分（Tc，M，S，Tなど）と鍵テフラ層の名
称を示す．テフラ柱状図は大磯丘陵の統合．柱状図の左側に点がつ
いているものが角閃石含有テフラ．段丘層序の欄の記号は南関東で
総合された段丘（堆積物）の略称．P沖積層，Tc 立川面，M三崎面，
O小原台面，H引橋面，S下末吉面，T-a，-b，-c，-d，-e など多摩面の各
ステージ．凡例中A安山岩～流紋岩質；B玄武岩質；１海進期；２海
進絶頂期；３海退期．町田・他（１９７４）
Fig．８． Framework for tephrochronology，eruptive history of volcano，and
terrace sequence in south Kanto．

町田 洋

４０



れた（吉本・他，２００４および本書）．この先小御岳火山噴
出物とされたものは，小御岳や古富士の噴出物には見い出
されていない角閃石を含む安山岩～デイサイト質である．
この結果は興味深いもので，南関東のテフラからの情報と
あわせると，以下に述べるように，古富士，小御岳，そし
て先小御岳の活動年代について，話題を提供している．
（３）南関東の中期更新世角閃石含有テフラ
ここで再び前述の関東ローム層中の角閃石含有テフラに

焦点を戻す．図９はこれらの編年と概略の分布を示す（年
代は酸素同位体編年に基づく，Machida，１９９９など）．これ
らのうちすでに給源火山がわかっているKg，AT，三瓶池
田（SI）や阿蘇４（Aso‐４），そしてOn-Pm１，阿多鳥浜（Ata
-Th），飛騨山地起源の高山Ng１，TE‐５以外のテフラ（図９
でイタリックの記号）に注目する．大磯丘陵でこの種の角
閃石含有テフラが産出するのは，約２４万年前の TCu‐４テ
フラから約８万年前の富士吉岡テフラ F-YP まで１２層を
数える（表１）．そのうちおよそ半数は酸素同位体ステー
ジ７．５‐７．３（２４０‐２００ka 前後）に集中する．またステージ
８より古い層準には認められていない．なお富士山東麓の

小山ではOn-Pm１の下位，Aso‐３′の上位にカミントン閃
石を含む軽石層（P‐A，厚さ３０cmと最大粒径１０mm）や
その下位に厚さ６０cmを越す安山岩質の粗粒軽石層があ
る．これらは産状とこの地点の位置，大磯丘陵に対比層が
見られないことから今の富士山付近に給源があるのではな
いかと考えられた（町田，１９９２）．ここでAso‐３′とは中部
九州のAso‐３によく似ているため中部～関東でAso‐３と
されたテフラである（町田・新井，１９９４）が，現在ではAso
‐３そのものより上位の阿蘇起源テフラと考えられている
（長橋・他，２００５）．
これら１２層の角閃石含有テフラのうち厚さと粒度の分

布から確実に富士山起源とみなされるのは，最上位の富士
吉岡テフラ（F-YP）である（町田・他，１９７５のYP）．これ
は小山周辺では厚さ３５‐６０cm，最大粒径２５mmの発泡の
悪いスコリアまたは軽石で，その上部ユニットは角閃石を
少量含んでいる．その等値線は給源火口が現在の富士山付
近にあったことを示す（図１０）．本層は大磯丘陵～藤沢～
相模野では酸素同位体ステージ５．１の三崎段丘堆積物の直
上にのり（離水直後に降下・堆積したもので），段丘を対

図９ ３００ka 以後の関東ロームに挟まる角閃石含有テフラの編年．
MIS：海洋酸素同位体ステージ（海洋酸素同位体層序はMartinson et al．，１９８７による）
MT：南関東における海成段丘の代表的名称（町田・他，１９７４）．
H，沖積面；M，三崎面；O，小原台面；S，下末吉面；Tau，多摩 au 面；Ta，多摩 a面；Tb，多摩 b面（早田面など）；Tc，
多摩 c面； Tdu，多摩 du 面；Te，多摩 e面（港南面，地蔵堂層堆積面など）

Fig．９． Chronology and distribution of hornblende bearing tephras since３００ka in South Kanto．
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比する上で重要な指標である．なお多摩川以東の武蔵野段
丘の一部はこの段丘に対比される．
このほかの古い角閃石含有テフラについては，露出地域

が限られるため，現状では等厚線図を描くことはできない
し，分布の主軸もわかっていない．しかし表１に示したよ
うに，大磯丘陵でのこれらのテフラの粒度は富士山起源の
F-YP や富士宝永テフラHoP のそれと同程度かやや大きい
ので，富士・愛鷹地域周辺から飛来した可能性がつよい．
これらは大磯丘陵の夥しいテフラ層の主体をなす箱根火山
の軽石よりも一般に細粒であるので，給源は箱根火山より
遠方にあるとみられる．なお箱根火山起源で角閃石含有の
噴出物はこれまでに知られていない．一方，富士山の西の
静岡・浜松地域には同位体ステージ７の地層に角閃石含有
テフラが２－３層知られている（町田・新井，２００３）．それ
らと大磯丘陵のテフラとの対比はまだ確定的ではない．こ
こで注目する大磯丘陵の角閃石含有テフラは，珪長質の軽
石を主とするがスコリア層もあるし，角閃石の含有量は斜
方輝石のそれより少ないものも多い．かつて町田・他
（１９７４）は，愛鷹山麓に近い三島付近で３層の角閃石を含
有する降下テフラが箱根火山起源の古期の火砕流堆積物の
上位にあることを報告し，その給源は愛鷹火山ではないか
と考えた．このため大磯丘陵に分布する角閃石含有テフラ
の一部（KlP４など）は愛鷹火山の噴出物かと考えられた
（新井・他，１９７１）．ただし愛鷹火山噴出物には，角閃石を
含有するものはごく一部で，主としてカンラン石，輝石類
を主な斑晶とする玄武岩－安山岩が多い．
以上のように，大磯丘陵と周辺地域で見い出される角閃

石含有テフラの給源問題は未解決であるが，給源火山の候
補として，愛鷹火山のほか上記の先小御岳火山が加わる可
能性は少なくないといえよう．今後，これらのテフラと掘
削された角閃石含有噴出物との異同，対比の問題を研究す
る必要が生じたことになる．
もしこれら角閃石含有テフラの大部分が富士山地域の火

山に起源するとなると，古富士，小御岳，先小御岳の活動

期について，次のような編年案と課題が浮上する．
（４）更新世火山活動編年の再検討
小御岳と富士（古期，新期）の活動はかなり連続的で，

その活動はおよそ F-YP（約８０ka）以後開始した可能性が
ある．しかしこれは小御岳とその後の富士が角閃石含有テ
フラを噴出しなかったという仮定に立った推論である．吉
本・他（２００４）の掘削柱状図の記載によれば，角閃石含有
の堆積物が小御岳噴出物と推定されたものの中にある
（ERI-FJ‐３コア）ことを考慮すると，小御岳火山も僅かな
がら角閃石含有火山岩を噴出した可能性がある．同じ掘削
コアでは小御岳噴出物と先小御岳噴出物の境を厚い土壌層
においている．ここに長い時間間隙があった可能性がある．
大磯丘陵～相模野ではOn-Pm１より下位（およそ１００～１２０
ka）で富士山系のスコリアは箱根火山の厚い軽石層に置き
換わって姿を消し，またステージ５．５には厚い古土壌が形
成されたことがわかっている（下末吉古土壌，町田，１９７１）．
小御岳火山以降の活動に休止期があったかどうか，また

その年代を知るには，掘削コア中にOn-Pm１や Hk-TP な
どの箱根のテフラ，SI，Aso‐４などを認定することが必要
であろう．
なお大磯丘陵など南関東の富士火山系のテフラ（立川ロ

ームや上部武蔵野ローム）では，カンラン石の含有量が上
部に多く下部に少ないことが知られている（関東ローム研
究グループ，１９６５）．このことが示す火山発達史上の意味も
検討することが望まれる．
ところで南関東の角閃石含有テフラが先小御岳火山の噴

出物の一部に対比されるなら，その主活動期は２４０ka 以
後ということになる．なお南関東諸地域では，約５００ka
以前の地層に（箱根火山系のテフラの下位，中期更新世～
前期更新世）に，粗粒で厚いテフラ層が多数挟まれている．
富士・箱根・愛鷹・伊豆地域は古くから火山活動が盛んで
あったことは明らかである．

図１０ 富士吉岡テフラ（F-YP）の等厚線図．
このほかに後期更新世の箱根および
木曾御嶽などのテフラも描かれてい
る 町田・新井（１９９２）．

Fig．１０． Isopach map of Fuji-Yoshioka tephra
（F-YP）and other tepluas of Hakone and On-
take origin
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結び
本稿は富士山の形成史に関する既往の研究と最近の研究

成果の一部を紹介するとともに，筆者が関心をもってきた
テフロクロノロジーに焦点を当て，今後の課題を展望した．
富士山地質研究の基礎を与えた津屋の古典的研究に対し
て，富士山から抜け出し遠方に飛散したテフラによる研究
は，１）時間分解能が高いこと，２）ほぼ連続的な時間に沿っ
て噴火史を組み立てることを可能にすること，３）火山形成
史を，ほかの火山由来で噴出年代の明らかなテフラや人類
遺物，海成や河成の地形・地層などとの関係から考察でき
ること，などの特色をもっている．その結果は，富士山の
山体を構成する溶岩や山麓の泥流堆積物による研究から導
かれた火山形成史とはかなり異なった形成史が得られてい
るといえよう．とくに最近行われた山腹での深層試錐の結
果に基づき，新しい富士山形成史を構築する上に，南関東
の中・後期更新世テフラ層序を検討することは大いに意義
のあることと思われる．
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富士山の基盤の地質と地史

松田時彦＊

Geology and geohistory of the Tertiary basement of Mt．Fuji

Tokihiko MATSUDA＊

The geology of the basement of Mt．Fuji，central Japan，is inferred from the geology of the surrounding Misaka，
Tenshu and Tanzawa mountains．These mountains consist largely of rocks of the Middle Miocene Nishiyatsushiro and
Tanzawa groups and the Late Miocene to Pliocene Fujikawa Group，both of which were deposited primarily in
the deep sea environment．They contain volcanic rocks from the Izu-Bohnin arc which has been active since the early
Miocene up to the Present．The sea retreated from the area soon after the deposition of the Pliocene．
In the northwestern part of Mt．Fuji，there were submarine depositional channels connecting Tenshu Mts and the

eastern part of the Misaka Mts（the Tenshu-Mitsutoge Channel of the Lake Miocene and the Hamaishidake-
Katsuragawa Channel of the Pliocene）．A negative Bouguer anomaly zone along the northwestern foot of Mt．Fuji sug-
gests that sediment-filled channel zones exist there．
The southeastern part of the foot of Mt．Fuji，including the area of its summit，is probably underlain by the Tan-

zawa Group and quartz diorite bodies，as inferred from the adjacent Tanzawa Mts and from drilling data at the south-
ern slope of Mt．Fuji．
Beneath the southwestern foot of Mt．Fuji，the Pliocene Hamaishidake-Katsuragawa channel deposits and the Pleis-

tocene Kanbara Conglomerate are present，and they may extend eastward to the Ashigara area．
The Fujikawa-kako fault zone southwest of Mt．Fuji and the Kannawa fault on the south of Tanzawa Mts are

thought to not be connected directly with each other，but to be in en echelon arrangement．The Misaka and the Kat-
suragawa faults north of Mt．Fuji do not extend to the Tenshu Mts．Thus，Mt．Fuji seems to be constructed on an area
where no remarkable faults are present in the basement

１． 富士火山の基盤－あらまし
１‐１ 富士山の基盤とその位置
富士山の東側に丹沢山地，北側に御坂山地，西側に天守

山地があって，それらが富士の広い裾野を縁取っている．
その山々を構成している地層は，中新世－鮮新世の海に堆
積した地層と海底噴出の火山岩類である．それ以後この地
域が広く海に被われたことはない．したがって，富士火山
が噴出する前の新第三紀末には富士山の基盤地域は陸地に
なっていて，そこに中新世，一部鮮新世の海成層が広く露
出していたと思われる．
富士火山を囲むこれらの山地は，甲府盆地－巨摩山地，

富士川谷などとともに，地質学的には南部フォッサマグナ
と呼ばれている地域にある．富士山はその中央に広い面積
を占めてそびえている．
この南部フォッサマグナ地域はその北側（関東山地）と

西側（赤石山地）で四万十帯の堆積岩（古第三紀－白亜紀）
に接している．関東山地との間には藤野木－愛川構造線が，

赤石山地との間には糸魚川－静岡構造線がある．
この地帯の太平洋側には南海トラフ－駿河トラフが伊豆

半島に近づくと北へ湾曲して入り込んでいる．この南部フ
ォッサマグナを満たす地層は主に新第三紀の地層であっ
て，それより古い地層は露出していない．このように南部
フォッサマグナ地域は西南日本外帯（四万十帯）のさらに
外側（太平洋側）に位置している新生代後期の堆積地帯で
ある．
しかし，一方ではこの南部フォッサマグナ地域は，中新

世の初期から東日本島弧系の火山活動の場であった．その
火山活動は第四紀まで引き続き，富士火山を載せてさらに
南へ伊豆半島を経て伊豆・小笠原弧の島々に続く．このよ
うに富士火山の基盤地域は，西南日本弧の外帯の上に東北
日本－伊豆・小笠原弧の火山帯が重なっている地域であ
る．
以下，富士火山を囲む御坂山地・天守山地および丹沢山

地の地質を述べて，富士火山のよって立つその基盤の地質
を考えてみる．
なお，富士火山の火山斜面と山麓の高原の地域は広く富

士山（先富士火山群を含む）の火山噴出物に被われていて，
富士火山形成前の古い岩石の露出はない．このような富士
火山の噴出物に被われていて基盤の見えない範囲を，以下
では「富士山の基盤地域」とよぶ．

＊〒１０１‐００６４東京都千代田区猿楽町１‐５‐１８
千代田ビル５階
（財）地震予知総合研究振興会
Association for the Development of Earthquake Prediction
１‐５‐１８Sarugakucho，Chiyoda-ku，Tokyo１０１‐００６４，Japan

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．４５-５７
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図１ 富士山周辺の鳥瞰図（寺平 宏氏作成）．

図２ 富士山周辺の等高線地形図（竹内 章氏作成図に一部加筆）．

２． 富士を囲む山々の地質
２‐１ 概説
富士山の広い裾野は北－西側を御坂山地

－天守山地に囲まれ，東側では丹沢山地の
西端を被っている．富士山頂から眺めると
御坂山地と天守山地は，本栖湖付近で連な
って一つの北西に張り出した弧状山脈をな
している（図１）．御坂山地の東端には北
東に延びる西桂の谷が入り込んで以東の丹
沢山地を隔てている．丹沢山地の南側には
箱根火山，その西には愛鷹火山があり伊豆
半島に続く（図２）．
富士を囲む天守・御坂・丹沢の各山地は

厚さ１万mを越える新第三紀の厚層から
なっている．その地層は下部を占める主に
中新世中期の地層群と，上部を占める主に
中新世後期－鮮新世の地層群とに２大別さ
れる．
下部の層群は御坂山地の西八代層群や丹

沢山地の丹沢層群であり，上部の層群は天
守山地の富士川層群や丹沢山地北側の西桂
層群などである．図３はそれら地質の概略
の分布図であり，図４は富士周辺地域の主
な地層とその層序的位置・年代を示したも
のである．
下部の西八代層群と丹沢層群は本来同じ

時代のひと続きの地層群であり南部フォッ
サマグナ地域の全域に広く分布している．
それらが隆起して広く露出した部分が現在
の御坂山地と丹沢山地である．これに対し
て上部の富士川層群と西桂層群は富士川沿
いの低地（富士川谷）や桂川（相模川）の
谷沿いに主に分布している．天守山地の地
質は御坂山地と異なり大部分富士川層群で
ある．
地層の性質も下部層群と上部層群では顕

著に異なっている．火山岩類を別にすると
下部層群の堆積物は主に細粒の深海性の泥
岩である．これに対して，上部層群は主に
厚い礫岩と砂岩（主にタービダイト）であ
り関東山地などの当時の陸地（本州）に由
来した砕屑物を多く含む．火山岩の性質も
異なっている．下部層群の火山岩は主に玄
武岩と石英安山岩であり，上部層群は主に
カルクアルカリ質の安山岩である．
このように下部層群と上部層群の性質の

差異は顕著であり，そのころ（中新世中期
の終り頃，およそ１２Maごろ）に南部フ
ォッサマグナ地域の環境に大きな変化があ
ったことがわかる．海はその後もこの地域
にあったが第四紀になると沿岸部（足柄地

松田時彦
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域・蒲原地域）を除いてほぼ全域から海は去
り地域全体が隆起・陸化し，逆断層を伴う著
しい地層の変形が進行した．この第四紀にお
ける顕著な地層変形と隆起は，伊豆・小笠原
弧の北端部（伊豆半島）が本州と衝突あるい
は突入しているためであるとして説明されて
いる（Matsuda，１９７８；松田，１９８４a，b）
以下に，主な山地ごとに地層・構造および

地史を紹介する．
２‐２ 御坂山地
御坂山地は富士の裾野の北側にある東西に

長い山地である．南麓には河口湖，西湖，精
進湖，本栖湖があり，北麓は甲府盆地に下る．
山地の東部に三ツ峠山があり，その西に御坂
山，節刀ヶ岳・三方分山など１２００－１７００m
級の峯や尾根が本栖湖付近まで続く．以西で
富士川に向かって低くなるが，本栖湖の南西
方では高度を増して南北方向の天守山地に連
続する．
御坂山地は主に西八代層群の泥岩や火山岩

とそれらに貫入した石英閃緑岩類からなる．
山地の東端部，河口湖－三ツ峠山地域および
足和田山には富士川層群に相当する地層があ
り御坂山地の一部を構成している（河口湖累
層）．またその南東に接して西桂層群（富士
川層群上部に相当）が分布する．
御坂山地の変質した火山岩類などはかつて

御坂層と呼ばれていた（鈴木，１８８８）．その後
図４ 富士山周辺の主な地層とその年代の表．

G：層群，SG：亜層群

図３ 富士周辺山地の地質分布図． TAL：藤野木－愛川構造線 ISTL：糸魚川－静岡構造線
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それらと西八代地域の西八代層群（松田・水野，１９５５）と
の層序関係が明らかになり（片田，１９５６；水野・片田，
１９５８），現在では御坂山地の御坂層もそれに含めて西八代
層群とよばれることが多い．
（西八代層群）西八代層群は中新世中期の泥岩と火山岩
類を主とする厚い海成層である．その下底は露出していな
い．火山岩類には主に玄武岩の溶岩と石英安山岩質の軽石
質凝灰岩が多い（芦川累層など）．玄武岩溶岩には枕状溶
岩がしばしば発達して（高萩玄武岩など）精進湖付近や芦
川沿いの高萩付近の山腹斜面や沢底によく露出している
（島津・他，１９７６；天野・他，１９９５）．軽石質凝灰岩は泥岩と
互層し，水中噴火の火砕流堆積物（Fiske and Matsuda，１９６４）
もある．それらの噴出物を供給したと考えられる粗粒玄武
岩の岩脈や石英ひん岩（片田，１９５６）が泥岩や玄武岩をし
ばしば貫いている．
この層群からは Lepidocyclina などの大型有孔虫のほか，

泥岩からは有孔虫・放散虫・石灰質ナンノ化石を産する
（尾田・他，１９８７；Akimoto，１９９１；青池，１９９９）．浮遊性有孔
虫はN．８－N．９からN．１３の，石灰質ナンノ化石はCN４，
CN４‐５，CN５aの化石帯を示し西八代層群の上限の年代は
１１．９Maと考えられる（青池，１９９９）．最下位の古関川累層
と勝坂泥岩最下部の時代は１７．１－１４．９Ma程度であり，西
八代層群の最下部が１５Maより古い可能性を示している．
（河口湖累層）河口湖累層（真野・他，１９７７）は河口湖北
東岸から母の白滝付近－三ツ峠山に分布する火山岩礫をふ
くむ礫質の地層である．三ツ峠礫岩と白滝火山礫凝灰岩と
に分けられている．これらの地層は多くの雑多な火山岩礫
を含み，岩相的には富士川層群のしもべ累層の特徴をもち，
それに対比される（松田，１９７１，１９７２）．足和田山の礫質の
地層（足和田礫岩層，水野・片田，１９５８）も同様の特徴を
持ち，その続きである．
（西桂層群）西桂層群（福田・篠木，１９５２；真野・他，１９７７）
は下部の古屋砂岩層と上位の桂川礫岩層などからなる．古
屋砂岩層は下位の丹沢層群（都留層群，丹沢団体研究グル
ープ，１９７３）を顕著な不整合層で被っている．この層群の
分布の北西縁は桂川断層で限られ河口湖累層に接してい
る．古屋砂岩層からCN９化石帯（ほぼ８．５－５．６Ma）の
ナンノ化石を産し（青池，１９９９），その東方に分布する島田
泥岩（CN９，岡田，１９８７）と同様中新世後期である．
（芦川石英閃緑岩体）御坂山地の北東部に西八代層群の
玄武岩類を貫いて広く石英閃緑岩体（芦川岩体）が露出し
ている．南縁は藤野木－愛川構造線に限られているが，北
方では甲府盆地周辺で四万十帯を貫いている（徳和岩体）．
その貫入時代は１２Maごろ（黒雲母，K－Ar 年代，Sato，
１９９１）あるいは１１．３±０．４Ma（角閃石，Saito et al．，１９９７）
とされている．
２‐３ 天守山地
天守山地は富士のすそ野と富士川谷との間に立つ南北に

長い山地である．天守山地という名称は原田（１８８８）によ
るが，天子山地と呼ばれることも多い．この山地は北端で
御坂山地に続くが，ほぼ本栖湖以南を天守山地とする．山

地の北部に最高峰の毛無山（標高１９４５．５m）があり，そ
れ以南に天子ヶ岳や思親山のある稜線が富士川下流部の芝
川付近まで続く．山地東側の斜面はその下部を富士火山の
噴出物に埋められているが，山地の西側斜面は急勾配で富
士川谷へ下る．
この山地は当初（鈴木，１８８７，１８８８）全域が御坂層として

塗色されていたが，その後，東京大学，静岡大学，東北大
学などにおいて進級論文・卒業論文などとして部分的な範
囲の調査が断続的に行われた（Kudo，１９４８MS；加藤，
１９５５；工藤，１９５９など）．１９６０年代になって富士川谷の層序
が明らかになりこの山地はその北部（西八代層群）を除く
と大部分富士川層群中・下部（しもべ累層と身延累層）か
らなることが明らかになった（松田，１９６１）．また，山地内
の佐野川沿いの斑れい岩や石英閃緑岩体周辺地域の地質調
査が行われた（Yajima，１９７０；矢島・加藤，１９８０）．１９７０年
代以後，富士川団体研究グループ（１９７６），Soh（１９８６），
天野・伊藤（１９９０），松田（未発表）などで野外調査が行
われたが，この山地全域の５万分の１程度の詳細な地質
図は未刊のままであり，御坂山地・丹沢山地に比べて地質
調査が遅れている．
山地北部の毛無山－湯之奥付近以北の山地は富士川谷か

ら１５００m以上の高度差を持ち西八代層群の最下部（古関
川累層）まで露出する最大の隆起部であり，全山が火山岩
類などで構成されている．それ以南の天守山地主部は，褶
曲しながら繰り返し露出する富士川層群しもべ累層と身延
累層で占められている．両累層とも北東方（関東山地）に
由来する礫を多量に含む主にタービダイト性の砂泥礫互層
である．その中の厚い粗粒の礫岩層（丸滝礫岩層）がこの
南北性の山地の中央部（身延－猪之頭間）をほぼ東西に横
断して分布している．それは当時の海底チャネルの充填物
である（松田，１９５８，１９８４a；徐，１９８５；Soh，１９８６）．これら
の富士川層群中・下部層の時代は富士川沿岸での微化石調
査（尾田・他，１９８７；Amano，１９９１など）から有孔虫化石
帯N．１４－N．１７，すなわちほぼ１１．８－５．５Maと考えられ
る．なお，西桂地域の桂川礫岩はN．１９化石帯を含み丸滝
礫岩よりも時代が新しい．
これらの地層には安山岩・閃緑岩・斑れい岩などの小岩

体が岩脈状に頻繁にほぼ南北に迸入している．山地南端部，
稲子－芝川地域には浜石岳礫岩（富士川層群上部，N．１８
－N．２１化石帯，およそ５．６－２．０Ma）が分布し，東縁は
富士の噴出物に被われている．
富士川層群はこの山地の北部では西八代層群とともに北

東ないし東北東の軸を持って褶曲しているが（和平向斜，
しもべ向斜など，松田，１９５８など），佐野川流域など山地
南部では褶曲は北東－南西方向（内船背斜など，富士川団
研グループ，１９７６）ないし南北となる．両方向の構造は傾
斜不整合で接している所（富士川谷北端部）もあるが南の
天守山地では褶曲軸は北東－南西から南北になり両方向の
構造は天守山地では地域的に漸移するように見える（図
６，図７）．
２‐４ 丹沢山地
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丹沢山地は北側を桂川の谷に，南側を酒匂川の谷にはさ
まれた東西にやや長い山地である．山地の西部はその山地
高度を保ったまま富士の噴出物に被われる．
山地の地質構造は丹沢層群がつくるほぼ東西の軸を持っ

た大きな背斜構造であり，その南翼は地層が大規模に逆転
している（図５）．背斜の軸部には石英閃緑岩体が迸入し
ている．丹沢山・蛭ヶ岳・大室山・御正体山などのある丹
沢山地の主稜線は大部分この石英閃緑岩周辺の変質・硬化
した丹沢層群からなる．このように丹沢山地はその内部構
造と山地地形とがほぼ調和した構造性の山地である．
丹沢層群（Mikami，１９６１）は山地中央部南寄りに露出す

る石英閃緑岩体（滝田，１９７４）をその最下部層（塔ヶ岳亜
層群）が囲みその外側に上位の大山亜層群が重なる．山地
の北縁にはその上に煤ヶ谷亜層群がのる（島津・他，１９７１；
杉山，１９７６；丹沢団体研究グループ，１９７３；太田・他，
１９８６）．さらに，その上にほぼ桂川にそって西桂層群（本
間，１９７６）が分布する．丹沢山地の南部は背斜構造の南翼
にあたるが，丹沢層群は北傾斜（逆転）していてその一部
は角閃岩相までの変成作用を受けて結晶片岩となっている
（Seki et al．，１９６９；丹沢団体研究グループ，１９７５，１９７６；松
田，１９８６，１９９１）．また，その一部は石英閃緑岩によってホ
ルンフェルス化しているので，結晶片岩の形成は石英閃緑
岩の迸入以前（７Ma以前）であり，丹沢層群堆積以後の
この地域の強い沈降を示唆している．
丹沢層群は主に玄武岩質の火砕岩・溶岩から成る．凝灰

岩にはタービダイトの構造が認められ，時に浅海性の有孔
虫や珊瑚を含む石灰岩をはさむが，概して深い海底の堆積
物である．丹沢層群の堆積時代は石灰質ナンノ化石を調べ
た青池（１９９９）によると塔ヶ岳亜層群が１７－１６Ma，大山
亜層群が１６－１３Maである．石英閃緑岩の迸入時期は７
Ma（Saito et al．，１９９１）ごろである．
丹沢山地の南縁に神縄断層（松島・今永，１９６８；町田・

他，１９７５）があり，丹沢層群が足柄層群に接している．足
柄層群（Ito，１９８５；天野・他，１９８６；足柄団体研究グルー
プ，１９８６a，b；Soh，et al．，１９９８；Imanaga，１９９９）は，主
に礫岩と砂岩泥岩互層からなる更新世前期の海成層であ

り，丹沢山地由来の粗粒の火山岩礫や変成岩礫・石英閃緑
岩礫を多量に含み，丹沢山地の隆起を反映した堆積物であ
る．この足柄層群は鮮新世－更新世に丹沢山地の南側で沈
み込んでいたフィリピン海プレート上のトラフ充填堆積物
と考えられている．そのトラフは０．７Maごろ以後には埋
積され，現在強く変形し北縁で神縄断層に切断されている．
神縄断層はその東南で国府津－松田断層，さらに相模トラ
フ底のプレート境界断層帯に続くと見られている．

３． 富士周辺の古地理・地史
３‐１ 層序と時代区分
富士火山の基盤地域を含む南部フォッサマグナ地域の土

台は中新世前期から鮮新世に及ぶ海成層である．下部を占
める西八代層群・丹沢層群の堆積した時代はおよそ１７－
１１．８Ma（主に中新世中期），上部の富士川層群の堆積時
代はおよそ１１．８－２Ma（主に中新世後期－鮮新世）であ
る．それらの堆積した時代は図４に見るような５つの時期
に分けられる．すなわち，西八代時代は古関川期（中新世
中期の初期，有孔虫化石帯N．９かそれ以前，ほぼ１４．５Ma
以前）と常葉期（中新世中期，N．１０－N．１３，ほぼ１４．８－
１１．８Ma）に，富士川層群の時代はしもべ期（中新世後期
の前半，N．１４－N．１６，ほぼ１１．８－９Ma），身延期（中新
世後期の後半，N．１７，ほぼ９－５．５Ma）および曙期（鮮
新世，N．１８－N．２１，ほぼ５．５－２Ma）に分けられる．
各時期の地層とその年代的位置を図４に示す．この表は，

主に尾田・他（１９８７），岡田（１９８７），Ibaraki（１９８９），金
栗・天野（１９９５）・青池（１９９９）などによって示された微
化石年代によっているが，一部を筆者の野外観察によって
補ったものである．この層序表は松田（１９８９）の層序表と
ほぼ同じであるが，この表では古生物学資料によってしも
べ期の上限をほぼ９Ma，身延期の上限（＝曙期の始まり）
をほぼ５．５Maとした．
なお，以下では曙期の代わりに同義の浜石岳期を用いる

ことがある．曙累層に対比される浜石岳累層が富士の基盤
地域に直接して分布しているからである．また，丹沢山地
南側の主に更新世前期の足柄層群（長谷川・他，１９８６；

図５ 丹沢山地の南北断面概念図（松田，２０００）．
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Huchon and Kitazato，１９８４）の時代を足柄期として図４に
加えてある．
富士山周辺地域の古地理図はこれまでにいくつか作られ

ている（松田，１９７１；松田，１９７２；フォッサマグナ地質研究
会，１９９１；北 里，１９８７；Kitazato，１９９７；Akimoto，１９９１；Aki-
moto et al．，２００２など）．
３‐２ 西八代時代（中新世中期）
富士山の基盤地域を含む南部フォッサマグナ全域は西八

代時代には広い深い外洋性の海域であった．海域は北部フ
ォッサマグナの海につながっていて常葉期後期には Glo-

borotalia rikuchuensis（尾田・他，１９８７）や Chlamys kaneharai

（鎮西・松島，１９８７）を産し寒水系の影響下にあった．
御坂山地や丹沢山地での活発なバイモーダルの火山活動

は伊豆弧の背弧での拡大性リフトに伴うものと考えられて
いる（高木・他，１９９３；青池，１９９９）．
この時代の堆積物にはサンゴや大型有孔虫を含む浅海堆

積物が稀に含まれているので，火山体の一部は一時海上に
現れたこともあったと思われるが，概して地層は深海での
堆積物である．水深は大部分の海域で２０００mかそれ以上，
糸魚川－静岡構造線に近い西部地域ではおよそ４０００mと
推定されている（Akimoto，１９９１）．本州に由来する粗粒の
砕屑物はこの時代にはほとんど知られていない．
この時代の地層の厚さは数千mもあり，全域が厚い海

成層の堆積をもたらすような沈降域であった（御坂山地，
丹沢山地などの隆起地域の出現は後のことである）．
この時代には現在の赤石山地－関東山地の前面（太平洋

側）に伊豆弧を載せた海のプレートの沈みこみ境界があっ
た（松田，１９８９）．
３‐３ 富士川時代前期（しもべ期＋身延期：中新世後期）
富士川時代の前期はしもべ累層と身延累層が堆積した時

代である．御坂山地の南東縁にある足和田山礫岩（水野・
片田，１９５８）や河口湖累層（真野・他，１９７７；小松，１９８４）も
岩相の類似からしもべ期の堆積物であると考える（松
田，１９７２）．丹沢山地周辺ではこの時代の確かな地層は知ら
れていない．愛川層群は青池（１９９９）によるとCN９化
石帯（８．６－５．６Ma）に属する．
この時期になると天守地域でも御坂地域周辺でも地層の

中に関東山地起源の砕屑物があらわれる．しもべ累層や河
口湖累層（特に白滝火山角礫岩層）には各種の火山岩の砂
粒や礫がふくまれていて関東山地だけではなく御坂地域の
一部も浸食されるようになったと推定されている（松田，
１９５８，１９８４a；Soh，１９８６）．
また，この時期の地層は御坂山地－富士川谷北部でほぼ

東西の軸を持って褶曲しているが，地層の厚さは向斜部で
厚く背斜部で薄いという特徴をもち（松田，１９５８），東西性
の褶曲作用が進行していた．
図６にこの時期の堆積物の露出域と海陸境界線を示す．

海域は御坂地域の一部を除いてそれ以南の広い範囲に広が
っていた．その海の天守地域と御坂地域東南縁との間（現
在の河口湖－本栖湖南の富士のすそ野北西部）には，三ツ
峠－足和田山付近から天守地域にいたる海底チャネルがあ

って関東山地起源の礫が大量にしもべ期・身延期を通じて
天守－富士川地域へ運ばれた．このチャネルの充填堆積物
は顕著に厚くそれが重力の負異常（後述）としてあらわれ
ていると考えられる．この天守地域と三ツ峠地域を結ぶし
もべ期－身延期の海底の堆積地を天守－三ッ峠チャネルと
呼ぶ．
身延累層中部の丸滝礫岩は天守地域中部で特に粗粒で厚

く，このチャネルを充填している代表的な堆積物である（松
田，１９６１；Soh，１９８６；天野・伊藤，１９９０）．この粗粒礫層は
天守山地の南部－南西方では厚い砂岩泥岩互層ないし泥岩
層の万沢累層（松田，１９６１；秋元・他，１９９０）となる．
この海域のさらに南東方には丹沢地域南縁から駿河湾へ

延びる足柄トラフがあった．そのトラフでの伊豆弧の沈み
込みにともなって丹沢層群の一部が深所へ引きこまれ結晶
片岩化した．その後石英閃緑岩の迸入（７Maごろ）によ
って丹沢地域は隆起に転じたと思われる．
しもべ期の堆積物は現在御坂山地ではその東端部（足和

田－三ッ峠地域）に露出しているが，身延期の確かな堆積
物は西桂地域では古屋砂岩以外には知られていない．古屋
砂岩の基底には丹沢層群（都留層群）を被って顕著な不整
合（福田・篠木，１９５２；真野・他，１９７７）がある．古屋砂岩
自体に砂鉄層や海緑石砂岩もある．これらのことから身延
期には西桂地域は相対的な隆起傾向にあり浸食ないし地層
がほとんど堆積しない地域であったと思われる．しかし，
さらにその東方では深い海が入り込んで島田泥岩や寺家泥
岩が堆積していた．
西桂地域の丹沢層群が不整合で古屋砂岩に被われている

ことは，しもべ期から身延期にかけての時期（９Maごろ）
に丹沢地域の岩石がすでにこの地域にあった事を意味して
いる．このことは，丹沢地塊が関東山地や御坂山地に５Ma
ごろに衝突・付加したとする考え（天野，１９８６；青池，１９９９）
とは調和しない（松田，１９８９）．
３‐４ 富士川時代後期（曙期または浜石岳期，鮮新世）
富士川時代後期は富士川谷の曙累層（松田，１９５８）ある

いは浜石岳累層（杉山・下川，１９９０；柴，１９９１）の堆積時代
（５．５－２．０Ma）である．
曙累層は，模式地（中富地域）では下位から安山岩質の

烏森山火砕岩，貝化石を産する静川砂岩，粗粒の曙礫岩か
らなる．この累層の有孔虫化石帯はN．１５（尾田・他，１９８７）
あるいはN．１９（Ujiie and Muraki，１９７６）からN．２１（狩野・
他，１９８５，尾田・他，１９８７）におよぶ．ここでは本累層はN．１８
－N．２１に相当しほぼ全層が鮮新世層であると考える．な
お，尾田・他（１９８７）は曙累層の下限を後期中新世の初め
頃としているが，下位層との関係を考慮するとより新しい
と考えられる．
この曙累層は富士川谷北部まで分布し比較的浅海の貝化

石のほか外洋性の浮遊性有孔虫などを含むので，当時，富
士川谷は最奥部まで海流が駿河湾から入り込む外湾であっ
た．したがって，富士川谷の東側に立つ南北に長い天守山
地は富士川谷北部（現在の駿河湾沿岸から北方約４０km）
を内湾化するほどにはまだ陸地にはなっていなかった．
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図６ 富士川時代前期（しもべ期＋身延期，中新
世後期）の地層（黒色部）と海陸境界線（点の
帯：海域はほぼ御坂山地より南）．

図７ 富士川時代後期（浜石岳期，鮮新世）の地
層（黒色部）と海陸境界線（点の帯：海域はほ
ぼ御坂山地東端－富士川谷北端より南）．
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図８ 南部フォッサマグナ地域のブーゲー重力異常図（駒沢・
他，１９９７；密度：２．３ ／cm３）．地質の凡例は図３参照．

図９ 富士山を通る地形断面とブーゲー異常分布断面．断面線
の位置は図８の a－b－c． F：富士川層群の堆積物（推定）

浜石岳層群（累層）は礫岩・火山岩を主とする地層であ
るが，浜石岳山地を構成するほか，その西方の清見寺層群
（貫ヶ岳礫岩・高瀬互層・中河内累層）や川合野礫岩など
をも含めて用いられることが多い．これら諸層の層序関係
や時代についてはいくつかの異なる見解があるが（大
塚，１９４４；松田，１９６１；駿河湾団体研究グループ，１９８１；
柴・駿河湾団体研究グループ，１９８６；Ibaraki，１９８９；柴，
１９９１；金栗・天野，１９９５；Amano，１９９１），その微化石年代
はN．１７を示す場合があるが大部分N．１８－N．２１の範囲
（５．５－２Ma）にあるので，これらの地層は上記の曙期の
堆積物であると考える．

図７に浜石岳期（曙期）の古地理図を示
す．この時期の礫質堆積物は図に見るように
富士川谷の北部（曙礫岩）から南部（浜石岳
礫岩－川合野礫岩など）まで分布している．
いずれの礫岩にもかなりの量の花崗岩礫と火
山岩礫が含まれている．曙礫岩はその礫種や
古流向（松田，１９６１；高木・岡田，１９８７）から
北－西方（赤石山地・巨摩山地）から運び込
まれたものと推定されている．
富士川谷南部の礫岩（最も西に分布してい

る赤石山地に近い川合野礫岩も含めて）にも
同様に多くの花崗岩礫と火山岩礫が含まれて
いる（松田，１９６１；柴，１９９１；金栗・天野，
１９９５）．これらの礫は西方（赤石山地南部）か
ら由来したとは考えにくいので，北東方（御
坂山地や丹沢山地方面）から運ばれてきたも
のと考えられる．当時，西桂方面から富士山
の基盤地域を斜断して大量の礫を富士川谷に
運び込んだチャネル（浜石岳－桂川チャネル）
が存在していた．

西桂地域では西桂層群の桂川礫岩や落合礫岩が，浜石岳
期の堆積物にほぼ相当する．桂川礫岩層の礫は主に関東山
地起源のものであり（Ishida１９７０；本間，１９７６），古流向（Ito
and Masuda，１９８６）は南西－南南西方向である．落合礫岩
には丹沢層群の礫もはいっていて，丹沢地域の少なくとも
一部は陸地になっていたと思われる．青池（１９９９）は西桂
層群の堆積物を桂川断層－藤野木・愛川構造線にそって存
在したトラフ（桂川トラフ）の充填堆積物と考え，そのト
ラフでのプレートの沈み込みを考えている．
この浜石岳－桂川トラフの南東側には丹沢山地の西方延

長部があって，それが少なくとも富士山の山頂直下からそ
の南南西１０m余りの大淵試錐地点を経て駿河湾北岸近く
まで達していた．その南－東方には，伊豆地塊との間に足
柄トラフがあった．そこでは伊豆弧北端部の沈み込みが続
いていて，伊豆半島地域が北上しつつあった．
富士川谷では現在南北方向の褶曲や逆断層が多数発達し

ているが，その構造に浜石岳期の地層も参加して東へ向い
た覆瓦構造が形成されている．この地域は浜石岳期の末に
陸化したがそのころから第四紀の強い圧縮テクトニクスの
場となった．
富士川谷では曙礫岩がつくる南北性の曙向斜や川合野礫

岩がつくる和田島向斜ではその軸部で地層が厚く堆積して
いるので，この時期にはすでに富士川谷で南北性の構造形
成が始まっていた（松田，１９８４a）．
富士川谷ではこのような南北性褶曲の曙期の礫岩が西八

代層群と富士川層群下部とがつくる東西方向の構造を傾斜
不整合（手打沢の不整合）で被っている．大塚（１９５２，１９５５）
は上記の２方向の褶曲をそれぞれ中新世の「大井川褶曲」
と鮮新世以降の「瑞穂－フォッサマグナ褶曲」と呼んだ．
しかし，丹沢山地など南部フォッサマグナ地域の東部では
鮮新世以降でも東西方向の構造が作られているので，両方
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向の褶曲形成は南部フォッサマグナ地域全域に関していえ
ば時間的な前後関係ではなく伊豆地塊の本州への突入によ
る環伊豆地塊の湾曲構造形成の地域的な差異であると見る
ことができる（松田，１９８４b）．
３‐５ 第四紀前期（足柄期：更新世前期）
浜石岳期のあと，第四紀には富士山の基盤地域の周辺は

陸地となり，海成層を含む更新世前期の地層はわずかに富
士山の南西麓の蒲原礫岩（津屋，１９４０；Yamazaki，１９９２）と
丹沢山地南側の足柄層群があるだけである（別所礫岩も蒲
原礫岩に含める）．蒲原礫岩も足柄層群最上部も河口性の
堆積相を示しているので，その北側に広がる富士山の基盤
地域は丹沢地域を含めてほぼ全域陸地になっていた．蒲原
礫岩と足柄層群はその南側の海の縁辺部の堆積物であり両
者は愛鷹山の地下で連続していると考えられる（図１０参
照）．
蒲原礫岩は概して現在の富士川系の礫からなるが，柴・

他（１９９１）によるとその分布の北東端近くの，羽鮒丘陵北
部（天守山脈南東麓）に堆積した蒲原礫岩は，多くの火山
岩・凝灰岩礫からなり（７５％程度以上），深成岩・半深成
岩の礫や角閃岩相や緑色片相の結晶片岩の礫（いずれも
１０％程度，長径２０－３０cmの礫もある）も含まれている．
このことなどから，柴・他（１９９１）は富士火山の南西斜面
に隠れている「古丹沢山地」を想定し，富士山の基盤地域
の推定地下地質を図示している．

４． 富士山の基盤を推定する
４‐１ 富士山の基盤地域
丹沢山地の丹沢層群と石英閃緑岩体はその露出の西端部

（山中湖付近）で山地地形を維持したまま富士の噴出物に
被われているので，その続きが富士山の基盤地域の南部に
も分布していると思われる．このほか，丹沢山地南縁の足
柄層群や足柄層群とほぼ同時代の礫岩（富士宮西方の丘陵
地の蒲原礫岩，別所礫岩など）も富士火山などの堆積物に
被われている．
４‐２ 大淵村での試錐資料
富士山の基盤の地質を知る情報として，富士山南麓斜面，

大淵村，海抜約７００mの地表から下ろされた深さ約１０００
mの試錐資料がある．津屋（１９４０）によると，試錐地点
の地表から深さ６２０m以下（すなわち海抜約８０m以深）
の部分に，愛鷹山噴出物の下に厚さ約１０mの風化土を伴
った，御坂層に類似した変朽安山岩の厚層がある．津屋は
このことから，富士・愛鷹などの火山は「いずれも最初か
ら陸上火山として発育したものであって，駿河湾は少なく
とも洪積期の前半の中程には現在よりも著しく北方へ入り
込んでいなかったと考えられる」（p．４４４）としている．
４‐３ 重力異常の分布
富士山とその周辺の重力分布図（Satomura，１９８９；駒沢・

他，１９９７；山本・志知編，２００４など）によると，富士川河
口付近から富士山の西側地域に２つの顕著な負のブーゲー
異常帯が認められる（図８）．一つはほぼ富士川に沿って
北上し甲府盆地に至るいわば富士川谷負異常帯であり位置

的に富士川沿いの中新世－鮮新世の厚い地層の分布に対応
している．他の一つは富士宮市付近をへて富士の裾野の北
西部を通り三ッ峠－西桂地域に向かって伸びているいわば
富士北西麓負異常帯である．この負異常帯はさらに桂川の
谷沿いにのび丹沢山地の北縁付近を限っている．これらの
負異常帯は地形的に低い地帯であり地質的にも比較的若い
新第三紀層（主に富士川層群）の分布地帯である．
丹沢山地と箱根火山との間にも，重力の小さな地帯が見

られる．それはほぼ足柄層群の堆積帯に対応している．こ
の負の異常帯は南西では愛鷹山・駿河湾沿岸東部（沼津西
方）をへて駿河トラフへ，東方では足柄平野をへて相模ト
ラフへ伸びる．
図９は本栖湖付近から富士の山頂を経て丹沢山地に至る

測線にそう地形と重力異常の断面図を重ねたものである．
負異常帯は本栖湖の東南約５km付近のすそ野で負の最大
を示している．それより東南側では富士山頂を経て東方の
丹沢山地南部に向かって負異常を回復している．
この富士北西麓負異常帯は図６，図７に示されているよ

うに富士川層群の厚い堆積地帯に相当している。そしてそ
れはその堆積帯の厚さが富士山頂（南東方向）に向かって
減じていることを示唆している．図７ではその堆積物の分
布南限を富士山頂の北西２－３km付近直下とした．それ

図１０ 富士山の基盤地域の推定地質区分図．
ob：大淵試錐地点 F：累層 G：層群
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以東の富士山頂と富士の東斜面の地下では丹沢層群が直接
新期火山噴出物に被われているとみなせる．
４‐４ 富士周辺での断層とその延長部
富士周辺地域で知られている断層で，その延長部が富士

の噴出物のために隠されている断層（帯）には次の －
がある． 御坂山地東南縁断層帯（御坂断層と桂川断層），
富士川河口断層帯（富士川河口付近－天守山地南東縁に

分布する野下衝上断層，芝川断層，安居山断層，入山瀬断
層）， 神縄・国府津－松田断層帯（丹沢山地南縁）．

の御坂断層と桂川断層はいずれも河口湖付近で富士の
すそ野の下に没している．御坂断層（真野ほか，１９７７）は
西八代層群と富士川層群しもべ累層相当層（白滝火山角礫
岩層や三ッ峠礫岩）の境界をなしている．桂川断層は後者
と西桂層群（桂川礫岩）の境界の断層である．青池（１９９９）は
これらの断層を丹沢地域を載せた伊豆弧北端部の沈み込み
境界断層とみなしている．なお，Niitsuma and Akiba（１９８５），
天野（１９８６）は丹沢山地の本州への５Ma頃の衝突を想定
しているが，その衝突をもたらした御坂山地と丹沢山地間
の沈み込み断層についてはその位置や性質を述べていな
い．

の富士川河口断層帯は天守山地南部－蒲原丘陵東縁付
近の互いに雁行配置した断層からなる活断層帯である
（Yamazaki，１９９２）．とくに富士川河口付近を通る入山瀬断
層は南方で駿河トラフ底のプレート境界断層に続く位置に
ある．野下衝上（松田，１９６１）は富士川層群の中下部と上
部を境しており，芝川断層は富士川層群上部の分布の東縁
となっている．安居山断層は古富士の泥流堆積物などを切
断している．いずれの断層もその東側地盤（富士山側）を
低下させているがその北東端は富士の噴出物に被われて見
えなくなる．

の神縄断層は丹沢層群が南側の足柄層群の上にのし上
げているほぼ東西方向の逆断層である．その西端部で第四
紀層に被われて所在が不確かであるが，杉村（１９７２），中
村・島崎（１９８１），Imanaga（１９９９）はそれを駿河湾沿岸東
部あるいは西部を経て駿河トラフのプレート境界断層に続
けている．
上記の断層帯の相互の関係は次のように考えられる．
断層帯 と断層帯 ：断層帯 の御坂断層は西桂地域で

は西八代層群と富士川層群しもべ累層を境しているが，そ
の西南延長の天守山地では両層群は整合ないし不整合であ
って断層ではない．また，桂川断層は富士川層群の下部と
上部を境していて，その点で野下衝上に似ているが，野下
衝上は富士川西岸で富士川層群の分布地内で消失する．こ
のように，断層帯 と が富士のすそ野の下で合していて，
それがかつてのプレートの沈み込み境界断層であると考え
ることはできない．芝川断層・安居山断層・入山瀬断層な
どの活断層についても，それらに相当するような断層は御
坂山地東縁の断層帯 には見いだすことができない．
断層帯 と ：両断層帯は共に第四紀の地層を切断し中

新世の地層と接する活発な活断層帯であり，両断層の走向
を湾曲させて両者を連続させることのできる位置関係にあ

る．したがって，両断層帯を連続させて，伊豆地域の本州
側への沈み込み断層とみなすことができるかもしれない．
しかし，その場合には，この断層帯は前述した富士山南側
の高まり（潜在丹沢山地）を横切ることになるという困難
が伴うので，両断層帯が単純に連続しているとは思えない．
むしろ，両断層帯はその高まりをはさんで齟齬しており，
互いに雁行の位置関係にあると考えられる．
４‐５ 富士山の基盤地域の地質区分
富士山の基盤地質の推定には前述した地質資料のなかで

とくに次の諸点が役立つ．
１．丹沢山地は東西に長い山地地形のままその西部が，富
士の噴出物に被われている．したがって，少なくとも富士
の東北側斜面の地下には，第四紀富士火山群の噴出物の下
に直接丹沢層群と石英閃緑岩類が分布していると考えられ
る．
２．富士のすそ野の北西部，本栖湖－河口湖の南側地域は
中新世中期から鮮新世までの約１０００万年もの間，関東山
地から御坂山地東端－西桂地域をへて天守山地－富士川谷
へ大量の砕屑物を運びそして埋積した海底チャネルが存続
していた．そのチャネル充填堆積帯（富士川層群中・下部
層）の堆積の中心は鮮新世に多少南東へ移動したが，ブー
ゲー負異常の分布からみると，その堆積の最厚部は本栖湖
東南，５km付近にあり堆積帯の南東縁は富士山頂の数キロ
北西まで達していたと思われる．この堆積地帯は南では富
士の西側から富士川河口域を経て駿河湾まで達していた．
３．しかし，富士山の南麓，山頂の南南西約１４kmの富
士山の南麓（大淵試錐地点）では，富士川層群を欠いて愛
鷹火山の噴出物の下，ほぼ現在の海水面の高さ以下に直接
丹沢層群がある．
４．富士火山の南東側斜面には足柄層群が露出する丹沢山
地南縁から御殿場付近・愛鷹火山を経て駿河湾に至る負の
重力異常帯があり，第四紀の足柄トラフ堆積帯の位置を示
唆している．この足柄トラフの堆積帯は，駿河湾北岸（大
淵試錐地点よりも南方）を経て富士川河口域の蒲原礫岩の
堆積帯と合して駿河湾に入るようにみえる．
図１０は，以上の諸資料によって推理した富士山の基盤

地域の地質区分である．

５． まとめ
富士山の基盤地域を囲む御坂山地・天守山地・丹沢山地

の地質と生い立ちを紹介して，噴出物に被覆されている富
士山の基盤地域の地質を推定した．
富士山の基盤地域は大部分，中新世－鮮新世に堆積した

海成の堆積岩・海底噴出の火山岩類（丹沢層群・西八代層
群・富士川層群など）およびそれらに迸入した石英閃緑岩
類からなる（図３，図４）．当時の堆積域は概して海流の影
響下にある深海－半深海であった．鮮新世の末までにはほ
ぼ全域が陸化した．火山岩類は伊豆弧の火山弧（背弧）の
火山活動によるものでありその活動は現在に及んでいる．
富士のすそ野の北西部地下（河口湖－本栖湖の南側）に

は，御坂山地東端部（三ッ峠・西桂地域）から天守山地に

松田時彦
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いたる中新世後期－鮮新世の富士川層群の堆積帯（図６，
図７）があり現在その堆積物が厚く分布していると推定さ
れる．
富士のすそ野の東北部は丹沢山地の西の延長にあり丹沢

層群と石英閃緑岩の地域である．その埋没している山地は
富士山頂付近から急速に南へ低くなり駿河湾沿岸北部（大
淵試錐地点付近）ではその上面はほぼ現海水面付近にある．
富士山下の丹沢山地延長部の南東側には御殿場付近から

愛鷹山南麓にいたる被覆された足柄層群の第四紀堆積帯が
ある．この足柄帯のトラフ堆積物は西方で蒲原礫岩の堆積
帯につながり富士のすそ野の南縁を取り巻いていると思わ
れる．
富士山周辺の山地には御坂山地東南縁断層帯，富士川河

口断層帯，神縄・国府津－松田断層帯があるが，富士山の
噴出物に被われた基盤地域内には地域を横断するような顕
著な断層帯は認めがたい．
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富士山の基盤：丹沢山地の地質 －衝突付加した古海洋性島弧－

天野一男＊・松原典孝＊・田切美智雄＊

The Basement of Mt．Fuji : The Tanzawa Mountain
－Collided and Accreted Paleo-oceanic Island Arc－

Kazuo AMANO＊，Noritaka MATSUBARA＊ and Michio TAGIRI＊

The Tanzawa block is in the central part of the South Fossa Magna and constitutes the basement of Mt．Fuji．
The geology of the Tanzawa block has been actively studied from the dawn of the modern geological research history
of Japan．In the early days，most of the studies were carried based on the geosynclinal concept，however were based
on the plate tectonics paradigm after the early１９７０s．We proposed “multiple arc-arc collision tectonics hypothesis”
for the South Fossa Magna in１９８０s．Due to this hypothesis the Neogene of the South Fossa Magna is classi-
fied into two types．The first type is mainly composed of submarine lavas and volcaniclastics and the second type is
mainly composed of clastic sediments．The former is thought to be the collided and accreted fragments of the oceanic
island arc belonging to the paleo-Izu-Bonin arc and the latter to be the trough fill sediments before the collision．The
Tanzawa block is the largest collided fragment in the South Fossa Magna．We reconstructed the submarine volcanoes
in the back arc rift zone in the Tanzawa block based on the facies analysis of the lavas and volcaniclastics．The outline
of the Neogene geology of the Tanzawa block is described in this paper．
Key words: South Fossa Magna，Tanzawa，multiple arc-arc collision tectonics，back arc rift zone，submarine volcan-
iclastics

１． はじめに
丹沢山地および周辺地域は，南部フォッサマグナの中核

的な部分をしめており，富士山の基盤を構成している．こ
の地域の研究は，日本の地質学の黎明期にナウマンによっ
て開始されて以来，営々と進められてきた．その長い歴史
の中で，杉村（１９７２）がプレートテクトニクスの観点から
南部フォッサマグナの地質を見直したことをきっかけに，
研究の方向は大きく変わった．杉村（１９７２）はフィリピン
海プレートの本州弧下への沈み込みに伴って伊豆－小笠原
弧が本州弧に衝突したことを指摘し，フィリピン海プレー
トとユーラシアプレートとの境界が神縄断層であるとし
た．その後，島弧－島弧衝突説については様々な議論が展
開された（天野・他，１９８３；Niitsuma and Akiba，１９８５など）．
中でも，天野（１９８６）やAmano（１９９１）は，櫛形山地塊，
御坂地塊，丹沢地塊，伊豆地塊を全て衝突付加した地塊と
する，島弧－島弧多重衝突説を提唱した．一方，同じプレ
ートテクトニクスの立場から，島弧－島弧多重衝突説に対
する批判もなされた．松田（１９８９）にその批判の論点が整
理され記述されている．本小論はこれまでの筆者らの詳細
な野外調査にもとづいて，丹沢山地の地質を火山岩・火山
砕屑岩類の堆積相の観点からまとめたものである．

島弧－島弧多重衝突説（天野，１９８６；Amano，１９９１）に基
づいた南部フォッサマグナの地質の概略を図１に示す．南
部フォッサマグナに分布する地層は，富士山や箱根火山等
の第四紀火山の噴出物を除くと，主として２種類の地層群
からなっている．一つが伊豆地塊（図１のA），丹沢地塊
（図１のB），櫛形山地塊（図１のD），御坂地塊（図１の
C）を主として構成している水中溶岩・水中火山砕屑岩類
であり，他の一つが足柄地域や西桂地域に分布する礫岩・
砂岩を主体とした地層群である．前者はかつて古伊豆－小
笠原弧に所属していて，フィリピン海プレートの沈み込み
に伴ってユーラシアプレートないしは北アメリカプレート
に衝突付加した火山弧の断片であり，後者は沈み込むプレ
ートの前面に存在したトラフを充填した堆積物と考えられ
る．
島弧－島弧多重衝突説に従うと，丹沢地塊は，南部フォ

ッサマグナの中で最も大きな衝突地塊ということになる．
近年，丹沢山地の新第三系の地質は，衝突付加した海洋性
島弧の復元という観点から全面的に見直されている（青
池・他，１９９７；松原・天野，２００５など）．特に，松原・天野
（２００５）は，丹沢山地に分布する水中溶岩・水中火山砕屑
岩類の堆積相解析にもとづいて，背弧リフト内における火
山体の復元を行った．また，古伊豆－小笠原弧の背弧にお
けるリフティング開始から停止までの歴史を編むことにも
成功した．
本論文では，従来の丹沢地塊に関する研究を，堆積相解

析という観点から見直して紹介する．また，著者らの調査
に基づいて復元された古伊豆－小笠原弧の背弧リフトの発

＊〒３１０‐８５１２水戸市文京２‐１‐１
茨城大学理学部
Faculty of Science，Ibaraki University，Bunkyo ２ Chome
Mito３１０‐８５１２

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．５９-６８
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図１ 南部フォッサマグナの地質概略．

達史も紹介する．
本論文をまとめるにあたり，National Cooperative for

the Disposal of Radioactive Waste（Nagra），Switzerland の
アンドリュー・J・マーティン博士には英文要旨の校閲を
いただいた．ここに感謝します．

２． 南部フォッサマグナにおける島弧の多重衝突
図２に南部フォッサマグナにおける堆積史をまとめた．

多重衝突テクトニクス仮説を実証する研究は，当初，トラ
フ充填堆積物に焦点が絞られていた．トラフ充填堆積物は
砂岩や礫岩を主体とした砕屑岩類よりなり，既存の堆積相
解析を用いることにより解析が可能であったこと，化石が
産出するため年代の推定が可能であることなどが衝突テク
トニクス研究初期に注目された理由であった．トラフ充填
堆積物中には，火山弧の衝突とそれに続く浮揚性沈み込み
により後背地が隆起することを反映して，上方粗粒化のシ
ークエンスが認められることが報告され，地塊の衝突付加
を間接的にモニターするものとされた（Ito，１９８５a；天野・

他，１９８６；Soh，１９８６；金栗・天野，１９９５など）．主として礫
質タービダイトやデブライトからなる粗粒のトラフ充填堆
積物の堆積開始時期は，対応する地塊が衝突・付加した時
期を表すものとされた．この考えに従うと，櫛形山地塊は
１２Ma前後，御坂地塊は９Ma前後，丹沢地塊は５Ma前後，
伊豆地塊は１Ma前後に衝突したことになる（Amano，
１９９１）．
図３は，地塊の衝突とそれに関連したトラフ充填堆積物

の堆積に関するアイデアを南部フォッサマグナの北西－南
東断面で示したものである．各地塊の衝突・付加およびそ
れに引き続く地塊の浮揚性沈み込みに伴う後背地の隆起と
その後背地からの粗粒堆積物の供給の様子を表している．
この図において，御坂地塊については，櫛形山地塊と連続
して衝突付加するように表現されている．これは，御坂地
塊の衝突付加に直接的に対応するトラフ充填堆積物が現時
点では特定されていないためである．

３． 丹沢山地の地質
層序
［新第三系］
丹沢地塊の層序に関する総括的な研究は杉山（１９７６）が

代表的である．その後，丹沢層群や西桂層群・愛川層群に
ついて層序が見直されるとともに堆積相解析も行われ，新
たな知見が得られている（青池・他，１９９７；青池，１９９９な
ど）．しかし，丹沢地塊を構成する地層を全面的に再検討
し層序を組み立て直した研究はまだない．ここでは，杉山
（１９７６）の地層区分を基本とし，青池・他（１９９７）による
化石データを加味して，丹沢地域の層序の全体像を把握で
きるようにまとめた．

図２ 南部フォッサマグナ堆積史．K：櫛形山層群，FG：富士
川層群，NYG：西八代層群，NKG：西桂層群，OC：落合礫
岩，JM：寺家泥岩，TG：丹沢層群，AG：足柄層群．なお，
富士川層群最下部の時代については，衝突との関連で検討の
余地がある．

天野一男・松原典孝・田切美智雄
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図４に新しく編図した丹沢地塊の地質図を，図５に地域
区分図を，図６に地区毎の柱状図を示す．ここでは，個別
の地域に分布する個々の地層ごと記述は行わず，全地域の
対比に基づいて作成された地層区分に従う．それによれば，
丹沢地塊を構成する新第三系は T１～T７に区分される．T１
～T６は，水中火山体を構成していた水中火山砕屑岩類が
主体で，T７は主としてトラフ充填堆積物に相当する砕屑

岩類からなる．長者舎断層以西（図５の地域A，B，C）に
おいては，T１～T６は都留層群に相当する．長者舎断層以
東（図５の地域D）においては，T１～T５が早戸亜層群を
のぞいた丹沢層群に相当する．図５の E地域では，愛川
層群宮ヶ瀬層，舟沢層が T５，T６に相当する．なお，同層群
上部の中津峡層において T６と T７が共存する（青池・
他，１９９７）．本小論では著者らの現地での調査に基づいて従
来の岩相記載を堆積相に対応させた．
T１：最下部を構成する T１aは，デブライト・礫質タービダ
イトの堆積相を示す玄武岩質～安山岩質火山角礫岩を主体
とし，同質粗粒～細粒凝灰岩（砂質タービダイト）を伴う．
その上位の T１bは，T１aより細粒の安山岩～玄武岩質の砂
質タービダイト・礫質タービダイトからなり，一部にデイ
サイト質の水中火砕流堆積物や軽石質タービダイトを挟有
する．最上部を構成する T１cは，玄武岩質溶岩～粗粒火砕
岩（礫質タービダイトおよびデブライト）を主体とし，D
地域にのみ分布する．D地区西部およびA地区南部に分
布する本層は結晶片岩化している．
層厚はD地域東部で最も厚く２０００m以上となる．

T２：最下部の T２aは D地域にのみ分布し，デイサイト質水
中火砕流堆積物および軽石質タービダイトを主体とする．
T２bは堆積相が不明のデイサイト質凝灰岩からなる．T２cは
玄武岩質～安山岩質礫質タービダイト・砂質タービダイト
を主体とし，玄武岩～安山岩の塊状溶岩・枕状溶岩および
同質ハイアロクラスタイトを伴う．なお，D地域では下部
が結晶片岩化している．
層厚はA地区で最大１３００m，全域の平均層厚は１０００m

前後である．
T３：T３aは A地域に，T３bは A，B地域に分布する．前者
は玄武岩質～安山岩質デブライト・礫質タービダイトから
なり，後者はデイサイト質凝灰岩からなる．T３cは B地域
のみに分布し，安山岩質～玄武岩質ハイアロクラスタイト
を主体とし，同質のデブライト・礫質タービダイトを伴う．
T３dは A，B，C地域に分布し，玄武岩質～安山岩質デブ
ライトや礫質タービダイトからなり，一部にハイアロクラ
スタイトを伴う．T３eは地域 Dのみに分布し，安山岩～玄
武岩質の礫質タービダイトおよび砂質タービダイトを主体
としデブライトを挟有する．
層厚はA地区で最大３０００m以上と算定されるが，他地

区では１５００m前後である．
T４：T４aはデイサイト質水中火砕流堆積物よび軽石質ター
ビダイトからなり，A，B，C地域に分布する．T４bは主に
安山岩質～玄武岩質のデブライト・礫質タービダイトから
なり，安山岩溶岩，同質ハイアロクラスタイト，ぺぺライ
トを伴う．T４cも A，B，C地域にのみ分布する．安山岩質
～玄武岩質砂質タービダイト・礫質タービダイトからな
る．T４dは全域に分布し，玄武岩質～安山岩質砂質タービ
ダイト・礫質タービダイトからなるが，より東部に分布す
るものはより細粒となる傾向がある．
層厚はA・B地区で最も厚く，３５００m以上と算定され

る．D地区では２０００m前後である．

図３ 天野（１９８６），Amano（１９９１）による南部フォッサマグナ
多重衝突テクトニクス．なお，平（１９９０）は，同様の構造を
「はぎ取り・付加」という概念で，酒井（１９９２）は，島弧内
での「沈み込み付加」という概念を使って説明している．島
弧の衝突・付加の概念については，今後検討・整理する余地
がある．
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図４ 丹沢の地質図．都留層群については丹沢団体研究グループ（１９７３），島津ほか（１９７１a，b），相原（１９７５a，b）を，西桂層群に
関しては Ito and Masuda（１９８６）を，丹沢層群，愛川層群に関してはMikami（１９６１），青池ほか（１９９７）を，複合岩体については滝
田（１９７４）を，足柄層群については天野ほか（１９８６）を基に編図．
丹沢層群 T１a：玄武岩～安山岩質のデブライト，礫質タービダイト，T１b：安山岩～玄武岩質の砂質タービダイト，礫質タービダ
イト，T１c：玄武岩～安山岩質の礫質タービダイト，デブライト，玄武岩溶岩，T２a：石英安山岩質凝灰岩（火砕流堆積物・軽石質
タービダイト），T２b：石英安山岩質火山礫凝灰岩，T２c：玄武岩～安山岩質溶岩類，同質ハイアロクラスタイト，礫質タービダイト
および砂質タービダイトの互層，T３a：玄武岩～安山岩質のデブライト，礫質タービダイト，T３b：石英安山岩質凝灰岩（火砕流堆
積物・軽石質タービダイト），T３c：安山岩～玄武岩質ハイアロクラスタイトおよび同質のデブライト，礫質タービダイト，T３d：玄
武岩～安山岩質のデブライト，礫質タービダイト，T３e：安山岩～玄武岩質デブライト，礫質タービダイト，T４a：石英安山岩質凝
灰岩（火砕流堆積物・軽石質タービダイト），T４b：安山岩～玄武岩質のデブライト，礫質タービダイト，T４c：安山岩～玄武岩質の
砂質タービダイト，礫質タービダイト，T４d：玄武岩～安山岩質砂質タービダイト，礫質タービダイト，T５a：石英安山岩質凝灰岩
（火砕流堆積物・軽石質タービダイト），T５b：二重級化構造の顕著な火砕流堆積物，T５c：安山岩～玄武岩質砂質タービダイト，礫
質タービダイト，T５d：石英安山岩質凝灰岩（火砕流堆積物・軽石質タービダイト），T６a：安山岩～玄武岩質砂質タービダイト・礫
質タービダイト，T６b：安山岩～玄武岩質デブライ・礫質タービダイト E地区では先新第三系の円礫を含む，T ７a：砕屑性泥質タ
ービダイト，砂質タービダイト，T７b：砕屑性礫岩（礫質タービダイト，デブライト），T７c：砕屑性礫岩（礫質タービダイト，デブ
ライト），T７d：砕屑性礫岩
深成岩類 D１～D４：石英閃緑岩類，G１，G ２：斑れい岩類
足柄層群 SzF：塩沢層，HF：畑層，StF：瀬戸層，NiF：根石層
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図５ 地域区分図．地域ごとの主要文献は以下の通り．A：丹
沢団体研究グループ（１９７３），Ito and Masuda（１９８６），B：島
津ほか（１９７１a），C１：島津ほか（１９７１a，b），C２：相原（１９７５
a，b），D：Mikami（１９６１），Seki et al．（１９６９），青池ほか（１９９７），
E：Mikami（１９６１），太田ほか（１９８６），青池ほか（１９９７）．

T５：T５aは A，B地域に分布し，デイサイト質水中火砕流
堆積物，軽石質タービダイトを主体とする．T５b，T５dは D
地域にのみ，T５cは D・E地域に分布する．T５bはデイサイ
ト質水中火砕流堆積物および軽石質タービダイトを主体と
する．水中火砕流堆積物中にはしばしば二重級化構造が認
められる．T５cは安山岩質～玄武岩質砂質タービダイトお
よび礫質タービダイトを主体とする．T５dはデイサイト質
水中火砕流堆積物，軽石質タービダイトを主体とする．
層厚は２０００mから６００mの間で，地域により変化する．

T６：T６aは E地域にのみ分布し，安山岩質～玄武岩質砂質
タービダイトおよび礫質タービダイトからなる．T６bは A，
B，E地域に分布し，安山岩質～玄武岩質礫質タービダイ
トを主体とするが，A地区では同質溶岩類が狭在する．な
お，E地区では軽石質タービダイトが認められ，上部でト
ラフ充填の砕屑岩類と指交する．この砕屑岩類の一部は，
A，B地域の T７aに対応する可能性がある．
層厚は E地区で最も厚く１０００m以上で，A，B地区で

薄く１０００m以下となる．
T７：T７aは A，B地域に分布し，砕屑性の泥質タービダイ
ト，砂質タービダイトを主体とする．T７bは E地域に分布
し，砕屑性の礫質タービダイトおよびデブライトを主体と
する．T７cは A，B，D地域に分布する．砕屑性の泥質タ
ービダイトおよびデブライトを主体とする．T７dは A，B
地域にのみ分布し，砕屑性礫岩を主体とする．Ito and
Masuda（１９８６）は，T７について，詳細な堆積相解析を行
い，泥岩をトラフ海側斜面の堆積物，礫岩主体の地層をチ
ャネル堆積物と解釈した．礫種は主として関東山地起源の
チャート，結晶片岩類からなるが，丹沢層群起源の礫もあ
る．これらは丹沢地塊衝突に伴うトラフ充填堆積物と考え

られている．
層厚は２００m‐１０００mである．
［深成岩類］
丹沢山地中央部には東西約２５km，南北約５ kmの範囲

にトナール岩類，斑れい岩類が分布している．これらの岩
体については古くより多くの研究がなされてきた（滝
田，１９７４など）．近年，年代測定など新しい研究結果も報
告されてきて，新たな展開をみせている．この新しい研究
の概要は川手（１９９７）が簡潔にまとめている．
斑れい岩類はトナール岩の南西方および北西方に分布し

ている．トナール岩に貫入されている．川手（１９９６）は，
この斑れい岩類を変斑れい岩，粗粒角閃石斑れい岩，粗粒
輝石斑れい岩，細粒角閃石斑れい岩に区分した．トナール
岩体は１０の原型からなる複合岩体を構成している（滝
田，１９７４）．川手（１９９７）は，トーナル岩類の親マグマが玄
武岩質地殻物質の部分溶融によって生じ，斑れい岩類はそ
の時の融け残り物質である可能性を指摘した．
Saito et al．（１９９１）はホルンフェルス，斑れい岩，トー

ナル岩についてのK‐Ar 年代測定を行い，それらが７Ma
前後に形成されたこと示した．一方，佐藤・他（１９８６）は，
鉱物別のK‐Ar 年代測定結果に基づき，丹沢深成岩体が１１
Ma‐４Maの間に平均５０°C／Ma で冷却したものとした．
地震波速度の観測によると，現在の伊豆－小笠原弧の下

部地殻に斑れい岩類からなる層の存在が指摘されている
（Suyehiro et al．，１９９６）．丹沢深成岩類の化学組成の特徴が
伊豆－小笠原弧の第四紀火山岩類と類似していることを考
慮すると，丹沢山地に分布する深成岩類は，現在の伊豆－
小笠原弧の中－下部地殻に対応する可能性がある（川
手，１９９７）．
［変成岩類および変成作用］
Seki et al．（１９６９）により，丹沢山地の変成岩類の変成

作用は石英閃緑岩体に向かって累進的に増進することが示
された．圧力型は高温低圧型である．杉山（１９７６）は石英
閃緑岩体の南側に分布する丹沢層群が逆転構造をなし，見
かけ上の上位に結晶片岩が分布することを示した．それに
対し，石英閃緑岩体東部の丹沢層群には片理が発達せず，
ホルンフェルスである．
荒井（１９８７）は変成鉱物組合せの詳細な解析と鉱物線構

造の解析を行い，変成岩類と石英閃緑岩体のテクトニクス
モデルを示した．石英閃緑岩体ダイアピルモデルである．
概観すると，（１）中新世前～中期に大規模な火山活動に
よって丹沢層群が厚く堆積した．（２）中新世中期以降に
石英閃緑岩体が貫入を始める．岩体はダイアピルを形成し，
ドーム状構造を形成したため，岩体の南側が逆転し，強い
差応力を受けると同時に高い熱によって角閃岩相までの変
成作用を受け，結晶片岩が形成される．ダイアピル上方は
水平引張応力下におかれ，ホルンフェルスが発達する．（３）
中期中新世後期には丹沢山地は隆起を開始しており，特に
南西部の隆起速度が大きく，山地全体が南西に傾動するよ
うに隆起した．そのため，変成岩類は南西部ほど圧力が高
く，より深部の岩石が露出することとなった．ただし，隆
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起した時代については，足柄層群の年代から考えると１
Ma以降ということになる．
地質構造
丹沢地域の北縁および東縁は藤野木－愛川構造線で限ら

れ，その北方には古第三系小仏層群が分布する．南縁は神
縄断層によって限られる．神縄断層以南には，鮮新統・更
新統足柄層群が分布する．藤野木－愛川構造線および神縄
断層は，北傾斜の逆断層である．
地域の中心部には斑れい岩類およびトナール岩類が露出

し，それを核として丹沢層群，都留層群を主体とする新第
三系がドーム状構造をなして分布する．地層の傾斜はおお
むね３０°‐６０°である．図３のA，B，C地区とD，E地区
は北東－南西走向の長者舎断層によって境される．本断層
の北西方には都留層群が，南東方には丹沢層群が分布して
いるが，断層をはさんで，その両側の岩相対比は困難であ
る．長者舎断層の見かけ上の運動センスは左横ずれである．
長者舎断層の南方に発達するより規模の小さな断層も見か
け上の左横ずれ変位を示す．D地区と E地区とを境する
青野原－煤ケ谷構造線は北から南への衝上断層とされてい
る（小池，１９９７）．なお，都留層群はほぼ東西走向の３条の
断層（道志川断層，秋山川断層，桂川断層）により，層序
が繰り返している可能性がある（原田・他，２０００）．
年代
丹沢地塊を構成する水中火山岩類は，変成作用，熱水変

質作用を被っており，従来，時代決定に有効な化石はほと
んど発見されていなかった．少数の報告例としてはHan-

zawa（１９３１）が都留層群大月層から Lepidocyclina（Neph-
rolepidina）nipponica を，松丸（１９６８）が Nephrolepidina ja-
ponica，Miogypsina kotoi を報告している．
近年，青池・他（１９９７）は，D地区に分布する丹沢層群

上部の唐沢川層，不動尻層，大沢層，谷太郎層，寺家層か
ら石灰質ナノ化石を抽出し，年代決定を行った．
唐沢川層中部からは，Sphenolithus heteromorphus と Cycli-

cargolithus floridanus が共産するが，Discoaster deflandrei
は豊産しないこと，上部で S．heteromorphus が産出しない
ことを根拠に，唐沢層中部を石灰質ナンノ化石帯（Ship-
board Scientific Party，１９９３）のCN４（１５．８‐１３．５Ma）と
した．唐沢川層最上部～不動尻層最上部からは Sphenolithus
heteromorphus は産出せず，C．floridanus が産出すること
を根拠に，この部分をCN５a（１３．５‐１１．８Ma）とした．不
動尻層最上部から谷太郎層までに C．floridanus が産出しな
いことから，大沢層から谷太郎層をCN５b（１１．８‐１１．４Ma）
に対応させた．
水中火山砕屑岩類分布地の北方に露出するトラフ充填堆

積物の寺家層からは，Discoaster berggrenii と D．quinquera-
mus が共産し，Ceratolith や Amaurolith が産出しないこと
から，寺家層をCN９a（８．２‐６．８Ma）化石帯に相当する
ものとし，寺家層と下位の谷太郎層との間には，堆積間隙
があったものと判断した．なお，岡田（１９８７）は，落合層
では D．quinqueramus と D．berggrenii が共産しないこと，
Reticulofenestra psuedoumbilica，Sphenolithus spp．が多産
することから落合層の年代をCN１０‐CN１１（５．６‐３．８Ma）

図６ 層序対比表．
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とした．地域A，Bに分布するトラフ充填堆積物の西桂層
群から寺家層・落合層産出の石灰質ナンノ化石群集と同じ
群集が報告され中新世後期を示すとされた（岡田，１９８７）．

４． 衝突付加した海洋性島弧としての丹沢地塊
前述のように，衝突・付加テクトニクスが提唱された当

初において，南部フォッサマグナにおける海洋性島弧の衝
突・付加テクトニクスはトラフ充填堆積物の堆積学的研究
にもとづいて間接的に議論されていた．しかし，衝突・付
加した海洋性島弧そのものについては，その実態は不明で
あった．その大きな原因は，衝突・付加したとされていた
櫛形山地塊，御坂地塊，丹沢地塊，伊豆半島などはいわゆ
るグリーンタフから構成されていたことである．それらは，
古典的層序学，岩石化学的に研究されていただけであり，
堆積体の復元や堆積環境の復元といった具体的な議論に発
展しなかった．
国際リソスフェアー探査計画（DELP）終了後の１９９０年

代に，衝突・付加地塊を構成している水中火山砕屑岩類の
堆積相解析がなされ，衝突・付加した地塊の地質学的な実
態が明らかになってきた．天野ほか（１９９５）は，御坂地塊
について解析を試みた．御坂地塊には，枕状溶岩が広範囲
に分布するが，その分布・流動方向の解析により，直径が
２km前後で高さが５００m前後の枕状溶岩から構成されて

いる単成火山群が多数存在していることが明らかになっ
た．そして，それらは火山砕屑物起源の厚いタービダイト
により覆われていたことも明らかになった．その中には，
東方に存在していたことが推定されるデイサイト質火山起
源の水中火砕流堆積物が挟在している（Fiske and Mat-
suda，１９６４；天野・他，２００５）．この状況は，現在の伊豆－
小笠原弧のスミスリフトの地質の状況と類似している．御
坂地塊の西半分はリフト帯を構成していたことが明らかに
なった．Martin and Amano（１９９９）は，櫛形山地塊に分布
する水中火山砕屑岩類の堆積相解析の結果から，櫛形山地
塊の地質的実態を明らかにした．それによると，櫛形山地
塊を構成する地層は，ハイアロクラスタイト・ぺぺライ
ト・溶岩などの初成的火山性堆積物とタービダイト・デブ
ライトなど再堆積性重力流堆積物からなるが，後者が全体
の７０パーセント以上を占めている．これらの堆積相の分
布に基づいて，櫛形山地塊は，火山の活動中心からはなれ
た前弧に近い部分を構成していたものと考えた．
丹沢地塊は，南部フォッサマグナにおいて最大の地塊で

あるにもかかわらず，その地質の実態は明らかではなかっ
た．松原・天野（２００５）は，丹沢地塊東部を構成する水中
火山砕屑岩類に堆積相解析を実施し，古海洋性島弧の背弧
域における火山活動様式の変化を明らかにした．以下にそ
の概要を述べる．

図７ 丹沢東部地域の堆積相分布図（松原・天野，２００５の一部を改変）．
図８で復元した火山体に相当する部分を線で囲った．
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図８ 堆積相解析に基づいた水中火山の復元（松原・天野，２００５の一部を改変）．a）タイプ 火山，b）タイプ 火山．MLB／A：塊状
溶岩（玄武岩／安山岩），PL：枕状溶岩，HYB／A：原地性ハイアロクラスタイト（玄武岩／安山岩），PEP：ぺぺライト，DYK：貫
入岩，FDY：給源岩脈，RHY‐D：再堆積ハイアロクラスタイト（デブライト），RHY‐T：再堆積ハイアロクラスタイト（タービダ
イト），STR：砂質タービダイト．

図７に詳細な堆積相解析を実施した丹沢地塊東部の丹沢
層群の地質図を示す．この地質図の水中溶岩類・水中火山
砕屑岩類が古海洋性島弧を形成していたものであり，砕屑
岩類が丹沢層群により形成されていた島弧の前面に存在し
たトラフを充填した堆積物である．火山砕屑岩類の堆積相

解析の結果に基づいて２種類の火山体の復元に成功した．
地質図の中で２種類の火山体に相当する部分を図７中に
線で囲って示した．また，図８は２つのタイプの火山体の
復元された模式断面である．タイプ 火山は，主として玄
武岩あるいは安山岩よりなり，直径は最大で２km程度の
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小規模な火山体である．枕状溶岩，塊状溶岩，ハイアロク
ラスタイトから構成されており，それらの周辺に再堆積性
ハイアロクラスタイトが分布している．ここで復元された
火山体は，御坂地塊で復元されたものに類似しており，現
在の伊豆－小笠原弧のスミスリフトの背弧リフト中の小火
山に類似している．タイプ 火山は，安山岩よりなる大規
模な火山体である．直径は５km以上，高さは１５００m前
後と推定される．主要構成物はハイアロクラスタイトとそ
の再堆積物である．給源付近では，ぺぺライト，岩脈，シ
ートなどが卓越している．このタイプの火山体には枕状溶
岩，塊状溶岩は認められない．一部に赤色酸化した岩石が
認められ，この火山体は成長した時に一部は海上に露出し
ていた可能性もある．
丹沢地塊のテクトニクスと火山活動の変遷は，図９に示

すような４つのステージに分けて説明できる．
ステージ （リフティング以前）１７‐１６．５Ma？：火山

弧では断続的に珪長質火山活動が活発化する．この火山活
動に伴って水中火砕流堆積物が堆積する．
ステージ （リフティング開始期）１６．５‐１６Ma？：多

数のタイプ 火山が形成される．それらの火山は砂質ター
ビダイトや細粒タービダイトで覆われている．これらの火
山体を構成する岩石の化学組成は背弧海盆玄武岩のそれに
類似している（川手・他，１９９６；青池・他，１９９７）．スミス

リフトの地質学的状況にもっとも類似している．
ステージ （タイプ 火山活動期）１６‐１４Ma：リフト

内でタイプ 火山が形成される．このステージでは，酸化
して赤色を呈する火山岩片が含まれること，同層準で珊瑚
礁石灰岩が報告されていることから（門田・末包，１９７８；
青池・他，１９９７），この火山は一部海上にあり火山島を形成
していた可能性がある．
ステージ （リフティング停止期）１４‐１１Ma：タイプ
火山は成長を停止し，山体崩壊のみが起こっている．火

山弧での珪長質火山活動は断続的に続き，広範囲に水中火
砕流堆積物が供給された．

５． まとめ
天野（１９８６），Amano（１９９１）により提唱された島弧‐

島弧多重衝突テクトニクス仮説に従うと，南部フォッサマ
グナはフィリピン海プレートの沈み込みに伴って本州弧に
衝突・付加した古伊豆－小笠原弧に所属する海洋性島弧の
断片とトラフ充填堆積物からなる．富士山の基盤を構成す
る丹沢山地は，３番目に衝突・付加した地塊であり，主と
して水中溶岩・水中火山砕屑岩類よりなる．近年，水中火
山砕屑岩類の堆積相解析により，丹沢山地を構成している
火山砕屑岩類は，現在の伊豆－小笠原弧の背弧リフトと類
似したテクトニック場での産物である可能性が強いことが
分かってきた．

図９ 丹沢山地で復元される古海洋性島弧発達史．
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先富士火山群

中田節也＊・吉本充宏＊・藤井敏嗣＊

Pre-Fuji Volcanoes

Setsuya NAKADA＊，Mitsuhiro YOSHIMOTO＊ and Toshitsugu FUJII＊

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

＊〒１１３‐００３２東京都文京区弥生１‐１‐１
東京大学地震研究所

Earthquake Research Institute，University of Tokyo，１‐１‐１
Yayoi，Bunkyo-ku，Tokyo１１３‐００３２，Japan．

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．６９-７７
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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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過去１万１０００年間の富士火山の噴火史と噴出率，噴火規模の推移

宮地直道＊

Eruptive history，eruption rate and scale of eruptions
for the Fuji Volcano during the last１１，０００years

Naomichi MIYAJI＊

Studies on the eruptive history，eruption rate and scale of eruptions for the Fuji Volcano during the last１１，０００
years（main period of Younger Fuji Volcano）are curried out based on the recent chronological studies for the eruptive
products of Fuji Volcano．Eruptive history of the Younger Fuji Volcano on this period can be divided to five stages as
follows: Stage１（１７，０００‐８，０００cal BP）：Continuous effusion of enormous lava flows from the summit and flank cra-
ters，Stage２（８，０００‐５，６００cal BP）：Intermittent explosive eruptions in small scale，Stage３（５，６００‐３，５００cal BP）：
Intermittent explosive eruptions with lava flows in middle scale and pyroclastic flows in small scale from the summit
and flank craters，Stage４（３，５００‐２，２００cal BP）：Continuous explosive eruptions in middle scale from the summit cra-
ter，Stage５（２，２００cal BP-present）：Explosive eruptions with lava flows and pyroclastic flows in small scale from the
flank craters．
Changes in magma discharge for the last１１，０００years show amount of magma supply occurred twice from１１ka to

５．６ka and ５．６ka to present．Changes for the last ３，５００ years show that the diagram belong to the time‐
predictable type and the eruption rate is nearly constant as１．５３km３／ky．Histogram of volume for the prod-
ucts of Younger Fuji Volcano show the scale of eruptions in average change from large（first half of stage１）to mid-
dle（stages３and４）and small（stage５）．Frequency and scale of the eruptions for the last２，２００years changed at８６４
AD from nearly continuously in small scale to intermittently in small to large scale．
Key words: Changes in magma discharge，eruptive history，eruption rate，frequency of eruption，Fuji Volcano

１． はじめに
富士火山の噴火史は多くの研究者によりその解明が進め

つ や ひろみち

られた．このうち１９７０年代までは津屋弘逵の長年の研究
により富士火山の構造や活動の概略が明らかにされ（津
屋，１９６８，１９７１など），これに町田 洋による富士火山の火
山灰層序学的研究（町田，１９６４など）が加わり過去１０万
年間の噴火史の概要が明らかとなった．１９７０～８０年代には
火山灰層序学的研究がさらに詳細に進むとともに（泉・
他，１９７７；上杉・他，１９８０など），これらの成果に基づき現在
から約１万年前までの火山活動史がとりまとめられた（宮
地，１９８８）．１９８０～９０年代にかけてこれらの層位学的研究の
高度化が図られるとともに（上杉，１９９０，１９９８など）岩石化
学的研究が進んだ（富樫・他，１９９１；高橋・他，１９９１）．２０００年
代に入ると富士山ハザードマップ検討委員会や産業技術総
合研究所（産総研），東京大学地震研究所，個人研究者ら
により富士山の構造や詳細な噴火史の解明などに関する研
究が飛躍的に進んだ（富士山ハザードマップ検討委員
会，２００４；吉本・他，２００４；山本・他，２００４；山元・他，２００５
など）．現在，産総研による「富士火山地質図」改定のた
めの精力的な調査が進行しており，さらなる成果が期待さ

れる．そこで本論では一部新たなデータを加えた上で，最
近の富士火山に関する研究成果に基づき，特に層序が明ら
かで噴出物量の定量的な評価が可能な過去１万１０００年間
の富士火山の噴火史について通観し，その結果をもとに噴
出率および規模別噴火頻度を推定した．本研究は現在整備
されつつある富士火山の防災マップを今後，改定する際の
基礎資料となる．なお，年代は暦年補正した値を cal BP
で表記し，これを概数で議論する場合は ka を用いる．ま
た，溶岩の名称は特に説明の無い限り，津屋（１９６８）によ
る．

２． 新富士火山と古富士火山の区分
富士火山は先小御岳，小御岳火山を基盤とし，１００ka 頃以

降現在に至るまで活動を続ける活火山である（津屋，１９６８；
町田，１９６４；吉本・他，２００４など）．富士火山の活動の中で
も１００～１３ka 頃までは主として爆発的噴火を繰り返し，山
麓に１４０層以上の降下スコリア層を堆積させ（上杉・
他，１９８０），２４～１３ka 頃には西～南西斜面や東側斜面でしば
しば山体崩壊を引き起こしこれに伴うラハールが発生した
（山元・他，２００２，２００５；上杉・他，１９９２）．１７～８ka 頃には多

＊〒１５６‐８５５０東京都世田谷区桜上水３‐２５‐４０
日本大学文理学部地球システム科学科

College of Humanities and Sciences，Nihon University，３‐２５‐
４０Sakura‐jousui，Setagaya‐ku，Tokyo１５６‐８５５０，Japan

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．７９-９５
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量の溶岩を噴出して山麓を拡大させ，小噴火期をはさみ
５．６ka 以降，山頂や側火口から溶岩と降下スコリアを繰り
返し噴出して成長した（津屋，１９７１；町田，１９６４；山元・
他，２００５）．
このため，津屋（１９６８，１９７１）は富士火山を，降下スコ

リアを頻繁に噴出させた古富士火山と溶岩を繰り返し噴出
した新富士火山に区分した．津屋は新富士火山と古富士火
山を設定した根拠として南西麓では両火山の噴出物の間に
は不整合があることを挙げた．この不整合は断層運動や
２０ka（１８，０００cal BP）頃の山体崩壊に伴い形成されたも
のであり，この不整合を覆う新富士火山初期の溶岩（旧期
溶岩）のうち最も古いものの年代が１７ka 頃であることか
ら，津屋が考えたこの時間間隙は約３０００年間となる（山
元・他，２００５）．
これに対し，町田（１９６４，１９７７）は山麓全域の調査から

津屋の設定した新富士火山と古富士火山の活動の静穏期と
した時期には東麓で多量の降下テフラ（古期富士テフラ群）
が堆積していることからこの時間間隙は静穏期を意味しな
いとし，富士火山を古富士，新富士の２火山に区分するこ
とをせず古期と新期に区分した．すなわち古期富士テフラ
群の堆積が終了するまでの時期を古期富士火山 期，これ
に続く溶岩を多量に噴出する時期（津屋の新富士火山旧期
溶岩の噴出時期）を古期富士火山 期，厚い土壌層（富士
黒土層：FB）の形成時期を活動の静穏期とし，FBを覆う
降下テフラや溶岩の噴出期を新期富士火山の活動期とし
た．
山元・他（２００５）は基本的に町田のこの活動期の区分を

支持した上で，津屋の新富士火山旧期溶岩の噴出期を１７
～８ka（１５，０００～６，０００cal BC）頃，町田の古期富士テフ
ラ群の噴出が終了する時期，すなわち上杉（１９９０）のY‐１４１
テフラの最上部の年代を１０ka（８，０００cal BC）頃，FBの
形成時期を１０～５．６ka（８，０００～３，６００cal BC）頃，津屋の
新富士火山中期溶岩の噴出期を５．６～３．７ka（３，６００～１，７００
cal BC）頃とした．すなわち１７～１０ka の間は津屋の旧期
溶岩と町田の古期富士テフラの噴出が同時に発生していた
ことになる．このように旧期溶岩と古期富士テフラが同時
期に噴出する点はすでに上杉（１９９０）により指摘されてき
た．ただし，旧期溶岩と大部分の古期富士テフラとの直接
の層位関係はほとんど確認できない．これは古期富士テフ
ラが厚く堆積している東麓には，東斜面に存在した古富士
火山の山体に遮られ，旧期溶岩が堆積していないためであ
る（宮地・他，２００４）．
津屋（１９７１）は古富士火山の溶岩は比較的大きなカンラ

ン石を含み，新富士火山の溶岩には粗粒な斜長石の斑晶を
含むとして両者を区分した．旧期溶岩の中でも最初期の大
淵溶岩の年代は１７ka 頃（１５，０００cal BC）と考えられてお
り（山元・他，２００５），この溶岩は津屋の新富士火山の溶岩
の岩石学的特徴を有する（富樫・他，１９９１）．ただし，同じ
旧期溶岩でも初期に噴出した白糸溶岩 やこれとほぼ同時
代の猪之頭溶岩 のように古富士火山の溶岩と同様の岩石
学的特徴を有するものもある（山本・他，２００４）．これに対

し１１ka 頃（９，７００cal BC）の三島溶岩（山元・他，２００５）
以降の旧期溶岩はいずれも津屋の新富士火山の溶岩の特徴
を有する（富樫・他，１９９１；山本・他，２００４）．
一方，降下テフラ，溶岩，泥流堆積物中のレキの岩石化

学的性質はY１３０テフラ（上杉・他，１９８０）が噴出した１８
ka 頃を境に変化するため，１８ka 以前は古富士系マグマ，そ
れ以降は新富士系マグマの噴火期とされる（富樫・
他，１９９７；高橋・他，２００３）．これは２０～３０ka 頃から始ま
ったマグマの蓄積により巨大なマグマ溜が形成され，古富
士系とは異なる新たなマグマが形成され，１８ka 以降，新富
士系のマグマとして噴出したためと考えられている（富
樫・他，１９９１）．また，噴火様式としては１７ka 頃から新富
士系のマグマが多量の溶岩（津屋の旧期溶岩）として流出
し始めたと考えられる（富樫・他，１９９１，１９９７；高橋・
他，２００３）．津屋の古富士火山と新富士火山の設定を認め，
古富士系のテフラや溶岩の噴出の終了をもって古富士火山
の活動が終了したとすると，その年代は１１ka 頃となる．
一方，新富士系のマグマが多量の溶岩として噴出し始めた
時期をもって新富士火山の活動開始とするならば，１７ka 頃
以降となる．さらに，後述するように FBの形成後，富士
火山の活動が再活発化することから，５．６ka 頃以降を新富
士火山あるいは新期富士火山の活動期とする区分も可能で
ある．上杉（１９９８）は以上の実態を踏まえ，多量の溶岩を
噴出する新富士火山と降下テフラを噴出する古富士火山が
共存する時期が存在したとして，古富士系テフラであるY
‐１３７から新富士系テフラである S‐０‐６までの時期（１４～
６．２ka）を古富士・新富士交代期とした．
このように，富士火山の区分については様々な考え方が

あるものの，１８ka 以降マグマの性質が変化し，１７ka 以降，
これらのマグマが多量の溶岩として噴出し始めたことを考
えると，マグマの性質や噴火様式の変化をもとに新富士火
山と古富士火山を設定することは妥当と思われる．そこで
本論では１００～１１ka までの爆発的な火山活動が継続した
時期を古富士火山の活動期，新富士火山系のマグマが多量
の溶岩として噴出を開始した１７ka 以降現在までを新富士
火山の活動時期とし，１７～１１ka は両火山が共存した時期と
する．

３． 新富士火山の噴火史
１） 活動期の区分
上記の知見に基づき新富士火山の活動期をステージ１

～５の５時期に区分する．宮地（１９８８）は噴火様式の相違
に基づき，１１～８ka，８～４．５ka，４．５～３ka，３～２ka，２ka
～２４３yBP，２４３yBP の６時期に区分した．基本的に本論も
この区分を踏襲するものの，新たな年代値が多数得られた
りしたことから，活動時期を再設定する．このうち，新富
士火山の初期に大量の旧期溶岩が噴出した時期は暦年校正
年代値が増加したことから１１～８ka から１７～８ka（ステ
ージ１）に変更する．ただし，最初期に噴出した旧期溶岩
の暦年補正年代値は測定数が少なく，今後年代値が蓄積さ
れれば１７ka は変更される可能性がある．これに続く活動
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図１ 新富士火山，過去１．１万年間における５つの活動期ごとの噴出物の分布．
主要な降下テフラについては１６cmの等層厚線を示した．AKT：赤塚スコリア，ASK：浅木塚スコリア，FTT：二ッ塚スコリア，
Goda：御殿場岩屑なだれ堆積物，Ho：宝永スコリア，KHK：氷池・白大竜王スコリア，KNS：カンス山スコリア，NFT：西二ッ塚
スコリア，NGO：長尾山スコリア，OBC：大淵スコリア，Om：大室スコリア，Os：大沢スコリア，RI：赤色スコリア （S‐５），RII：
赤色スコリア （S‐６），SJK：桟敷山スコリア，SWR：サワラ山スコリア，TIG：天神・伊賀殿山スコリア，Yu‐２：湯船第２スコ
リア，Zu：砂沢スコリア．
Fig．１． Distribution of products of Younger Fuji Volcano in five stages during the last１１，０００years．
１６cm contour lines are shown for each tephra．AKT: Akatsuka scoria，ASK: Asakizuka scoria，FTT: Futatsuzuka scoria，Goda: Gotemba
debris avalanche deposit，Ho: Hoei scoria，KHK: Kori‐ike‐Hakudairyuo scoria，KNS: Kansuyama scoria，NFT: Nishi‐Futatsuzuka scoria，
NGO: Nagaoyama scoria，OBC: Obuchi scoria，Om: Omuro scoria，Os:Osawa scoria，RI: Red scoria I，RII: Red scoria II，SJK: Sajikiyama
scoria，SWR: Sawarayama scoria，TIG: Tenjin‐Igatonoyama scoria，Yu‐２：Yubune second scoria，Zu: Zunasawa scoria．
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静穏期～小規模噴火期も同様の理由から８～４．５ka から８
～５．６ka（ステージ２）に変更する．さらに，同様に，爆
発的噴火および中規模溶岩の噴出期を４．５～３ka から５．６
～３．５ka（ステージ３）とし，山頂噴火期を３～２ka から
３．５～２．２ka（ステージ４）にそれぞれ変更する．また，宮
地（１９８８）は１７０７年噴火（２４３yBP）が２．２ka 以 降，唯
一の大規模噴火期であると考え，この噴火年代のみを独立
させ２ka～２４３yBP，２４３yBP の２時期を設定したが，後述
の通り８６４年噴火は大規模噴火であることが判明したた
め，２．２ka 以降現在までを１時期（ステージ５）にまとめ
る．以下に各ステージの特徴を詳述する（Fig．１）．

２） ステージ１（１７，０００～８，０００cal BP）：山頂・山腹
火口からの大量の溶岩噴出期

旧期溶岩の噴出は１７ka から８ka まで続き（山元・
他，２００５），富士山の東麓を除く山麓に広く流下した．この
うち１７～１１ka の溶岩としては，年代や層位から南西麓の
大淵溶岩や大宮溶岩，北東麓でY１３７テフラに覆われ１３
～１４ka と推定されている梨ヶ原溶岩（上杉，１９９８）などが
考えられる．このうち，大淵溶岩は１７ka の年代値が得ら
れた富士川河口に露出する溶岩（水神タイプ）と富士市大
淵地区に広く分布する溶岩（大淵タイプ）とは岩質などが
異なることから，別の溶岩流である可能性が高いと指摘さ
れている（山本・他，２００３）．このため大淵溶岩の大半は１７ka
よりも新しい溶岩である可能性もあり，１７～１１ka の溶岩が
どのようなものであったか，その実態は明らかではない．
１１ka 以降に限ると１１～９ka に噴出した溶岩は富樫・他

（１９９１）の前期相にあたり，後述するようにやや未分化な
大～中規模なものが多い．このうち１１ka（９，７００cal BC）
頃に噴出した三島溶岩はパホイホイ溶岩で１枚の溶岩の厚
さは１m程度と薄いものの，総噴出量は約４km３と富士火
山の中でも最大規模である．なお，本論では富士山ハザー
ドマップ検討委員会（２００４）を参考に，噴出量が０．２km３

以上の噴火を大規模，０．２～０．０２km３を中規模，０．０２km３以
下を小規模と呼ぶ．また，噴出量はいずれも岩石密度換算
値（DRE）で示す．
これに対し，９～８ka に噴出した溶岩は富樫・他（１９９１）

の後期相にあたり，やや分化したアア状溶岩が多く，粘性
が高まった可能性がある．一回の噴火で噴出した溶岩の平
均噴出量は中～小規模なものが多く１１～９ka に比べ小さ
い．このように比較的規模の大きな溶岩の流出は８ka
（６，０００cal BC）頃の犬涼溶岩（山元・他，２００５）まで続い
た．
旧期溶岩には西麓の横手沢溶岩 ，富士見橋溶岩 ，猪

之頭溶岩 ， や南西麓の曾比奈溶岩 などの無斑晶質溶
岩がある（津屋，１９７１；山本・他，２００３）．このうち南西麓
の曾比奈溶岩 の噴出年代は１０ka（８，２００cal BC）頃（山
元・他，２００５）ではあるものの，これらの溶岩の噴出年代
は同一ではないとされている（山本・他，２００３）．溶岩の多
くは FeO＊／MgOは２．０～２．８と比較的分化が進んだものが
多い．このため新富士火山系の旧期溶岩は分化した巨大な

マグマ溜り（富樫・他，１９９７）が繰り返し形成され，そこ
から無斑晶質溶岩が噴出したことが考えられる．
旧期溶岩は古富士火山の火山泥流が作った火山麓扇状地

を覆い富士山の裾野を拡大するのに寄与した．これまで複
数の機関により富士山の標高７００～１，２５０mで行われたボ
ーリング資料によれば，富士山南東麓の標高７００mの大
淵では地表から最も厚く見積もって２８０mまでが新富士
火山の噴出物であり，このうちの旧期溶岩の層厚は１５７m
ないし２８０mであった（Tsuya，１９６２）．南斜面の標高１，０６０
mの吉原では地表から１７９mまでが新富士火山の噴出物
で，このうちの旧期溶岩の層厚は約１７０m（宮地・他，１９９８），
南西斜面の標高９２２m（GSJ‐FJM‐１）では地表から約１４０
mまでが新富士火山の噴出物でこのうちの旧期溶岩の層
厚は約１２０m（山元・他，２００５）あった．さらに，西斜面
の標高７５０mの広見では地表から５８mまでが新富士火山
の噴出物で，このうちの旧期溶岩の層厚は約４５m（宮地・
他，２００１）であった．北西麓の標高１，２５０mの鳴沢では地
表から１９６mまで新富士火山の噴出物で，旧期溶岩の層
厚は３６～１００m（宮地・他，１９９５）である．また，小御岳
火山の北側にあたる北東斜面の標高１，４００～１，７２０mのボ
ーリング（FJ‐１～３）では旧期溶岩の層厚は１０m以下と
薄い（吉本・他，２００４）．
これらのことから，富士山麓における旧期溶岩の層厚は

５０～２００m程度と推定され，北西側および南西～南東側で
比較的旧期溶岩の層厚は大きい傾向がある．このような溶
岩の分布から円錐形の山体の山頂火口から溶岩が均一に周
辺に流下したとは考えにくい．むしろ旧期溶岩を噴出した
のは山頂部を含む北西～南東方向および南西または南方向
に卓越して割れ目火口であったことが考えられる．また，
富士火山の北側では小御岳火山の高まりが障壁となり溶岩
の流下が進まなかったと思われる．
この時期の後半または末期には複数の側火山群が活動し

た．７，２００cal BP の鬼界アカホヤ火山灰（K‐Ah）に覆われ
る南西麓の桧塚，南麓の西臼塚，北高鉢山火口，南東麓の
黒塚，北西麓の永山，二ツ山，サワラ山，北東麓の大臼，
小臼がこれにあたる（高田・他，２００４）．
これらの側火山や山頂火口からは小規模なテフラが断続

的に噴出した．南東斜面の幕岩では三島溶岩からK‐Ah ま
での間に I‐１～９の９層の，東麓では FB基底からK‐Ah ま
での間に S‐０‐１～S‐０‐５の５層のテフラ層が確認できる．
これらのテフラの層厚は概ね１０cm以下と薄い（宮地，
１９８８）．このことは旧期溶岩の噴出時にも小規模な爆発的
噴火が発生していたことを示す．

３） ステージ２（８，０００～５，６００cal BP）：山頂火口か
らの小規模な間歇的噴火と土壌層の形成期

大規模な溶岩の噴出が終了した後，富士火山では間欠的
に小規模なテフラを噴出した（宮地，１９８８）ものの，その
活動は低調であった．この時期，東麓には S‐０‐６～S‐４の
合計６層のテフラ層が堆積した（上杉・木越，１９８６）．これ
ら６層のテフラ層は分布から山頂火口起源と推定されるも
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ののいずれも小規模で，火口から１６～１７km東方では大
半のテフラ層を追跡することができない．また，山麓部で
は腐植質の黒ボク土である FBの形成が続いた．FBは旧
期溶岩が分布しない東麓では遅くとも１０ka（８，０００cal
BC）頃からは形成が始まっていた（山元・他，２００５）．K‐
Ah から後述するR‐ までの間でテフラ層を除く土壌層の
層厚は，山頂火口の南東方向７kmの太郎坊で９０cm，東
方１３kmの須走で１４０cm，東方１５kmの本村で１１０cm，東
方２０kmの湯船原で１１０cm，東北東方向１９kmの平野で
１００cmと大きく変化しない．このことから FBを構成する
土壌層は一旦，堆積した火山灰が巻き上げられ二次的に堆
積したものを母材とすることを示唆する．

４） ステージ３（５，６００～３，５００cal BP）：山頂火口，側
火口からの爆発的噴火と溶岩噴出期

５，６００cal BP 頃になるとそれまでの比較的静穏の活動か
ら一変し，比較的規模の大きな爆発的噴火や溶岩噴出の時
期に変化した．また，北西～南東斜面や一部や南西斜面で
の噴火活動が始まり多数の側火山群が形成された（山元・
他，２００５）．まず，５，６００cal BP（３，６００cal BC）頃の赤色ス
コリア （R‐ ，S５）や５，５００cal BP（３，５００cal BC）頃
の赤色スコリア （R‐ ，S６）などの中規模の降下テフ
ラを相次いで噴出し，次いで５，５００～３，５００cal BP 頃まで
の間は中～小規模のテフラである S７～９を間欠的に噴出
した（泉・他，１９７７；宮地，１９８８；山元・他，２００５）．この他
にも，４，２００cal BP（２，２００cal BC）頃には南麓に分布する
降下テフラである F２，F３スコリアを噴出した（小林・高
田，２００３；山元・他，２００５）．さらに，火砕サージや火砕流
も噴出し，南東から南西斜面に分布する４，８００～４，４００cal
BP（２，８００～２，４００cal BC）頃の３層の火砕サージ堆積物

いわどい

や４，５００cal BP 頃の岩樋火砕流堆積物（田島・他，２００６）を
噴出した．
この時期は火砕物だけでなく中期溶岩（津屋，１９６８）と

呼ばれる層厚は１０～２０m程度の輝石カンラン石玄武岩よ
りなる中規模の塊状やアア溶岩を山頂火口や側火口から繰
り返し噴出した．例えば５，４００cal BP（３，４００cal BC）頃
には南西麓の天母山溶岩（山元・他，２００５），４，１００cal BP
（２，１００cal BC）頃には西斜面の滑川溶岩，３，７００～４，０００cal
BP（１，７００～２，０００cal BC）頃には南斜面の日本ランド溶
岩，３，５００cal BP 頃には南西斜面の岩樋 e溶岩（田島・
他，２００６）を，それぞれ山頂および北西～南東方向の側火
山群から噴出した．ボーリング資料によれば，これらの中
期溶岩全体の厚さは，例えば複数の中期溶岩が重なる北西
斜面の鳴沢では８８m以上であった（宮地・他，１９９５）．
中期溶岩は山体を高めるのに寄与した．このことは西側

斜面の大沢崩れの断面にみられる大沢溶岩より明らかであ
る．ここでは２０層以上の大沢溶岩が積層し，その全層厚
は１００m以上に及ぶ．西斜面で特に厚い中期溶岩が堆積
したのは古富士火山の田貫湖岩屑なだれ（山元・他，２００５）
を発生させた山体崩壊により形成された崩壊地形を溶岩が
埋め立てたためと思われる．この時期に山頂火口から噴出

した溶岩の多くは大沢溶岩として西麓に流下した可能性が
高い．大沢溶岩は崩壊地を埋め立てた後さらに堆積を続け
た．現在の富士山の山頂部には中期溶岩の一部が分布して
おり（石塚・他，２００２）この時期には現在とほぼ同じ規模
の山体が完成した．西側の急斜面に堆積した中期溶岩の一
部は崩落して岩屑となり，これが降雨時にラハールとなり
西側山麓に堆積し，上井出扇状地とよばれる大規模な火山
麓扇状地の原型を形成した（田島・他，２００６）．
この時期に活動した側火山としてはこの時期の前半に活

動し７，２００cal BP の K‐Ah よりも新しい平塚，東臼塚，塒
塚，西剣，丸山，弓射塚や，後半に活動し後述する３．１ka
のカワゴ平軽石に覆われる腰切塚，西幸助丸，八軒山，北
西御庭，戸嶺，臼山，鹿の頭，北西弓射塚，東剣がある（高
田・他，２００４）．

５） ステージ４（３，５００～２，２００cal BP）：山頂火口か
らの爆発的噴火期
大規模な降下テフラや火砕流の噴出（３，５００～３，３００
cal BP）

３，５００cal BP 以降，富士火山は再び爆発的噴火が顕著と
なり湯船第１スコリアと総称される S１０，S１１の２層のス
コリアの噴出に続き，大沢スコリア（Os），大室スコリア
（Om），砂沢スコリア（Zu）など（泉・他，１９７７）の大～
中規模テフラが連続して噴出した．また，この間に大沢火
砕流２などの比較的小規模な火砕流も噴出した．
大沢火砕流２（Osfl‐２）は西斜面の大沢崩れの周辺に分

布する火砕流堆積物で（町田，１９７７），SYP１とも呼ばれ山
頂火口から３，５００cal BP（１，５００cal BC）頃に噴出したと
推定されている（Yamamoto et al,２００５）．本層は最下部に
多数の炭化した小枝を含む火砕サージを伴い，その上位に
は直径数１０cm長さ１m程度の炭化木を含む．基質はやや
緻密なスコリアからなり中期溶岩や黒色のガラス質岩塊を
含む．本火砕流は山頂部での爆発的噴火に伴い火口周辺に
落下したスコリアが，急斜面に定置できずになだれ落ち火
砕流として流下したと考えられている（Yamamoto et al,

２００５）
S１０，S１１はともに山頂火口付近から噴出し東麓から箱

根カルデラ内にかけて顕著に分布し，S１０は仙石スコリ
アとも呼ばれる（町田，１９６４）．両テフラとも比較的緻密な
スコリアを主とし，黄灰色の変質岩片を含む．S１０は新
鮮な灰色岩片を多数含むことから山頂部で新たな火口が開
いたのかもしれない．S１０と S１１の間には伊豆の天城火
山から３．１ka に噴出した（嶋田，２０００）カワゴ平軽石（KwP）
が認められる．S１０とOsfl‐２（SYP１）はいずれもKwP
の直下に位置し含有するスコリアの形態が類似しているこ
と，S１０の上部の降下ユニット中には火砕流の灰かぐら
に由来すると思われる細粒な火山灰層が挟在することか
ら，両者は一連の噴火の噴出物である（山元・他，２００５）と
の指摘もある．
大沢スコリア（Os）は山頂火口付近から噴出し西麓に

広く分布する降下スコリアである（町田，１９７７）．Osは緻
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図２ 富士山東麓の御殿場岩屑なだれ堆積物（Goda）と御殿場泥流堆積物（Gomf）の分布図および等層厚線図．単位m．宮地・他（２００４）
を編集．
Fig．２． Distribution of Gotemba debris avalanche deposit（Goda）and Gotemba mud flow deposit（Gomf）at eastern foot of Fuji volcano，and
isopachmap of these deposits．unit in m．Compiled from Miyaji et al．（２００４）．

密なスコリアからなる降下単位が細かく成層しており，赤
色スコリアや変質した黄灰色スコリアを多数含む．本層は
富士火山のテフラの中では珍しく，分布から噴出源と推定
される山頂火口から西側に拡散し，その一部は富士火山か
ら約１２０km南西の浜松市内の遺跡からも確認されている
（加藤，１９７９）．カワゴ平軽石の直上に堆積していることか
ら S１０と近接した時期の噴出物と考えられる．
大室スコリア（Om，S１２’）は３，３００cal BP（１，３００cal BC）

頃に富士火山最大の側火山である北西斜面の大室山より噴
出したテフラで，富士火山の北麓に広く分布する（町
田，１９７７；泉・他，１９７７；山元・他，２００５）．本テフラは気泡
に富むスコリアが細かく成層していることから比較的規模
の大きな噴火が断続的に継続したと考えられる．大室スコ
リアは大室山のみではなく同時期に活動した片蓋山からも
噴出した可能性も指摘されている（鈴木・他，２００４）．
Omを覆う砂沢スコリア（Zu，S１３）も３，３００cal BP（１，３００

cal BC）頃に南東斜面の現在の宝永火口付近に存在したと
思われる側火口から噴出したテフラで，富士火山の東麓の
広範囲に分布する（町田，１９６４；泉・他，１９７７；宮地，１９８８；
山元・他，２００５）．大きくは９つの部層からなり上半分はや
や細粒で比較的気泡に富むスコリアを主とし，下半部はや
や粗粒で緻密なスコリアからなる（荒井・小山，１９９６）．ま
た，最下部の部層には SiO２が７０wt％に達するデイサイト
質軽石や縞状軽石を含む（藤井・他，２００２）．このような噴
出地点や岩相上の特徴は後述する１７０７年噴火の際に噴出
した宝永スコリアと類似する．

この時期はOsfl‐２（SYP１）の他にも山体の北東斜面や
西斜面で火砕流が発生した．上杉（１９９８）は北東斜面には
S１１の直上に火砕流堆積物が存在し，これが下流側では
土石流（梨ヶ原土石流）となり北東山麓に広く覆う，として
いる．また，西斜面では大沢スコリアとその上位の大室スコ
リアとの間には SYP２とよばれる３．３ka 頃の火砕流堆積
物が，またこの SYP２のラハール堆積物を覆い SYP３と
呼ばれる３．０ka 頃の火砕流堆積物が存在する（Yamamoto
et al，２００５）．

御殿場岩屑なだれ（２，９００cal BP）
富士火山東麓には御殿場岩屑なだれ堆積物（Goda）と

よばれる山体崩壊堆積物と，その後発生した泥流堆積物よ
りなる御殿場泥流堆積物（Gomf）が分布する（町田・
他，１９８４；宮地・他，２００４）．このうちGoda は標高５００～
１，０００mの地域の表層部に露出し，分布面積が５３km２，体
積が１．０５km３と見積もられる．Gomf はこれよりも東側の
標高５００m以下の地域でGoda を覆い分布する．Goda は
直下の S‐１４などの降下テフラをはじめとする下位層を大
きく削剥し，直上のGomf により削剥されていることが多
い．岩屑なだれ基質に含まれる生木試料より２，９００cal BP
（９４０～８９０cal BC）頃という年代が得られている（宮地・
他，２００４）．Goda は５つの堆積面からなり各ユニット上に
は普通，直径２０～３０m，高さ５m前後の流れ山が多数認
められ，流れ山地形はしばしば各ユニットの伸長方向に沿
って直線状に配列する．

宮地直道
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Goda は直径数１０cmから数mの大きさの岩屑なだれ岩
塊と，これらの岩塊が流下中に破断，粉砕され混合してで
きた礫ないし火山灰サイズの岩屑なだれ基質からなる．
Goda の岩屑なだれ岩塊の多くはジグソー構造を示し，小
規模な正断層が観察できる場合もある．また，一部の流れ
山では長さ２～３mのブロックが流れの下流側に傾斜し
て折り重なるように堆積した逆覆瓦状構造もみられる．ボ
ーリング資料や表層地質調査に基づき復元した等層厚線図

み ど の

によれば，御殿場市滝ヶ原～水土野付近では，Goda の層
厚は３０m以上である（Fig．２）．
Gomf は基質が褐色の風化火山灰質ないしシルト質で角

～亜角レキを含む泥流相（Gomf‐m）と，シルトや粘土に
乏しく砂礫質で角～亜角レキを含み層理が発達する河成相
（Gomf‐f）に大別される（Fig．２）．普通，Gomf‐mは Goda
と斜交関係で接し，岩屑なだれ岩塊はばらばらにほぐれ互
いに混合し，ほとんど残存しておらず，生木の木片を含む
場合がある．岩相の側方変化が激しくGomf‐f とはしばし
ば同時異相となる．Gomf‐f は現河川沿いで顕著に認めら
れ，最大層厚は板妻付近で４８mに達する（Fig．２）．

さかわ

Gomf‐f は富士火山東麓から相模平野に流れる酒匂川や
沼津平野に流れる黄瀬川沿いに分布し，下流側では基質の
細粒部分が洗い流されて，粗大な河床礫を取り込み完全な
河成堆積物となる．酒匂川沿いに分布する山北火山砂礫層
（鈴木，１９６３）や黄瀬川沿いの黄瀬川扇状地堆積物（高
橋，１９８０；高木，１９８１）ないし黄瀬川扇状地砂礫層（松
原，１９８４）はGomf に対比にされており（町田，１９６４；米

澤，１９８６），これらはいずれもGomf‐f に相当する．Gomf‐f
は足柄平野の北部では４０mの層厚を有する（山崎，１９９４）．
御殿場岩屑なだれ堆積物中の岩屑なだれ岩塊は主とし

て，タイプ a：新鮮で多孔質な灰色のカンラン石玄武岩な
いしは単斜輝石斜方輝石カンラン石玄武岩の溶岩，タイプ
b：新鮮だが一部変質した部分がある緻密な暗灰色のカン
ラン石玄武岩の溶岩，タイプ c：風化・変質した赤色のカ
ンラン石玄武岩質スコリア，タイプ d：変質した暗灰色の
含単斜輝石カンラン石玄武岩ないしカンラン石玄武岩の溶
岩，タイプ e：著しく変質して粘土化し黄白色を呈するテ
フラや単斜輝石カンラン石玄武岩ないしカンラン石玄武岩
の溶岩の５種類に大別できる．主要成分や微量成分などの
岩石化学的性質より，岩屑なだれ岩塊のうちタイプ aは新
富士火山の中期溶岩，タイプ b，cは２４ka 以降の古富士
火山末期の噴出物，タイプ d，eは２４ka 以前の古富士火
山の噴出物と推定される．
御殿場岩屑なだれはタイプ eの岩塊を主体とするブロッ

ク（グループG１），タイプ cの岩塊を主体とするブロッ
ク（グループG２），タイプ dの岩塊を主体とするブロッ
ク（グループG３）の３つのブロックが山麓側から山頂側
に連続して崩壊した結果，発生したと考えられる．崩壊を
引き起こしたすべり面は，御殿場岩屑なだれ堆積物の起源
となった堆積物のうち最下位に存在したタイプ d，e中に
形成されたと思われる．特にタイプ eは変質が進んでいる
ことから脆弱であり，大きな地震動や水蒸気爆発により本
層中にすべり面が形成されたと思われる（Fig．３）．

図３ 御殿場岩屑なだれ発生前の富士火山の模式断面．宮地・他（２００４）．
Fig．３． Schematic section of Fuji volcano before the Gotemba debris avalanche after Miyaji et al.（２００４）．
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Goda をもたらした山体崩壊時の古富士火山の形状は明
らかではないが，古富士火山活動末期に発生した複数回の
山体崩壊の際に崩れ残って高まりとなった部分が存在して
いた可能性が高い．富士火山の東斜面では少なくとも２４
～２０ka と１５～１４ka の２回，山体崩壊を起こしたと考え
られる（上杉・他，１９９２）．Goda には２４ka ないしそれ以
前の噴出物が含まれていることから，Goda を形成した崩
壊の際にはこれら２回の崩壊では崩れなかった東斜面の古
富士火山山体の一部が崩壊したと考えられる．
御殿場岩屑なだれ堆積物は直下の地層を削剥しているこ

とが多いこともあり，山体崩壊に伴うマグマ噴火の堆積物
やブラスト堆積物（吉本・宇井，１９９８）は確認できない．た
だし，岩屑なだれ堆積物の到達していない尾根部でも S‐１３
～１５’の間にブラスト堆積物や御殿場岩屑なだれに随伴す
ると思われる降下テフラ層が確認できなかったことから，
崩壊への本質物質の関与はない，ないしほとんどないと思
われる．
本岩屑なだれ堆積物中やそれ以前のOsや S１０，S１１に

は変質した岩片が多数含まれていることから３ka ころの
噴気，熱水活動の活発化に伴い，山体の熱水変質が進んだ
ことが考えられる．このような熱水変質により山体は脆弱
化していたと思われ，大規模な地震ないし水蒸気爆発が引
き金となり山体崩壊が発生した可能性が高い．富士火山西
方の富士川断層は３ka 頃に活動しており，この活動が富
士火山の山体崩壊を引き起こしたことは十分考えられる
（山元・他，２００２）．山体崩壊後，崩壊物の一部は直接河川
に流入し泥流堆積物（Gomf‐m）や河成堆積物（Gomf‐f）
に移化した．その後も降雨に伴いGoda は侵食され，崩壊
発生から２００～３００年間は二次泥流の発生が続いたと思わ
れる．

山頂火口からの火砕物噴火（２，９００～２，２００cal BP）
山体崩壊後，山頂火口からは S１５～２２（泉・他，１９７７；

宮地，１９８８）といった少なくとも１７層の大～中規模の降下
テフラが頻繁に噴出した．このうち２，２００cal BP（３００cal
BC）頃に噴出した S２２は湯船第２スコリア（Yu‐２）とも
呼ばれ，山頂火口で発生した最後のマグマ噴火の噴出物で
ある．火口近傍に落下したテフラは高温で急速に堆積した
ため強溶結し，富士山頂最上層溶岩（津屋，１９６８）と呼ば
れた．特に堆積量が多かった山頂部の東側斜面では急斜面
上での重力的不安定により溶結した火砕物が火砕成溶岩と
して二次流動し，少なくとも標高３，０００m付近までは流下
した（安井・他，２００３）．山頂部では溶結したYu‐２を覆い
直径数１０cm～１mの表面が白色の岩塊が分布する．これ
らの岩塊はYu‐２噴火期最末期に火口部の溶岩がドレイン
バックする際に発生した水蒸気爆発により溶岩表面のクラ
ストの破片が放出されたものと考えられている（尾関・
他，２００２）．
この時期には降下テフラだけでなく火砕流も発生した．

西斜面では２．７ka 頃の SYP４とよばれる火砕流堆積物が
（Yamamoto et al，２００５），北東斜面でも暦年未補正で２．５ka

頃の S‐１５’とよばれる火砕流堆積物が認められている（上
杉，１９９８）．山頂火口の東南東約１３kmにあたる標高７００m
の御殿場市滝ヶ原の小山川調整池では掘削時に御殿場岩屑
なだれ堆積物（Goda）とその二次泥流である御殿場泥流
堆積物（Gomf）が出現した．Goda や Gomf は S１５，溶岩，
S１７などに覆われる．S１５は所々深さ１m程度の小規模
な谷に削られ，その小谷を直径５cm～数mmの炭化した
材片や小枝を含む最大層厚２０cm程度の砂質な火砕サージ
堆積物が埋め，これを溶岩が覆う．この炭化木片の年代は
２，４２５±３０years BP（cal BC６００‐４００，PLD‐３９０６）で あ っ
た．なお，溶岩は内部に多数の溶結スコリアを認めること
ができることから，降下スコリアが定置後に二次流動した
火砕成溶岩と考えられる（Fig．４）．火砕サージと溶岩流基
底のクリンカとの間に侵食構造やラハール堆積物など時間
間隙を示す証拠はないものの，一連の噴火活動に伴うもの
であるか否かは明らかではない．この他，上杉（１９９８）は
北東斜面で S１８’スコリア層の直上にも火砕流堆積物が存
在するとしている．ただし，これらの火砕流または火砕サ
ージ堆積物の分布域は限定されており，いずれも小規模と
考えられる．
東側斜面では従来，火砕流や火砕サージ堆積物は発見さ

れていなかったが，上記のように御殿場市滝ヶ原の低標高
の地点で２．５ka 頃の小規模な火砕流堆積物が確認され
た．２．９ka に御殿場岩屑なだれが発生するまでは火山体の
東側に古富士火山の高まりがあり，東側斜面には火砕流や
火砕サージは堆積し難かった．ところが山体崩壊により東
側斜面に滑落崖を持つ崩壊地形が形成されると，山頂噴火
に伴い東側斜面に落下した降下テフラの一部は斜面に定置
できずに火砕流となり，崩壊地形の中を流下し山麓まで達
したと思われる．また，山頂部に高温状態で堆積し溶結し
たテフラも二次流動して火砕流と同様，崩壊地形の中を流
下し山麓に達したと思われる．
この時期に活動した側火山には Zu を覆い S１８に覆われ

る大平山，桟敷山，浅黄塚，高山などがあるものの，その
数は少ない．

６） ステージ５（２，２００cal BP～現在）：側火山，側火
口からの小・中規模噴火期
９世紀以前（２，２００cal BP～AD８００）

２．２ka 頃に Yu‐２を噴出したのを最後に富士火山の山頂
火口では本格的なマグマ噴火は発生しておらず，それ以降
は北西～南東斜面および北東斜面での側火山群の活動が続
いている．富士山の噴火の様子が具体的に記述されるよう
になった８世紀後半から現在に至るまでの間に，西暦７８１
年噴火や９世紀以降の９回の噴火など，少なくとも１０回
の噴火活動が存在したと考えられる（小山，１９９８a）．ただ
し，これらの歴史時代の噴火の噴出物については，放射性
炭素年代のみでは正確な年代を決定することが困難であっ
たため，１７０７年（宝永）噴火や８６４年（貞観）噴火の噴出
物など噴出物の分布と史料の記述との対応関係が明らかな
ものしかその噴出年代は特定されていない．
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一方，近年，富士山麓の各地で神津島８３８年噴火の神津
島天上山テフラ（Kt：吉田，１９９６）が発見され，このテフ
ラとの層位関係から富士火山の歴史時代の噴火実態に関す
る研究が進んだ（小林・他，２００５；高田・他，２００５）．この
ため，放射性炭素年代値とKt との層位関係から歴史時代
の噴出物の噴火年代を９世紀を境に大別することができ
る．そこで，便宜的にここでは２，２００cal BP から現在まで
を９世紀以前と９世紀以降に区分して論じる．
２，２００cal BP 頃以降，９世紀（１，２００cal BP）までは小規
模な溶岩や降下テフラの噴出が間歇的に続き，特にこれま
で顕著な噴火活動がみられなかった北東斜面での噴火活動
が活発化した．１，７００～１，３００cal BP（３００～７００cal AD）頃
には北東斜面に複数の火口が形成され，ここから S‐２４‐１
～５（上杉・他，１９８０）が噴出するとともに，高標高の北東
斜面上に一旦堆積した火砕物が重力的に不安定になり崩壊
し，これに伴い滝沢火砕流B，A１～３，A'など８回の火砕
流が発生した（Tajima et al．，２００３）．
北西～北斜面でも側火山や側火口の活動も活発であっ

た．１，２００cal BP（７１０～７７０cal AD）頃に形成された御庭・
奥庭火口列と呼ばれる標高３，４００～２，１００mまでと標高
３，０００m～１，５７０mまでの２列の火口列からは御庭・奥庭
第１，２溶岩が噴出した（津屋，１９７１；宮地，１９８８；山元・

他，２００５）．このうち奥庭第２溶岩はKt に覆われる（高田・
他，２００５）．また，標高約１，５００mの氷池・白大竜王火口と
呼ばれる２つの連続した火口から噴出した白大竜王・氷池
溶岩は奥庭第２溶岩の下位にあたり，その年代は１，３００～
１，０００cal BP（６１０～９６０cal AD）頃とされる（高田・他，
２００５）．ただし，津屋（１９７１）は奥庭第２溶岩が白大竜王・
氷池溶岩を覆うとしており，両者の層位関係についてはさ
らに検討が必要である．この他，標高１，０００m付近に分布
する雁穴溶岩の年代が１，４００cal BP（５５０cal AD）頃とさ
れ（高田・他，２００４），北東山麓に流下した檜丸尾第２溶岩
はKt に覆われる（高田・他，２００５）．
一方，この時期，南～南東斜面の側火山や側火口の活動

も活発であった．これらの火口からの噴出物うち比較的古
いものとしては２，１００cal BP（１６０cal BC）頃の小天狗溶
岩，２，０００cal BP（５０cal BC）頃の二ツ塚スコリア，１，５５０～
１，４００cal BP（３９０‐５５０cal AD）頃の印野溶岩，１，５００cal BP
（４６０cal AD）頃の青沢溶岩が挙げられる（高田・他，２００５；
山元・他，２００５）．このうち，印野溶岩は分布から二ツ塚か
ら噴出したとも考えられるが，二ツ塚スコリアと噴出年代
が大きく異なることから，両者が同一の噴火により形成さ
れたか否かについてはさらに検討を要する．南麓最大の側
火山である標高１，３００mのカンス山は１，２５０～１１５０cal BP

図４ 富士山東麓小山川調整池の工事現場に露出する２．５ka の火砕成溶岩と火砕サージ堆積物．
Fig．４． Clastogenic lava flow and pyroclastic surge deposit at２．５ka exposed at a construction site of the Oyamagawa sabo‐pond in the east-
ern foot of Fuji Volcano．
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（６８０‐７９０cal AD）頃に噴火し（山元・他，２００５），中規模
のカンス山溶岩を南方に流出するとともに（津屋，１９７１），
カンス山スコリアを東北東方向に拡散させた（宮地，１９８８）．
同テフラは火口から１５km東方の現在の御殿場市街地一
帯に分布する泥炭層（大沼藍沢湖成層）中でも確認できる
（宮地・鈴木，１９８６）．南斜面の北東高鉢山付近から噴出し
真南に飛散した大淵スコリアもKt に覆われ，７世紀の古墳
より古く（増島，１９７８；小林・他，２００５），カンス山とほぼ
同時期の噴出物と推定されている（高田・他，２００４）．

９世紀以降（AD８００～現代）
９世紀以降発生した噴火としては，少なくとも西暦８００
～８０２年，８６４～８６６年，９３７年，９９９年，１０３３年，１０８３年，１４３５
～１４３６年初頭，１５１１年，１７０７年の９回がある（小山，１９９８
a）．これらの噴火とその噴出物の特徴は以下の通りである．
８００～８０２年（延暦十九～二十一年）の噴火では北西斜
面および北東斜面より多数のテフラが噴出した．これによ
り古代の東海道は一時的に閉鎖された（小山，１９９８b）．北
東斜面では西小富士噴火割れ目より須走口スコリア a（Sb
‐a）が噴出し（小山，１９９８b），この火口付近から噴出した
鷹丸尾溶岩はそれまで道志川から忍野に流れていた桂川の
支流を完全に閉塞し，現在の山中湖が誕生した（遠藤・
他，１９９２）．なお，鷹丸尾溶岩はA～Dの４層に細分されて
おり（上杉・他，１９９５），上杉（２００３）は溶岩と考古遺物の
関係よりこのうちの鷹丸尾溶岩Aは１１～１２世紀以降のも
のである可能性を指摘している．
北西斜面上で隣接する天神山と伊賀殿山も８００～８０２年

噴火の際に誕生したと考えられてきた（小山，１９９８b）．と
ころが，これら両火山の噴出物はKt を覆い，かつ２cm程
度の風化火山灰層などが挟み８６４年噴火で噴出した氷穴溶
岩に覆われる（鈴木・他，２００４；小林・他，２００５）．このこ
とから，Kt が降灰した８３８年から８６４年の間に天神山と
伊賀殿山が活動した可能性が高い．従来，８０２年～８６４年噴
火の間に８３４～８４８年（承和年間），８５３年（仁寿三年），８５８
年（天安二年），８５９年（貞観元年）噴火などが存在した可
能性があるものの，記述内容が疑わしく噴火の存在は否定
されている（小山，１９９８b）．ただし，これらの噴火につい
てはさらに史料の再検討が必要である．
８６４～８６６年初頭（貞観六～七年）の噴火は２，２００cal BP
以降最大規模の噴火であった．貞観噴火は８６４年６月から
８６６年２月までの約２年間続き，この噴火で青木ヶ原溶岩
および氷穴溶岩（津屋，１９３８），または下り山・石塚・氷穴・
長尾山溶岩グループと呼ばれる総計１．２km３の溶岩が，山
体の北西山麓の氷穴－長尾山－石塚－下り山と呼ばれる総
延長６kmに及ぶ火口列から流出し，山麓のせの湖と呼ば
れる湖の大半を埋め尽くした（荒井・他，２００３；高橋・
他，２００５）．本栖湖に流入した青木ヶ原溶岩には表面に特有
の縞状構造が認められる．この構造は溶岩が湖水と接した
際に作られた亀裂が水中で段階的に開口した結果作られた
と考えられている（小幡・海野，１９９９）．また，溶岩の湖へ
の流入に伴い水蒸気爆発が発生して，精進湖では爆発によ

り飛散した枕状溶岩片や湖底堆積物が二次火口周辺に堤防
状の微地形を作った（宮地・他，２００６）．
９３７年（承平七年）の噴火では溶岩が北麓の御舟湖を埋
めた，とあり，この溶岩は北麓に流下した剣丸尾第１溶岩
に対比されると考えられている（小山，１９９８a）．剣丸尾第
１溶岩は北側斜面の剣丸尾火口から噴出したと考えられて
きた（津屋，１９６８）．９３７年噴火では富士火山の北側斜面の
標高１，８００～２，９００mにかけては総延長３．５kmの雁行す
る３列の割れ目火口列で発生した．このうち最も標高の高
い部分は剣丸尾火口，中央部が石楠花橋火口（鈴木・
他，２００１）とよばれ，最も北側の低標高の火口から噴出し
た剣丸尾第１溶岩は火口から１７km北東の現在の富士吉田
市街地まで達した（藤田・他，２００２）．石楠花火口からは東
方に向けて石楠花橋スコリアが噴出した（藤田・他，２００２）．
一方，年代，層位的に剣丸尾第１溶岩と同時期で，岩石学
的特徴が酷似する南斜面の不動沢溶岩もこの噴火で噴出し
たと考えられ，山頂を挟む南北同時噴火が発生したと思わ
れる（山元・他，２００５）．ただし，剣丸尾第１溶岩の噴出量
は０．０６km３であるのに対し，不動沢溶岩の噴出量は０．０１
km３程度と推定され，マグマの主体は山体の北側から噴出
したと思われる．
９９９年（長保元年）の噴火は噴火の規模や様子に関する
具体的な記述が無く，噴出物との対応関係は明らかではな
い．
１０３３年（長末五年）の噴火では溶岩が山麓に到達した
とする記述から，北側山麓に分布し剣丸尾第１溶岩を覆う
剣丸尾第２溶岩がこの時の溶岩と考えられる（小山，１９９８
a）．この噴火でも９３７年噴火と同様，南北同時噴火が発生
したと考えられている（山元・他，２００５）．このうち北側斜
面では標高２，１５０～３，４５０mにかけて総延長３kmの牛ヶ
窪火口とよばれる割れ目火口列で発生した．これと雁行し
標高２，０５０mに位置する小御岳風穴火口からは剣丸尾第２
溶岩が噴出し，火口から北東方向に約７km流下した（藤
田・他，２００２）．南側斜面では不動沢溶岩を噴出した火口と
ほぼ並行した割れ目火口から日沢溶岩が噴出した（山元・
他，２００５）．
１０８３年（永保三年）の噴火も噴火の詳細は明らかでは
ない．ただし，小山（１９９８a）はこの噴火に伴う鳴響（爆
発音）が京都にまで到達した可能性を指摘し，これにとも
なう爆発的噴火により南麓の I‐３１（宮地，１９８８），東麓の S
‐２４‐９または S‐２４‐１０（上杉・他，１９８７）が噴出した可能
性を指摘した．また，放射性炭素年代値のみから判断すると
南斜面の須山胎内溶岩（AD１０３０～１２３０：山元・他，２００５）
もこの時に噴出した可能性がある．
１４３５～１４３６年初頭（永享七年）や１５１１年（永正八年）
噴火についても噴火の詳細や噴出物との対応関係は明らか
ではない．ただし，永享七年の噴火では富士山に火炎が見
えて煙の記述が無いことから，溶岩流が流出した可能性が
高く，その候補として北側斜面の大流溶岩が考えられる（小
山，１９９８a）との指摘がある．また，永正八年の噴火では
富士吉田口登山道六合目付近に存在したと思われる鎌岩付
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近で噴火したらしい（小山，１９９８a）．
一方，１４３５～１４３６年または１５１１年噴火で噴出した可能

性のあるテフラが富士山東方の神奈川県内で発見されてい
る．神奈川県綾瀬市の宮久保遺跡では１７０７年噴火の宝永
スコリア層の下位で鎌倉期（１１８０～１３３３年）の文化層を
覆う土層中より宝永スコリアに類似した極めて発泡の悪い
黒色スコリア層が確認されている（神奈川県立歴史博物館，
國平建三氏私信）．また，宮久保遺跡の南方に位置する逗
子市の住吉城址でも，筆者らは現地調査の際に宝永スコリ
ア層より下位で鎌倉期と考えられる文化層を覆う土層中に
やはり宝永スコリアに類似した極めて発泡の悪い黒色スコ
リア層を確認した＊．これらのテフラは同一のものである
可能性が高く，その場合，１４３５年または１５１１年噴火に由
来するテフラかもしれない．
１７０７年（宝永四年）の噴火は富士火山の最新の噴火で
あり，噴出した降下テフラ（宝永スコリア）は南関東一円
を覆う新富士火山の中でも最大規模の爆発的噴火であっ
た．宝永噴火は１７０７年１２月１６日午前から１７０８年１月１
日の未明までの１６日間断続的に続き，この噴火で新たに
山体の南東斜面に開いた３つの宝永火口からはプリニー式
噴火により降下軽石と降下スコリアが総計０．７km３噴出し
た（Tsuya，１９５５；宮地，１９８４など）．宝永噴火はデイサイ
ト質と安山岩質に分化した低温のマグマに，下方から高温
の玄武岩質マグマが加わることにより発生したと考えられ

ている（Yoshimoto et al.,２００４など）．これにより，最初に
デイサイト質の軽石が，次いで安山岩質と玄武岩質のスコ
リアが相次いで噴出した．宝永噴火による直接の犠牲者は
記録に残されていないが，東麓では宝永スコリアが農地を
厚く覆ったり河川の氾濫が続いたりしたため，住民は飢餓
に苦しみ復旧に４０年以上を要した（小山町，１９９８など）．
９世紀以降の火山活動により噴出したことが明らかであ
るものの，その正確な噴出年代が明らかでないものが複数
存在する．Kt を覆う溶岩としては水ヶ塚檜丸尾溶岩，東
臼塚南溶岩，大淵丸尾溶岩などが挙げられる（小林・
他，２００５）．高田・他（２００５）によれば，南斜面に分布する
水ヶ塚檜丸尾溶岩は南ガラン塚の割れ目火口列（小林・高
田，２００３）から１，３００～１，０５０cal BP（６８０～８９０cal AD）頃
噴出した．また，同じく南斜面の東臼塚南溶岩は約２km
の割れ目火口から１，２００～１，０００cal BP（７２０～９６０cal AD）
頃噴出した．さらにこの割れ目火口の南西方向の標高
２，８５０～１，３７０mに約４kmの割れ目火口が開き，大淵丸尾
溶岩が１，２００～１，０００cal BP（７７０～９８０cal AD）に噴出し
東臼塚南溶岩を覆った．このうち大淵丸尾溶岩は噴火口の

＊住吉城址の報告書は未刊だが本内容の掲載については住
吉城址発掘調査団（団長田代郁夫氏）の許可をいただいた．
考古学的年代観については最終的には正式の報告書に拠
る．

図５ 新富士火山の過去１．１万年間における全噴出物の積
算噴出量．
Fig．５． Cumulative volume for total products erupted by
Younger Fuji Volcano during the last１１，０００years．
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位置が低標高で火口列末端の火口は集落の近傍に位置する
（富士山ハザードマップ検討委員会，２００４）．また，上記に
も挙げた I‐３１，S‐２４‐９・１０などのテフラも９世紀以降の噴
出物である可能性が高いもののその年代は明らかではな
い．今後，年代データや考古遺物との層位関係から，これ
らの噴出物の年代を決定する必要がある．
１７０７年噴火を最後に富士山では明確な噴火は確認され
ていないものの，地熱・噴気活動は最近まで続いていた．
山頂火口では小内院南東側と銀明水東側にはそれぞれ泥に
覆われた変質したスコリアを主体とし成層構造をなす砂礫
質の堆積物が分布する．これらの堆積物中には本質物質が
認められないことから水蒸気爆発の噴出物と考えられる
（尾関・他，２００２）．このような山頂部での水蒸気爆発がい
つ発生したかは明らかではないものの，Yu‐２を覆うこと
から２，２００cal BP より新しいことは明らかである．９世紀
の都良香は「本朝文粋」の中で山頂の火口底には池があり，
そこから水蒸気が立ち上っているとする記述を残してい
る．また，鎌倉時代の「海道記」より，つじ（１９９２）はこ
の文章が書かれた１２２３年４月には山頂に沸騰する火口湖
が存在したと推測した．これらのことから歴史時代に山頂
火口底に溜まった湖水がマグマの上昇などに伴い水蒸気爆
発を発生させた可能性が考えられる．
一方，宝永火口付近では地表の宝永スコリアの一部に昇

華物と思われる白色物質が付着しており，宝永噴火後しば
らくの間は宝永火口付近で噴気活動は継続した可能性が高
い．富士火山では宝永噴火直後の１７０８～１７０９年に鳴動や
降灰を伴う火山活動があった可能性も指摘されている（小
山，１９９８a）．
地熱異常や噴気活動は約１００年前の１９００年頃は顕著で，

その後，次第に低下したと思われる．例えば山頂部南東縁
の荒巻と呼ばれる地点や山頂部東縁の地温は少なくとも
１８９７年には約８０℃であったが，１９５７年には約５０℃まで
低下し，１９８２年には外気温と差異がなかった（気象庁観
測部，１９８３）．１８９７年より以前の地熱がどの程度であったか
は不明だが，１８５４年の安政東海地震をきっかけに荒巻の地
熱活動が開始された，との指摘もある（つじ，１９９２）．この
他，１９５７年の気象庁の調査では宝永火口内や東斜面の須走
口登山道の３合目や７合目でも噴気ないし地熱活動が確認
されている（諏訪，１９９２）．

４． 噴出率と噴火頻度の推移
１） 噴出率の推移
富士火山における過去１１，０００年間の噴出量の経時変化

を調べ，その結果をもとに噴出率の変化を求めた．噴出量
の経時変化は積算噴出量の経時変化図（階段ダイアグラム）
として示した．新富士火山の噴出量の階段ダイアグラムは
宮地（１９８８）や富士山ハザードマップ検討委員会（２００４）
により公表されているものの，噴出物の噴火年代に関する
データが不足していたこともあり，必ずしも詳細な経時変
化を示すものではなかった．そこで，地質図や噴出物の分
布図や等層厚線図をもとに作成された岩石密度換算の噴出

量のカタログ（国土庁，１９９１）やその後，関係機関により
得られた噴出量に関するデータをもとに，１１ka 以降噴出し
た１０１層の降下テフラ，１０層の火砕流堆積物，１３２層の溶岩
について最新の噴火年代値と層序関係から各噴出物の噴出
年代を推定し，これらのデータをもとに概ね１，０００年間隔
ないし歴史時代では噴火年代ごとに噴出量の総計をまと
め，階段ダイアグラムを作成した（Fig．５）．なお，歴史時
代の１０回の噴火については噴火年代が明らかであるため，
噴火年代の位置に棒状の線分として噴出量を示し，噴火年
代が特定できず年代幅でしか表現できない場合は年代幅の
うち最も新しい年代にその年代幅の期間に噴出した全ての
噴出物の積算噴出量を示して，年代幅の最も古い年代に示
された噴出量と線分で結び噴出量の推移を示した．
このうち旧期溶岩の噴出量の算定に際して，旧期溶岩に

は地表下に埋没しているものが多く，地表で観察できる溶
岩の噴出量だけで旧期溶岩の噴出量とみなすのは不十分で
あるため補正を行った．旧期溶岩が噴出した時期は年代測
定結果や地質層序より，１７．０～１１．０ka，１１．０～９．５ka，９．５～
８．５ka，８．５～８．０ka の４時期に区分できる．地表部で確認
できた，旧期溶岩の全噴出量は１７．５km３で，各時期の溶
岩の噴出量が旧期溶岩全体に占める割合（時期別噴出量割
合）は１７．０～１１．０ka が１８％，１１．０～９．５ka が６３％，９．５
～８．５ka が１１％，８．５～８０ka が８％と推定される．宮地
（１９８８）はボーリング資料などをもとに旧期溶岩の噴出量
を３９．５km３と見積もった．このためボーリング資料から
推定される総量の４４％を地表部で確認できたことになる．
ただし，１７．０～１１．０ka の溶岩は年代値や分布に関する情報
が限られており，１１．０ka 以降に溶岩と同列で噴出量の議論
を行うことは困難である．また，地下部の旧期溶岩は地表
部に分布する旧期溶岩よりも古い時代のものが多いと推定
されるものの，ここでは地下部も地表部と同一の時期別噴
出量割合を有すると仮定して地下部の時期別噴出量を算定

表１ 新富士火山，過去１．１万年間における５つの活動期ごと
の噴出率．
Table１． Eruption rates of total products for five stages erupted by
Younger Fuji Volcano during the last１１，０００years．
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し，地表部と合わせて時期別噴出量を推定した．
一方，歴史時代で確認された１０回の噴火について

は，１０３３年や９３７年噴火のように山頂を挟む南北両斜面上
の複数地点で同時期に噴火したことが明らかとなってきた
ものの，その大部分の噴火では噴出物との対応関係が未確
定ではある．そこで噴火時期が不明であった以下の括弧内
の噴出物についても噴出率を推定するために，層位関係な
どをもとに噴火年代を次のように仮定し，噴出年代ごとの
総噴出量を計算した．すなわち，１７０７年：宝永スコリ
ア，１５１１年：（S２４‐１０），（I‐３１），１４３５年：（大 流 丸 山 溶
岩），１０８３年：（S２４‐９），（須山胎内溶岩），（ガラン溶
岩），１０３３年：剣丸尾第２溶岩，日沢溶岩，S２４‐８，９３７年：
剣丸尾第１溶岩，不動沢溶岩，石楠花橋スコリア，８６４年：
青木が原溶岩，氷穴溶岩，（S２４‐７），（大淵丸尾溶岩），８３８
～８６４年：伊賀殿山・天神山溶岩，天神山・伊賀殿山スコ
リア，８００～８０２年：鷹丸尾檜丸尾２溶岩，Sb‐a，（須走口
溶岩 ），（水が塚檜丸尾溶岩），（東臼塚南溶岩），（S２４‐６）
である．
以上のような仮定のもとに過去１１，０００年間のステージ

別，年代別噴出率を見積もった（Table１）．その結果，旧
期溶岩を噴出したステージ１の中でも前半の１１～９．５ka

では噴出率が１７．１km３／ky と新富士火山の中では最も大
きく，後半の９．５～８．０ka にかけて５．１km３／ky と減少し，
ステージ３の中でも中期溶岩の多くが噴出したと思われる
４．５～３．５ka の噴出率は３．３km３／ky でステージ１後半の噴
出率に近い．これに対し，山頂火口での爆発的噴火が続い
たステージ４（３．５～２．２ka）では２．４km３／ky，比較的小
規模な山腹噴火が続いたステージ５（２．２～０．３ka）では
１．３km３／ky と噴出率は減少している（Table１）．１７．０～
１１．０ka の噴出率が明らかではないものの，１１ka 以降，ス
テージ１，２期に認められる高い噴出率の時期とそれに続く
噴出率が漸減する時期への推移，ステージ３の後半から現
在までの間に認められる比較的高い噴出率の時期からやや
低い噴出率の時期への推移の２つの変動期が存在する．こ
のような２回の変動期は１１ka 以降，富士火山では２回の
異なるマグマ供給期が存在したことを示唆する．このうち
後半のマグマ供給期が現在まで続く富士山の活動期に相当
する．
この後半の変動期は現在の年代資料ではステージ３半ば

の４．５ka 頃から開始することになるものの，その開始時
期は５．４ka 頃までさかのぼる可能性がある．これはステ
ージ３に噴出した中期溶岩に関する年代値が少なく，現時

図６ 新富士火山のステージ１・２，３，４・５における噴出量のヒストグラム．
ただし，ステージ１の噴出物のうち１７～１１ka のものを除く．
Fig．６． Histogram showing volume of the eruptive products of Younger Fuji Volcano for the stages１ and２，stage３，and stages４ and５．
Volcanic product at stage１，does not include that at１７to１１ka．
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点では４．５～３．５ka の年代値が多く得られているため，中
期溶岩の大半はこの時期に噴出したと仮定したためであ
る．ただし５．４ka 頃の天母山溶岩のようにステージ前半
に噴出した溶岩も確認されており，仮に今後この時期の溶
岩が多数発見されるようになれば，５．４ka 頃から噴出率が
増大し始めることになる．

２） 噴火規模別発生頻度の推移
噴火の規模別発生頻度は噴出量を見積もるために作成し

たデータをもとに１回の噴火で１つの地層が形成されると
仮定し，その噴出量の規模別発生回数とした．なお，各噴
出物の噴出量は対数値で表わし，この値をもとに規模別に
区分した．また，歴史時代の噴火のように，１回の噴火で
複数の噴出物が形成された場合は，これらをまとめて１回
分の噴出量とした．このため例えば２．２ka 以降の噴火回
数は宮地（１９９３）では７５回だったが，今回の試算では４９
回と減少した．旧期溶岩は地表で確認できた溶岩について
のみ試算に用いた．
以上のような仮定のもとに過去１１，０００年間の噴火の規

模別発生頻度を見積もった（Fig．６）．その結果，ステージ
１，２では全般を通じると中～小規模噴火の回数が多いもの
の，多量の旧期溶岩を噴出したステージ１のうち１１～９．５
ka では大～中規模噴火が多かった．また，中規模溶岩を
噴出したステージ３（５．６～３．５ka）では中規模噴火が多く，
新期溶岩を噴出したステージ５（２．２ka 以降）では小規模
噴火が多かった．また，山頂火口からの爆発的噴火期であ
るステージ４では中～小規模噴火が多かった．このように
１１ka 以降の富士火山の噴火の中では最近２．２ka の噴火は
比較的小規模なものが多い傾向があるものの，３．５ka 以降
についてみると中規模噴火の発生頻度の割合が多く，大規
模噴火も２．２ka 以降の２回から７回に増加する．これは
３．５～２．２ka の山頂噴火期の降下テフラの多くが中規模で，
しばしば大規模なテフラも噴出したためである．

２．２ka 以降の噴火の発生間隔や規模は８６４年噴火を境に
大きく変化した．２．２ka 以降，８６４年噴火までの約１，１００年
間に４２回の噴火があり０．５５km３が噴出したことから，こ
の期間の平均噴火間隔は２６年，一回の噴火の平均噴出量
は０．００５km３（小規模噴火）になる．今回得られた２．２ka
以降の噴火規模の最頻値は０．００５km３クラスで，この平均
噴出量と一致する．４２回の噴火の中には同一の噴火であっ
ても噴出地点が異なるため異なる噴火としたものも含まれ
る可能性があるものの，少なくとも層位の異なる６層の噴
出物は存在することから，０．２km３以上の大規模噴火が発
生した可能性は低く，小規模噴火が頻繁に発生した可能性
が高い．
一方，８６４年噴火以降，１７０７年噴火直前までの８３４年間に

は少なくとも大規模噴火が１回，中規模噴火が２回，小規
模噴火が３回の６回の噴火があり１．３６km３が噴出したこ
とから，この期間の平均噴火間隔は１６７年，一回の噴火の
平均噴出量は０．２７km３（大規模噴火）になる．このよう
に，２．２ka 以降８６４年噴火までは小規模噴火が頻発してい
たものの，８６４年噴火以降，噴火の発生間隔が長くなり発
生する噴火の規模はより大きくなったと思われる．８６４年
噴火以降，噴火の発生間隔が長くなった理由は明らかでは
ない．
８６４年噴火や１７０７年噴火のような大規模噴火の発生は
火山の自己制御機構（高田，２０００）を反映したものである
と考えることもできる．２度の大規模噴火により山体に蓄
積されつつあったストレスがある程度開放された可能性が
高い．そうであるならば，山体のストレスを開放するため
の山体崩壊や火山体内や火山近傍での地震活動（高
田，２０００）が近々発生する危険性は低い．

５． 今後の噴火予測に向けて
階段ダイアグラムからも分かるように富士火山の場合，

最近の噴出率はほぼ一定であることから，今後の噴火規模

図７ 新富士火山の過去２，２００年間における全噴
出物の積算噴出量．
Fig．７． Cumulative volume for the total prod-
ucts erupted by Younger Fuji Volcano dur-
ing the last２，２００years．

宮地直道
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や時期をある程度推定することができる．例えば３．５ka
のステージ４の開始時から８００年噴火発生直前までの噴出
率や，８００年噴火発生直前から１７０７年噴火発生直前までの
マグマの噴出率はいずれも１．５３km３／ky と一定である
（Fig．７）．このように小規模噴火を含む休止期間の長さが
それに先立つ噴出量に比例する傾向があるような場合，次
に起きる噴火の時期を予測できるといわれ，このような階
段ダイアグラムは時間予測型（小山・吉田，１９９４）と呼ば
れる．時間予測型の階段ダイアグラムが形成される原因の
ひとつとして，マグマ溜まりに一定の割合でマグマが供給
され，そのマグマ溜りに蓄えられるマグマの限界量が一定
であることが考えられる（山科，１９９５）．仮に１７０７年噴火に
より０．６８km３分が空となったマグマ溜まりに１．５３km３／
ky の割合でマグマが供給されつつあると仮定すると，２１５０
年頃にはマグマ溜まりは満たされる計算になる．ただし，
大規模噴火であった８６４年噴火と１７０７年噴火の間に少な
くとも５回の小，中規模噴火があったように，マグマ溜ま
りが完全に満たされる前に噴火が発生する可能性も否定で
きない．
一方，噴火の発生地点として最近２，２００年間の噴火は山

体の北西～南東方向および北東方向の側火山で発生してい
るもの，９３３年噴火以降，高標高での噴火が続いており，す
でに山頂噴火期に入ったのかもしれない（高田，２０００）．
また，２，２００年前以降に発生した中規模～大規模噴火で

は１７０７年噴火のような爆発的噴火を除き長さ３km以上
の割れ目火口列が形成され，特にその低標高側から溶岩が
噴出する場合が多い（剣丸尾第１・第２溶岩，御庭奥庭溶
岩２，青木ヶ原溶岩）．また，９３７年や１０３３年噴火のような
南北同時噴火も複数回発生していた可能性が考えられる．
このため，個々の噴出地点からの噴出量は小規模であって
も，複数個所で一連の噴火が発生した場合，その噴出量は
中規模クラスになる可能性も考えられる．
以上のような噴火予測をより高精度化し，減災を図るた

めには噴火履歴や火山体の構造に関わる諸問題を解明する
必要がある．例えば直径数１０cmないし数mの岩塊を吹
き飛ばす小規模な水蒸気爆発は様々な場所で発生する可能
性があり観光客や住民の安全を確保する上からもその実態
解明は不可欠である．このような噴火は歴史時代に山頂の
火口湖で発生したり，青木ヶ原溶岩がせの湖に流入したり
した際に発生した可能性が高いものの，その実態はほとん
ど解明されていない．また，発生頻度は低いと思われるも
のの，大規模な災害を引き起こす山体崩壊は山体内部の変
質帯に沿って発生する可能性が高い．このため山体崩壊の
発生場所を予測するためには，この変質帯が山体の地下の
どの場所に存在するかを事前に明らかにする必要があり，
まずはこれを発見するための手法の開発が不可欠である．

６． まとめ
富士火山に関する最新の研究成果に基づき新富士火山の

噴火履歴を取りまとめるとともに，最近１１，０００年間の噴
出率や噴火頻度の経時変化を推定し，以下の結果を得た．

１） 新富士火山の活動期は１１ka 以降についてみると噴
火様式の相違により，ステージ１（１７～８ka）：山頂・
山腹火口からの大量の溶岩噴出期，ステージ２（８～５．６
ka）：山頂火口からの小規模な間歇的噴火と土壌層の形
成期，ステージ３（５．６～３．５ka）：山頂火口，側火口か
らの爆発的噴火と溶岩噴出期，ステージ４（３．５～２．２
ka）：山頂火口からの爆発的噴火期，ステージ５（２．２ka
～現在）：側火山，側火口からの小・中規模噴火期の５
つのステージに区分できる．

２） 新富士火山ではステージ１，２期に認められる高い
噴出率の時期とそれに続く噴出率が漸減する時期への推
移，ステージ３の後半から現在までの間に認められる比
較的高い噴出率の時期からやや低い噴出率の時期への推
移の２つの変動期が存在する．このような２回の変動期
は１１ka 以降，富士火山では２回の異なるマグマ供給期
が存在したことを示唆する．

３） ステージ１，２では全般を通じると小～中規模噴火
の回数が多いものの，多量の旧期溶岩を噴出したステー
ジ１の１１～９．５ka では大～中規模噴火が多かった．ま
た，中期溶岩を噴出したステージ３では中規模噴火が，
山頂火口からの爆発的噴火期であるステージ４では中～
小規模噴火が，新期溶岩を噴出したステージ５（２．２ka
以降）では小規模噴火が多かった．また，２．２ka 以降８６４
年噴火までは小規模噴火が頻発していたものの，８６４年
噴火以降，噴火の発生間隔が長くなり小規模噴火の他，２
度の大規模噴火が発生した．これらの大規模噴火により
山体へ蓄積されていたストレスがある程度開放されたと
思われる．

４） 富士火山では３．５ka 以降，時間予測型の階段ダイア
グラムを示し，その噴出率は１．５３km３／ky とほぼ一定
である．仮に１７０７年噴火により０．６８km３分が空となっ
たマグマ溜まりに１．５３km３／ky の割合でマグマが供給
されつつあると仮定すると，２１５０年頃にはマグマ溜まり
は満たされる．
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富士火山南西山麓の地表及び地下地質：噴出物の新層序と化学組成変化

山元孝広＊・石塚吉浩＊＊・高田 亮＊＊

Surface and Subsurface Geology at the Southwestern Foot of Fuji volcano，Japan:
New Stratigraphy and Chemical Variations of the Products

Takahiro YAMAMOTO＊，Yoshihiro ISHIZUKA＊＊ and Akira TAKADA＊＊

New stratigraphy of the products of Fuji volcano has been established based on the surface and subsurface geology
at the southwestern foot; the products are divided as the Hoshiyama（older than Cal BC１５，０００），Fujinomiya（Cal BC
１５，０００～Cal BC６，０００）and Subashiri（younger than Cal BC６，０００）stages，in ascending order．The Hoshiyama stage
products are composed of volcanic fan deposits，exposing at the Hoshiyama and Habuna hills，and the Tanukiko debris
avalanche deposit．The abandonment of the Hoshiyama‐a and‐b volcanic fans occurred at５０ka and Cal BC１８，０００，re-
spectively．Immediately after the abandonment of the Hoshiyama‐b fan，the Hoshiyama stage edifice collapsed toward
southwest and shed the Tanukiko debris avalanche deposit．The most part of this deposit is buried beneath the Fuji-
nomiya stage products; its top is １４４．４m deep in the GSJ‐FJM‐１core and ９５．７m deep in the GSJ‐FJM‐２core．
The Fujinomiya stage products consist of many basalt aa and pahoehoe lava flows exposing at the southwestern foot of
the volcano．The thickness of the Fujinomiya stage products is１１８m in the GSJ‐FJM‐１core and４１m in the GSJ‐FJM
‐２core．The lower and upper lava flows in the Fujinomiya stage are１．７～２．３and２．２～２．８in FeO＊／MgO ratio，re-
spectively．This change of the chemical property occurred at about１０～９ ka．On the other hand，there was no sig-
nificant change in magma chemistry at the transition from the Hoshiyama to Fujinomiya stages，although the eruption
style was transformed to the extrusion of voluminous lava flows from the explosive eruption of pyroclastics．
Key words: Fuji volcano，Hoshiyama stage，Fujinomiya stage，Subashiri stage，basalt，Tanukiko debris avalanche，
GSJ‐FJM‐１，GSJ‐FJM‐２

１． はじめに
富士火山形成史については津屋弘逵による一連の地質学

的・岩石学的研究（Tsuya，１９３５，１９３７；津屋，１９３８a，１９３８
b，１９４０，１９４４；Tsuya，１９５５，１９６２；津屋，１９６８，１９７１など）に
よりその全体像が示され，その成果は「１／５万富士火山
地質図」として昭和４３年に出版されている（津屋，１９６８）．
その後，降下火砕物層序学による噴火履歴の詳細化（町
田，１９６４，１９７７；泉・他，１９７７；上杉・他，１９７９，１９８７；宮地，
１９８８など）があったが，溶岩流の層序を基に層序を組み
立てた津屋の富士火山形成史の大枠は最近まで受け継がれ
てきた．津屋（１９４０，１９６８，１９７１など）の層序で最も重要
な点は，それ以前の研究（平林，１８９９；石原，１９２５）とは異
なり，富士山を古富士火山と新富士火山に区分したことで
ある．津屋の区分の根拠は，１）古富士火山噴出物は富士川
河口断層系により明瞭な変位を受けるが，新富士火山噴出
物はそうではないことによる構造地質学的な違い，２）新富
士火山噴出物は浸食された古富士火山噴出物を谷埋めする

層序関係の違い，３）山麓の古富士火山噴出物は火山砕屑物
が卓越するのに，新富士火山噴出物は山麓でも溶岩流が卓
越する活動様式の違いであり，両者の間には活動沈静期が
あったものと考えていた．しかし，これら３つの違いは独
立であり，同時に発生した必然性はない．また，津屋の古
富士火山／新富士火山の概念はその後の研究でも受け継が
れてきたが，研究者ごとに区分の基準が異なることに注意
しなければならない．町田（１９６４）は山麓の降下火砕物の
編年から古期富士テフラ群／新期富士テフラ群を分けてい
るがその境界は降下火砕物が少ない富士黒土層においてお
り，津屋の区分とは基準が異なる．
山元・他（２００５）の系統的な放射性炭素年代測定による

新編年では，津屋の古富士／新富士移行時の不整合の形成
（田貫湖岩屑なだれの発生）はBC１８，０００年頃，新富士旧
期の大規模な溶岩流流出はBC１５，０００年からBC６，０００年
頃，新富士中期の噴火活動はBC３，６００年からBC１，７００
年頃，新富士新期前半の爆発的噴火活動はBC１，５００年か

＊〒３０５‐８５６７茨城県つくば市東１‐１‐１中央７
産業技術総合研究所深部地質環境研究センター
Research Center for Deep Geological Environments
Geological Survey of Japan，AIST
Higashi１‐１‐１Central７，Tsukuba３０５‐８５６７，Japan
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産業技術総合研究所地質情報研究部門
Institute of Geosciences
Geological Survey of Japan，AIST
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らBC３００年頃，新富士新期後半の山腹割れ目噴火活動は
BC３００年頃以降となった．津屋の設定した層序の個々の
ステージ境界は，山体の構造や活動様式の変化時期と良く
対応しており，ある時間継続した火山活動を特徴付ける上
で意味のあるものである．しかし，個々の境界の性格はそ
れぞれ異なっており，１０万年に達する富士火山の活動を津
屋に従い新旧２つに分けることはそれほど重要ではなくな
っている．

２． 新たな層序
富士火山を含む地質図幅の作成に当たっては，これまで

の津屋や町田の新旧二分法による層序ではなく，新たな層
序を設定する．新提案の層序は下位から星山期／富士宮期
／須走期に大分され，各期はさらに星山‐a期，星山‐b期
のように細分される．本報告で扱う富士火山南西山麓の富
士宮周辺には（Fig．１），このうち星山・富士宮期の堆積物
が模式的に分布しており，地表及び地下地質からその層序
を記載する．
２‐１ 星山期
津屋の古富士火山のうち，Yamazaki（１９９２）のMf‐ 面

に相当する南西山麓の火山麓扇状地堆積物の離水時までを
星山‐a期，Yamazaki（１９９２）のMf‐ 面に相当する南西
山麓の火山麓扇状地堆積物の離水時までを星山‐b期とす
る．この区分では，星山‐a期が１００ka～５０ka 頃，星山‐b
期が５０ka～Cal BC１８，０００頃となる．両期の噴出物は，液
相濃集元素に乏しい玄武岩で特徴付けられる（富樫・他，
１９９１；高橋・他，１９９１）．町田（１９６４）の古期富士テフラ群
の大部分が両期に噴出しており，箱根東京軽石の層準が両
期の境界付近に対応する．津屋は北東山腹や南東山腹に彼
の古富士火山噴出物の分布を示しているが，これらの噴出
時期は確定していない．星山‐b期末には，星山期山体が
南西に向かって斜面崩壊し，田貫湖岩屑なだれ発生が発生
している．富士宮期までの期間（Cal BC１８，０００～Cal BC
１５，０００頃）にも東山麓には古期富士テフラ群がほぼ連続
して堆積しており，津屋（１９４０）が考えた古富士／新富士
間の活動沈静期は存在しなかったとみられる（町田，１９６４）．
星山‐c期とするべきテフラ以外の噴出物は山体内部に伏
在しており，地表での露出を調査域で確認していない．
２‐２ 富士宮期
津屋の新富士旧期（町田の古期富士火山第 期）を，富

士宮期とする．その年代は，Cal BC１５，０００～Cal BC６，０００
頃である（山元・他，２００５）．この期に山麓部の大規模な溶
岩流が噴出した．その層序の詳細は，４～６章で記載する．
また，町田（１９６４）の古期富士テフラ群の噴出はCal BC
７，８００頃まで続いていた（山元・他，２００５）．津屋の新富士
旧期噴出物は液相濃集元素に富む玄武岩で特徴付けられる
とされていたが（富樫・他，１９９１；高橋・他，１９９１），吉原・
広見コアでは津屋の古富士から新富士噴出物へのマグマ組
成は連続的で（富樫・他，１９９７；宮地・他，２００１），化学組
成のみから両者を分けることは難しい．高橋・他（２００３）
は，町田の古期富士テフラ群の最上部（Y‐１３０テフラ層準

以降）で，FeO＊／MgO比や K２O含有量の急増を示すマグ
マ組成の大きな変化があったことを検出している．富士宮
期噴出物の化学組成の時間変化については７章で記述す
る．
２‐３ 須走期
町田の新期富士火山を，須走期とする．この時期に須走

の頭文字 Sで始まる名称の東山麓で見られるテフラ群
（泉・他，１９７７；上杉・他，１９７９，１９８７；宮地，１９８８）が噴出
した．この期は，以下のように，須走‐a期から須走‐d期
の４つに細分される．須走‐a期は，Cal BC６，０００～Cal BC
３，６００頃の活動低下期で，S‐０から S‐４の小規模なテフラ
群が噴出した．また，この期に町田の富士黒土層の大部分
が形成されている．須走‐b期は，Cal BC３，６００～Cal BC
１，７００頃で，S‐５から S‐９のテフラ群が噴出した．また，
この期には山頂及び山腹からの溶岩流の流出が相次ぎ，現
火山錐が形成された．津屋の新富士中期溶岩の大部分は，
この期に噴出している．須走‐c期は，Cal BC１，５００～Cal
BC３００頃で，S‐１０から S‐２２のテフラ群が噴出した．こ
の期には，山頂及び山腹での爆発的噴火が卓越していた．
須走‐d期は，Cal BC３００頃以降で，S‐２３以降のテフラ群
が噴出した．この期には山腹割れ目噴火が卓越し，山頂噴
火は起きていない，津屋の新富士新期溶岩は，須走‐c期
と須走‐d期に噴出している．須走期噴出物の詳細は，本
報告ではふれない．

３． 星山期火山噴出物
潤井川と芝川及び富士川下流部の間に挟まれた星山・羽

鮒の両丘陵には津屋（１９４０，１９６８，１９７１）が古富士泥流と呼
んだ堆積物が分布している．津屋自身が述べたように，こ
の堆積物の成因は多様で火砕噴火によって発生した泥流や
山体の崩壊物で構成される泥流などがこれには含まれてい
る．本報告では両丘陵に分布するこの堆積物を，前述した
ように星山期火山噴出物として層序を組み立てている．町
田（１９６４，１９７７）は，南西山麓に分布する津屋の古富士泥
流をテフラ層序から新旧２つに分けており本報告もこの区
分に従い，古いものを星山‐a火山麓扇状地堆積物，新し
いものを星山‐b火山麓扇状地堆積物とした．また，田貫
湖周辺や富士宮市元村山に分布する古富士泥流は山体崩壊
起源の岩屑なだれ堆積物であり（宮地・他，２００１），これを
田貫湖岩屑なだれ堆積物と呼ぶ．
星山期の火山麓扇状地堆積物には，薄い溶岩流も挟まれ

ているが，その量はごく僅かである．富士宮市青木のAoki
D‐１コアでは，深度２５０～５５０m間すべてが星山期火山麓
扇状地堆積物からなり，溶岩流は１枚も挟まれていない
（下川・他，１９９６）．また富士宮市が掘削した山宮観測井で
も深度７５～１９０mの星山期火山麓扇状地堆積物中には，２
枚の溶岩流が挟まれるだけである（Fig．２）．このうち下位
の溶岩流（深度１６１．３～１６５．５m）は，SiO２含有量５３．９wt
％のかんらん石含有斜方輝石単斜輝石安山岩からなり，富
士火山噴出物の中では SiO２含有量が特に多いものである．
３‐１ 星山‐a火山麓扇状地堆積物（Ho‐a）
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Yamazaki（１９９２）は古富士泥流を５つの地形面に区分
しているが，そのうち彼の最高位のMf‐ ’面と次のMf‐
面を構成するものが本堆積物に相当する．ただし，羽鮒

丘陵のMf‐ ’面とMf‐ 面は地形的に滑らかに連続して
おり，標高の違いは断層運動による変形量の違いであると
見られる．また，星山丘陵のMf‐ ’面は基盤の別所礫層
に刻まれた浸食面である．すなわち，本堆積物は，星山丘
陵頂部の南東に傾動した標高２００～１５０mの平坦面，羽鮒
丘陵頂部の南西に傾動した標高３５０～２００mの平坦面を構
成している．丘陵部に分布する本堆積物は，丘陵側隆起の
断層運動によって地表に現れたもので，堆積物の大部分は
丘陵の北東にある富士火山噴出物下に伏在している．本堆
積物の羽鮒・星山丘陵での層厚は，５０～８０mである．一方，
富士宮市青木のAokiD‐１コアでは，星山‐aと星山‐bの両
火山麓扇状地堆積物を合わせたものが深度５５０mまで連
続している（Fig．２）．
本堆積物は，粗粒～中粒砂の基質を持つ基質支持の塊状

礫岩，粗粒～中粒砂の基質を持つ岩片支持の塊状礫岩，連
続性の悪い平行層理を持つ中礫混じりの極粗粒～中粒砂
岩，平行葉理を持つ粗粒～細粒砂岩の互層からなる．砕屑
物は良く固結している．塊状礫岩の単層厚は最大３m前
後で，礫の最大粒径は２m前後である．構成礫種は，長
径が１～２mmの斜長石斑晶に富むかんらん石玄武岩が卓
越している．本堆積物の岩相は星山‐b火山麓扇状地堆積
物とほとんど共通しており，岩相だけから両者を区別する
ことは難しい．
Yamazaki（１９９２）は，本堆積物の直上の風成層中から箱

根東京軽石を検出している．今回の調査では，このテフラ
を露頭で追認できなかったが，風成層の層序と層厚から判
断して，Yamazaki（１９９２）の対比に問題があるとは考え
ていない．箱根東京軽石中の炭化木片のAMS放射性炭素
年代は５２ka であるので（中村・他，１９９２），本堆積物の離
水年代も約５万年前となる．
３‐２ 星山‐b火山麓扇状地堆積物（Ho‐b）
Yamazaki（１９９２）のMf‐ ・Mf‐ 面を構成するものが

本堆積物に相当する．本堆積物は星山丘陵の星山‐a火山
麓扇状地堆積物がつくる平坦面を刻んだ谷を埋めて分布
し，標高１６０～７０mの２段の地形面をつくる．面の高度は
北西部で高く，南東部で低い．第２東名工事現場の大露頭
で観察した限りでは，Yamazaki（１９９２）のMf‐ ・Mf‐
面は，一続きの本堆積物の上に刻まれている．本堆積物は
星川丘陵東縁の富士川河口断層帯大宮断層による南西隆起
の変位を受けており，落下側の本堆積物は主に富士宮市街
地の潤井川沿いに分布する．Mf‐ 面を基準にとると，丘
陵側の隆起量は約８０mである（Yamazaki，１９９２）．また，
本堆積物は，富士宮市の白糸の滝から狩宿間の芝川沿いで，
田貫湖岩屑なだれ堆積物の下位に露出する．丘陵部での本
堆積物の層厚は約５０mである．
本堆積物は，粗粒～中粒砂の基質を持つ基質支持の塊状

礫岩，粗粒～中粒砂の基質を持つ岩片支持の塊状礫岩，連
続性の悪い平行層理を持つ中礫混じりの極粗粒～中粒砂

岩，平行葉理を持つ粗粒～細粒砂岩の互層からなる．砕屑
物は良く固結している．塊状礫岩の単層厚は最大３m前
後で，礫の最大粒径は２m前後である．構成礫種は，長
径が１～２mmの斜長石斑晶に富むかんらん石玄武岩が卓
越している．本堆積物の岩相は星山‐a火山麓扇状地堆積
物とほとんど共通しており，岩相だけから両者を区別する
ことは難しい．
富士宮市街地の潤井川沿いに露出する本堆積物にはしば

しば未炭化樹幹化石が含まれることから多くの放射性炭素
年代値が報告されている．例えば津屋（１９７１）には２４，１００
±１００yBP から１７，７００±３００yBP の４個の年代値が掲載さ
れている．また，福原・和田（１９９７）は２７，９００±６００yBP
から１８，６９０±３００yBP の１５個の年代値を報告している．
３‐３ 田貫湖岩屑なだれ堆積物（Tnd）
田貫湖周辺に分布する津屋の古富士泥流は，宮地・他

（２００１）が言及しているように岩屑なだれ堆積物からなる．
しかし，これまで地層名が正式に付けられたことはなかっ
た．富士宮市の田貫湖周辺の標高６５０～４００mの丘陵に分
布するほか富士宮市元村山から小泉にかけての標高５５０～
１００mの範囲にも分布がある．堆積物自体は地下で連続し
ており，後述するGSJ‐FJM‐１では地下１５０m付近，GSJ‐
FJM‐２コアでは地下１００m付近で本堆積物を確認してい
る（Fig．２）．田貫湖付近で厚く，最大層厚は５０m前後で
ある．
本岩屑なだれ堆積物は，無層理で，無淘汰の玄武岩角礫

からなる．構成する玄武岩岩片は，長径が１～２mmの斜
長石斑晶に富む新鮮なかんらん石玄武岩が比較的多いもの
の，場所によっては黄色や赤褐色の変質により粘土化した
玄武岩が卓越する．岩屑なだれ堆積物の岩塊相に相当する
部分では，特定岩種のみからなる単源で岩片支持の角礫岩
として現れることが多い．岩塊相を構成する岩片の面角は
鋭角で，溶岩に普通に見られる冷却節理とは，割れ方が異
なっている．また，岩片は３次元のジグゾーパズルのよう
に，互いに緩く接しており，破砕岩片相互の変位量がごく
小さい．そのため，岩塊相中では初生的な山体の内部構造
が破砕後も保存されていることがある．異なる岩塊相の間
には，多種の岩片が混在する淘汰の悪い基質支持の角礫岩
からなる基質相が現れる．基質相では種々の岩片が粉砕さ
れてできた砂～泥サイズの粒子が卓越するが，堆積物の内
部では混合作用は必ずしも完全ではなく，特定の岩種が局
所的に濃集したり，母材の異なる細粒物がつくる縞状構造
の発達した不均質なマトリックス相もしばしば認められ
る．これらの産状は岩屑なだれ流走中にその内部で発生し
た強い剪断作用の反映で，大規模な斜面崩壊堆積物に普通
に認められるものである．本堆積物の底面は平らで，下位
の星山‐b火山麓扇状地堆積物の層理面と平行である．級
化構造等は特に認められない．
後述するGSJ‐FJM‐２のコアにおける，田貫湖岩屑なだ

れ堆積物基底（深度１０４．４m）直下の星山‐b火山麓扇状地
堆積物中の木片の年代値（FJM３３１）から，本岩屑なだれ
の発生時期は，ほぼ１７ka（Cal BC１８，０００頃）とされて
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図１ 富士火山南西山麓部の地質図． 太線は断層．AGF＝安居山断層；OMF＝大宮断層；SBF＝芝川断層；und＝富士宮期の未区
分溶岩流． 太丸はボーリング掘削地点． 水神溶岩流（Sij）は本地質図域内では被覆されているため，分布を示していない．
Ol＝かんらん石；Cpx＝単斜輝石；Opx＝斜方輝石
Fig．１． Geologic map of the southwestern foot of Fuji volcano． Solid lines are faults．AGF＝Agoyama fault; OMF＝Omiya fault; SBF＝
Shibakawa fault; und＝undivided lava flows in the Fujinomiya stage． A solid circle is a borehole site． The Suijin lava flow（Sij）is con-
cealed and not shown in this map area． Ol＝Olivine; Cpx＝clinopyroxene; Opx＝orthopyroxene
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図２ 掘削コアの柱状図と地点図．FJ＝富士宮期；HO＝星山期；SB＝須走期；TnK＝田貫湖岩屑なだれ堆積物．地形イメージは国
土地理院の数値地図５０mメッシュ（標高）から作成．山元・他（２００５）による．
Fig．２． Columnar sections and an index map of the borehole cores． FJ＝Fujinomiya stage; HO＝Hoshiyama stage; SB＝Sub-
ashiri stage; TnK＝Tanukiko debris avalanche deposit． The topographic image has been made using the digital map５０m grid（elevation），
by the Geographical Survey Institute，Japan． After Yamamoto et al．（２００５）．
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いる（山元・他，２００５）．

４． 富士宮期火山噴出物
津屋（１９６８，１９７１）の層序では，彼の新富士火山噴出物

のうち層序的に下位にあり，主に山麓に露出する溶岩流を
旧期噴出物としている．本報告ではこの旧期溶岩を，前述
したように富士宮期火山噴出物として層序を組み立ててい
る（Fig．３）．溶岩流は玄武岩質のアア及びパホイホイ溶岩
で，東山麓を除くほぼ全域に流下した．山麓に分布する津
屋の旧期溶岩流のほとんどが鬼界アカホヤテフラを挟む黒
色土壌層（富士黒土層）に覆われている（町田，１９６４，１９７７；
宮地，１９８８）．山元・他（２００５）の放射性炭素年代編年では，
富士宮期はBC１５，０００年からBC６，０００年頃である．個々
の溶岩流の名称については津屋（１９６８）の地質図凡例を踏
襲しながら，適宜再定義している．
４‐１ 水神溶岩流（Sij）
本溶岩流は，津屋（１９６８，１９７１）では大淵溶岩流（SSW

１）とされ，富士山南麓の富士市厚原に向かって扇状に流
れ下ったもの（Fig．１の範囲外）が潤井川西方の沖積層下
に没したのち，更に西方の富士川沿いの富士市水神付近で
地表に現れると図示されていた．しかし，今回の我々の調
査では，水神に露出するものと同じパホイホイ溶岩が富士
川沿いの芝川溶岩流の下位に点々と露出するのを確認して
いる．単純に考えればこの溶岩も芝川溶岩流と同じく富士
川沿いに流れたとするのが自然であるので，南麓の大淵溶
岩流とは区別して水神溶岩流と新称する．本溶岩流の層厚
は，２mから６m以上である．
本溶岩流は，シート状のパホイホイ溶岩が卓越するが，

部分的にアア・クリンカーを下にひく場合がある．様々な
大きさの気泡を持ち，発泡の程度は良い．本溶岩流の岩質
は，大型の斜長石斑晶に富む斜方輝石単斜輝石かんらん石
玄武岩である．斜長石斑晶の最大長径は８mmで，清澄な
ものが多く，その一部が集斑晶をつくる．かんらん石斑晶
も量がやや多く，最大長径は１．４mmで，反応縁は持たな
い．単斜輝石と斜方輝石は量がやや少ないものの，共に最
大長径２．５mmの集斑晶をつくり，単独の斑晶としては現
れない．石基は，中～粗粒のインターグラニュラー組織を
持つ．SiO２含有量は４９．６wt％，K２O含有量は０．６４wt％，
FeO＊／MgO比は１．８である．
富士市水神の富士川右岸の，本溶岩流直下の砂層に含ま

れる炭化木（FJM３０４）から，１４，１８０±７０yBP の補正年代
値が得られた（山元・他，２００５）．その暦年はCal BC１５千
年頃である．
４‐２ 芝川溶岩流（Sbk）
本溶岩流は津屋（１９６８，１９７１）の芝川溶岩流 （SW１）と

横手沢溶岩流 （SW１５）に相当する．名称を統一するた
め，これらを芝川溶岩流として再定義する．富士宮市内野
よりも下流の芝川沿いと，芝川町瀬戸島から富士川町中野
までの富士川沿いに分布する．特に，芝川合流点から富士
宮市沼久保にかけての富士川沿いでは，現河床から，比高
約７０mの段丘状の地形をつくる．本溶岩流上面の地形は，

芝川上流へと単調に比高が小さくなり，富士宮市精進川で
は比高がほとんどなくなる．しかし，精進川付近を通る芝
川断層の西側では，本溶岩流の上面は再び河床に対して約
７０mの比高を持っており，この断層による累積変位があ
るものと見られる．ただし，本溶岩流と芝川断層の直接の
関係は，露頭で確認できていない．最も厚い富士川・芝川
合流点では，７０m程度以上の層厚を持つ．
本溶岩流は一枚の厚いアア溶岩からなり，下面には常に

アア・クリンカーをひいている．塊状部は柱状節理の発達
が良く，その断面が富士川・芝川沿いで好露頭をつくって
いる．溶岩流の上面については，アア・クリンカーで覆わ
れる場合もあれば，芝川町大鹿窪で観察されるように，パ
ホイホイ溶岩に特徴的な縄状のしわやプレッシャー・リッ
ジが発達する場合もある．本溶岩流の岩質は，大型の斜長
石斑晶に富む斜方輝石単斜輝石かんらん石玄武岩である．
斜長石斑晶の最大長径は６mmで，清澄なものに混じって，
汚濁帯を持つものが含まれる．また，斜長石斑晶の一部は，
集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は普通に含まれ，最大長
径は１．５mmで，反応縁は持たない．単斜輝石と斜方輝石
は量がやや少ないものの，共に最大長径３．０mmの集斑晶
をつくり，単独の斑晶としては現れない．石基は，粗粒の
インターグラニュラー組織から中粒のインターサータル組
織を持つ．SiO２含有量は４９．８～５０．６wt％，K２O含有量は
０．６０～０．６９wt％，FeO＊／MgO比は２．０～２．１である．
富士宮市猪之頭の芝川左岸の，本溶岩流直下の黒色土壌

（Beta‐２０５０３９）から，１４，０００±５０yBP の補正年代値が得ら
れた（Table１）．その暦年はCal BC１５千年頃である．
４‐３ 横手沢溶岩流（Ykt）
本溶岩流は，津屋（１９６８，１９７１）の横手沢溶岩流 （SW

１６）に相当する．地形から，芝川溶岩流を覆い，半野・狩
宿溶岩流に覆われると判断される．ただし，層序関係を露
頭では確認していない．下限は不明であるが，その層厚は
地形からは５m以上はあるものと見られる．
富士宮市上井出から猪之頭にかけては，よく発泡したシ

ート状のパホイホイ溶岩として露出している．表面には縄
状のしわが認められる．本溶岩流の岩質は，かんらん石斜
方輝石単斜輝石玄武岩である．斜長石斑晶の最大長径
は，２．８mmで量が多い．清澄なものがほとんどで，一部
のものが集斑晶をつくる．単斜輝石斑晶は，最大長径４．６
mmで，やや量が多い．斜方輝石斑晶は，最大長径２．２mm
で，量は並である．かんらん石斑晶の最大長径は０．４mm
で，量は少ない．石基は，細粒のインターサータル組織を
持つ．SiO２含有量は５０．４wt％，K２O含有量は０．５３wt％，
FeO＊／MgO比は１．７である．
４‐４ 半野溶岩流（Han）
本溶岩流は津屋（１９６８，１９７１）の横手沢溶岩流 （SW

１７）に相当し，富士宮市横手沢から半野にかけての舌状の
地形をつくる．横手沢の名称の重複を避けるため，半野溶
岩流として再定義する．地形から，芝川・横手沢溶岩流を
覆い，狩宿溶岩流に覆われると判断される．ただし，層序
関係を露頭では確認していない．溶岩流の層厚は，地形か
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図３ 富士宮期溶岩流の層序関係．
Fig．３． Stratigraphic relationship of the Fujinomiya stage lava flows．

山元孝広・石塚吉浩・高田 亮
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らは５m程度はあるものと見られる．
富士宮市半野では，アア溶岩の表面部分が露出している．

本溶岩流の岩質は，斑晶量の乏しいかんらん石玄武岩であ
る．斜長石斑晶の最大長径は０．８mmで，量が少ない．か
んらん石斑晶も，最大長径１．０mmで，量は少ない．斑晶
には，反応縁が認められない．石基は中粒のインターサー
タル組織を持つ．SiO２含有量は４９．４wt％，K２O含有量は
０．６８wt％，FeO＊／MgO比は１．９である．
４‐５ 白糸溶岩流（Srt）
本溶岩流は，津屋（１９６８，１９７１）の白糸溶岩流 （SW

１２）に相当する．白糸の滝では，２層に重なったアア溶岩
からなり，浸食された星山‐b火山麓扇状地堆積物を谷埋
めして覆う．
本溶岩流の岩質は，大型の斜長石斑晶に富むかんらん石

玄武岩である．斜長石斑晶の最大長径は７mmで，多くの
ものが汚濁帯を持つ．かんらん石斑晶は，最大長径２．０mm
で，量はやや多い．斑晶に，反応縁は認められない．石基
は細粒のインターグラニュラー組織を持つものが多い．
SiO２含有量は５０．８wt％，K２O含有量は０．８７wt％，FeO＊

／MgO比は２．３である．
富士宮市上井出の芝川右岸の，本溶岩流基底部の炭化木

片（Beta‐２０５０３８）から，１２，０５０±６０yBP の補正年代値が得
られた（Table１）．その暦年はCal BC１２千年頃である．
４‐６ 万野溶岩流（Mnn）
本溶岩流は，津屋（１９６８，１９７１）の富士宮溶岩流（SSW

２）と万野溶岩流（SSW３）に相当する．名称を統一する
ため，万野溶岩流として再定義する．浅間神社湧玉池脇の
露頭では，間に８cmの褐色土壌層を挟んで，厚さ７cmの
村山降下スコリア堆積物に覆われる．溶岩流の下限は不明
で，層厚は５m以上．
本溶岩流は，良く発泡したパホイホイ溶岩の多数のシー

トの重なりからなる．表面には縄状のしわやプレッシャ
ー・リッジが普遍的に認められる．万野風穴は，本溶岩流
中の溶岩トンネルである．本溶岩流の岩質は，大型の斜長
石斑晶に富むかんらん石玄武岩である．斜長石斑晶の最大
長径は１１mmで，多くのものが汚濁帯を持ち，集斑晶を
つくる．かんらん石斑晶は，最大長径１．２mmで，量は多
い．斑晶に，反応縁は認められない．石基は粗～中粒のイ
ンターグラニュラー組織を持つ．SiO２含有量は４９．７wt％，
K２O含有量は０．６４wt％，FeO＊／MgO比は１．８である．
４‐７ 狩宿溶岩流（Krj）
本溶岩流は，津屋（１９６８，１９７１）の白糸溶岩流 （SW

１３）と白糸（上井出）溶岩流 （SW１４）に相当する．白
糸の名称の重複を避けるため，狩宿溶岩流として再定義す
る．富士宮市上井出から精進川にかけての芝川沿いに分布
し，その層厚は１２m程度である．白糸溶岩流と同じく，
浸食された星山‐b火山麓扇状地堆積物・田貫湖岩屑なだ
れ堆積物を谷埋めして覆う．
富士宮市狩宿の芝川沿いでは，厚さ３m以下の薄いア

ア溶岩が複数枚重なり，溶岩デルタをなしている．また，
溶岩は良く発泡している．岩質は，大型の斜長石斑晶に富

むかんらん石玄武岩である．斜長石斑晶の最大長径は７
mmで，多くのものが汚濁帯を持ち，一部が集斑晶をつく
る．かんらん石斑晶は，最大長径１．５mmで，量は普通で
ある．斑晶に，反応縁は認められない．稀に，微量の単斜
輝石・斜方輝石の集斑晶を含有するものがある．石基は粗
～中粒のインターグラニュラー組織を持つものが多い．
SiO２含有量は５０．２wt％，K２O含有量は０．６２wt％，FeO＊

／MgO比は２．０である．
４‐８ 精進川溶岩流（Sjg）
本溶岩流は，津屋（１９６８，１９７１）の芝川（精進川）溶岩

流 （SW２）に相当する．精進川周辺の丘陵では，間に
土壌を挟むことなく，最大層厚１２cmの村山降下スコリア
堆積物に覆われる．下位層との関係は，露頭で確認できな
かった．ただし，地形から芝川・狩宿溶岩流を覆うものと
判断される．次の猫沢溶岩流と，ほぼ同じ層準にあると考
えられるが，両者の上下関係は露頭で確認できなかった．
溶岩流の下限は不明で，層厚は４m以上．
羽鮒丘陵上の本溶岩流は，発泡したシート状のパホイホ

イ溶岩からなるが，斜面を下った丘陵西縁の県道沿いでは
アア溶岩からなる．本溶岩流の岩質は，大型の斜長石斑晶
に富むかんらん石玄武岩である．斜長石斑晶の最大長径は
６mmで，多くのものが汚濁帯を持ち，一部が集斑晶をつ
くる．かんらん石斑晶は，最大長径１．６mmで，量は多い．
斑晶に，反応縁は認められない．石基は粗粒のインターグ
ラニュラーからインターサータル組織を持つ．SiO２含有
量は５０．１wt％，K２O含有量は０．６１wt％，FeO＊／MgO比
は２．０である．
４‐９ 猫沢溶岩流（Nkz）
本溶岩流は，津屋（１９６８，１９７１）の芝川（猫沢）溶岩流
（SW３）に相当する．大鹿窪では，間に土壌を挟むこ

となく，最大層厚８cmの村山降下スコリア堆積物に覆わ
れる．下位層との関係は，露頭で確認できなかった．ただ
し，地形から芝川溶岩流を覆うものと判断される．前の精
進川溶岩流と，ほぼ同じ層準にあると考えられるが，両者
の上下関係は露頭で確認できなかった．溶岩流の層厚は，
地形から１０m程度と判断される．
本溶岩流は全体にアア溶岩からなる．内部の塊状溶岩が

露出する場合は，柱状節理の発達がよい．岩質は，大型の
斜長石斑晶に富むかんらん石玄武岩である．斜長石斑晶の
最大長径は６mmで，多くのものが汚濁帯を持ち，一部が
集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径１．４mmで，
量はやや少ない．一部の斑晶に，反応縁が認められる．石
基は中粒のインターグラニュラーからインターサータル組
織を持つ．SiO２含有量は５０．４wt％，K２O含有量は０．６３
wt％，FeO＊／MgO比は２．０である．
４‐１０ 猪之頭溶岩流（Ino）
本溶岩流は，津屋（１６９８，１９７１）の猪ノ頭溶岩 （NW８）

の一部に相当する．富士宮市猪之頭の芝川左岸標高６６０m
で芝川溶岩流を，その上流の標高７８０mで横手沢溶岩流
を直接覆う．層厚は１５m程度である．
本溶岩流はアア溶岩からなる．内部の塊状部分では柱状
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節理がよく発達する．岩質は斑晶を含まない無斑晶玄武岩
である．石基は中粒のインターグラニュラー組織を持つこ
とが多い．SiO２含有量は４９．９～５０．０wt％，K２O含有量は
０．９０～０．９９wt％，FeO＊／MgO比は２．４である．
新たに富士宮市猪之頭の芝川左岸標高６６５mで，本溶

岩流のアアクリンカーに含まれる炭化木（Beta‐２０５０４０）か
ら，９，７２０±５０yBP の補正年代値が得られた（Table １）．
その暦年はCal BC９．２千年頃である．
４‐１１ 青見溶岩流（Aom）
本溶岩流は富士宮市青見周辺の安居山断層東側の狭い東

傾斜斜面に分布し，断層変位により富士山に向かって傾い
ている．津屋（１９６８，１９７１）では，富士宮溶岩流（SSW２）
の一部とされていた．しかし，これ（本報告の万野溶岩流）
とは岩質がやや異なるので，区別して新称する．溶岩流の
下限は不明で，層厚は３m以上．本溶岩流は，村山スコ
リアに覆われない．
本溶岩は，良く発泡したパホイホイ溶岩の多数のシート

が重なっている．表面には縄状のしわやプレッシャー・リ
ッジが普遍的に認められる．本溶岩流の岩質は，大型の斜
長石斑晶に富むかんらん石玄武岩である．斜長石斑晶の最
大長径は６mmで，多くのものが汚濁帯を持つ．かんらん
石斑晶は，最大長径１．０mmで，量は普通である．斑晶に，
反応縁は認められない．石基は中粒のインターサータル組

織を持つ．SiO２含有量は５０．５wt％，K２O含有量は１．０wt
％，FeO＊／MgO比は２．８である．
４‐１２ 外神溶岩流（Tog）
本溶岩流は，津屋（１９６８，１９７１）の北山（外神）溶岩流
（SW５）に相当する．本溶岩流の先端部は，潤井川を

挟んで，安居山断層東側の低地帯を通じて羽鮒・星山丘陵
を横切り，富士川にまで流れ下っている．富士宮市外神周
辺では，間に３０cmの褐色土壌層を挟んで，層厚２８cmの
大沢降下スコリア堆積物に覆われる．地形から，万野・青
見溶岩流を覆い，馬見塚・鞍骨沢溶岩流に覆われると判断
される．ただし，これらの溶岩流との上下関係は，露頭で
確認していない．富士宮市安居山では，３０m前後の層厚を
持つ．
本溶岩流は，アア溶岩からなる．表層部は，厚さ数m

のアア・クリンカーで覆われている．沼久保の富士川沿い
では，塊状溶岩が露出し，柱状節理の発達がよい．岩質は，
大型の斜長石斑晶に富むかんらん石玄武岩である．斜長石
斑晶の最大長径は９mmで，多くのものが汚濁帯を持ち，
一部が集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径１．０
mmで，量は少ない．かんらん石斑晶に，反応縁は認めら
れない．稀に，微量の単斜輝石斑晶を含有するものがある．
石基は粗粒～中粒のインターサータルまたはインターグラ
ニュラー組織を持ち，多様である．SiO２含有量は５０．０wt

Unit Sample Loc． Material
１４C age
（y BP）

δ１３C
（permil）

Calibrated１４C age
（y BP）

Calendar age Intercept age

Inokashira lava Flow
猪之頭溶岩流

Beta‐２０５０４０ ２ a ９７２０±５０ ‐２４．８ ９７２０±５０

２σ（９５％） BC９２６０‐９１４０

BC８９７０‐８９４０
BC９２２０

１ σ（６８％） BC９２４０‐９１９０

Shiraito Lava Flow
白糸溶岩流

Beta‐２０５０３８ ８ a １２０７０±６０ ‐２６．１ １２０５０±６０

２ σ（９５％） BC１３２２０‐１２８００

BC１２３６０‐１１８７０

BC１２１３０

１ σ（６８％） BC１３１５０‐１２８５０
BC１２３３０‐１２２４０
BC１２１９０‐１２０８０
BC１２０１０‐１１８８０

Shibakawa Lava Flow
芝川溶岩流

Beta‐２０５０３９ ３ b １４０１０±５０ ‐２５．７ １４０００±５０

２ σ（９５％） BC１５１９０‐１４４８０
BC１４８４０

１ σ（６８％） BC１５１３０‐１４５４０

表１ AMS放射性炭素年代測定の結果．
a ＝ユニット中の炭化物；b ＝ユニット下の有機質堆積物．

Table１． Result of AMS radiocarbon dating．
a ＝charred materials within the deposit; b ＝organic sediments below the deposit．
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％，K２O含有量は０．６４wt％，FeO＊／MgO比は１．８である．
富士宮市沼久保の，本溶岩流基底部のアア・クリンカー

に含まれる炭化木（FJM４０６）から，９，２６０±６０yBP の補正
年代値が得られた（山元，２００５）．その暦年はCal BC８．５
千年頃である．
４‐１３ 馬見塚溶岩流（Umm）
本溶岩流は，津屋（１９６８，１９７１）の北山（馬見塚）溶岩

流 （SW６）と北山（御園）溶岩流 （SW９）に相当す
る．名称を統一するため，馬見塚溶岩流として再定義する．
富士宮市上井出から外神では，層厚３０～４０cmの褐色（一
部は黒色）土壌層を挟んで大沢降下スコリア堆積物に覆わ
れる．地形から，鞍骨沢溶岩流に覆われると判断される．
ただし，この溶岩流との上下関係は，露頭で確認していな
い．本溶岩流の層厚は，地形からは最大で２０m以上はあ
るものと見られる．
本溶岩流は，厚いアア溶岩からなる．表層部のアア・ク

リンカーも厚く，層厚５m以上の場合もある．岩質は，大
型の斜長石斑晶に富むかんらん石玄武岩である．斜長石斑
晶の最大長径は６mmで，多くのものが汚濁帯を持ち，一
部が集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径２．１mm
で，量はやや多い．斑晶に，反応縁は認められない．石基
は中粒のインターサータル組織を持つ．SiO２含有量は５０．５
wt％，K２O含有量は０．８４wt％，FeO＊／MgO比は２．７であ
る．
４‐１４ 鞍骨沢溶岩流（Krh）
本溶岩流は，津屋（１９６８，１９７１）の北山（鞍骨沢）溶岩

流 （SW４），北山溶岩流 （SW７）に相当する．名称を
統一するため，鞍骨沢溶岩流として再定義する．富士宮市
東鞍骨では，間に３０cmの褐色土壌層を挟んで，大沢降下
スコリア堆積物に覆われる．地形から，馬見塚・外神溶岩
流を覆い，北山溶岩流に覆われると判断される．ただし，
これらの溶岩流との上下関係は，露頭で確認していない．
本溶岩流の層厚は，地形から最大で３０m前後と見られる．
露頭では，アア溶岩の表面部分のみが観察される．本溶

岩流の岩質は，大型の斜長石斑晶に富むかんらん石玄武岩
である．斜長石斑晶の最大長径は７．５mmで，多くのもの
が汚濁帯を持ち，一部が集斑晶をつくる．かんらん石斑晶
は，最大長径０．８mmで，量は少ない．一部かんらん石斑
晶に，反応縁が認められる．稀に，微量の単斜輝石斑晶を
含有するものがある．石基は中粒～細粒のインターサータ
ルまたはインターグラニュラー組織を持つ．SiO２含有量
は５０．６～５１．３wt％，K２O含有量は０．８４～０．９４wt％，FeO＊

／MgO比は２．５～２．８である．
４‐１５ 北山溶岩流（Kty）
本溶岩流は，津屋（１９６８，１９７１）の北山溶岩流 （SW

８），北山（アカイ沢）溶岩流 （SW１０），北山（大久保
沢）溶岩流 （SW１１）に相当する．名称を統一するため，
北山溶岩流として再定義する．富士山西南西山腹の標高
１，３００m付近から４５０m付近にかけて分布し，間に３０～
４０cmの褐色土壌層を挟んで，大沢降下スコリア堆積物に
覆われる．地形から，外神溶岩流を覆うと判断される．た

だし，この溶岩流との上下関係は，露頭で確認していない．
本溶岩の層厚は，地形から３０m前後と見られる．
露頭では，アア溶岩の表面部分のみが観察される．岩質

は，大型の斜長石斑晶に富むかんらん石玄武岩である．斜
長石斑晶の最大長径は６mmで，多くのものが汚濁帯を持
ち，一部が集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径
１．２mmで，量は普通である．斑晶に，反応縁は認められ
ない．石基は中粒のインターサータル組織を持つものが多
い．SiO２含有量は５０．５～５１．３wt％，K２O含有量は０．８３
～０．８６wt％，FeO＊／MgO比は２．２～２．６である．
４‐１６ 元村山溶岩流（Mtm）
本溶岩流は，津屋（１９６８，１９７１）の元村山溶岩流 （SSW

１２），元村山溶岩流 （SSW１３），元村山溶岩流 （SSW
１５），市兵衛沢溶岩流（SSW１７）に相当する．名称を統一
するため，元村山溶岩流として再定義する．富士宮元村山
では，間に厚さ１０cmの褐色土壌層を挟んで，村山降下ス
コリア堆積物を覆う．さらに，間に厚さ８０cmの褐色土壌
層を挟んで，大沢降下スコリア堆積物に覆われる．溶岩流
の層厚は１５m以上である．
本溶岩流は，厚いアア溶岩からなる．表層部のアア・ク

リンカーも厚く，層厚が６mを越える場所もある．岩質
は，大型の斜長石斑晶に富むかんらん石玄武岩である．斜
長石斑晶の最大長径は９mmで，多くのものが汚濁帯を持
ち，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径１．６mm
で，量は多い．斑晶に，反応縁は認められない．稀に，微
量の単斜輝石斑晶を含有するものがある．石基は中～細粒
のインターグラニュラー組織を持つものが多い．SiO２含
有量は５０．９～５１．１wt％，K２O含有量は０．７２～０．９３wt％，
FeO＊／MgO比は２．２～２．４である．
模式地の本溶岩流基底部のアア・クリンカーに含まれる

炭化木（FJM２０６）から８，６７０±４０yBP の補正年代値が得
られた（山元，２００５）．その暦年はCal BC７．６千年頃であ
る．
４‐１７ 犬スズミ山溶岩流（Inu）
本溶岩流は，津屋（１９６８）の犬スズミ山溶岩（Inu），津

屋（１９７１）の犬涼み山溶岩に相当する．本溶岩流は大沢降
下スコリア堆積物との間に２０cmの褐色土壌層を挟んで覆
われる．噴出源は Fig．１の範囲外となる西山腹標高１２００
m付近である．噴出源では東西方向に火口列を形成し，一
部は３０m程の火砕丘をつくる．
本溶岩流は，大部分がシート状のパホイホイ溶岩の重な

りからなり，部分的にアア・クリンカーを下にひくことが
ある．表面には縄状のしわが普遍的に認められる．岩質は
斜方輝石含有単斜輝石かんらん石玄武岩である．斜長石斑
晶の最大長径は３．８mm，多くのものが内部に黒色ガラス
をもち，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は最大長径１．６
mm，反応縁を持つことが多い．単斜輝石斑晶は最大長径
２．５mmで，斜長石とかんらん石と集斑晶をつくり，単独
の斑晶としては現れない．石基は，粗粒のインターグラニ
ュラー組織から中粒のインターサータル組織をもつ．SiO２
含有量は５０．５～５１．４wt％，K２O含有量は０．７７～０．９３wt
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％，FeO＊／MgO比は１．９である．
富士宮市人穴の，本溶岩流直下の濃褐色土壌層に含まれ

る炭化木（０１１０１９‐１‐２）から，７，０８０±５０yBP の補正年代
値が得られた（山元・他，２００５）．その暦年はCal BC５．９
千年頃である．

５． GSJ‐FJM‐１コアの層序
本コアの掘削は，富士宮市の表富士登山道２合目付近の

標高９２２m地点で，平成１１年度に実施した．掘削深度は
１５０mで，コア回収率は９０．７％であった．層序は以下の
通りである（Fig．４）．
０～‐３．３m：盛り土
‐３．３～‐９．２m：９９L０１溶岩流
かんらん石玄武岩のアア溶岩．斜長石斑晶の最大長径

は３．２mmで，量はやや少ない．汚濁帯を持ち，集斑晶を
つくる．かんらん石斑晶は，最大長径０．６mmで，量は少
ない．石基は細粒のインターサータル組織を持つものが多
い．SiO２含有量は５０．１wt％，K２O含有量は０．７６wt％，
FeO＊／MgO比は２．２である．地表に露出する須走期の青
沢溶岩流と同じものである．
‐９．２～‐１０．２５m：ラハール堆積物
最大径１３cmの玄武岩片を含む砂礫．

‐１０．２５～‐１０．８５m：褐色火山灰土
淘汰の悪い中粒砂サイズの多源火山灰からなる．‐１０．３

～‐１０．４mにはカワゴ平軽石（普通角閃石斜方輝石単斜輝
石デイサイト）が含まれる．
‐１０．８５～‐１４．７m：ラハール堆積物
最大径１１cmの玄武岩片を含む砂礫と粗粒～中粒砂の互

層．
‐１４．７～‐２１．２m：９９L０２溶岩流
かんらん石玄武岩のアア溶岩．斜長石斑晶の最大長径は

３．０mmで，量は多い．多くのものが汚濁帯を持ち，集斑
晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径２．２mmで，量
は多い．一部のものは斜長石と集斑晶をつくる．石基は細
粒のインターサータル組織を持つものが多い．SiO２含有
量は５０．２wt％，K２O含有量は０．８８wt％，FeO＊／MgO比
は２．１である．地表に露出する須走期の大久保沢溶岩流と
同じものである．
‐２１．２～‐４１．５m：９９L０３溶岩流
大型の斜長石斑晶に富むかんらん石玄武のアア溶岩．ア

ア・クリンカーを挟んで塊状溶岩が４層挟まれ，上位から
L０３（a），L０３（b），L０３（c），L０３（d）に細分できるが，
岩質はほとんど変わらない．斜長石斑晶の最大長径は１０
mmで，多くのものが汚濁帯を持ち，集斑晶をつくる．か
んらん石斑晶は，最大長径１．３mmで，量はやや多い．反
応縁は認められない．石基は粗粒～中粒のインターサータ
ル組織を持つものが多い．SiO２含有量は４９．８～５０．０wt％，
K２O含有量は１．０１～１．０５wt％，FeO＊／MgO比は２．８であ
る．
‐４１．５～‐４３．０m：ラハール堆積物
最大径８cmの玄武岩片を含む砂礫と粗粒～中粒砂の互

層．
‐４３．０～‐４５．０m：９９L０４溶岩流
大型の斜長石斑晶に富むかんらん石玄武のパホイホイ溶

岩．斜長石斑晶の最大長径は８mmで，多くのものが汚濁
帯を持ち，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径
０．６mmで，量は普通である．また，反応縁が認められる．

図４ GSJ‐FJM‐１コアの層序．
Fig．４． Stratigraphic column of the GSJ‐FJM‐１．
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石基は中粒のインターサータル組織を持つ．SiO ２含有量
は４９．９wt％，K２O含有量は１．０１wt％，FeO＊／MgO比は
２．８である．
‐４５．０～‐４８．３m：ラハール堆積物
最大径１３cmの玄武岩片を含む砂礫と粗粒～中粒砂の互

層．
‐４８．３～‐４９．５m：９９L０５溶岩流
大型の斜長石斑晶に富むかんらん石玄武のアア溶岩．斜

長石斑晶の最大長径は１０mmで，多くのものが汚濁帯を
持ち，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径０．３
mmで，量は極く少なく，反応縁を持つ．石基は中粒のイ
ンターサータル組織を持つ．SiO２含有量は５０．０wt％，K２
O含有量は１．００wt％，FeO＊／MgO比は２．９である．
‐４９．５～‐５０．６m：ラハール堆積物
最大径８cmの玄武岩片を含む砂礫と粗粒～中粒砂の互

層．
‐５０．６～‐５７．５m：９９L０６溶岩流
単斜輝石かんらん石玄武のアア溶岩．斜長石斑晶の最大

長径は３．５mmで，量は多い．清澄なものが多く，集斑晶
をつくる．かんらん石斑晶は最大長径１．２mmで，量は普
通，反応縁を持つ．単斜輝石斑晶は最大長径１．３mmで，
量は少ない．石基は細粒のインターサータル組織を持つ．
SiO２含有量は４９．８wt％，K２O含有量は０．６６wt％，FeO＊

／MgO比は１．９である．
‐５７．５～‐５７．８m：ラハール堆積物
粗粒～中粒砂．

‐５７．８～‐６４．１m：９９L０７溶岩流
単斜輝石かんらん石玄武のアア溶岩．斜長石斑晶の最大

長径は３．０mmで，量は多い．汚濁帯をもつものよりも清
澄なものが多く，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は最大
長径１．５mmで，量は普通，反応縁を持つ．単斜輝石斑晶
は最大長径０．６mmで，量は少ない．石基は細粒のインタ
ーサータル組織を持つ．SiO２含有量は４９．９wt％，K２O含
有量は０．７６wt％，FeO＊／MgO比は１．９である．
‐６４．１～‐７４．３m：ラハール堆積物
最大径２４cmの玄武岩片を含む砂礫と粗粒～中粒砂の互

層．
‐７４．３～‐７９．６m：９９L０８溶岩流
大型の斜長石斑晶に富むかんらん石玄武のアア溶岩．斜

長石斑晶の最大長径は７mmで，多くのものが汚濁帯を持
ち，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径１．２mm
で，量は多い．また，反応縁が認められる．石基は中粒の
インターグラニュラー組織を持つ．SiO２含有量は４９．５wt
％，K２O含有量は０．７１wt％，FeO＊／MgO比は１．７である．
‐７９．６～‐８０．４m：ラハール堆積物
最大径２．５cmの玄武岩片を含む粗粒砂．

‐８０．４～‐８２．１５m：９９L０９溶岩流
大型の斜長石斑晶に富むかんらん石玄武のアア溶岩．斜

長石斑晶の最大長径は９mmで，多くのものが汚濁帯を持
ち，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径１．４mm
で，量はやや多い．また，反応縁が認められる．石基は中

粒のインターグラニュラー組織を持つ．SiO２含有量は４９．６
wt％，K２O含有量は０．７１wt％，FeO＊／MgO比は１．８であ
る．
‐８２．１５～‐８３．０m：ラハール堆積物
最大径１５cmの玄武岩片を含む礫．

‐８３．０～‐８６．４m：９９L１０溶岩流
大型の斜長石斑晶に富むかんらん石玄武のアア溶岩．斜

長石斑晶の最大長径は１０mmで，多くのものが汚濁帯を
持ち，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径１．２
mmで，量は多い．また，反応縁が認められる．石基は中
粒のインターグラニュラー組織を持つ．SiO２含有量は４９．８
wt％，K２O含有量は０．６６wt％，FeO＊／MgO比は１．８であ
る．
‐８６．４～‐９２．２５m：９９L１１溶岩流
かんらん石玄武のアア溶岩．アア・クリンカーを挟んで

塊状溶岩が２層挟まれ，上位から L１１（a），L１１（b）に
細分できるが，岩質はほとんど変わらない．斜長石斑晶の
最大長径は５mmで，量は多い．清澄なものと汚濁帯を持
つものが混じり，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最
大長径１．１mmで，量は多い．反応縁は認められない．石
基は中粒のインターグラニュラー組織を持つ．SiO ２含有
量は５０．１wt％，K２O含有量は０．７３～０．７６wt％，FeO＊／MgO
比は２．１である．
‐９２．２５～‐９３．０m：ラハール堆積物
極粗粒砂．

‐９３．０～‐９８．０m：９９L１２溶岩流
かんらん石玄武のアア溶岩．斜長石斑晶の最大長径は５

mmで，量は多い．清澄なものと汚濁帯を持つものが混じ
り，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径０．９mm
で，量は多い．また，反応縁を持つ．石基は中粒のインタ
ーグラニュラー組織を持つ．SiO２含有量は４９．９wt％，K２
O含有量は０．７５wt％，FeO＊／MgO比は２．１である．
‐９８．０～‐９９．６m：ラハール堆積物
最大径９cmの玄武岩片を含む砂礫と粗粒～中粒砂の互

層．
‐９９．６～‐１０２．６m：９９L１３溶岩流
かんらん石玄武のアア溶岩．斜長石斑晶の最大長径は５

mmで，量は多い．清澄なものと汚濁帯を持つものが混じ
り，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径０．９mm
で，量は多い．また，反応縁を持つ．石基は中粒のインタ
ーグラニュラー組織を持つ．SiO２含有量は４９．９wt％，K２O
含有量は０．７２wt％，FeO＊／MgO比は２．１である．
‐１０２．６～‐１０３．３m：ラハール堆積物
極粗粒砂．

‐１０３．３～‐１０５．０m：９９L１４溶岩流
かんらん石玄武のアア溶岩．斜長石斑晶の最大長径は５

mmで，量は多い．清澄なものと汚濁帯を持つものが混じ
り，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径０．８mm
で，量はやや多い．一部の斑晶は，反応縁を持つ．石基は
中粒のインターグラニュラー組織を持つ．SiO２含有量は
４９．９wt％，K２O含有量は０．７０wt％，FeO＊／MgO比は２．０
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である．
‐１０５．０～‐１０５．７m：ラハール堆積物
極粗～粗粒砂．

‐１０５．７～‐１０７．６m：９９L１５溶岩流
単斜輝石かんらん石玄武のアア溶岩．斜長石斑晶の最大

長径は５mmで，量は多い．清澄なものと汚濁帯を持つも
のが混じり，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は最大長径
０．８mmで，量は普通，反応縁を持つ．単斜輝石斑晶は最
大長径１．２mmで，量は少ない．石基は細粒のインターサ
ータル組織を持つ．SiO２含有量は４９．９wt％，K２O含有量
は０．６６wt％，FeO＊／MgO比は２．１である．
‐１０７．６～‐１０８．６m：ラハール堆積物
最大径６cmの玄武岩片を含む砂礫と粗粒～中粒砂の互

層．
‐１０８．６～‐１１０．２m：９９L１６溶岩流
かんらん石玄武のアア溶岩．斜長石斑晶の最大長径は５

mmで，量は多い．清澄なものと汚濁帯を持つものが混じ
り，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径０．７mm
で，量は普通である．また，反応縁を持つ．石基は中粒の
インターグラニュラー組織を持つ．SiO２含有量は４９．９wt
％，K２O含有量は０．７０wt％，FeO＊／MgO比は２．１である．
‐１１０．２～‐１１２．０m：ラハール堆積物
最大径５cmの玄武岩片を含む砂礫と粗粒～中粒砂の互

層．
‐１１２．０～‐１１７．２m：９９L１７溶岩流
単斜輝石かんらん石玄武のアア溶岩．斜長石斑晶の最大

長径は６mmで，量は多い．清澄なものと汚濁帯を持つも
のが混じり，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は最大長径
０．８mmで，量は普通，反応縁を持つ．石基は細粒のイン
ターサータル組織を持つ．SiO２含有量は４９．９wt％，K２O
含有量は０．７１wt％，FeO＊／MgO比は２．１である．
‐１１７．２～‐１１８．４m：ラハール堆積物
極粗～中粒砂互層．

‐１１８．４～‐１２１．２m：９９L１８溶岩流
かんらん石玄武のアア溶岩．斜長石斑晶の最大長径は６

mmで，量は多い．清澄なものと汚濁帯を持つものが混じ
り，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径０．５mm
で，量は普通である．また，反応縁を持つ．石基は中粒の
インターグラニュラー組織を持つ．SiO２含有量は４９．８wt
％，K２O含有量は０．７４wt％，FeO＊／MgO比は２．１である．
‐１２１．２～‐１２１．４m：ラハール堆積物
粗～中粒砂．

‐１２１．４～‐１２３．０m：９９L１９溶岩流
単斜輝石かんらん石玄武のアア溶岩．斜長石斑晶の最大

長径は５mmで，量は多い．ほとんどのものが清澄で，集
斑晶をつくる．かんらん石斑晶は最大長径０．９mmで，量
は普通，反応縁を持つ．単斜輝石斑晶は最大長径２．０mm
で，量は少ない．石基は中粒のインターグラニュラー組織
を持つ．ハンレイ岩質包有物多い．SiO２含有量は４９．９wt
％，K２O含有量は０．７１wt％，FeO＊／MgO比は２．０である．
‐１２３．０～‐１２３．７m：ラハール堆積物

極粗～粗砂の互層．
‐１２３．７～‐１２７．６m：９９L２０溶岩流
単斜輝石含有かんらん石玄武のアア溶岩．斜長石斑晶の

最大長径は６mmで，量は多い．清澄なものと汚濁帯を持
つものが混じり，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は最大
長径１．２mmで，量は普通，反応縁を持つ．単斜輝石斑晶
は最大長径０．８mmで，量は極く少ない．石基は細粒のイ
ンターグラニュラー組織を持つ．ハンレイ岩質包有物多い．
SiO２含有量は５０．０wt％，K２O含有量は０．７２wt％，FeO＊

／MgO比は２．１である．
‐１２７．６～‐１２８．７m：ラハール堆積物
粗～中粒砂の互層．

‐１２８．７～‐１３３．０m：９９L２１溶岩流
単斜輝石かんらん石玄武のアア溶岩．斜長石斑晶の最大

長径は５mmで，量は多い．清澄なものと汚濁帯を持つも
のが混じり，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は最大長径
０．６mmで，量は普通，反応縁を持つ．単斜輝石斑晶は最
大長径１．４mmで，量は少ない．石基は中粒のインターグ
ラニュラー組織を持つ．SiO２含有量は４９．８wt％，K２O含
有量は０．７０wt％，FeO＊／MgO比は２．１である．
‐１３３．０～‐１３９．０m：９９L２２溶岩流
単斜輝石かんらん石玄武のアア溶岩．斜長石斑晶の最大

長径は５mmで，量は多い．斑晶は清澄なものが汚濁帯を
持つものより多く，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は最
大長径１．２mmで，量は普通，反応縁を持つ．単斜輝石斑
晶は最大長径２．５mmで，量は少ない．石基は中粒のイン
ターグラニュラー組織を持つ．SiO２含有量は４９．８wt％，K
２O含有量は０．７３wt％，FeO＊／MgO比は２．１である．
‐１３９．０～‐１４４．４m：ラハール堆積物
最大径１６cmの玄武岩岩片を含む砂礫と粗粒～中粒砂の

互層．岩片は９９L１９～９９L２２に似た単斜輝石かんらん石
玄武岩であるので，本ラハール堆積物は富士宮期のものと
判断される．
‐１４４．４～‐１５０．０m：岩屑なだれ堆積物
最大径１２cmの玄武岩片を含む基質支持で淘汰の悪い火

山岩塊～火山礫．地表に露出する星山期の田貫湖岩屑なだ
れ堆積物に対比される．

６． GSJ‐FJM‐２コアの層序
本コアの掘削は，富士宮市天母台旭学園前の標高５３８m

地点で，平成１２年度に実施した．掘削深度は１２０mで，コ
ア回収率は９２．５％であった．層序は以下の通りである
（Fig．５）．
０～‐３．２８m：盛り土
‐３．２８～‐１１．３６m：ラハール堆積物
最大径４．５cmの玄武岩片を含む砂礫と粗粒～中粒砂の

互層．‐９．６５mの砂礫中の木片（FJM４０１）からは２４４０±
４０yBP の年代が得られた（山元・他，２００５）．
‐１１．３９～‐２１．２３m：００L０１溶岩流
単斜輝石かんらん石玄武岩のアア溶岩．斜長石斑晶の最

大長径は３．４mmで，量は多い．汚濁帯を持つものよりも
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清澄なものが多く，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，
最大長径２．０mmで，量は多い．反応縁は認められず，一
部が斜長石と集斑晶をつくる．石基は中粒のインターサー
タル組織を持つ．SiO２含有量は５０．１～５０．３wt％，K２O含
有量は０．８９～０．９４wt％，FeO＊／MgO比は２．０である．地
表に露出する須走期の天母山溶岩流と同じものである．
‐２１．２３～‐２８．２２m：００L０２溶岩流
かんらん石玄武岩のアア溶岩．斜長石斑晶の最大長径は

４mmで，量は多い．汚濁帯を持つものよりも清澄なもの
が多く，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径
２．６mmで，量は多い．また，反応縁は認められない．石
基は中粒のインターサータル組織を持つ．SiO２含有量は
５０．１wt％，K２O含有量は０．９０wt％，FeO＊／MgO比は１．９
である．００L０３・００L０４溶岩流とはアア・クリンカーで境
されるが，間に時間間隙を示す産状は確認出来ない．また，
岩質にもほとんど差がなく，同じ溶岩流の異なるフローユ
ニットに対応する可能性がある．地表に露出する須走期の
大久保沢溶岩流と対比可能である．
‐２８．２２～‐２９．６m：００L０３溶岩流
かんらん石玄武岩のアア溶岩．斜長石斑晶の最大長径は

３mmで，量は多い．ほとんどのものが汚濁帯を持ち，集
斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径１．３mmで，
量は多い．一部に反応縁が認められる．石基は中粒のイン
ターサータル組織を持つ．SiO２含有量は５０．３wt％，K２O
含有量は０．８８wt％，FeO＊／MgO比は２．０である．地表に
露出する須走期の大久保沢溶岩流と対比可能である．００L
０２・００L０４溶岩流とはアア・クリンカーで境されるが，間
に時間間隙を示す産状は確認出来ない．また，岩質にもほ
とんど差がなく，同じ溶岩流の異なるフローユニットに対
応する可能性がある．地表に露出する須走期の大久保沢溶
岩流と対比可能である．
‐２９．６～‐３８．３４m：００L０４溶岩流
かんらん石玄武岩のアア溶岩．斜長石斑晶の最大長径は

３mmで，量は多い．ほとんどのものが汚濁帯を持ち，集
斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径１．３mmで，
量は多い．反応縁は認められない．一部のものは斜長石と
集斑晶をつくる．石基は中粒のインターサータル組織を持
つ．SiO２含有量は５０．２wt％，K２O含有量は０．８８wt％，
FeO＊／MgO比は２．０である．００L０２・００L０３溶岩流とはア
ア・クリンカーで境されるが，間に時間間隙を示す産状は
確認出来ない．また，岩質にもほとんど差がなく，同じ溶
岩流の異なるフローユニットに対応する可能性がある．地
表に露出する須走期の大久保沢溶岩流と対比可能である．
‐３８．３４～‐４４．３３m：００L０５溶岩流
かんらん石玄武岩のアア溶岩．斜長石斑晶の最大長径は

３mmで，量は多い．汚濁帯を持つものよりも清澄なもの
が多く，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶は，最大長径
２．３mmで，量は普通である．反応縁は認められない．石
基は中粒のインターサータル組織を持つ．SiO２含有量は
５０．５wt％，K２O含有量は０．８８wt％，FeO＊／MgO比は２．２
である．

‐４４．３３～‐５４．３m：００L０６溶岩流
かんらん石玄武岩のアア溶岩．斜長石斑晶の最大長径は

２．８mmで，量はやや多い．また，汚濁帯を持つ．かんら
ん石斑晶は，最大長径１．６mmで，量は普通である．一部
のもには反応縁が認められる．石基は細粒のインターサー
タル組織を持つ．SiO２含有量は５０．８wt％，K２O含有量は
０．９３wt％，FeO＊／MgO比は２．４である．
‐５４．３～‐６７．５５m：００L０７溶岩流
大型の斜長石斑晶に富むかんらん石玄武岩のアア溶岩．

全体の８割をアア・クリンカーが占め，２層準に薄い塊状
部が挟まれている．斜長石斑晶の最大長径は７mmで，汚

図５ GSJ‐FJM‐２コアの層序．
Fig．５． Stratigraphic column of the GSJ‐FJM‐２
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濁帯を持つものよりも清澄なものが多く，集斑晶をつくる．
かんらん石斑晶は，最大長径０．５mmで，量は少から微量．
また，反応縁は認められない．石基は細粒のインターサー
タル組織を持つ．SiO２含有量は５０．１wt％，K２O含有量は
１．０２～１．０６wt％，FeO＊／MgO比は２．８～２．９である．地表
に露出する富士宮期の鞍骨沢溶岩流と対比可能である．
‐６７．５５～‐６７．７２m：ラハール堆積物
粗～中粒砂．

‐６７．７２～‐７６．１２m：００L０８溶岩流
大型の斜長石斑晶に富むかんらん石玄武岩のアア溶岩．

アア・クリンカーを挟んで塊状溶岩が３層挟まれ，上位か
ら L０８（a），L０８（b），L０８（c）に細分できるが，岩質
はほとんど変わらない．斜長石斑晶の最大長径は１１mm
で，汚濁帯を持つものよりも清澄なものが多く，集斑晶を
つくる．かんらん石斑晶は，最大長径１．１mmで，量は多
い．また，反応縁は認められない．石基は中粒のインター
サータル組織を持つ．SiO２含有量は５０．０～５０．２wt％，K２O
含有量は０．７０～０．７４wt％，FeO＊／MgO比は１．９である．
地表に露出する富士宮期の外神溶岩流と対比可能である．
‐７６．１２～‐７８．６０m：００L０９溶岩流
大型の斜長石斑晶に富むかんらん石玄武岩のアア溶岩．

斜長石斑晶の最大長径は１０mmで，汚濁帯を持つものよ
りも清澄なものが多く，集斑晶をつくる．かんらん石斑晶
は，最大長径１．１mmで，量はやや多い．また，反応縁は
認められない．石基は中粒のインターサータル組織を持つ．
SiO２含有量は５０．４wt％，K２O含有量は０．７８wt％，FeO＊

／MgO比は１．９である．
‐７８．６０～‐９５．７０m：００L１０溶岩流
単斜輝石かんらん石玄武のアア溶岩．全体の６割をア

ア・クリンカーが占め，３層準に塊状部が挟まれ，上位か
ら L１０（a），L１０（b），L１０（c）に細分できるが，岩質
はほとんど変わらない．斜長石斑晶の最大長径は６mmで，
量は多い．ほとんどのものが清澄で，集斑晶をつくる．か
んらん石斑晶は最大長径０．７mmで，量は普通である．ま
た，反応縁は認められない．単斜輝石斑晶は最大長径２．７
mmで，量は少ない．石基は細粒のインターサータル組織
を持つ．SiO２含有量は４９．８～４９．９wt％，K２O含有量は
０．７３～０．７５wt％，FeO＊／MgO比は２．１である．
‐９５．７０～‐１０４．３７m：岩屑なだれ堆積物
最大径３２cmの玄武岩片を含む基質支持で淘汰の悪い火

山岩塊～ 火山礫．地表に露出する星山期の田貫湖岩屑な
だれ堆積物に対比される．
深度‐９８．５mの岩片DAD０１はかんらん石玄武岩からな

る．その斜長石斑晶の最大長径は２．６mmで，量は少ない．
また，かんらん石斑晶は，最大長径０．８mmで，量は少な
く，反応縁は認められない．石基は細粒のインターグラニ
ュラー組織を持つ．SiO２含有量は４９．８wt％，K２O含有量
は０．７４wt％，FeO＊／MgO比は２．１である．
深度‐１０１．５mの岩片DAD０２は単斜輝石かんらん石玄

武岩からなる．その斜長石斑晶の最大長径は２．３mmで，
量は多い．ほとんどのものが汚濁帯を持ち，集斑晶をつく

る．また，かんらん石斑晶は，最大長径０．７mmで，量は
普通で，反応縁は認められない．単斜輝石斑晶は最大長径
１．７mmで，量は少ない．石基は中粒のインターサータル
組織を持つ．SiO２含有量は４９．９wt％，K２O含有量は０．７３
wt％，FeO＊／MgO比は２．１である．
‐１０４．３７～‐１３０．００m：ラハール堆積物
最大径２７cmの玄武岩片を含む固結した砂礫と粗粒～中

粒砂の互層．深度‐１０６．４mの木片（FJM３３１）からは１７２９０
±１２０yBP，‐１０６．７mの木片（FJM３３２）からは１８７９０±
７０yBP，‐１０６．８mの木片（FJM３３３）からは１８８２０±１５０yBP，
‐１０７．１mの木片（FJM３３４）からは１９２５９０±７０yBP，の
年代が得られた（山元・他，２００５）．
深度‐１０７．７mの岩片DF０１はかんらん石玄武岩からな

る．その斜長石斑晶の最大長径は２．６mmで，量は多い．
ほとんどのものが汚濁帯を持ち，集斑晶をつくる．また，
かんらん石斑晶は，最大長径１．５mmで，量は多く，反応
縁を持つものがある．石基は粗粒のインターサータル組織
を持つ．SiO２含有量は４９．９wt％，K２O含有量は０．５４wt
％，FeO＊／MgO比は１．８である．
深度‐１１０．７mの岩片DF０２はかんらん石玄武岩からな

る．その斜長石斑晶の最大長径は１．６mmで，量は多い．
ほとんどのものが汚濁帯を持ち，集斑晶をつくる．また，
かんらん石斑晶は，最大長径０．９mmで，量は多く，反応
縁を持つものがある．石基は細粒のインターグラニュラー
組織を持つ．SiO２含有量は５０．０wt％，K２O含有量は０．４６
wt％，FeO＊／MgO比は１．４である．
深度‐１２１．１mの岩片DF０３は斜方輝石単斜輝石含有か

んらん石玄武岩からなる．その斜長石斑晶の最大長径は
１．５mmで，量は多い．汚濁帯を持つものよりも清澄なも
のが多く，集斑晶をつくる．また，かんらん石斑晶は，最
大長径０．８mmで，量は多く，反応縁を持つものが多い．
単斜輝石・斜方輝石斑晶の最大長径は０．７mmで，量は微
量である．石基は細粒のインターサータル組織を持つ．
SiO２含有量は５０．３wt％，K２O含有量は０．４８wt％，FeO＊

／MgO比は１．９である．
深度‐１２８．９mの岩片DF０４はかんらん石玄武岩からな

る．その斜長石斑晶の最大長径は２．２mmで，量は多い．
汚濁帯を持つものよりも清澄なものが多く，集斑晶をつく
る．また，かんらん石斑晶は，最大長径１．２mmで，量は
多く，反応縁を持つものがある．石基は細粒のインターグ
ラニュラー組織を持つ．SiO２含有量は４９．８wt％，K２O含
有量は０．４８wt％，FeO＊／MgO比は１．４である．

７． 全岩化学組成の特徴
本報で定義した地表に露出する富士宮期溶岩流と，GSJ

‐FJM‐１とGSJ‐FJM‐２のボーリングコアから採取した溶
岩及び岩片について，全岩化学組成を測定した．測定は富
士宮期溶岩流から２３試料，ボーリングコアから４６試料を
行った．分析は，産業技術総合研究所地質調査総合センタ
ーの蛍光X線分析装置（Philips 社製 PW１４０４型）を用い，
主成分組成については９５０°Cで２時間灼熱した後，１：１０
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希釈のガラスビード法で測定した．ボーリングコア試料に
ついては主成分に加え，Rb，Ba，Zr，Y，Nb の微量元素
を粉末ペレット法で測定した．主成分・微量成分どちらも
Rh管球を用いた．分析手法は Togashi and Terashima（１９９７）
に準じている．富士宮期溶岩流の組成を Table２に，ボー
リングコアの組成を Table３に示した．
地表及びコアの富士宮期溶岩流は，SiO２＝４９．４～５１．４wt

％，TiO２＝１．２３～１．９８wt％，Al２O３＝１５．４～１９．３wt％，MgO
＝３．８０～６．６２wt％，K２O＝０．５３～１．０７wt％，P２O５＝０．２０
～０．４２wt％，FeO＊／MgO比＝１．７～２．９の組成幅をもつ．
SiO２量が増加するとMgO量は減少し，K２O量は増加する
傾向にあるが，ばらつきが大きい．しかし FeO＊／MgO比
と K２O量には比較的良好な正の相関があり，FeO＊／MgO
比が増加するとK２O量は単調に増加する．この結果は富
樫・他（１９９１）や高橋・他（１９９１）と同じである．
地表に露出する富士宮期玄武岩溶岩流の全岩主成分化学

組成を層序順に追うと，猪之頭・青見溶岩流を境にして
FeO＊／MgO比や K２O・MgO・TiO２量に変化が認められる
（Fig．６）．すなわち，FeO＊／MgO比は下位のものが１．７～
２．３，上位のものが２．２～２．８と明らかな違いがあり，上位
のものはより分化が進んでいる．また，K２O量は下位の
ものが０．６０～０．８７，上位のものが０．７２～１．００と上位のも
のが多い傾向がある．化学組成変化は一度に起きた訳では
なく，上位の層準でも外神溶岩流のように下部の組成の特
徴をもつものが混在している．年代的には１０～９ka 頃（Cal
BC９，６００～BC８，６００年頃）にかけてこれらの組成変化が
起きたことになる．地表溶岩流で見られる組成変化はコア
でも明瞭で，GSJ‐FJM‐１コアでは９９L０５／９９L０６溶岩流

間の‐４９．５mに，GSJ‐FJM‐２コアでは００L０７／００L０８溶
岩流間の‐６７．５５mに確認できる（Fig．７）．高 FeO＊／MgO
比・高K２O玄武岩の出現は，広見・吉原コアでも確認で
き（富樫・他，１９９７；宮地・他，２００１），富士山全体で追跡
できる可能性が大きい．高橋・他（２００３）は，東山麓に分
布する町田の古期富士テフラ群の最上部（Y‐１３０テフラ層
準以降）で，FeO＊／MgO比や K２O含有量の急増を示す同
様の組成変化を検出している．この層準が南西山麓の富士
宮期溶岩流の組成変化層準と一致するのかどうかを確認す
るためには，古期富士テフラ群最上部の噴出年代を放射性
炭素年代測定によって直接決定する必要がある．
微量成分のうち，Rb，Zr，Yに注目すると，GSJ‐FJM‐

２コアでは星山期末から富士宮期にかけて含有量がほぼ連
続的に変化する傾向が明瞭である（Fig．７）．富士山の場合，
津屋の古富士と新富士の溶岩では Zr／Y 比や Rb／Y比が異
なり，両者がもともと異なるマントルに由来するマグマに
よりもたらされたと考えられている（富樫・他，１９９７；高
橋・他，２００３）．両マグマの組成的な境界は，Zr／Y 比で概
ね３．０であり，吉原コアでは姶良 Tn 火山灰層準（約２５ka）
以深で３．０以下，以浅で３．０以上であることが既に示され
ている（富樫・他，１９９７）．ただし，その組成変化は連続的
なものであり，広見コアでは田貫湖岩屑なだれ相当層（原
著の L層）の上下で両マグマ組成の中間的領域にプロッ
トされる溶岩が捉えられているが（宮地・他，２００１），その
傾向は FJM‐GSJ‐２コアの組成変化（Fig．７）と極めて調和
的である．このことは，本報の星山期から富士宮期への移
行時にマグマの性質の大きな変化がなかったことを意味し
ている．

図６ 富士宮期溶岩流の全岩化学組成の層序変化．
Fig．６． Stratigraphic variations of whole-rock chemistry of the lava flows in the Fujinomiya stage．
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図７ GSJ‐FJM‐１（a）と‐２（b）コアの全岩化学組成の垂直変化．ハッチ部は田貫湖岩屑なだれ堆積物．■，星山期火山砕屑岩中
の礫；○，富士宮期の溶岩；×，須走期の溶岩
Fig．７． Vertical variations of whole‐rock chemistry of borehole core samples from GSJ‐FJM‐１（a）and‐２（b）．Hatched zone is the Tanuk-
liko debris avalanche deposit．■，gravel in volcaniclastic rock in the Hoshiyama stage；○，lava in the Fujinomiya Stage；×，lava in
the Subashiri Stage

８． まとめ
富士火山噴出物を下位から星山期／富士宮期／須走期に

区分する新層序を提案した．星山期／富士宮期の堆積物は
南西山麓の富士宮周辺に模式的に分布しており，本報告で
はその詳細を地表及び地下地質から記載している．地表に
露出する星山期噴出物は，星山‐a・星山‐b火山麓扇状地
堆積物と田貫湖岩屑なだれ堆積物から構成される．星山‐a
火山麓扇状地堆積物は約５０ka に，星山‐b火山麓扇状地堆
積物はCal BC１８，０００年頃に離水し，田貫湖岩屑なだれの
発生は星山‐b火山麓扇状地の離水直後である．富士宮期
はCal BC１５，０００～Cal BC６，０００年頃で，玄武岩溶岩流の
大量流出が繰り返し発生した．南西山麓の地表では１５枚
の溶岩流，GSJ‐FJM‐１コアでは‐２１．４～‐１３９．０mに２０枚

の溶岩流，GSJ‐FJM‐２コアでは‐５４．３～‐９５．７０mに４枚の
溶岩流を確認している．富士宮期溶岩流の FeO＊／MgO比
は下位のものが１．７～２．３，上位のものが２．２～２．８と明ら
かな違いがあり，上位のものはより分化が進んでいる．こ
の化学組成の変化は富士宮期途中の約１０～９ ka（Cal BC
９，６００～BC８，６００年頃）にかけて起きている．一方，星山
期から富士宮期への移行時には噴火様式の大きな変化があ
ったものの，マグマ組成には大きな変化が認められない．

謝辞
本研究の実施にあたっては産業技術総合研究所地質図幅

（観測強化地域）研究グループ長の遠藤秀典さん，松浦浩
久さんにお世話になった．同所地質情報部門長の富樫茂子

富士火山南西山麓の地表及び地下地質：噴出物の新層序と化学組成変化
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さんには粗稿に目を通して頂いた．また，GSJ‐FJM‐１・GSJ
‐FJM‐２孔の掘削は富士宮市の市有地で実施したものであ
り，山宮コアの観察も含め，富士宮市役所の担当者の方々
には様々な便宜を供用して頂いた．この場を借りて，お礼
申し上げます．
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Loc DD．MMSS DDD．MMSS

１ 富士宮市猪之頭 ３５．２２２１ １３８．３４０４

２ 富士宮市猪之頭 ３５．２１２９ １３８．３５５２

３ 富士宮市猪之頭 ３５．２１２２ １３８．３４００

４ 富士宮市人穴 ３５．２１２０ １３８．３５０５

５ 富士宮市内野 ３５．１９４２ １３８．３４２９

６ 富士宮市内野 ３５．１９３５ １３８．３４５９

７ 富士宮市北山 ３５．１９１３ １３８．３８３３

８ 富士宮白糸 ３５．１８４９ １３８．３５０８

９ 富士宮白糸 ３５．１８４６ １３８．３５１９

１０ 富士宮市桧塚 ３５．１８３３ １３８．４１３３

１１ 富士宮市半野 ３５．１８２６ １３８．３４１９

１２ 富士宮市北山 ３５．１８２２ １３８．３８０５

１３ 富士宮市北山 ３５．１８１３ １３８．３７０５

１４ 富士宮市半野 ３５．１８１１ １３８．３４１４

１５ 富士宮市北山 ３５．１７３２ １３８．３７２８

１６ 富士宮市上條 ３５．１７２１ １３８．３４２７

１７ 富士宮市馬見塚 ３５．１６３６ １３８．３５４１

１８ 富士宮市山宮 ３５．１６１３ １３８．３８５９

１９ 富士宮市下條 ３５．１６０４ １３８．３３５７

２０ 富士宮市元村山 ３５．１５４９ １３８．３９３２

２１ 芝川町大鹿窪 ３５．１５２２ １３８．３３２１

２２ 芝川町大鹿窪 ３５．１４２２ １３８．３４０２

２３ 富士宮市大中里 ３５．１３３４ １３８．３５２４

２４ 富士宮市安居山 ３５．１２３９ １３８．３５１８

２５ 富士宮市沼久保 ３５．１１４４ １３８．３５１８

２６ 富士市水神 ３５．０９１９ １３８．３７３４

付表１ サンプルの位置．
Appendix A１ Sample localities．

山元孝広・石塚吉浩・高田 亮
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富士山の歴史噴火総覧

小山真人＊

Database of eruptions and other activities of Fuji Volcano，Japan，
based on historical records since AD７８１

Masato KOYAMA＊

Fifty-six historical records，which describe abnormal phenomena relating（or possibly relating）to the activity of
Fuji Volcano，Japan，were collected and re‐examined according to the reliability of each document．The historical re-
cords can be classified into the following ９ groups：（１）reliable records of eruptions（１０records），（２）possible re-
cords of eruptions（６ records），（３）reliable records of volcanic activities except eruptions（４ records），（４）pos-
sible records of volcanic activities except eruptions（３ records），（５）reliable records but not clearly related to vol-
canic activities of Fuji Volcano（５ records），（６）reliable records related to other volcanoes（１ record），（７）reli-
able records of non‐volcanic phenomena（１２records），（８）possible records of non‐volcanic phenomena（３ records），
and（９）fake records generated by mistakes or misunderstanding by historians or volcanologists（１２records）．Re-
moving the records of the groups６‐９，the most reliable database of historical activity of Fuji Volcano was presented．
Key words: Fuji Volcano，historical record，historical eruption，database，reliability check

１． はじめに
富士火山には，１７０７年１２月１６日から約１６日間にわた

った宝永噴火に代表される，歴史時代のいくつかの噴火記
録が知られている．宝永噴火は，近世の江戸近郊で起きた
大規模な噴火であったため，多数の同時代史料が残されて
いる．しかし，宝永噴火以外のほとんどの歴史噴火につい
ては，ごく簡単な記述が残されているのみである．
このような限られた数や分量の史料であるにもかかわら

ず，火山学者の手による従来のほとんどの研究においては，
史料の出自や性格などにもとづいて記述の信頼性を吟味す
るという，文献史学の上では当然とされる手法が適用され
たことはなかった．これまでの多くの富士火山の歴史噴火
研究は，日本の他の火山の場合と同様，史料記述を機械的
に事実とみなしてなされてきたのである．それゆえ，信頼
性の低い史料の記述内容を含んだ噴火史年表が作られ，そ
れらにもとづいて噴火の規則性や南海トラフ地震との関連
性の検討がなされたり，解説書や観光ガイドブックの形で
不正確な知識が一般市民に説明されたりしていた．
小山（１９９８a）は，このような状況に鑑み，富士山の歴

史時代の個々の噴火記事についてできる限りの信頼性の吟
味をおこない，その時点で得られる最良の噴火史年表を提
供した．本論は，小山（１９９８a）の結果に，その後判明し
た知見にもとづく修正・加筆を加えたものである．記録の
分類や信頼性の評価についても若干の見直しをおこなっ
た．なお，富士山の噴火堆積物の層位と年代については，

産業技術総合研究所による図幅調査が進行中であり，膨大
なデータが得られつつある（たとえば，山元・他，２００５）．
それらにもとづく歴史記録と噴火堆積物との対比について
は将来の課題としたい．また，明治以降の土石流や雪泥流
の記録については，本論では収集の対象としなかった．

２． 噴火各論
以下に，筆者が知りえた歴史時代の富士火山に関係する

天変地異記録のすべて（計５６記事）を年代順にとりあげ，
原史料の出自や性格からその信頼性を吟味した．
史料を読むにあたっては，武者（１９４１，１９４３a，１９４３b）な

どの非歴史学者によって編纂された史料集を読むことをで
きる限り避け，歴史学者の校訂を受けた原史料の翻刻本の
閲覧に努めた．原史料が閲覧できなかったものについては
引用元を明記した．
史料の吟味結果にもとづいて天変地異記録を次の９グル

ープに分け，本文中の小見出しの頭に記号で表した．
（１）●：信頼性の高い噴火記事（１０記事）：天応元年
（７８１），延暦十九～二十一年（８００～８０２），貞観六～七年（８６４
～８６６初頭），承平七年（９３７），長保元年（９９９），長元五
年末（１０３３初頭），永保三年（１０８３），永享七年（１４３５ま
たは１４３６初頭），永正八年（１５１１），宝永四年（１７０７）
（２）○：信頼性の低い噴火記事（６記事）：天長三年（８２６
または８２７初頭），貞観十二年（８７０），天暦六年（９５２），
正暦四年（９９３），寛仁元年（１０１７），応永三十四年（１４２７）
（３）★：信頼性の高い火山関連現象（噴火以外）の記事
（４記事）：寛仁四年（１０２０），元禄十六年末～十七年初頭
（１７０４），宝永五年（１７０８），大正１２年（１９２３）
（４）☆：信頼性の低い火山関連現象（噴火以外）の記事
（３記事）：貞観十七年（８７５），明治２８年（１８９５），大正

＊〒４２２‐８５２９静岡市駿河区大谷８３６
静岡大学教育学部総合科学教室
Faculty of Education，Shizuoka University，８３６Oya，Suruga
‐ku，Shizuoka４２２‐８５２９，Japan

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．１１９-１３６
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３年（１９１４）
（５）▲：信頼性の高い史料中の記事であるが，噴火また
は他の火山関連現象の記録とは断定できないもの（５記
事）：宝永五～六年（１７０８～１７０９），文政八年（１８２５），嘉
永七年（安政元年）（１８５４～１８５５），大正１５年（１９２６），昭
和６２年（１９８７）
（６）◆：富士山以外の火山の噴火記事（１記事）：天永
三年（１１１２）
（７）■：信頼性の高い記事であるが，火山活動に関連し
ない現象の記述（１２記事）：天文十四年（１５４５），天文二
十三年（１５５４），永禄二年（１５５９および１５６０初頭），明和
七年（１７７０），寛政四年（１７９２），寛政六年（１７９４），享和
元年（１８０１），天保五年（１８３４），天保八年（１８３７），天保
九年（１８３８），安政七年（１８６０），明治２４年（１８９１）
（８）□：信頼性の低い記事であり，かつ火山活動に関連
しない現象の記述（３記事）：養和元年（１１８１または１１８２
初頭），元弘元年（１３３１），文化六年（１８０９）
（９）×：誤記・誤解等によって生じた誤りと考えられる
もの（１２記事）：延暦十八年（７９９），承和年間（８３４～８４８），
仁寿三年（８５３），天安二年（８５８），貞観元年（８５９），承平
二年（９３２），長元五年（１０３２），永禄三年（１５６０）または
四年（１５６１），寛永四年（１６２７），元禄十三年（１７００），宝
永五年（１７０８），昭和１４年（１９３９）
なお，小山（１９９８a）の内容を大幅に修正・加筆した項

目，ならびに新たに付け加えた項目については，その小見
出しの右端に＊印を付した．
史料の出自や性格，史料執筆者の略歴については，主と

して国史大辞典（１９７９－１９９７吉川弘文館刊），補訂版国書
総目録（１９８９－１９９１岩波書店刊）および国書人名辞典（１９９３
－１９９９岩波書店刊）を参考にした．
なお，歴史時代の富士山噴火記録を多数含む史料として

「宮下文書」がある．「宮下文書」は山梨県富士吉田市の宮
下家につたわる一連の古記録・古文書・絵図などの総称で
あり，歴史学者からはふつう偽書としてみなされている史
料群である（つじ，１９９２；小山，１９９８b）．ただし，「宮下文
書」中の延暦噴火の記述を詳しく検討した小山（１９９８b）
は，「宮下文書」が口碑伝承や消滅文書中で伝えられた真
実の断片を拾っている可能性を指摘した（後述の「延暦十
九～二十一年噴火」の項参照）．よって，本論では「宮下
文書」を完全な偽書として却下せず，信頼性の低い参考資
料として取り上げた．なお，本論で用いた「宮下文書」の
史料は「宮下文書」原文の影印版である「神伝富士古文献
大成」（１９８６年八幡書店刊）から直接その記述を翻刻した
ものである（小山，１９９８a，b）．
なお，本論中の西暦年月日は早川・小山（１９９７）と早川・

他（２００５）の勧告にしたがって１５８２年のグレゴリオ改暦
以前をユリウス暦で表記し，旧暦年月日から西暦年月日へ
の換算は日本暦日原典第４版（内田，１９９２）にもとづいた．
西暦換算を三正綜覧（内務省地理局，１８８０）にもとづいて
いる研究論文が今日でも散見されるが，内田（１９９２）が述
べている通り，それは適当でない．また，和暦年は西暦年

と厳密には一致しないため，たとえば延暦十九年は８００年
１月３０日～８０１年１月１７日の期間に相当するが，月日ま
で問題にしない場合は便宜上「延暦十九年（８００）」のよう
にカッコ内に西暦年を併記した．

宝亀十一年（７８０）以前の記事について
し りん さい よう しょう い ず

平林（１８９８）は，『富士大縁起』，『詞林菜葉抄』，『伊豆
さん えん ぎ

山縁起』の３つの史料を引用して，孝安天皇三年・四十四
年・九十二年，孝霊天皇五年・清寧天皇三年・宜化天皇代
の合計６回の噴火記事をリストアップしている．井野邊
（１９２８）は，さらに多くの伝説を年代順にまとめている．し
かしながら，これらの記事は具体的な記述に乏しく，かつ
富士山が「湧出した」「出現した」等の神話的な内容がほ

そう とう さん えん ぎ

とんどである．唯一の「現実的」な記述は，『走湯山縁起』
（『伊豆山縁起』）にある「清寧天皇三年壬戌三・四月，富士
浅間山焼崩，黒煙聳天，熱灰頻降，三農営絶，五穀不熟，
依之帝臣驚騒，人民愁歎」であるが，降灰の激しい噴火が
あったということ以外の具体的事実は不明である．
なお，『日本書紀』中の６世紀前半以前の年月日のほと

んどが創作されたものであり，実年より古い側にバイアス
がかかっていること，その時代の大和朝廷や各天皇の実在
の真偽自体に議論があることは，現代の日本史学者が広く
認めるところなので，この期間については誤解を避けるた
めに西暦年換算をあえて施さない．
『詞林菜葉抄』は貞治五年（１３６６）成立の，万葉集の注
釈書である．『走湯山縁起』は，熱海市伊豆山神社に伝わ
る史料であり，平安時代末～鎌倉時代頃の成立と考えられ
ている．また，つじ（１９９２）によれば，『富士大縁起』は
『詞林菜葉抄』中の一文である．
よって，これらの史料はすべて後世に成立したものであ

り，神話や伝説とみなしてよいものであろう．何らかの噴
火伝承を反映した可能性もあろうが，ここであえて取り上
げて検討する価値があると思えない．なお，７世紀後半か
ら８世紀前半と推定される富士山の煙を題材にした和歌が
『万葉集』や『柿本集』などにあるが（つじ，１９９２），そこ
から具体的な噴火記述を得ることは困難である．

●天応元年（７８１）噴火
しょく に ほん ぎ

朝廷によって８世紀後半に編纂された『続日本紀』に「（天
応元年）秋七月（中略）癸亥，駿河國言，富士山下雨灰，
灰之所及木葉彫萎」とある．富士山が噴火して降灰があっ
たことが，天応元年七月六日（７８１年７月３１日）に駿河
国によって報告されている．しかし，それ以上の具体的記
述はなく，噴火の規模・様相は不明である．

×延暦十八年（７９９）
和田（１８８４）は延暦十八年の噴火の史料記述を紹介し（後

述の「永禄三年または四年」の項参照），Wada（１８８４）と
Milne（１８８６）もそれを踏襲している．しかし，その噴火
開始・終了の日付（三月十四日と四月十六日）が延暦十九
年噴火（三月十四日と四月十八日）とほぼ同じこと，溶岩

小山真人
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流が猿橋に達したという記述が「宮下文書」中の延暦十九
年噴火についての記述と一致することから，和田のみた史
料は延暦十九年噴火を誤って延暦十八年と記述したもので
あろう．

●延暦十九～二十一年（８００～８０２）噴火＊
に ほん き りゃく

『日本紀略』『富士山記』などの史料価値の広く認めら
れた史料，および「宮下文書」に，延暦十九年（８００）か
ら二十一年（８０２）にかけての一連の富士山噴火（以下，延
暦噴火）記事がある．
正史またはそれに準じる史料価値の高い史料中の延暦噴

火の記述として，以下に記すA～Cの３つが古来より知ら
れている．
（A）平安時代末に成立した史書『日本紀略』に，「延暦十
九年六月（中略）癸酉，駿河国言，自去三月十四日，迄四
月十八日，富士山嶺自焼，晝則烟気暗瞑，夜則火光照天，
其聲若雷，灰下如雨，山下川水皆紅色也」とある．延暦十
九年に噴火が三月十四日から四月十八日まで（８００年４月
１１日～５月１５日）ほぼひと月続いたこと，噴煙のために
昼でも暗く，夜は噴火の光が天を照らし，雷のような鳴動
が聞こえ，火山灰が雨のように降ってふもとの川が紅色に
染まったことが記述されている．
（B）同じく『日本紀略』に，「延暦廿一年正月（中略）乙
丑（中略）駿河相模国言，駿河国富士山，晝夜 燎，砂礫
如霰者，求之卜筮，占曰，于疫，宜令両国加鎮謝，及読経
以攘 殃（中略）五月（中略）甲戊，廃相模国足柄路，開
筥荷途，以富士焼碎石塞道也」とある．富士山が噴火して
砂礫があられのように降ったことを，駿河国と相模国の国
司が延暦二十一年正月八日（８０２年２月１３日）に報告し
てきている．同年五月十九日（８０２年６月２２日）には富
士山の噴火による砕石によってふさがれた足柄路を捨て
て，箱根路（筥荷途）を開いたことが記されている．なお，
この箱根路は約１年後に廃され，足柄路が復旧された．『日
本紀略』に「廿二年（中略）五月（中略）丁巳（８０３年５
月３１日），廃相模国筥荷路，復足柄舊路」とある．
以上Aと Bの二つの記述からは，（１）延暦噴火の最初

のステージが，延暦十九年の三月～四月にかけてほぼひと
月つづいた降灰の激しい噴火であったこと，（２）さらに
延暦二十年から二十一年初頭？にかけて降灰の激しい噴火
があり，噴火堆積物によって旧道がふさがれてしまったこ

に

と，の２点がわかる．なお，以上二つの記述の出典を『日
ほん こう き

本後紀』とする研究や解説文がしばしば見られるが，『日
本後紀』の該当年の巻は現存しておらず，正しくは『日本
紀略』である（この時代について『日本紀略』はおおむね
『日本後紀』から抄出しているが，『日本後紀』の本文その
ものではない点に注意が必要である）．

みやこのよし か

（C）以上二つの記述のほか，平安朝廷に仕えた都良香が９
世紀後半に著した『富士山記』（１１世紀成立と言われる漢

ほん ちょう もん ずい

詩文集『本朝文粋』にふくまれる）には，「山東脚下有小
山，土俗謂之新山，本平地也，延暦廿一年三月，雲霧晦冥，
十日而後成山，蓋神造也」とある．延暦二十一年の三月に

富士山の東斜面において噴火？が生じ１０日後までに新山
が誕生したことを伝え聞いたという記述である．
つじ（１９９２）は，この史料にみられる「新山」を現在の

富士山東斜面にある「小富士」と呼ばれる尾根状の凸部で
あると解釈し，延暦噴火時の側火山と考えた．現在の小富
士の表面は不均質な岩質の緻密な火山岩からなる大小のブ
ロックでおおわれており，スコリアはほとんどみられない．
仮に側火山体の一部とするなら，スコリア丘ではなくタフ
リングの一部であろう．しかし，タフリングに通常ともな
うべき火口地形がないため，歴史時代をふくむ新しい時期
の噴火の産物ではなさそうである．津屋（１９６８）も，小富
士を富士火山の旧期側火山と考えている．
一方，「宮下文書」の延暦噴火にかんする記述は詳細か

つ膨大である．それらの主要なものは小山（１９９８b）によ
って翻刻されている．
小山（１９９８b）は，噴火堆積物と古記録両面からの検討

をおこない，「宮下文書」の史料的価値の検討ならびに延
暦噴火の規模や様相の解明を試みるとともに，延暦噴火に
よる古代東海道の変遷問題について議論した．小山（１９９８
b）によって得られた知見を以下に挙げる．
１．北東斜面に西小富士噴火割れ目をみいだし，そこを起源
とする Sb-a テフラの分布を明らかにした．富士山北東麓
を広くおおう鷹丸尾溶岩と檜丸尾第２溶岩は，西小富士噴
火割れ目を流出源とするように見える．西小富士噴火割れ
目は延暦二十一年（８０２）の噴火記録（上記C）に対応す
ると考えられる．また，北西斜面の天神山－伊賀殿山噴火
割れ目も，延暦噴火の際の火口である可能性がつよい．
２．「宮下文書」の延暦噴火記事には，明らかな地質学的誤
りや大幅な誇張があるが，地質学的事実と矛盾しない部分
もある．注意を要する史料ではあるが，少なくともその噴
火・古地理記事にかんしては口碑伝承や消滅文書中にあっ
た真実の断片を拾っている箇所があると考えられるため，
今後もその内容を検討する価値がある．
３．延暦噴火前の東海道が富士山の北麓を通っていたとする
「宮下文書」の記事は，噴火堆積物の分布や古地理から判
断すれば，むしろ自然である．しかし，歴史地理学的側面
から考えると，北麓通過説には不利な点が多い．おそらく
古代東海道は延暦噴火前も富士山南麓にあって，延暦噴火
時に降灰やラハールの被害が出た御殿場付近の街道の使用
を，被害の拡大を恐れて一時的に停止したというのが真相
であろう．

○天長三年（８２６または８２７初頭）噴火？
「宮下文書」中の『相模国寒川神社日記録落穂集』（以下，

『寒川神社日記録』）に「天長三午年，富士山焼ル也」とあ
る．天長三年は８２６年２月１０日から８２７年１月３０日まで
の期間に相当する．朝廷編纂による史書『日本後紀』には
欠落巻が多いため，天長三年部分は欠落している．よって，
確かなことは言えないが，信頼性の低い「宮下文書」中の
記述であることを考慮して，信頼性の低い噴火記事と考え
る．

富士山の歴史噴火総覧
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×承和年間（８３４～８４８）
延暦噴火のところで述べた『富士山記』には，富士山に

ついての伝聞記事がいくつか含まれる．その中に「承和年
中，従山峯落来珠玉，玉有小孔，盖是仙簾之貫珠也」とあ
る．つじ（１９９２）は，この記述中の「珠玉」を軽石とみな
し，軽石噴出をともなう噴火が承和年間（８３４年２月１２
日～８４８年２月８日）中に生じたと考えた．
しかしながら，過去１万年間の富士火山において軽石が

噴出したのは宝永噴火と約２９００年前の砂沢スコリア噴火
の２回（それぞれの噴火の初期段階）が知られているだけ
である（荒井・小山，１９９６）．「珠玉」をスコリアとみなす
考えもあろうが，富士火山地域に大量に堆積しているスコ
リアを，わざわざ特定年間の降下物として珍重し伝承する

しょく に ほん

必然性は考えにくい．なお，朝廷編纂による史書『続日本
こう き

後紀』には承和年間のすべてが欠落なく含まれているが，
この時期の富士山噴火の記述はみられない．
『続日本後紀』には，承和五年（８３８）に伊豆七島の神津
島火山が大規模な珪長質火砕噴火を起こしたことが記述さ
れている．この神津島テフラの分布軸は北西に向いており，
駿河国や甲斐国にも降下したことがわかっている（小山・
早川，１９９６）．おそらくこのテフラ降下を体験した人々の間
で，上記の伝承が生まれたのだろう．

×仁寿三年（８５３），天安二年（８５８），貞観元年（８５９）
武者（１９４１）は，以下の３つの史料記述を挙げて「富士

山異状アリ（？）」としているが，いずれもその時期の火山
活動と結びつくかどうかは疑わしい．
（１）朝廷によって９世紀後半に編纂された史書『日本
文徳天皇実録』に「（仁寿三年）秋七月甲午、以駿河國浅間
神預於名神（中略）壬寅，特加駿河國浅間大神從三位」と
あり，仁寿三年七月五日（８５３年８月１３日）と七月十三
日（８月２１日）の２回，富士山の主神である駿河國浅間
大神の格上げがなされたことがわかる．
（２）朝廷によって９世紀末に編纂された史書『日本三
代実録』に「貞觀元年春正月（中略）二十七日甲申，京畿
七道諸神進階及新叙，惣二百六十七社（中略）駿河國從三
位淺間神正三位」とある．
（３）武者（１９４１）は，『國史記事本末』（水戸藩士青山
延光が１８６１年に著した史書）からの引用として「天安二
年自帝即位至是歳，天下群神列官社者，（中略）駿河則淺
間神」を挙げている．
このうちの（２）については，駿河國淺間神だけでなく

全国２６７社の一斉格上げであるから，富士山の異状に結び
つくとは思えない．また，（３）については，およそ１０００
年後の史料であり，かつ天安二年当時の正史である『日本
文徳天皇実録』と『日本三代実録』には欠落巻がないにも
かかわらずこのことが記されていないので，事実かどうか
疑わしい．仮に事実としても「天下群神列官社者」とある
から（２）と同様の一斉格上げかもしれず，天変地異と結
びつけるのは早計であろう．
８３２年から８８６年までの期間は，伊豆地方の１０神社に

おいてのべ３５回にもわたる神階の格上げがなされた時期
であり，そのうちの２８回が８５０年代にある（仁藤，１９９４）．
実際に９世紀に富士山や伊豆七島に噴火が多かったことは
事実であり，８５０年代だけを見ても８５６年安房国降灰事
件，８５７年に京都で南東から鳴響が聞こえた事件がある（小
山・早川，１９９６）．
しかしながら，歴史時代に噴火が起きた証拠のない利島

と御蔵島の神社の神階がそれぞれ３回ずつ格上げになって
いること，当時の神階の格上げは気象災害もふくむ天変地
異全般に対応していたこと，伊豆地方の神階の格上げには
政治的意図も働いていたこと（菅原，１９９７）から考えて，８５０
年代になされた駿河國浅間大神の格上げを特定の火山異常
と結びつけることは，他の独立した証拠がない限り，むし
ろ不自然と思われる．

●貞観六～七年（８６４～８６６初頭）噴火
貞観六～七年の噴火（貞観噴火）は，青木ヶ原溶岩が流

出して富士五湖のうちの３湖（本栖湖・精進湖・西湖）が
ほぼ現在の形となった有名な噴火であり，歴史時代の富士
火山の噴火中で，前述の延暦噴火，後述の宝永噴火と並ん
で，もっとも豊富な文字記録が残されている噴火でもある．
前述の『日本三代実録』に「（貞観六年五月）廿五日庚戌

（中略）駿河國言，富士郡正三位淺間大神大山火，其勢甚
熾，焼山方一二許里，光炎高廿許丈，大有聲如雷，地震三
度，歴十餘日，火猶不滅，焦岩崩嶺，沙石如雨，煙雲鬱蒸，
人不得近，大山西北，有本栖水海，所焼岩石，流埋海中，
遠卅許里，廣三四許里，高二三許丈，火焔遂属甲斐國堺」
とある（１里＝６町＝２１６０尺≒６５０m，１丈＝１０尺≒３m）．
貞観六年五月二十五日（８６４年７月２日）に駿河国から

富士山噴火の第１報が届いた．京都までの距離を考えると
報告の内容はその数日前の状況を物語っていると言えよ
う．６月末時点においてすでに噴火が始まっており，流出
した溶岩流が本栖湖に流入し始めていた．また，「歴十餘
日」とあるから，噴火開始はその十数日前であったことが
わかる．つまり，噴火開始は，おそらく京都に報告が届い
た７月２日から２０日ほど前の６月中旬であったろう．後
述の「宮下文書」中の３史料は噴火開始日を五月五日（６
月１２日）としている．史料自体の信頼性に問題はあるが，
一応矛盾はない．
続いて噴火の第２報が，貞観六年七月十七日（８６４年８

月２２日）に甲斐国から京都にもたらされた．『日本三代実
録』に「（貞観六年七月）十七日辛丑（中略）甲斐國言，駿
河國富士大山，忽有暴火，焼碎崗巒、草木焦 ，土鑠石流，
埋八代郡本栖并 兩水海，水熱如湯，魚鼈皆死，百姓居宅，
與海共埋．或有宅無人，其數難記，兩海以東，亦有水海，
名曰河口海，火焔赴向河口海，本栖 等海，未焼埋之前，
地大震動，雷電暴雨，雲霧晦冥，山野難弁，然後有此災異
焉」とある．
報告の日付から考えて，噴火開始から２ヶ月余り過ぎた

うみ

時点での状況が語られている．溶岩流は本栖湖と
せ

ノ湖の
２湖に流入し，多くの民家が溶岩流の下敷きとなった．ま
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た，溶岩流の別の流れは河口湖方面へと向かっている．さ
らに，湖への溶岩流入前に大きな地震があったことが語ら
れている．
同じく『日本三代実録』に「（貞観六年八月）五日己未，

下知甲斐國司云，駿河國富士山火，彼國言上，決之蓍龜云，
淺間名神祢 祝等不勤齋敬之所致也，仍應鎭謝之状告知國
訖， 亦奉幤解謝焉」とあり，噴火開始から約３ヶ月後の
貞観六年八月五日（８６４年９月９日）になって，朝廷は甲
斐国に対して浅間名神を奉り鎮謝するよう命じている．
これ以後，両国からの報告はしばらく途絶え，噴火開始

から約１年半後にようやく次の記録があらわれる．『日本
三代実録』に「（貞観七年十二月）九日丙辰，勅，甲斐國八
代郡立淺間明神祠，列於官社，即置祝祢 ，隨時致祭，先
是，彼國司言，往年八代郡暴風大雨，雷電地震，雲霧杳冥，
難辨山野，駿河國富士大山西峯，急有熾火，焼碎巖谷，今
年八代郡擬大領無位伴直眞貞託宣云，我淺間明神，欲得此
國齋祭，頃年爲國吏成凶咎，爲百姓病死，然未曾覺悟，仍
成此恠， 早定神社，兼任祝祢 ，々潔齋奉祭，眞貞之身，
或伸可八尺，或屈可二尺，變體長短，吐件等詞，國司求之
卜筮，所告同於託宣，於是依明神願，以眞貞爲祝，同郡人
伴秋吉爲祢 ，郡家以南作建神宮，且令鎭謝，雖然異火之
變，于今未止，遣使者檢察，埋 海千許町，仰而見之，正
中 頂飾造社宮，垣有四隅，以丹青石立，其四面石高一丈
八尺許，廣三尺，厚一尺餘，立石之門，相去一尺，中有一
重高閣，以石搆營，彩色美麗，不可勝言，望請，齋祭兼預
官社，從之」とある．
貞観七年十二月九日（８６５年１２月３０日），甲斐国八代

郡に浅間明神の祠を立てて官社に列し，祭祀をおこなわせ
るという勅が下った．そして，その理由として「往年」に
「富士大山西峯」が噴火したことを述べている．「往年」は
前述した貞観六年（８６４）のことを指すだろうから，貞観
六年の噴火は「富士大山西峯，急有熾火」，つまり富士山
の西側斜面で起きた側噴火であったことがわかる．
そして，注目すべきはその後の記述に，甲斐国司は神宮

を立て祭祀を置いて鎮謝させたにもかかわらず，「異火之
變，于今未止」，すなわち異火の変は未だ止んでいないと
されていることである．つまり，貞観七年末（８６５年末～
８６６年初頭）にも噴火が引き続いていたようである．ただ
し，先に述べた貞観六年七月十七日の甲斐国からの報告に
ある「溶岩流は本栖湖と ノ湖の２湖に流入し，溶岩流の
別の流れは河口湖方面へと向かっている」という情景描写
は，現在の青木ヶ原溶岩流の分布状況をほぼ満たしている
から，溶岩流出のクライマックスは貞観六年噴火の初期に
あったとみられる．貞観七年に起きた噴火は小規模あるい
は二次的なものであろう．
その１１日後の貞観七年十二月二十日（８６６年１月１０

日），『日本三代実録』に「廿日丁夘，令甲斐國於山梨郡致
祭淺間明神，一同八代郡」とあり，甲斐国山梨郡にも八代
郡と同じように浅間明神の祭礼をするよう指令が下ってい
る．ここまでが，当時の正史に残る貞観噴火関係の記述で
ある．

なお，武者（１９４１）は，『越後年代記』からの引用とし
て「富士山噴火，當國へ灰ふる」を挙げている．『越後年
代記』は紀興之によって編まれ，慶応二年（１８８６）に成立
した史書であり，中世以前の記載については見聞を集めた
だけで考証不十分という（萩原・他，１９８９）．噴火から約
１０００年後の史料でもあり，越後降灰という内容は信頼す
るに足りないだろう．
また，「宮下文書」中の５史料に貞観噴火にかんする詳

しい記述がみられる．
『富士山貞観大噴火注進事』（以下，『貞観噴火注進事』）
によれば，貞観六年五月五日（８６４年６月１２日）に「西
之峯」から噴火が始まり，溶岩流が２流に分れ，西の流れ
は ノ湖に流入して湖が３湖に分れ，東の流れは「御舟湖」
を埋めたとある．
『富士山大噴火都留駿河富士三郡変化記』と『不二山高
天原変革史』（以下，『高天原変革史』）によれば，貞観六年
五月五日に「西ノ峯（あるいは西野峯）」より噴火が始まり，
ノ湖に流入して湖が３湖に分れたという点は，『貞観噴

火注進事』と同じである．それに引き続いて貞観六年六月
九日から十三日（８６４年７月１６～２０日）の噴火によって
別の溶岩流が生じて「御舟湖」を埋積し，七月下旬に至る
までの間に合計１３ヶ所より噴火したという．
『富士山中央高天原変化来暦』と『寒川神社日記録』に

よれば，貞観六年に溶岩流が１３ヶ所から流出して， ノ
湖（あるいは西大海）が３湖（あるいは２湖）に分れた．
また，御舟海（御舟湖）も溶岩流に埋め立てられて狭くな
ったという．
以上５史料の間に細かな食い違いはあるが，共通してい

るのは， ノ湖に流入した溶岩流（青木ヶ原溶岩流）の他
に，もうひとつ東側に溶岩流の流れがあり，それが「御舟
湖」という湖に流入して大部分を埋没させたという，『日
本三代実録』にはみられない記述である．なお，『富士山
噴火年代記』（以下，『噴火年代記』）にも貞観噴火の記述が
あるが，噴火後の溶岩流分布についての簡単な記事のみで
ある．
実は，「御舟湖」という湖には延暦噴火の際にも溶岩流

が流入したという内容が「宮下文書」中のいくつかの史料
に述べられている（小山，１９９８b）．小山（１９９８b）は，「宮
下文書」中の古絵図を検討し，（１）御舟湖が現在の河口
湖と富士吉田の間に描かれていること，（２）その場所に
あったとされる湖を埋没させることのできる歴史時代の溶
岩流としては剣丸尾第１溶岩しか候補が見いだせないこと
を述べた．
しかし，剣丸尾第１溶岩の直下からは９世紀なかば～１０

世紀頃の遺物が出土しているから，後述するように９３７年
噴火時の溶岩流とみるのが妥当であろう（小山，１９９８a）．
つまり，８６４年の溶岩流が御舟湖を埋没させたという「宮
下文書」の記述は，上の出土遺物の年代観が正しければ，
誤りと思われる．

○貞観十二年（８７０）噴火？

富士山の歴史噴火総覧
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「宮下文書」中の３史料（『高天原変革史』，『寒川神社日
記録』，『噴火年代記』）に「（貞観）十二庚寅年七月，富士山
中央依り噴火す」（『高天原変革史』）などの類似した内容の
噴火記事がある．貞観十二年当時の正史である『日本三代
実録』には欠落巻がないにもかかわらず該当する記述がな
いので，信頼性の低い噴火記事と考える．

☆貞観十七年（８７５）噴気？
前述の『富士山記』に「貞観十七年，十一月五日（８７５

年１２月６日），吏民仍舊致祭，日加午天甚美晴，仰観山峯，
有白衣美女二人，雙舞山嶺上，去嶺一尺餘，土人共見」と
ある．「白衣美女」は雲のたとえだろうか．富士山上空に
はしばしば雲がかかるが，わざわざ伝承されるからには異
常な現象があったと思われる．白い噴気？が２ヶ所に望見
されたのかもしれない．なお，類似した記事が「宮下文書」
中の２史料（『高天原変革史』，『噴火年代記』）にもある．

×承平二年（９３２）
「宮下文書」中の『噴火年代記』に「承平二年（９３２）十
月十三日，富士山峯より八方に噴火至し，熱湯岩石大電に
て如雨降る」とあり，これにもとづいた「富士史」（三
輪，１９０６）の記述が武者（１９４１）に引用されている．
しかし，次項で述べるように「宮下文書」の『高天原変

革史』にほとんど同じ記述があり，承平七年（９３７）十一
月十三日の事件とされている．同じ「宮下文書」の『寒川
神社日記録』にも承平七年の簡単な噴火記事があるが，承
平二年噴火記事はない．一方，史料価値の高い『日本紀略』
には次項で述べるように承平七年十一月の噴火記事があ
る．
『噴火年代記』中には元仁元年十月三日（１２２４年１１月
１５日）に原本から筆写されたとの記載があるから，筆写
の際に「承平七年十一月」を「承平二年十月」と誤記した
と思われる．

●承平七年（９３７）噴火
平安時代末に成立した史書であり，史料価値の広く認め

られている『日本紀略』に「（承平七年）十一月某日，甲斐
國言，駿河國富士山神火埋水海」とある．神火が水海を埋
めたというのは，おそらく溶岩流が湖（または海）に流入
したのであろう．奈良興福寺に伝えられた可能性の高い『興
福寺年代記』（早川・小山，１９９８）にも「（承平）七 十一月
富士山大埋海」とあり，ほぼ同じ内容である．
武者（１９４１）は，『日本通記』から「（承平七年）十一月

某日，甲斐國言，駿河國富士山神火埋水海」という記述を
引用している．『日本通記』は長井定宗によって元禄十一
年（１６９９）に書かれた通史である．噴火記述の内容が『日
本紀略』と同じことから判断して，『日本紀略』から抜書
きされたものであろう．
なお，「宮下文書」中の２史料（『高天原変革史』，『寒川

神社日記録』）にも承平七年噴火の記述があり，「承平七丁
酉年十一月十三日（９３７年１２月１８日），富士山峯依り八

方に噴火し，熱湯岩石雨嵐之如く雨等須響百電之轟くに似
たる」（『高天原変革史』），「承平七酉年，富士山峯ヨリ熱湯
八方ニ焼出成．澤米山尻ニて当ヒラハ止成」（『寒川神社日
記録』）となっている．
承平七年噴火については，溶岩流が湖（または海）に流

入したという注目すべき記述がある．富士火山の歴史時代
をつうじて外海（駿河湾・相模湾）に達した溶岩流は知ら
れていない．富士五湖のいずれかに達した溶岩流としては，
これまで本栖湖と ノ湖を埋めた青木ヶ原溶岩流と，山中
湖に達した鷹丸尾溶岩流が知られていた．前者は貞観噴火
に対比されるので，後者を９３７年噴火の産物と考える見解
もあった．しかしながら，後者は延暦噴火の際に流出した
可能性がつよい（小山，１９９８b）．
「宮下文書」中の複数史料には，延暦噴火や貞観噴火の
際に流出した溶岩流が「御舟湖」という湖を埋めたという
記述があり，「御舟湖」が描かれた「宮下文書」中の古絵
図の検討の結果，その湖を埋積させた歴史時代の溶岩流と
して剣丸尾第１溶岩しか候補が見あたらないことを述べた
（本論の貞観噴火の項，および小山，１９９８b）．剣丸尾第１
溶岩の直下から９世紀なかば～１０世紀頃の陶器などが出
土しているから，剣丸尾第１溶岩を９３７年噴火の産物とみ
なすことができる（小山，１９９８a）．なお，富士吉田市付近
では，実際に剣丸尾第１溶岩の分布の北縁に沿って湖沼堆
積物が分布することが知られている（上杉，１９９８の付図）．

○天暦六年（９５２）噴火？
「宮下文書」中の３史料（『高天原変革史』，『寒川神社日
記録』，『噴火年代記』）に「村上天皇天暦六壬子年二月，富
士山峯依り北東に噴火ス」などの類似した内容の記述があ
る．「宮下文書」以外の史料に該当する記事がないことか
ら，信頼性の低い噴火記事と考える．

○正暦四年（９９３）噴火？
「宮下文書」中の２史料（『高天原変革史』，『噴火年代記』）
に「正暦四癸巳年八月，富士山三昼夜北東鳴動し噴火有り」
などの類似した内容の記述がある．「宮下文書」以外の史
料に該当する記事がないことから，信頼性の低い噴火記事
と考える．

●長保元年（９９９）噴火
ほん ちょう せい き

藤原通憲が平安時代末に編纂した史書『本朝世紀』に「（長
保元年三月）七日庚申（中略）駿河國言上解文云，日者不
字御山焼由，何祟者，即卜申云，若恠所有兵革疾疫事歟者」
とある．不字御山（富士山）が噴火したとの知らせが，長
保元年三月七日（９９９年３月２６日）に京都にもたらされ
たが，規模や様相などの具体的記述はみられない．兵乱や
疾病の前兆と恐れられて占いがなされたようだが，一般に
古代～中世社会の天変地異への反応の程度は時代背景や流
行した思想の影響を多分に受けるので，噴火規模には単純
に結びつかないだろう．噴火の場所・規模・様相は不明で
ある．

小山真人
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○寛仁元年（１０１７）噴火？
「宮下文書」中の２史料（『高天原変革史』，『噴火年代記』）
に「寛仁元丁巳年九月，富士山北方三箇所噴火ス」などの
類似した内容の記述がある．「宮下文書」以外の史料に該
当する記事がないことから，信頼性の低い噴火記事と考え
る．

★寛仁四年（１０２０）火映＊
さら しな すが わらの たか すえの むすめ

『更級日記』は，菅原孝標女が１０６０年頃に自分の半生を
回顧して著した自伝であり，その冒頭付近には１３歳の頃
にみた富士山の情景が書かれている．
彼女は，家族とともに父の仕官地の上総国を寛仁四年九

月三日（１０２０年９月２２日）に発って京都へと東海道を旅
する途上で，足柄峠を越えて富士山の東麓から南麓を通過
している．富士山の姿については，「さまことなる山のす
がたの，紺青をぬりたるやうなるに，雪の消ゆる世もなく
つもりたれば，色こき衣に，白き袙着たらむやうに見えて，
山の頂のすこし平ぎたるより，煙は立ちのぼる．夕暮は火
の燃え立つも見ゆ」と記述している．
菅原孝標女は富士山麓での降灰や鳴動の体験を記述して

いない．『更級日記』は彼女の感受性の豊かさがみごとに
表われた作品だから，もし彼女が噴火にともなう降灰や鳴
動を体験していれば間違いなくそのことを書いたと思われ
る．よって，彼女が見た富士山は，噴気を漂わせていたと
はいえ噴火中のものではなく，「夕暮は火の燃え立つも見
ゆ」という記載は火映現象を記述したものと考えられる．
つまり，１０２０年の秋，富士山の山頂火口には赤熱した溶

岩湖または（夜間に赤熱光を出すほどの）高温の火山ガス
放出現象があった．このことから，当時の富士山の火山活
動は（噴火中でないとはいえ）高いレベルの状態にあった
ことがわかる．

×長元五年（１０３２）
富士山が１０３２年に噴火したという記述が，とくに明治

時代の研究論文にしばしば見られるが，次の長元五年噴火
の西暦表記を誤ったためと思われる．長元五年の大部分は
１０３２年であるが，噴火のあった十二月十六日は年が明け
て１０３３年１月１９日である．

●長元五年末（１０３３初頭）噴火
『日本紀略』に「（長元六年二月）十日丙午（中略）駿河
國言上，去年十二月十六日富士山火，起自峯至山脚」とあ
る．長元五年十二月十六日（１０３３年１月１９日）に富士山
が噴火したという駿河国の報告が，長元六年二月十日（１０３３
年３月１３日）になって京都にもたらされた．「起自峯至山
脚」とあるのは，山体の上部から流出した溶岩流が山麓に
まで到達したという意味だろう．実際に山麓に分布する溶
岩流との確実な対比は，まだなされていない．

●永保三年（１０８３）噴火
ふ そう りゃっ き

延暦寺の僧皇円が著した史書『扶桑略記』（１１世紀末～

１２世紀初め成立）に「（永保三年）三月廿八日，有富士山
焼燃恠焉」とあり，１０８３年４月１７日に富士山が噴火した
らしいことがわかる．残念ながら，この時期の貴族の日記
の数や現存状況は限られており，次項の１１１２年京都鳴響
事件のような生々しい同時進行の記録は見つかっていな
い．
しかしながら，１１１２年京都鳴響事件の際には，京都の貴

族たちの間で富士山噴火のことが言及されている．鳴響の
原因として，富士山と浅間山の噴火可能性が噂されるので

ちゅう ゆう き

ある．権中納言藤原宗忠の日記『中右記』の天永三年（１１１２）
十月条に「廿四日（中略）下人説云，駿河國富士山并信濃
國朝間峯焼落之時，其聲振動，遠聞天下，若是如此事歟云々，
仍被尋之處，從尾張國上道下人云，從彼國猶當東方有此聲
者，彌有其疑」とある．すなわち，富士山噴火の時も浅間
山噴火の時も，このような音がしたと説く者がいた．
このうちの浅間山の噴火は，嘉承三年／天仁元年（１１０８）

の噴火（早川・中島，１９９８）を指すことは間違いない．富
士山の噴火がいつのものを指すのかは明らかでないが，当
時の人々の記憶に新しいものであるとすれば，『扶桑略記』
が記述する１０８３年噴火に相当する可能性がつよく，１０８３
年の富士山噴火による鳴響が京都で聞こえたことになる．
１０８３年以後，２～３年間にわたって日色・月色異常記事
が目立つ．「（応徳二年）四月廿七日（１０８５年５月２３日），
申時，薄蝕，日色如血，天光入山」，「（同年）八月十五日
丙子（１０８５年９月６日），亥時，月蝕皆既，月色似紅，无
光天暗」，「応徳三年丙寅正月十九日戊申（１０８６年２月５
日），々刻，日色赤如朱，全以无光気矣」（いずれも『扶桑
略記』）である．この大気異常が１０８３年の富士山噴火と関
係するかどうかは不明である．この時期の日本の他の火山
噴火として知られているのは三宅島の応徳二年（１０８５）噴
火（月日不明）のみである．この噴火の堆積物としては
１０６m３程度の溶岩流しか知られておらず（津久井・鈴木，
１９９８），大気異常を起こすとは思えない．世界的にもこの
時期にVEI が３を越える噴火は知られていない（Simkin
and Siebert，１９９４）．
なお，「宮下文書」中の２史料（『高天原変革史』，『噴火

年代記』）が１０８３年の富士山噴火について言及している．
『高天原変革史』に「永保三丙辰年七月，又七箇所依り噴
火し，熱湯氾濫たり．此之時終に熄み，其余脉伊豆国大嶋
に伝延し，鳥羽天皇天永三壬辰年（１１１２）依り同嶋に噴火
始る也」とあり，『噴火年代記』の記述もほぼ同じである．
これらの記事が真実だとすれば，１０８３年噴火の後，富士山
にはしばらく噴火が生じなかったことになる．
富士山噴火にともなう鳴響が京都に達したのなら，強い

爆発をともなったことが間違いないから，テフラの分布が
地層として確認できる噴火の中から候補が選ばれるべきだ
ろう．

◆天永三年（１１１２）伊豆七島の噴火
前出の『中右記』の天永三年十月条に「廿二日（１１１２

年１１月１３日）（中略）從一昨日，東方有鳴動聲，其響如
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打大鼓，衆人驚奇，不知何所，廿三日丁未 天晴，巳時許
大鳴動，世間驚恐極，是何徴哉（中略）廿四日 早旦從院
有召，則参入，雖御物忌參殿上，攝政令參給，大藏卿参入，
以長實朝臣被仰云，從去廿日有鳴動音，于今不止，甚所懼
思食也，何様可被沙汰事哉」とあって，天永三年十月二十
日（１１１２年１１月１１日）に京都で東方から鳴響が聞こえ，
人々が怯えたことがわかる．その後，十一月二日（１１月
２２日）にも鳴動があったことが，『中右記』に「二日 天
晴，巳時許大有鳴動，聲如我頭響，大略天之所為歟，非東
國山聲歟，甚不得心事也」と記されている．
また，同じく『中右記』天永三年十月条に「（同月）廿九

日（１１１２年１１月２０日）（中略）又或人來談云，此日者當
東方夜晝有鳴動聲，不知何所之間，從坂東國上洛下人云，
駿河國富士山□動也，又火炎高昇，近隣國々騒動云々，但
未進國解之間，不知實説也」とあり，東国から来た者が富
士山噴火の発生を伝えたとある．しかし，『中右記』の筆
者は，当該国からの報告が未着として判断を保留した．
静岡県（１９８９）および原（１９９６）は，上の記事の存在か

ら富士山が噴火したと判断している．もしそれが事実なら，
以下の史料記述が示すように，伊豆七島の火山も富士山と
同時噴火していたことになり，重要である．

でん りゃく

しかしながら，摂政藤原忠実の日記『殿暦』の同年十一
月条に「廿四日（１１１２年１２月１４日），丁丑（中略）頭弁
来云，伊豆国解持来，東方鳴事也，解状云，海大鳴両三日」
とあり，伊豆国からの報告によって鳴響は海上から聞こえ
たことが判明した．さらにその３日後の十一月二十七日（１２
月１７日），『中右記』に「廿七日（中略）予不能参逢，但
不出御南殿，是去月天下鳴動御祈者，入夜予参内，是依可
行軒廊御卜也」とあって，東方鳴響事件の軒廊御卜（事件
の吉凶を占う祭事）がとりおこなわれているが，そこには
「伊豆國司申海上神火事，吉凶可占申者」「伊豆國解云，去
十月中下旬之比，海上火出來，鳴動如雷者，是去月天下鳴
動聲，大略此響歟，希有奇恠第一之事也」とあるのみで，
富士山のことが一言も言及されていない．
以上のことから判断して，結局朝廷は東方からの鳴響の

原因を富士山ではなく，伊豆国の海上に見えた噴火（おそ
らく伊豆七島火山列のどこか）と判断したように見える．
先の東国から来た者からの伝聞は，誤った情報を伝えてい
たのだろう．

□養和元年（１１８１または１１８２初頭）崩壊？
著者不明だが１５世紀後半に成立したと考えられている

りゅう せん じ ねん だい き

『立川寺年代記』に「養和元年（中略）此年富士山峰崩」と
いう簡単な記述がある．国史大辞典によれば，同史料は富
山県の立川寺において当時の僧が編纂したらしいが，記事
に誤りが多く十分な史料批判が必要であるとされている．
史料の文面を信頼すれば，養和元年（１１８１年１月１７日～
１１８２年２月４日の間）に富士山に規模の大きな崩壊が起
きたことになる．この時期に富士山地域での地震をふくむ
他の天変地異記録は知られていないが，史料の欠落が十分

ぎょく よう

あり得る時期ではある．京都で書かれた日記では，『玉葉』

きっ き

に養和元年一月八日（１１８１年１月２４日），『吉記』に養和
元年三月七日（１１８１年４月２２日）の有感地震の記録があ
る（いずれも被害の記載はなし）．今後の検討事項であろ
う．

□元弘元年（１３３１）地震と崩壊？
１４世紀後半に成立したとされる軍記物語『太平記』に

「（元弘元年）七月三日，大地震アリテ，紀伊國千里之遠潟，
俄ニ陸地ニ成事二十餘町也，又同七日酉刻ニ，地震アリテ，
富士之禪定崩ルゝ事数百町也ト」（巻二，西源院本）とあ
る（萩原・他，１９９５）．
元禄四年（１６９１）にまとめられた『太平記』の注釈書『参

考太平記』では，「富士之禪定」は「富士ノ絶頂」となっ
ている（武者，１９４１）．また，『参考太平記』では史料によ
る上記地震の日付の食い違いが議論されており，『太平記』
今川家本の元弘元年十月，金勝院本の元弘二年七月，北条
家本と『神明鏡』（１５世紀中頃に成立した史書）の元徳二
年七月は正しくないとされている（萩原・他，１９９５）．この
ように中世史料中ですでに日付の食い違いがあるため，武
者（１９４１）に引用された『桜雲記』と『本朝年代記』（と
もに江戸時代以降に成立）に記された日付もまちまちであ
る．
上記２つの地震のうち，七月三日の紀伊半島の地震記述

について文献史学的および地理学的調査をおこなった萩
原・他（１９９５）は，地震隆起や地震の存在そのものに否定
的見解を述べている．しかし，１３３１年頃は京都で記述され
た日記がほとんど現存しない期間にあたるから，紀伊半島
の地震隆起は誇張であるとしても，地震の存在そのものを
否定するのは行き過ぎと思われる（小山，１９９９）．
つじ（１９９２）によれば，静岡市駒形にある日蓮宗感応寺

の第三代住職日寿の伝記に「元弘元年七月七日の大地震の
ため富士市にあった感応山滝泉寺が崩壊し，その後駿府に
移転されて改名されたのが今の感応寺である」との内容が
記されているという．また，この震災と寺の移転について
は日蓮宗関係の文書集成である『日蓮宗宗学全書』中の記
載とも一致するという．このことから，つじ（１９９２）は，
元弘元年七月七日の富士地域の地震を事実と考えている．
よって，元弘元年七月七日（１３３１年８月１１日）に起き

た地震の際に富士山が大規模な崩壊を起こした可能性は，
今後十分な検討に値すると考えられる．

○応永三十四年（１４２７）噴火？
武者（１９４１）は，『信濃國淺間嶽記』の一節「応永三十

四年六月四日（１４２７年６月２８日），富士と淺間虹□吹き」
を八木（１９３６）から引用し，富士山および浅間山の噴火記
事とみなしている．八木（１９３６）を入手していないが，『信
濃國淺間嶽記』は国書総目録にある『浅間嶽之記』（別名
『信濃国浅間嶽之記』）と思われる．
この史料は萩原（１９９３）が校訂し，天明三年（１７８３）噴

火部分だけを『信濃国浅間ヶ嶽の記（抄）』として示してい
るが，天明噴火より前の噴火年表が書かれていたという前
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文は省略されているため確かなことは不明である．
萩原（１９９３）によれば，同史料は，主として浅間火山の

天明三年噴火を記録するために天明六年（１７８６）に長野県
北佐久郡において書かれたものである．１４２７年から３６０年
ほど経た時代の記録であり，他の浅間山噴火関係史料にも
同種の記述は見られないため，当該記事の信頼性は低いと
考える．

●永享七年（１４３５または１４３６初頭）噴火
『王代記』に「永享十一年己未（中略）同五年癸丑九月
十六日夜大震動シテ六地蔵コロフ．同七年乙卯ニ富士ノ火
炎見ヘタリ」とある．清水・服部（１９６７）によれば，『王
代記』は現山梨市にある窪八幡宮の別当上之坊普賢寺に伝
わる年代記であり，同寺の僧が甲州内外の治乱について見
聞したところを書き伝えたものらしい．次項で述べる『妙
法寺記』とともに，信頼性の高い良質史料と考えられてい
る．
永享七年（１４３５年１月３０日～１４３６年１月１８日の間）に

富士山に火炎が見えたという．山梨市付近（富士山の北
３５km）から富士山を見ると，六合目（海抜２，４００m付近）
以上の植生のない部分しか見えないから山火事とは考えに
くい．次の１５１１年記事と同様，噴火したと考えたほうが
よいだろう．
なお，火炎望見記事の直前にある「同五年癸丑九月十六

日夜大震動シテ六地蔵コロフ」という１４３３年１０月２８日
かん もん ぎょ き

の地震記事は，当時京都で書かれていた日記『看聞御記』
などの複数史料に京都で有感であったこと，鎌倉に大被害
があったことが記載されており，信頼性が高い．
この地震については震源や規模があまり明らかにされて

いないが，鎌倉と甲府盆地に被害があったことと京都で有
感だったことを考えれば，マグニチュード（以下，M）７
クラスかそれ以上の規模と考えてよいだろう．石橋（１９９４）
は，この地震が相模トラフ地震であった可能性を指摘して
いる．富士山の永享七年噴火が事実とすれば，この地震の
約２年後ということになる．
この噴火は，「炎」が見えたとあって「煙」の記述がな

いことから，溶岩流を流出する穏やかな噴火であった可能
性がつよい．甲府盆地から見える，六合目より高い場所に
給源をもつ溶岩流，たとえば標高２，７００～２，９００m付近に
給源火口のある大流溶岩に対比できるかもしれない．

●永正八年（１５１１）噴火
『妙法寺記』に「永正八辛未（中略）此八月大原ヘ天狗
共寄テ三ヒ時ノ声ヲ作ル也 村ノ人々皆舌スクミテ物云事
アタハス又富士山ノカマ岩燃ル也」とある．『妙法寺記』は
室町～戦国時代の甲斐国都留郡を舞台とする年代記であ
り，現在の山梨県南都留郡河口湖町にある日蓮宗妙法寺の
僧が書き伝えたものと推定され，多数の異本の存在（名称

かつ やま き

も『勝山記』などさまざま）が知られている．『妙法寺記』
と系統の異なる写本とされる『勝山記』（都留市史資料編
に収録）の記述も上とほぼ同じである．なお，武者（１９４１）

は『妙法寺記』のほかに，『妙法寺旧記』からの引用とし
てほぼ同じ文「永正八年，富士山鎌岩焚」を引用している．
『妙法寺記』の異本のひとつとして『妙法寺旧記』の名前
が知られているので，それを参照したのだろう．
永正八年（１５１１）八月に「富士山ノカマ岩」が燃えたと

いう．この記述だけでは山火事も疑われるが，カマ岩の場
所と言われる富士吉田口登山道六（～七？）合目付近（後
述）には植生がほとんどないので考えにくい．前項（永享
七年）の例と同じく，噴火と考えるのが妥当であろう．
また，その直前の文「大原ヘ天狗共寄テ三ヒ時ノ声ヲ作

ル也 村ノ人々皆舌スクミテ物云事アタハス」に注意すべ
きである．「大原」は，河口湖南岸一帯を占めた都留郡大
原庄のことである．この記事は，大原庄において異常な鳴
動が聞こえたことを伝えていると思われ，火山活動に起因
するものかもしれない．
松平定能が編纂し文化十一年（１８１４）に完成した『甲斐

国志』（巻之三十五）に「六合目此邊凡テカマ岩ト云遠ク
望メハ岩ノ形カンマンノ梵文ニ似タリ故ニカク稱スルモ既
ニ久シキ事ニヤ大原舊記（勝山記カ）ニ永正八辛未年八月
富士山鎌岩モユルトアリ此巌間ヨリ今モ時々煙立ツ事アリ
火気伏シタルニヤ」とある．同じ頃成立した江湖浪人月所

かく そう ろく

による『隔掻録』にもほぼ同じ内容が書かれており，都留
郡から富士山頂への登山道の道順にしたがって各場所の地
誌が述べられている箇所にある．つまり，カマ岩というの
は都留郡から富士山頂に登る道（おそらく富士吉田口登山
道）の六合目付近らしい．
なお，「鎌岩」という地名は，１４９１年頃に記された『日

国覚書』にも記されているから（堀内，１９９５），「鎌岩」自
体が１５１１年の噴火産物というわけではなさそうである．
一方，江戸末期（１８４０年から１８４６年の間）に成立した

絵画帳『富士山明細図』（小澤隼人・筆）には，富士吉田
登山道の七合目と七合五勺目の間に「カマイハ（神満岩）」
が描かれている（富士吉田市歴史民族博物館，１９９７）．前述
の「鎌岩」が「神満岩」と同じであるとすれば場所が若干
異なることになるが，不一致の原因についてはわからない．
なお，現在の富士吉田口登山道の七合目に「鎌岩館」とい
う山小屋があるが，由来は調べていない．

■天文十四年（１５４５）土石流
前出の『妙法寺記』に「天文十四乙巳（中略）二月十一

日富士山ヨリ雪シロ水オシテ吉田ヘオシカケ，人馬共押流
シ申候．殊ニ其水ニテ下吉田冬水麦ヲ悉押流申候．相残候
大麦小麦吉」とある．天文十四年二月十一日（１５４５年３

ゆき しろ

月２３日）に雪代（雪泥流）が発生し，富士吉田にまで流
下して大きな被害を与えたことがわかる．

■天文二十三年（１５５４）土石流
『妙法寺記』に「天文廿三甲寅 此年正月，雪水富山ヨ
リ出申候事正二三月迄十一度出申候．余リ不思議サニ書付
申候」とある．天文二十三年（１５５４）の正月から三月にか
けて雪代が１１回発生し，異常な現象として記録されてい

富士山の歴史噴火総覧
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る．

■永禄二年（１５５９および１５６０初頭）土石流
『妙法寺記』に「永禄二己未 正月小二月大．正月申日
雪水出候而，悉田地家村ヲ流シ候（中略）此年十二月七日
ニ大雨降，俄ニ雪シロ水出テ，法ケ堂皆悉流レ申候．又在
家ノ事ハ中村マルク流候事無限」とある．正月申日は十一
日（１５５９年２月１８日）または二十三日（同年３月２日）
である．永禄二年の正月に１度，十二月七日（１５６０年１
月４日）に１度，雪代が発生し，山麓の村や田畑に大きな
被害があった．「中村」は現在の富士吉田市下吉田の一部
にあたるから，十二月の雪代は富士吉田にまで達した．

×永禄三年（１５６０）または四年（１５６１）
小鹿島（１８９４）に「永禄三年是歳駿河富士山噴火（地震

学協会報告）」という記述があり，これが後の時代の研究者
にしばしば引用されて１５６０年に富士山が噴火したとされ
てきた．しかし，注意すべきは，引用元として「地震学協
会報告」が挙げられていることである．時代関係から言っ
て「地震学協会報告」がMilne（１８８６）をさすことは間違
いない．Milne（１８８６）の富士山の項をみると，１５６０年の
噴火はWada（１８８４）からの引用となっている．
Wada（１８８４）は「１８７８年に山梨県に行った際，下吉田

において富士山の歴史噴火の年代を得た（一部は渡辺氏所
有の史料から採録した）」として，次の８つの噴火を挙げて
いる：（１）延暦十八年（７９９）三月十四日～四月十六日，
（２）延暦十九年（８００）三月，（３）延暦二十一年（８０２）
三月，（４）貞観六年（８６４）五月一日～五月二十五日，（５）
承平七年（９３７），（６）元弘元年（１３３１）七月七日，（７）
永禄三年（１５６０），（８）宝永四年（１７０７）十一月三日．
下吉田というのは現在の富士吉田市下吉田であろうが，

渡辺氏が誰かは不明である．なお，和田（１８８４）は，Wada
（１８８４）とほぼ同じ記述をのせるが，（２）は延暦十九年三
月十四日～四月十八日，（７）は永禄四年（１５６１）として
いる．
さらに注意すべきは，Wada（１８８４）は，上述の噴火（１）

について「溶岩が桂川を下って猿橋に達した」，（４）につ
いて「溶岩流が富士吉田に達した」等の簡単な噴火記述を
述べた後に，（４）と（８）に関する詳細な記述を「Klaproth
の記述」から引用している．この「Klaproth の記述」は，Tit-
singh and Klaproth（１８３４）の年代記（すなわち，『日本王
代一覧』の翻訳本）をさすと思われる（小山，１９９８a）．ま
た，（５）～（７）についてはKlaproth の記述にないとして
噴火の内容を何も記述していない．
つまり，Wada（１８８４）は，（１）と（４）以外の噴火の

具体的な記述を下吉田の史料から得ていないようである．
また，１５６０～１５６１年は『妙法寺記』や『王代記』などの信
頼性の高い年代記に記述された時代にあたるが，両史料に
はこの時期の富士山の異常について何も書かれていない．
よって，現状では１５６０（１５６１？）年噴火の存在は疑わ

しいと判断せざるを得ない．なお，Wada（１８８４）が記述

する（１）の内容「溶岩が猿橋まで達した」，および（４）
の内容「溶岩が富士吉田まで達した」は地質学的には誤り
であり，それと同様の記述は「宮下文書」中の史料にしば
しば見られる（小山，１９９８b）．Wada（１８８４）が得た下吉
田の史料は，おそらく「宮下文書」またはその派生文書か，
その他の信頼性の低い地方史料だろう．

×寛永四年（１６２７）
武者（１９４１）は，天保十二年（１８４１）に大野広城が完成

させた年代記『泰平年表』から「富士山噴火，江戸雨灰四
日，其色黒」を引用しているが，該当する記述は『泰平年
表』（続群書類従完成会刊）には見あたらない．武者（１９４１）
は，同じ記述が『校正王代一覧』にもあるとし，さらに『結
録』から「寛永四年十一月二十三日富士山焚ケ，江戸黒

灰降ルコト四日」という記述を引用している．しかし，『校
正王代一覧』『結 録』という名の史料はともに国書総目
録に見あたらず，素性不明である．
いずれにしろ，十一月二十三日という日付は後述の宝永

噴火の開始日と同じだから，「寳永（宝永）四年」のとこ
ろを「寛永四年」と誤って記したものである可能性が高い．

×元禄十三年（１７００）
や し さん りゃく

内務省地理局（１８８４）は，『野史纂略』からの引用とし
て「富士山火起」という記事をあげ，元禄十三年に富士山
が噴火したとしている．この見解は，その後Milne（１８８６）
や小鹿島（１８９４）を初めとする多くの研究者にそのまま無
批判に踏襲されている．
しかし，『野史纂略』は水戸藩士青山延光によって幕末

に書かれた通史であり，元禄十三年から１００年以上経過し
た頃の記録である．そのうえ数多くある同時代記録の中に，
これまで元禄十三年の富士山噴火記録は知られていない．
さらに，実際に『野史纂略』の元禄十三年条を見ても該当
記事が見つからないという（石橋克彦，私信，１９９４）．現状
では記事自体の存在すらも定かでない，きわめて疑わしい
噴火記事と判断せざるを得ない．

★元禄十六年末～十七年初頭（１７０４）鳴動
くまん どう

沼津市東熊堂にある大泉寺にいた僧侶教悦が残した覚書
『元禄十六癸未十一月□一日夜丑之刻大地震事』に「扨又
極月晦日ニハ富士山ナリ，正月二日，三日両日ニハ大分ニ
ナリ，ソレヨリ地震少ヅヽニナリ，自然トユリヤミ候」と
ある（若林，１９９６a）．
相模トラフで生じたプレート境界地震である元禄関東地

震は，元禄十六年十一月二十三日（１７０３年１２月３１日）の
丑刻に発生したことが知られているので，上記史料題名の
「十一月□一日」は十一月廿三日の誤りであろう．その３５
日後（若林は３９日後としているが誤植であろう）の十二
月二十九日（１７０４年２月４日）に富士山が鳴動し，翌年
正月二日と三日（１７０４年２月６日と７日）にさらに大き
く鳴動したという．
同史料中の他の記述には，元禄関東地震の余震が沼津で
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も日々感じられ，仮設した小屋で年を越したとある．一般
に，地震には鳴動が伴うものがあることが知られているが，
ここであえて「富士山ナリ」と書かれていることから，そ
れまでの余震にはなかった鳴動が富士山方向から聞こえて
きたのであろう．富士山にはしばしば雪代が発生し，鳴動
をともなうこともあるが，厳冬期であるこの季節には考え
にくい．
その後，周知のごとく宝永四年十月四日（１７０７年１０月

２８日）に駿河・南海トラフでプレート境界地震（宝永地
震）が発生し，その４９日後に富士山が次項で述べる大規
模な噴火（宝永噴火）を起こした．後述するように，宝永
噴火の前にも富士山の鳴動が生じたことが知られている．
以上のことから類推して，若林（１９９６a）の推測通り，１７０４

年２月４～７日の富士山鳴動は，元禄関東地震が引き金と
なって富士火山のマグマ活動が活発化した（が噴火には至
らなかった）事件とみるのが自然であろう．

●宝永四年（１７０７）噴火＊
宝永四年十一月二十三日（１７０７年１２月１６日）に富士

山の南東斜面にあらたな火口（宝永火口）が開き，大規模
かつ爆発的な噴火（宝永噴火）が発生した．この噴火につ
いては，江戸の近郊での事件ということもあって，数多く
の記録・文書・絵図が残されている．それらの一部は武者
（１９４３a）に採録されているが，その後も歴史学者による
史料収集が続けられ，主として地元の県市町村史の中に採
録され続けている．
これらの史料にもとづいて，小山（２００６）は宝永噴火の

推移や特徴を以下のようにまとめている．
１）宝永噴火は，宝永東海・南海地震（宝永四年十月四

日，１７０７年１０月２８日）の４９日後の宝永四年十一月二十
三日（１７０７年１２月１６日）正午前頃に発生し，宝永四年
十二月九日（１７０８年１月１日）未明の噴火停止まで１６日
間に及んだ．
２）噴火の１０数日前（１７０７年１２月３日頃）から，富

士山東麓では毎日のように鳴動が感じられた．なお，宝永
地震より前（宝永四年九月時分）から，富士山の山中では
毎日幾度も小地震があったが山麓では感じなかったとの裾
野市須山の記録もある．
３）噴火前日の午後から裾野市須山と富士市吉原で頻繁

に地震が感じられるようになった．夜になって群発地震の
規模が拡大し，東麓一帯と小田原・沼津・元箱根・長野県
下伊那郡・名古屋・江戸でも地震を感じた．噴火当日の早
朝と噴火直前に，山麓ではとくに強い地震があった（ただ
し，地震による死者はなかった）．なお，林・小山（２００２）
は，これらの前兆地震の規模と深さの推定を試み，マグマ
の上昇過程を検討している．
４）噴火開始は１７０７年１２月１６日（宝永四年十一月二

十三日）１０～１２時頃である．富士山の植生限界付近に最
初の火口が開いたと記述する史料が複数ある．
５）噴火開始から２～３日間，江戸から長野県下伊那郡

までの広い範囲にわたって，爆発的噴火に伴う空振とみら

れる戸・障子などの断続的な振動が発生し，原因を知り得
ぬ人々に著しい不安を与えた．
６）１２月１６日の日没頃，噴煙から降下する火山礫・火

山灰の色は，それまでの白色または灰色から，黒色へと変
化した．
７）空振・雷鳴・噴煙目撃・降灰の激しさなどの記述か

ら判断して，１２月１６日午後から１７日朝までが噴火のクラ
イマックスである．このことは，現存する堆積物最下部（ユ
ニットHo‐I と Ho‐II：宮地，１９８４）に粗粒礫が多いことと
調和的である．
８）噴煙の目撃記録，空振・降砂の記述などから考えて，

噴火がはっきりと小康状態になったと判断できる期間が，
いくつかある．噴煙や空振がないという証言は朝から午前
中に多く，降砂があったという記録は夕方から未明に多い．
９）１２月１７日の夜明け前に，火口の南南東（沼津市原）

にも一度だけ降灰した．
１０）１７日の日没後まもなく，噴火期間中で最大と思わ
れる地震があった．この地震は，伊勢・名古屋・長野県下
伊那郡・江戸でも強震として記録されており，富士山付近
ではそれよりやや強い揺れであったが，被害の報告はない．
沖合でおきた宝永地震の余震のひとつか，富士山下のマグ
マ移動に伴ったとしても震源が深い地震と思われる．
１１）噴煙柱は，江戸，長野県下伊那郡，名古屋でもたび
たび目撃された．江戸では，噴煙が火口から東方へたなび
いていく様子が，噴火の全期間を通じて詳しく観察されて
いる．
１２）夜間は，山麓一帯と元箱根・静岡市清水区付近から，
火口上に立ち上る火柱や赤熱火山弾放出が目撃された．
１３）１２月１６日から１９日にかけて降礫が細かくまばら
になっていったと解釈できる記述（小山町生土）がある．
現存する堆積物下部（ユニットHo‐I から Ho‐III 基底部に
かけて）の粒径変化（概して上方細粒化）と調和的である．
１４）江戸においては，１２月２３日を最後に空振や雷鳴の
記述が途絶えたが，降砂の記録は２８日未明まで，噴煙の
目撃記録は３１日昼まである．
１５）１２月２５日夕方頃から２７日昼（あるいはそれ以降）
まで，噴火活動の高まりがあった．２８日までに噴火割れ目
が上方に拡大したと解釈できる記述もあり，２５～２７日の噴
火活動の高まりに対応するかもしれない．山麓の堆積物最
上部（ユニットHo‐IV）の粒径が中部（Ho‐III）より粗い
ことも併せて考えると，２５日夕方以降，噴火の勢いがやや
盛り返したと考えるのが自然である．
１６）１２月３１日夜に多少の爆発的噴火と火山弾放出があ
った．
１７）１７０８年１月１日未明の爆発を最後に噴火停止した．

×宝永五年（１７０８）噴火
ぶ こう ねん ぴょう

嘉永元年（１８４８）に成立した江戸の年代記『武江年表』
の宝永五年条に「閏正月三日，武蔵，相模，三河国々砂降
る」とある．また，武者（１９４３a）は，文化元年（１８０４）
の例言がある史書『続日本王代一覧』の同月同日条から「武

富士山の歴史噴火総覧
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州・相州・駿州の内砂降の郡村所務難渋の私領村替仰出さ
る」を引用している．これら２史料をもとに，武者（１９４３
a）は宝永五年閏正月三日（１７０８年２月２４日）に富士山
が再び噴火したと推定している．
しかし，この日は江戸幕府が，宝永四年噴火による被害

の著しい大名・旗本領を一時公領とする令を発した日であ
り（上記『続日本王代一覧』の記述はまさにそのことを述
べている），『武江年表』の著者が降砂による領地換えの記
事を降砂そのものと誤解したとみるべきである（石橋克
彦，１９９８，私信）．よって，宝永五年噴火記事は誤りと考え
る．

★宝永五年（１７０８）鳴動＊
小山町史（第二巻近世資料編 I）は『富士山鳴動につき

須走村届書控』として，須走村の名主および組頭４名の署
名が入った届出文書を載せており，その中に以下の記述が
ある．
「当十月廿八日夜九ッ半過時分震動之様成音仕候，方角
之儀は富士山去冬出来仕候宝永山之方ニ而ひゞき申候，所
之者共も余程音と聞覚申候，砂灰抔ハ曾而降リ不申候，冬
ニ成申候得ハ富士山忽而雪深ク積リ申候得共，宝永山近所
ニハ雪積リ不申候，此外可申上儀無御座候」
宝永五年十月二十八日の夜九ッ半過時分（１７０８年１２月

１０日の午前２時頃）に，宝永山の方角からかなり大きな
音が鳴り響いたとのことである．砂や灰は降らなかったと
いうから，噴火ではなさそうである．この地域での１２月
という季節を考えると，雷鳴とは考えにくい．宝永噴火直
後の宝永火口を描いた絵図（沼津市原の土屋博氏所蔵）に
は，今は存在しない円弧状の亀裂が第１火口壁の上縁に描
かれている（小山，２００２，２００６）．このような不安定な火口
壁の一部が崩落した時の音かもしれない．
なお，宝永火口付近に雪が積もっていないとも書かれて

いるが，このことは宝永噴火から１年に満たない時期のこ
とであり，まだ宝永火口付近の地表温度が高かったことで
説明がつくだろう．

▲宝永五～六年（１７０８～１７０９）鳴動・降灰？
おう む ろう ちゅう き

名古屋藩士朝日重章の日記『鸚鵡籠中記』の宝永五年十
月二十八日（１７０８年１２月９日）条に，「江戸今日暮より
少々灰降，鳴動も少々あり富士も少々煙立」とある．
さらに，鳥取藩士岡島正義が安政年間（１８５４－１８５９）に

著した『因府年表』の宝永五年十一月二十七日（１７０９年１
月７日）条に「富士山復々焼く（不詳可考）」とある（武者
（１９４３a）では宝永五年十二月十六日の記事とされている
が誤記と思われる）．
１７０８年末から１７０９年初頭にかけての富士山の状態につ
いては，富士山麓の地方史料などについてのさらなる検討
が必要である．

■明和七年（１７７０）赤気＊
東海道原宿（現在の沼津市原）の問屋場で代々書役をつ

とめていた土屋氏は，明和七年七月二十七日（１７７０年９
月１６日）に富士山に異常を認め，その様子を２枚の絵に
描き，それぞれの絵に以下のような説明文を加えている（若
林，１９９６b）．
「明和七年庚寅七月廿七日 夜九ツ時 富士阿し高之
間 赤ク成事如斯 中ニ白キすじ十四，五本づつ出候 右
之赤ミ東西へ啓ク」
「其夜ハ八ツ過か段々と赤ミうすくなり 見ゆること如
斯」
すなわち，この日の夜半頃に富士山の南東側にある沼津

市原から，富士山と愛鷹山の間に赤い光が見え，赤くなっ
た付近から白い筋が１４，５本出たという．そして，その赤
い光芒は東西に開いていき，２時間ほどして段々と薄れた
という．
沼津市原から見ると，富士山と愛鷹山の間は宝永火口の

南東側にあたる山体斜面であり，側火山の密集域となって
いる場所である．白い筋（噴気？）が多数見えたことや赤
い光芒が東西に開いたという記述は，割れ目噴火が生じ，
割れ目が北西－南東方向に伝播していったことを想像させ
る．しかし，宝永噴火より新しい時期に富士山南東山腹で
噴火が生じたという確かな地質学的証拠は知られていな
い．
翌日の七月二十八日夜に，日本の各地で赤気を見たとい

う記録が多数ある（大崎，１９９４）．これらの中には体験者自
身の記述や体験者からの伝聞と思われる同時代史料が複数
含まれているので，信頼できる．また，記述内容も，原宿
の絵図に描かれていることとよく似ている．絵図の中の記
述は，赤気の出現日を一日誤って記述したものではないだ
ろうか．
なお，大崎（１９９４）は，「明和七年七月二十八日の極光

は日本で見えた極光の記録のうち最も著しいもの」と欄外
にコメントし，赤気をオーロラと解釈している．

■寛政四年（１７９２）地震と崩壊
や し

嘉永四年（１８５１）に成立した史書『野史』に「（寛政四年
六月）二十九日丙申，江戸地震，是夜，震富士山，巌石飛
死者二十餘人」とある（武者，１９４３b）．また，つじ（１９９２）
によれば，甲府の『坂田家日記』他に寛政四年六月二十九
日（１７９２年８月１６日）午前九時頃に甲府から江戸にかけ
て強い地震があり，富士山に落石が生じて登山客に２０名
ほどの死者が生じたとある．『坂田家日記』は全文のコピ
ーが山梨県立図書館にあり，同時代記録と思われるので信
頼すべきである．

■寛政六年（１７９４）土石流＊
『雪代出水下吉田村田畑居屋敷流失につき急破普請請書』

（富士吉田市史史料編第三巻）は，「去月廿九日南大風雨ニ
而，富士山雪代出水宮河通御普請所及大破」などとして，
寛政六年二月二十九日（１７９４年３月３０日）に下吉田村（現
在の山梨県富士吉田市下吉田）で雪代災害があったことを
報告している．
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■享和元年（１８０１）土石流＊
『雪代出水大明見村・小明見村田畑流失につき起返金借
用願書写』（富士吉田市史史料編第三巻）は，「当二月六日
大雨ニ而，富士山雪代満水仕，桂川通御普請所皆流失仕，
田畑夥敷荒地ニ罷成候間，其節御訴奉申上」などとして，
享和元年二月六日（１８０１年３月２０日）に大明見村・小明
見村（現在の山梨県富士吉田市大明見・小明見）で雪代災
害があったことを報告している．

□文化六年（１８０９）崩壊？
小鹿島（１８９４）は，小野高潔が著した年代記『続皇年代

略記』から「（文化六年八月二十四日）富士山崩」という記
述を引用している．小野高潔は延享五年（１７４７）から文政
十二年（１８２９）を生きた人物であるから，同時代史料と言
えるだろう．なんらかの崩壊事件が文化六年八月二十四日
（１８０９年１０月３日）に富士山で起きたらしいが，それを
裏づける他の史料は見つかっていない．

▲文政八年（１８２５）ときおり噴気と鳴動
肥前国平戸藩主松浦清が文政四年（１８２１）から天保十二

かっ し や わ

年（１８４１）にかけて執筆した随筆『甲子夜話』（巻六十七
「行智富士紀行」）に次の記述がある．
「乙酉（文政八年）の夏，行智が富嶽に登しとき（中略）

富士の鳴音
六月十日（１８２５年７月２５日），甲州吉田御師，小沢信

濃の家に宿る．暁がたに至りて，富士の頂上の方にて，譬
へば海近く波の打寄る如き音して轟き鳴る．傍なる老に，
あれは何音ぞと問へば，御山の鳴るなり．頂に御息の立つ
朝は（御息とは風を云なり）いつもこの若しと答ふ」
行智という人が甲州吉田（現在の富士吉田のことであろ

う）において，富士山頂の方角から鳴動を聞いた．その際
に古老が，山頂に「御息」が立つ朝にいつも聞こえると言
ったそうである．行智とは，おそらく江戸時代後期の修験
者行智慧日（１７７８－１８４１）であり，諸学に通じた人とのこ
となので，『甲子夜話』の著者と交流があり，自分の体験
を伝えたのだろう．
つじ（１９９２）によれば，宝永噴火後の１７８０年頃から１８２７

年頃まで，富士山頂では微弱な煙が立ちのぼる時期があっ
たらしい．よって，ここでの古老の言う「御息」は，その
ような煙（おそらく噴気）のことを言ったのかもしれない．
もしそうなら，噴気が立つ朝に鳴動が聞こえるというのは，
興味深い証言である．このころ噴気活動と鳴動はしばしば
同期して起こっていたことになるが，伝聞のまた伝聞を書
き留めた記事であるので，別史料の裏づけが必要であろう．

■天保五年（１８３４）土石流＊
田山（１９０４）は，「（天保五年）四月八日（１８３４年５月

１６日）癸卯，是日，駿河國大風雨，富士山俄ニ鳴動シ，崩
雪焼砂落下シテ，富士郡ノ田畑人家ヲ流亡セリ，甲斐國郡
内領明見，吉田二村モ，其害ヲ被レリ」と述べた上で，『天
保雑記』，『甲子夜話』，『内廻状留』の３史料から長文を引

用している．このうち，『天保雑記』と『内廻状留』は事
件の公的な報告状（『内廻状留』の記述は『天保雑記』の一
部とほぼ同文），『甲子夜話』は体験者からの直接の伝聞と
思われ，信頼できる．都司（１９８３）も『 堂日暦』および
『筱舎漫筆』という２つの同時代史料から同日の富士山崩
壊を記述した長文を引用している．
記述内容から考えて，大雨が引き金となった崩壊と土石

流と考えられる．若林（１９９６c）は，この大規模な雪代災
害について『浅間文書纂』などから多数の同時代史料（絵
図を含む）を引用した上で，主として静岡県側の被害につ
いて詳しく論じている．
同じ日に山梨県富士吉田市内の各地でも深刻な雪代災害

が起きたことが，『雪代出水小明見村居屋敷田畑流出につ
き見分願書写』，『雪代出水下吉田村居屋敷田畑流失につき
夫食手当御救金下付願書写』，『雪代出水居屋敷田畑流失の
ため谷村御囲籾下付につき三カ村請書写』，『雪代出水のた
め夫食代拝借につき三カ村請書写』（いずれも富士吉田市
史史料編第三巻）の４文書からわかる．

■天保八年（１８３７）土石流＊
『雪代出水下吉田村田畑流失につき見分願書写』（富士吉
田市史史料編第三巻）は，「当八月六日・八日両度大風雨
ニて，富士山より雪代満水夥敷押出し，書面之通川欠大砂
入等之荒地出来候間」（「八月」は二月の誤記か誤植と考え
られる）などとして，天保八年二月六日・八日（１８３７年３
月１２日・１４日）に下吉田村（現在の山梨県富士吉田市下
吉田）で雪代災害があったことを報告している．

■天保九年（１８３８）土石流＊
『雪代出水田畑流失につき四カ村年貢引方願書写』（富士
吉田市史史料編第三巻）は，「去酉二月・当戌ノ二月両度
大風雨ニ而満水押出し，土砂・大石等押掛」などとして，
天保九年二月（１８３８年２月２４日～３月２５日）に下吉田村・
新倉村・小明見村・大明見村の４村（現在の山梨県富士吉
田市下吉田・新倉・小明見・大明見）で雪代災害があった
ことを報告している．

▲嘉永七年（安政元年）（１８５４～１８５５初頭）噴火？と地熱
活動変化
嘉永七年（安政元年）十一月四日（１８５４年１２月２３日）

午前９～１０時頃に，安政東海地震が起きた．つじ（１９９２）
によれば，安政元年当時に駿府士太夫町の町頭をしていた
萩原四郎兵衛による安政東海地震の見聞録『大地震御救粥
並町方施米差出，其外諸向地震に付聞書一件』に
（１）「十一月四日朝，本町一町目鯛屋半右衛門殿富士山見
候処，真黒之笠御山上へ冠り候由之事」
（２）「同日，富士郡之人不二山を見受け候処，牛程成者羽
根これ有るが数多舞歩行候由之事」
（３）「（同月）廿一日（１８５５年１月９日）頃，宝永山より
真黒の煙立上候由之事」
（４）「（同月）四日，富士山八合目へ火多数見へ候由之事」
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という一連の記述があるという．（１），（２），（４）は安
政東海地震と同日の記事であるが，地震との前後関係は不
明である．仮に地震にともなって生じたものとすれば，（１）
と（２）は地震動によって大規模な崩落が生じたことによ
る土煙や巨大岩塊の転動で説明できるかもしれない．（３）
も余震にともなう崩落の土煙かもしれない．しかし，（４）
の多数の火は説明困難である．これらの記述にもとづいて，
つじ（１９９２）は安政東海地震にともなって小規模な噴火が
起きた可能性を指摘している．
さらに，つじ（１９９２）は富士宮の浅間神社の門前で商を

営んでいた酒粕屋の日記である『袖日記』の中の次の記事
を紹介している．
「（安政元年十二月二十五日）（１８５５年２月１１日）この
頃富士山の雪解る事，二，三月頃の山の如し，山気陽精籠
り居る哉と人々怪しむ風説多し」
つまり，安政元年の十二月末は冬とは思えないほど富士

山に雪が少なかった．このこと自体は異常気象として説明
可能かもしれないが，つじ（１９９２）は富士山になんらかの
地熱異常があった疑いを述べている．また，つじ（１９９２）
は，安政東海地震以前の少なくとも１２０年間ほどは存在し
なかった山頂火口南東縁の荒巻（あるいは勢至ヶ窪）の地
熱活動が，安政東海地震をきっかけとして始まったらしい
ことを論じている．
以上のことから，安政東海地震に関係して富士山になん

らかの火山活動や地熱活動の変化が起きた可能性がつよい
ので，今後十分検討する必要がある．

■安政七年（１８６０）土石流＊
『雪代出水田畑流失につき四カ村年貢引方願書写』（富士
吉田市史史料編第三巻）は，「当月廿六日大雨ニ而昼九ッ
時頃俄ニ富士山雪代水押出し，書面御普請所 人家押破，
穀物家財等一式流失損地夥敷出来，其上往還押堀人馬通行
不相成難渋仕候間」などとして，安政七年正月二十六日
（１８６０年２月１７日）に新倉村（現在の山梨県富士吉田市
新倉）で雪代災害があったことを報告している．

■明治２４年（１８９１）地震動による崩壊
１８９１年（明治２４）１１月９日の官報によれば，１０月２８日
の地震（濃尾地震）の際に，富士山頂火口縁北側の牛ヶ窪
から釈迦ヶ岳にかけて，広さ二百間（約３６０m），深さ百
間（約１８０m）ほどが崩落したという報告が静岡県からあ
ったという．なお，濃尾地震は濃尾平野北部を震源域とす
るM８．０の地震であり，富士山付近の震度は IVないしV
である（宇佐美，２００３）．

☆明治２８年（１８９５）噴気増す？
１８９５年（明治２８）８月２２日の時事新報によれば，富士
山頂火口縁の東部にある十二岳（前出の「荒巻」の南にあ
る成就ヶ岳のことか？）の噴気が最近激しくなったという．
付近の石は焼けて，手を触れられないほどであったらしい．
以上は登山者からの伝聞とされており，新聞記者や気象官

庁の報告ではないため，真偽のほどは不明である．

☆大正３年（１９１４）山頂にあらたな亀裂と噴気？
１９１４年（大正３）９月２日の大阪日日新聞によれば，富
士山頂火口縁の南東部にあたる東安の河原（前出の成就ヶ
岳の南）に数日前から長さ一尺幅五寸（３０×１５cm）ほど
の穴が生じ，大きな音響を発して水蒸気が出るようになっ
たという．このことが山頂派出所詰の巡査によって発見さ
れたという．

★大正１２年（１９２３）あらたな噴気＊
上村（１９９４）によれば，１９２３年（大正１２）９月１日に起

きた大正関東地震後の国民新聞（日付不明）の記事に，沼
津測候所の井手東一技手が地震後はじめて富士山頂を調査
したところ，山頂火口東側の伊豆ヶ岳（前述の「荒巻」の
北）に長さ９０cm，幅４５cmの新しい噴気孔が現れて蒸気
を噴き上げていたという記述があるという．この記事その
ものはまだ確認できていないが，沼津測候所による山頂火
口調査報告の全文（沼津測候所から当時の静岡県知事に提
出された復命書）が最近発見され，現在は沼津市明治史料
館に保管されている．
この復命書は，１９２３年１０月９日に沼津測候所技手の井

手東一から静岡県知事道岡秀彦に宛てられた１１ページの
手書きのものであり，他の書類と一緒に綴じられ，表紙に
は「大正十二年分 静岡縣廰往復文書綴 沼津測候所」と
記されている．復命書の内容は，井出自身による富士山頂
を含む富士山周辺地域での被害や地変の観察事実の報告で
ある．
それによれば，井出は１０月３日に沼津測候所を出発し

て高根村役場（現静岡県御殿場市），須走村（現静岡県小
山町），富士山頂，須走口登山道，御殿場口登山道，宝永
山，印野村および玉穂村（現静岡県御殿場市）などを調査
し，１０月５日に測候所に帰着している．富士山頂に関して
は「噴火口ニハ異状ナシ」とするものの，火口周辺の亀裂
や噴気の様子に関する詳しい観察結果を載せている．とく
に噴気に関する記述全文を以下に挙げる．
「伊豆嶽ニ楕円形（長径三尺短径一尺五寸）ノ噴気口ヲ
生ズ其他数ヶ所小噴気口アリ而シテ其付近ノ岩石ハ崩壊セ
ルヲ見ル噴気口内ノ温度ハ五十度以上ナルベク少ク窪ミ居
レリ」
「内院ノ北々西隅ニ火気アリ折々煙ヲ吐キ出スモノノ如
ク見ユ或ハ噴気口アリテ蒸気ヲ吐クモノカ当日烈風ナリシ
為区別シ難カリシガ兎ニ角危険ノ状態トス」
さらに，復命書には山頂火口の概略図が描かれており，

北東火口縁の伊豆嶽にひとつと，北西火口縁の山頂火口壁
の最上部にひとつの，計２つの噴気口が朱書きで示されて
いる．
以上の内容から考えて，井出はこの２つの噴気口を新た

に生じたものと判断したように思われる．この時期以前の
山頂火口を詳しく描写した記録が見つからないため確かな
ことは言えないが，山頂火口の噴気の位置や状態に変化が
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あったと思われる．

▲大正１５年（１９２６）富士山で被害地震
みやこ

１９２６年（大正１５）８月１５日の都新聞によれば，８月１３
日１３時３０分に富士山で地震を感じ，登山道ぞいでは岩石
が崩れ，水溜が砕けて水が流出した．登山者にけが人はな
かった．
この地震は，中央気象台（１９２６）に「８月１３日１３時

２８分頃の富士山麓の地震」として記録されており，甲府・
沼津・東京・熊谷で微震のほか，沼津管内御殿場で強震，
沼津管内加島および甲府管内中野・大原・龍王・鰍澤・三
富・宮本などで弱震とあり，震央は富士山南東麓で沼津の
北微西３６kmの地点となっている．
宇佐美（２００３）はこの地震を収録していないから，被害

は火山体上だけに限られたと思われる．後述の１９８７年の
地震と同じ特異な地震かもしれない．

×昭和１４年（１９３９）群発地震
活火山総覧第２版（気象庁，１９９１）によれば，１９３９年（昭

和１４）１０月に富士山西麓の人穴付近で群発地震があり，有
感８回，無感２４回を記録した．中央気象台（１９３９）によ
れば，有感地震は１０月１３日の１０時３８分から１１時５３分
まで、無感地震は１０時４４分から１４時５３分までが記録さ
れた．しかし，現在の技術で震源の再決定をおこなうと，
これらの地震の震源は富士火山体から離れて富士川付近に
プロットされるため（気象庁，１９８２），１９９６年に刊行された
活火山総覧第２版の修正刷からは削除されている．

▲昭和６２年（１９８７）山頂のみで有感地震
１９８７年（昭和６２）８月２０～２７日の期間に，山頂だけが
有感となった地震４回（最大震度 III）が発生した（中禮・
他，１９８７；鵜川・他，１９８９）．少なくとも１９３３年以来の記録
にはない，稀な事件らしい（中禮・他，１９８７）．

３． まとめ
以上検討した歴史時代の各事件のうち，グループ１～５

に属する２８事件（すなわち，（１）信頼性の高い噴火記事，
（２）信頼性の低い噴火記事，（３）信頼性の高い火山関連
現象（噴火以外）の記事，（４）信頼性の低い火山関連現
象（噴火以外）の記事，（５）信頼性の高い史料中の記事
であるが噴火または他の火山関連現象の記録とは断定でき
ないもの）を年表にまとめた（Fig．１）．これら２８事件が，
富士山の火山活動に関連する事件の候補である．残りのグ
ループ６～９に属する２８事件（すなわち，（６）富士山以
外の火山の噴火記事，（７）信頼性の高い記事であるが火
山活動に関連しない現象の記述，（８）信頼性の低い記事
であり，かつ火山活動に関連しない現象の記述，（９）誤
記・誤解等によって生じた誤りと考えられるもの）は除外
した．
Fig．１では，グループ１～５に属する２８事件のうち，グ

ループ３～５に属する１２事件を事件の種類毎に分類し直

して示した．すなわち，
（a）噴火？（信頼性の高い史料の記述であるが，噴火とは
断定できないもの）．
（b）鳴動事件
（c）火映
（d）火山性かもしれない有感地震
（e）地熱活動が急変した疑いのある事件
である．なお，嘉永七年（安政元年）（１８５４～１８５５初頭）
の事件については，噴火の疑いのある事件と地熱活動の急
変事件の組み合せであるので，（a）と（e）の両方として
示した．
さらに，Fig．１では，つじ（１９９２）が示した山頂上の煙

の望見記事年表にもとづいて，煙の望見記事がある期間（濃
い陰影部分）と，煙の不見記事がある期間（薄い陰影部分）
を描いた．さらに参考資料として，古代～中世のおもな基
本史料の現存部分が扱う時代範囲を描いた．
Fig．１には，近隣地域で起きた主要な大地震も表示して

ある．これらの大地震については，宇佐美（２００３）と寒川
（２００１）を参考にして相模トラフおよび南海トラフ東部で
起きたM８クラスのプレート境界地震を選んだ．また，８７８
年および１２９３年の地震については，それぞれ石橋（１９９４）
および石橋（１９９１）にもとづいて相模トラフ地震？として
扱った．１４３３年地震については，永享七年（１４３５または
１４３６初頭）噴火の項に書いたとおり，南関東地域におけ
るM７クラスかそれ以上の地震の可能性がつよく，石橋
（１９９４）も相模トラフ地震の可能性ありとしているのでこ
こに加えた．
なお，小山（１９９８a）は，富士山の歴史時代の噴火・異

常記録について個別史料の信頼性を吟味し，Fig．１と同様
の噴火年表を描くとともに火山活動の時期的盛衰ならびに
大地震との時間的近接関係を検討し，以下の２つの結論を
得た．
（１）１１世紀以前の平安時代における富士山の噴火頻度
が，１７世紀後半以降より高かったことはほぼ確実であ
る．１２世紀に入って火山活動が低下したようにみえるが，
記録遺漏の可能性を考えると断定はできない．１５～１６世紀
の２回の噴火記録は，たまたま２つの寺社年代記（『王代記』
と『妙法寺記』）が今日まで保存されたために記録として残
った可能性がつよく，１２～１７世紀前半の期間には火山活動
記録の遺漏があるだろう．
（２）近隣地域で生じるM８クラス地震との関連性につい
ては，史料不十分で判断不能の１６０５年地震と１９４４年地震
を除いた残りの１１地震のすべてについて，時間的に近接
して（±２５年以内に）富士山の火山活動になんらかの変
化が生じていることがわかった．また，南海トラフ東部で
起きる地震だけではなく，相模トラフで生じる地震も富士
山の火山活動を変化させたようにみえる．さらに，宝永噴
火の時のように必ずしも地震の後に火山活動の変化が生じ
るわけではなく，地震の前に火山活動が変化するケースも
あることが明確になった．
本論の Fig．１は，小山（１９９８a）の示した噴火年表に小
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図１ 富士山の歴史時代の火山活動（候補を含む）年表．数字はすべて西暦年．詳しい説明については本文を参照．
Fig．１． Temporal distributions of eruptions，possible eruptions，and other possible volcanic events through historic times at Fuji Volcano．Dis-
tribution of records describing smokes at the summit is after Tsuji（１９９２）．Temporal distribution of large earthquakes in east Nankai and Sa-
gami Troughs is also shown．Right column shows the durations covered by main chronicles．
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修正を加えたものであるが，今のところ小山の結論に修正
すべき点は見あたらない．
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富士山の地下構造

鍵山恒臣＊

Structure of Fuji Volcano

Tsuneomi KAGIYAMA＊

The underground structure of Fuji Volcano has been investigated by seismological，electromagnetic and geothermal
methods．The depth of the basement is deep in the west of Fuji and is becoming shallow on the east side．This result
is reflecting a regional crustal deformation around Fuji Volcano by a motion of Philippine Sea Plate on the north．Seis-
mic tomography founds a low‐velocity anomaly at depth of７‐１７km beneath Fuji Volcano，corresponding to the low
frequency（LF）earthquake locations．A high conductive（HC）and low velocity（LV）zone was also found beneath
LF locations．These results suggest that the magma of Fuji Volcano is supplied from this HC and LV zone．It is also
found that water saturated layer is widely distributed in Fuji Volcano about５００m depth from the surface．High con-
ductive and self potential anomaly indicating hydrothermal circulation was found５００m beneath the summit crater．
This evidence suggests that thermal energy has been supplied continuously from the deeper part．
Key words: Fuji Volcano，Velocity structure，Resistivity structure，Magma＆ground water interaction

１． はじめに
２０００年末に富士山で低周波地震が頻発し，火山活動に
対する関心が高まった．富士山の最近の噴火である宝永噴
火の規模と富士山の地理的位置を考えると，富士山がわが
国の第一級のリスクを持つ火山である事は言うまでもな
い．こうした事態を受けて，富士山の火山活動の監視体制
や防災体制が整備されつつあるが，これまでに対策が講じ
られてきた火山に比べ，富士山では，さまざまな基本的情
報が不足していることが明らかになっている．本稿で扱う
地下構造も，その１つである．ここではまず構造に関する
情報がなぜ必要とされるかを考え，その後で富士山の構造
についてどのような情報が得られつつあるかを示す．
構造調査の目的と意義は，近年実施されている富士山の

調査・研究のきっかけとなった低周波地震の頻発をどう捉
えるべきかを考えると明らかになってくる．一般に，この
種の低周波地震の発生メカニズムは明らかではないが，マ
グマ活動と何らかの関係があると考えられている（鵜
川，２００４）．この関係を研究する上で，低周波地震の発生域
を正確に知ることは重要であり，そのためには正確な地震
波速度構造を知る必要がある．また，低周波地震の発生域
が構造の上でどのような特徴を持つ場であるかも，低周波
地震の発生メカニズムを知る上で重要なヒントを与えてく
れる．低周波地震は，深さ１５km前後で発生しているの
で，少なくとも富士山の地下およそ２０km程度までの構
造を明らかにする必要がある．

また，富士山は休止期の長い火山である．このような火
山が，次の噴火の準備をどのように進めているかは，火山
学的には解明されていない．数日をおかずして噴火を繰り
返している桜島や２０年から３０年おきに噴火を繰り返して
いる伊豆大島では，数 kmの深さにおいて準定常的にマグ
マが蓄積されており，なんらかの原因で浅所にマグマが移
動することによって，さまざまな前兆現象を発生させ噴火
にいたる事が明らかにされている（たとえば，石原，１９９７；
渡辺，１９９８）．しかし，数１００年の休止期をおいて噴火する
火山では，マグマが定常的に蓄積されているか，ある時期
に集中的に供給されるか，あるいは，すでに存在していた
マグマになんらかのトリガーがはたらいて噴火にいたるか
さえも明らかではない．富士山においても，状況は同じで
あり，マグマの存在を示唆するような異常な領域が火山の
地下に存在するかどうかは重要な情報である．
また，火山噴火の際に，マグマやマグマから分離してき

た高温の火山ガスが地表近くに達すると，さまざまな異常
現象が発生する．その多くは，火山の地下に広がっている
帯水層との相互作用によって引き起こされており，地下水
は，噴火様式にも影響している（鍵山，２００１）．したがって，
それぞれの火山で帯水層の分布を知ることは重要である．
また，マグマに由来する物質が地下深部から供給されて帯
水層のどのあたりに注入されるか，帯水層内をどのように
広がるか，その結果としてどのような熱的活動が現れるか
を知ることも重要である．これまでの研究では，熱的異常
の他，それに起因する全磁力異常（鍵山・他，１９９７），火山
ガスが地下水に注入されることによる電気伝導度の変化，
熱水対流が励起されることによる自然電位の異常（Hashi-
moto and Tanaka，１９９５）などが有望である．
本稿は，こうした観点にたって，最近行われた地震波速

度構造探査および電磁気構造調査の結果を過去に行われた
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重力探査などの結果と比較しつつ，富士山の地下構造から
上記課題についてどのような事が明らかにされつつあるか
を示す．また，２００３年に富士山北東麓において発見された
噴気活動に関連して，同地域で行われた熱・電磁気観測の
結果についても紹介する．

２． 人工地震探査による結果
人工地震探査は，２００３年９月１１日に行われ，調査の概

要は，及川・他（２００４）にまとめられている．Fig．１に示
すように西の S１（静岡県静岡市）から S２（静岡県富士
宮市），S３（静岡県小山町），S４（山梨県道志村）を経て
K１（神奈川県相模湖町）にいたる８７kmの測線上の５点

で爆破が行われ，測線上の４６９点に地震計を設置して振動
が観測されている．爆破は，各点の地下８０mに５００kg の
火薬を装填し，９月１１日０１時０２分から５分間隔で順次行
われた．観測点間隔は，S２‐S４で２５０m，その他の区間
で５００mである．振動データは白山工業製の LS８０００SH
にサンプリング間隔４msで記録されている．また，全て
の記録はGPS の刻時信号によって校正されている．Fig．２
は，S１における爆破によって起こされた振動の記録を爆
破点からの距離を横軸に並べたものである．Fig．２に示す
ような人工地震による振動波形の初動を各爆破点ごとに読
み取った結果，Fig．３に示すような走時データが得られて
いる．この図を見ると，S１の爆破による振動は，爆破点
から２０km付近までは４km／s 程度で伝播し，その後は６
km／s 程度で伝播している．それに対して，S４やK１の爆
破振動は，５km／s 程度の高速度で伝播している．このこと
は，富士山の東側で速度の速い基盤が浅い部分にあるのに
対して，富士山の西側では基盤が相対的に深くなっている
ことを示している．また，S２，S３の爆破の振動は，爆破
点付近では２．５km／s 程度の遅い速度で伝播しており，富
士山の山体では，速度の遅い層が厚くなっていることも予
想される．こうした先見情報を基にタイムターム法によっ
て基盤の速度や深さを推定し，その結果を初期モデルとし

て波線追跡法で速度構造を推定した．Fig．４は，その結果
である．上述したように富士山の基盤は東側で浅く，西側
で深くなっていることがわかる．また，富士山の山体その
ものは，速度が遅い噴出物から構成されているが，その下
には速度の速い領域が盛り上がっていることもわかる．こ
れらの結果については，５章で議論する．

３． 自然地震探査
人工地震探査は，定められた時刻に定められた地点で振

動を起こすため，精度のよい観測が可能であるが，測線長
を長くとった富士山の場合でも探査深度は５km程度であ
り，低周波地震が発生している深度までの構造は得られな
い．そのため，自然に発生している地震の振動を利用する
自然地震探査が行われた．その結果の概要は，中道・他
（２００４a）に示されているほか，本特集号でも中道（２００７）
によってその一部が報告されている．本稿では，その報告
と重ならない部分について記述する．
富士山で実施した自然地震探査は，深さ２０kmまでの

構造を分解能５kmで明らかにすることを目標としてい
る．そのために，Fig．５に示すように，大学や関係機関の
既設１３８点の観測点ではカバーできない地域に２８点の臨
時観測点を設け，１６６点の観測網としている．自然地震は

図１ ２００３年富士山人工地震探査における爆破点および地震観測点の配置．星印は爆破点，白丸は地震観測点である．
Fig．１． Shot points and temporal seismic stations for the２００３seismic exploration at Fuji volcano．Star marks and open circles indi-
cate shot points and observation points，respectively．
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解析に都合のいい場所で発生するわけではないので，観測
は３年程度の長期に行う必要がある．Fig．６は，長期に観
測データを収集するために設置した観測点の一例で，新た
に導入された衛星テレメータによってデータを搬送してい
る．
中道（２００７）は，２００２年１０月から２００４年９月までに発

生した観測網内の深さ５０kmまでの地震の P波および S
波の走時から，３次元速度構造を求めている．それによる
と，深さ５km以浅では，富士山の火口直下で速度の速い
層が盛り上がっており，人工地震探査と同じ結果が得られ

ている．また，深い部分に目を移すと，低周波地震が多発
している領域は周辺に比べて低速度の領域（５．３‐６．０km／s）
となっている．この結果については，５章で議論する．

４． 熱・電磁気観測
比抵抗は，地殻岩石中の間隙流体の存在量やその連結の

程度に敏感な物理量と考えられ，地震波速度や密度などの
物理量の情報とは独立に，またはこれらの物理量と相補的
に，火山活動についての知見をもたらすことが期待される．
比抵抗構造調査の手法にはいくつかあるが，富士山におい

図２ S１爆破による波形記録．
Fig．２． Record sections of seismograms for shot S１．

図３ 全ての爆破に対する走時．縦軸は走時，横軸
は爆破点 S１からの距離．
Fig．３． Travel time curves for all shots．The vertical
axis indicates travel time and horizontal axis indicates
a distance from S１．
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図４ ２００３年富士山人工地震探査によって明らかにされた２次元速度構造．縦軸は，海水準からの深さ，横軸は爆破点 S１からの距
離．
Fig．４．２‐dimentional velocity structure revealed by the２００３seismic exploration at Fuji volcano．The vertical axis denotes depth be-
low sea level and the horizontal axis are a distance from S１．

図５ 富士山の自然地震探査観測網．
Fig．５． Observation network for seismic
exploration using natural earthquakes．
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てはMT法が使用された．MT法は，磁場の変動に励起さ
れる電場の変動を調べることで地下の比抵抗構造を求める
手法で，磁場３成分，電場２成分の変動を記録し，それぞ
れの周波数における電場と磁場の比，位相のずれを求めた
後，構造をインバージョンで決定する．また，自然電位は，
さまざまな原因で生じているが，火山地域においては，地
下で流体が移動する際の界面動電現象によって発生してい
る電位差を観測する場合が多い．地下水が山頂側から麓に
流動している場合には山頂側が相対的に負の電位を持つ．
また，熱水の上昇域では熱水が気化することで置き去りに
された電荷が電流源となるため（Ishido and Pritchett，１９９９），
数１０～２，０００mV程度の正の電位が観測される．本章では，
上記の方法のほか，地中温度測定も加えて，富士山の山体
における地下水や熱水の分布に関連した構造と富士山の地
下数１０kmまでの深部構造について，研究結果を紹介す
る．
４‐１ 富士山浅部における熱・電磁気観測
富士山の地熱活動は，その存在があまり知られていない

が，山頂の火口縁に微弱な噴気活動が存在した事は，古く
から知られている．登山のガイドブックなどの他，日本活
火山総覧（気象庁，１９８４）にも，「山頂火口縁や山腹に微弱
な噴気・地熱地帯がある．」と記されている．この噴気活動
は，１９８２年の気象庁の機動観測により，噴気活動が停止し
ていることが確認されている（気象庁観測部，１９８３）．
一方，富士山の最後の活動火口である宝永火口について

は，１９８６年および１９９３年に地中温度および比抵抗調査が
行われている（鍵山・他，１９９４）．Fig．７は，富士山の南西
山麓の登山道沿いに測定された比抵抗構造である（鍵山・
他，２００４）．それによると，いずれの地点でも表層は高比抵
抗であるが，深さ５００m付近において５０～６０Ω・mの低
比抵抗層が見られる．この結果は，表層は空隙の多いスコ
リアなどに覆われているため高比抵抗であるが，深さ５００
m付近には地下水を多く含む層（帯水層）が存在するこ
とを示している．特に，宝永火口近傍では１０Ω・m以下
の低比抵抗となっており，熱水の層あるいは熱水による熱
変質を受けた層が存在することを示している．

以上の結果だけからでは，宝永火口の浅部に熱水活動が
現存するかどうかは判別できない．過去の熱水活動によっ
て熱変質を受けていても低比抵抗域は存在しうるからであ
る．しかし，同時に行われた地中温度調査は，地表付近に
まで達する熱的活動が存在することを否定している．Fig．８
は，南西山麓の標高約５００mから宝永火口（標高２，５００m）
までの登山道沿いに，海抜高度１００～２００mおきに７０cm
深地中温度を測定したものである．一般に，地熱活動がま
ったく知られていない山において地中温度を測定すると，
地中温度は海抜高度とともに４ないし５℃／kmで低下する
ことが知られている（福富，１９５１）．また，この測定では２
～３℃程度の温度異常を検出することが可能で，その異常
はおよそ１W／m２以上の熱流量に相当する（江原，１９７３）．
富士山において測定されたデータを検討すると，地中温度
は，４．０℃／kmの割合で直線的に低下しており，かつ，大
部分の測定点は，１℃の誤差の範囲内に収まっている．こ
の事は，調査を行った宝永火口を含む富士山の南西山腹で
は，基準とした山麓と比較して１W／m２を越えるような熱
異常は存在しないことを意味している．例外的に登山道沿
いの標高２，１８０mの地点において，わずかな温度異常が検
知されているが，１点のみの異常であり，局所的なものと
考えられる．
一方，同時に測定されたVLF‐MTによる表層の比抵抗

測定では，南西山麓から宝永火口にかけて標高が高くなる
につれて，比抵抗が高くなる傾向がある．Fig．９に示すよ
うに，標高およそ１，２００m以下では数１００Ω・mの比抵抗
であるのに対して，それより高い標高では大部分の点が１
kΩ・m以上である．これは，標高の高いところでは高比
抵抗の火山噴出物が厚く堆積し，帯水層が深くなっている
のに対して，標高の低いところでは，帯水層が浅くなり，
表層も腐植土に覆われているためと思われる．なお，海抜
１，６６０mの地点で，２００Ω・mの低い比抵抗値が測定されて
いるが，この測定点は，かつての道路が路線改良で駐車場
になったところであり，有意な数値ではないと考えられる．
楕円で囲んだ宝永火口近傍の点に注目すると，全般的に１
kΩ・m程度の比抵抗を示しているが，いくつかの点の比

図６ 衛星テレメータを使用した臨時地震観測点．
Fig．６． Temporal seismic observation point using satellite telemeter
system．
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抵抗は低くなっている．しかし，これらの点の大部分は，
第１火口の西側火口縁に位置しており，VLFの電波の到
来方向とほぼ直交する火口壁付近で測定を行ったために見
かけ上低い値が得られたものである．それらの点を除くと，
特に宝永の火口列に対応するような比抵抗の異常は認めら
れない．１点のみであるが，第１火口内の砕屑丘上におい

て有意に低い比抵抗が測定された．この砕屑丘は，宝永の
噴火において最後まで活動していた部分であり（小山，私
信），砕屑物は，高温酸化のため赤茶けた色を呈している．
以上の結果は，主として宝永火口を対象とした調査の結

果であった．富士山全体，特に山頂火口周辺の比抵抗構造
と熱水活動については，相澤・他（２００４），Aizawa（２００４）

図８ 宝永火口および富士山南西山麓周辺における７０cm深地中温度と海抜高度との関係．中央の線は，最小２乗法による．上方お
よび下方の線は，誤差の範囲を示す．
Fig．８． Relation between ground temperature at７０cm depth and elevation around Hoei Crater and the southwestern flank of Fuji Volcano．
Middle line is determined by the least‐squares method and the other two lines show the range of the error．

図７ 宝永火口および富士山南西山麓周辺
の浅部比抵抗構造．
Fig．７． Resistivity structure of the shallower
part around Hoei Crater and the southwestern
flank of Fuji Volcano．
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が２００１年および２００２年に自然電位調査を行っている．そ
の結果は Fig．１０に示すように，山頂部周辺の直径３km程
度の領域が周辺域に比べ１，５００mV程度電位が高くなって
いる．この正の自然電位異常は，三宅島などでも観測され
ており（Sasai et al．，１９９７），富士山内部でも熱水対流が起
きている可能性を示唆している．

一方，MT観測は，２００２年９月に１０日間にわたり実施さ
れた．観測は，富士山山頂を北東－南西方向に横切る１１
測点，２０kmの測線で，３００から０．０００５Hzの帯域で実施さ
れた．比抵抗構造の推定においては，北海道道北地域で同
時期に観測された地磁気データを参照して磁場－電場の周
波数応答を求め，Ogawa and Uchida（１９９６）の２次元イン

図９ 富士山におけるVLF‐MTによる比抵抗と海抜高度との関係．
Fig．９． Relation between apparent resistivity by VLF‐MT and elevation in Fuji Volcano．

図１０ 富士山山頂周辺における自然電位分布．線の間隔は
０．２５V．星印は，観測の基準点，太線は，山頂および宝永
の火口を示す．
Fig．１０． Self‐potential distribution around the summit of Fuji
Volcano．Contour interval is０．２５V．Star shows the reference
point．Thick lines indicate the locations of the summit cra-
ter and the Hoei crater．
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図１１ MT観測によって推定された富士山の比抵抗構造．三角印は観測点．
Fig．１１． Resistivity structure of Fuji Volcano estimated by MT data．Triangles indicate the measurement sites．

図１２ 富士山の２次元比抵抗構造．構造の特徴的方向は，N４０Wと仮定している．三角印は観測点．１９９８年から２００２年までの５年
間の震源を同時に示す．白丸は，鶴岡（１９９７）による構造性の地震，星印は，中道・他（２００４b）による低周波地震を示す．
Fig．１２． Resistivity model obtained by２‐D inversion modeling of MT data．２D regional strike direction（parallel to the structure）is assumed
to be N４０W．Inverted triangles indicate the measurement sites．Seismicity for ５ years（１９９８‐２００２）in a swath of２０km wide is also plot-
ted．Earthquake magnitude is shown on right．Open circles indicate tectonic earthquakes（Tsuruoka，１９９７）．Stars show locations of７６low
‐frequency earthquakes which were recorded with good signal to noise ratios（Nakamichi et al．，２００４b）．

バージョンコードが適用されている．解析は北西－南東方
向を富士山浅部の２次元走向とし，Groom and Bailey（１９８９）
の手法を用いて局所的３次元性の影響を取り除いた後の
TMモードのデータが使用されている．富士山の浅部の構
造は，Fig．１１に示すような結果が得られている（相澤・
他，２００４）．基本的な特徴として，地表に高比抵抗の表層が

あり，その数１００m下に，低比抵抗層，その下に高比抵
抗層という三層構造を示している．この結果は，富士山の
南西山麓から宝永火口にかけて得られている構造（Fig．７）
とほぼ一致している．また，これまでに調査された霧島火
山（鍵山・他，１９９７）などとも同じ特徴を持っている．第
２層は，多くの火山で，水を多く含む層や変質を受けた層
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からなる帯水層と考えられているが，この測定における第
２層の比抵抗は，富士山の山麓で湧く湧水の比抵抗値（山
本，１９９２）とほぼ一致している．また，山頂では，深さ約
１kmに１０Ωm以下の顕著な良導体が存在している．岩石
の比透磁率によって，その深さが変わる可能性はあるが，
この良導体が自然電位の正の異常の直下に存在しており，
熱水の上昇域にあたると考えられる．
４‐２ 富士山周辺の深部比抵抗構造
富士山周辺の深部構造を求める観測は，２００３年５月に前

述のMT観測を補充し測線長を７０kmに拡大して行われて
いる．この観測地域は，中央線，東海道線，富士急行，身
延線，御殿場線などに取り囲まれており，直流電車からの
漏れ電流ノイズの影響を強く受ける．これを克服するため
１観測点で平均１０日程度の観測を行い、得られたデータ
をスタックすることで S／N比を上げるように努めている．
また，解析には北海道北部と国土地理院江刺観測所で取得
された磁場データを参照データとし，ノイズの除去に配慮
がなされている．
解析の結果，Fig．１２に示すような結果が得られた（相

澤・他，２００４；Aizawa et al．，２００４）．図は，富士山を南東
側（S４０E）から見た断面となっている．１９９８年から２００２
年の５年間の構造性地震の震源分布（鶴岡，１９９７）と，S／
Nのよいデータから決定された深部低周波地震の震源分布
（中道・他，２００４b）も同時に示している．深さ数 kmの浅
い部分に注目すると，測線北東部は高比抵抗であるのに対
して，南西部は低比抵抗となっており，人工地震探査の結
果と共通した特徴を示している．また，深さ１５kmより
深部において，２つの高比抵抗体（R１，R２）と，それに挟
まれるように良導体（C１）が存在していることもわかる．

５． 考 察
上記に示した研究結果に基づき，富士山の構造と地下水

の分布についてどのような知見が得られたかを考察する．
５‐１ 富士山およびその周辺の構造と火山活動
本稿の第１の視点であった富士山の地下２０km程度まで

の構造に関して，富士山の地下数 kmまでの比較的浅部の
構造と富士山およびその周辺地域の深さ２０km程度まで
の深部構造とに分けて考えよう．
地下数 kmまでの浅部の構造からは，富士山が均質な基

盤の上に形成されたのではなく，東西に非対称な基盤の上
に形成されていることを示している．人工地震探査の結果
（Fig．４）は，富士山の東側の基盤は西に比べてより浅く，
より高速度の層が広がっていることを示している．この結
果は，比抵抗構造探査からも類似の傾向が表れており，
Fig．１２では，富士山の北東側の浅部は高比抵抗であるの
に対して，南西側は相対的に低比抵抗となっている．これ
は富士山の東側で緻密で高速度，高比抵抗の基盤が浅い部
分に存在するのに対して，西側では基盤が深くなり，表層
を低速度で水を多く含む堆積物が覆っているためと解釈で
きる．この特徴は，重力の研究結果とも整合的である．駒
澤（２０００，２００３）によれば，Fig．１３に示すように，富士山

の西側に低重力異常が見られ，低密度の堆積物が存在する
事を示している．また，丹沢山地から富士山まで高重力異
常が東西に続いており，密度の大きな領域が地下浅部に存
在することを意味している．丹沢山地には，第三紀基盤の
石英閃緑岩‐花崗岩の露出が見られるので，同様の基盤が
富士山東部の浅所に続いていると推定される．花崗岩体は
一般に高比抵抗であるので，富士山の東側が高比抵抗であ
ることとも整合的である．
以上の特徴は，局所的な地質の特徴によるものではなく，

より広域のテクトニクスを反映したものと考えられる．富
士山は，フィリピン海プレートが伊豆半島を衝突させなが
らユーラシアプレートに沈み込んでいる先に位置している
（例えば，中村，１９８９）．また，松田（１９７１）は，Fig．１４に
示すように，富士山が丹沢山地と同じ隆起体の上にあり，
その隆起体がプレートの沈み込み・伊豆半島の衝突によっ
て形作られていることを指摘している．本研究で明らかに
なった構造は，こうした地殻形成過程を反映したものと考
えられる．
また，富士山山体下の高速度域の盛り上がりは，霧島火

山（筒井・他，１９９６）や岩手火山（Tanaka et al．，２００２）で
も報告されており，過去のマグマの貫入を表している可能
性がある．この領域は，富士山山頂下では海抜高度にして
２，０００m程度にまで及ぶので，小御岳火山や古富士火山な
どの活動に対応した構造とも考えられる．
一方，深さ２０km程度までの深部構造に関しては，中

道（２００７）が示す自然地震探査の結果によれば，山頂直下
の深さ７kmから１７kmにおいて，P波速度が５．３～６km／s
の低速度領域となっており，深部低周波地震の震源域と一
致している．また，この下の深さ２０～３０kmにおいて P
波速度が６km／s 未満の低速度域が存在することも指摘さ
れている．こうした低速度域と過去に噴火した火口列など
との関連に興味が持たれるが，現段階での解析結果には，
まだ解決すべき課題が残されており，その課題を解決した
後に結論を出すべきと考えている．こうした地震波速度構
造の暫定的結果に対して，比抵抗構造では，Fig．１２に示
すように，深さ１５km以深においてR１および R２で示す
高比抵抗域とその間にC１で示す低比抵抗域が認められ
る．過去の沈み込み帯での比抵抗構造の研究（Wannamaker
et al．，１９８９；Satoh et al．，２００１）では，沈み込むプレート
は高比抵抗であることが示されている．また，高比抵抗域
の上面で構造性地震が起きていることから，R１，R２はそ
れぞれ沈み込むフィリピン海プレートに対応していると考
えられる．R１の上面には地震を伴う部分と，そうでない
部分があるが，その境界の上部には顕著な良導体が存在し
ている．この領域は，富士川断層の直下にあたる．一方，
良導体（C１）は，富士山の下に位置しており，地震波の
低速度域と対応している．また，その上部には深部低周波
地震の発生域（中道・他，２００４b）がある．こうした結果
から，C１は富士山のマグマ溜りあるいはマグマの供給路
を表していると推定される．深部低周波地震の発生原因は
まだ十分に明らかにされていないが，深部からマグマが上
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昇する事によって，深部低周波地震が発生していると推測
される．GPS による地殻変動観測によれば（村上，２００４），
富士山周辺地域のプレートは，沈み込むフィリピン海プレ
ートとのカップリングがほとんどないことが明らかとなっ
ており，この領域の地下の温度が高くなっているか，プレ
ートが裂けていることを示唆している．本研究の結果は，
この結果と調和的である．これらの研究の結果明らかにな
った構造からは，低周波地震の発生域がマグマ溜りあるい
はマグマの供給経路と思われる低比抵抗域の上に存在し，
低速度域に対応している．Nakajima and Hasegawa（２００３）
は，東北地方の鬼首カルデラにおいて，深部の低速度域の
上部に低周波地震の発生域が位置している結果を得てい
る．富士山における結果は，これまで地震波速度構造だけ
から推定されてきたマグマの供給経路と低周波地震との関
係について，比抵抗構造の観測からもその関係を明らかに
したものと言える．
一方，マグマの蓄積領域や浅部の地震発生域との関連に

ついては，現段階では明らかになっていない．マグマの蓄
積領域は，地殻変動の研究では有意な変動は検知されてい
ないため（村上，２００４），対応を検討するに至っていない．
また，浅部の地震活動との比較については，速度構造解析
に使用するデータの蓄積が十分ではないので（藤原・
他，２００４），データの蓄積を待つ必要がある．
５‐２ 富士山における地下水・熱水
本稿の第２の視点である浅部の地下水の分布と地熱活動

の状況に関しては，以下のようなことが考えられる．地下
水の分布は，Fig．７および Fig．１１に示すように，地下数
１００mにおいて地下水の存在を示唆する低比抵抗層が広く
分布していることが明らかとなった（相澤・他，２００４；鍵
山・他，２００４）．また，山頂火口および宝永火口付近では
低比抵抗層の比抵抗が特に低くなっていることが明らかと
なった．この結果は，マグマ，熱水，過去の地熱活動によ
る変質などの原因が考えられるが，Fig．８に示すような地
中温度調査によって宝永火口付近では，１W／m２を超える
熱異常はないことが明らかとなっている．仮に地下５００m
の深さにマグマが存在しているとすると，その温度勾配は
１℃／m以上となり，熱流量が１W／m２を越えていないこと
と矛盾する．浅部の地震活動や地殻変動がほとんど起きて
いないことも合わせて考えると，地下５００mに高温のマ
グマが存在しているとは考えられない．一方，山頂火口に
おいては，近年噴気が消滅しているが明治時代には水の沸
点にあたる８０℃程度の噴気が存在していたこと（諏訪，
１９９２），Fig．１２に示すような正の自然電位異常が存在する
ことから，熱水の上昇域にあたると考えられる．山頂の地
下１kmに存在する良導体と自然電位異常の結果を満足す
るような自然電位の電流源の位置や強さをグリッドサーチ
で求めた結果，１，０００アンペアという大きな値をもつ電流
源が，良導体の上面付近に決定された．宝永火口周辺では
正の自然電位異常が存在しないので，１００℃程度の熱水が
山頂方向から流動してきたか，熱変質を受けた領域が存在

図１３ 富士山周辺のブーゲー異常図（駒澤，２０００）．密度は２．３g／cm３を仮定．単位はmGal．
Fig．１３． Bouguer gravity anomaly around Fuji Volcano by Komazawa（２０００）．Density is assumed to be２．３g／cm３．Unit in mGal．
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していると考えられる．こうした結果から，富士山では，
熱エネルギーが地下深部からわずかではあるが供給され続
けていると考えられる．
また，富士山周辺においてマグマと地下水が出会う機構

が形成されていることは，富士山の噴火に関して，以下に
示す２つの重要な推定が導かれる．第１に，将来富士山の
火山活動が活発化した際，マグマの上昇速度が緩やかであ
るならば，鍵山（２００１）が示すように，マグマと地下水の
相互作用に起因するさまざまな異常現象（たとえば，火山
性微動や地熱異常，火山ガス異常，電磁気異常など）が検
知されるであろう．第２に，仮に富士山において山体崩壊
などの現象が発生するとすれば，地下水層は崩壊の滑り面
としての機能を果たすと考えられる．たとえば，鹿児島県
の諏訪之瀬島火山では，山頂において過去に山体崩壊が発
生しているが，崩壊によって生じた馬蹄形カルデラの床面
の標高は，周辺の火山体における帯水層の高さとほぼ一致
している（鍵山・他，１９９３）．帯水層が崩壊の滑り面になる
場合，滑る山体の厚さは，富士山では５００m程度と考え
られる．滑る山体の幅と長さを厚さと同じ程度のスケール
と仮定すると，崩落する山体の体積は１辺が５００mの立方
体，０．１km３程度と計算される．また，滑る山体の厚さと
幅は同じとして，長さを山頂から山麓側４kmまでの山体
と仮定すると，崩落する体積は，１km３となる．この量は，
過去に発生した御殿場岩屑流の体積にほぼ一致する量であ
る（宮地・他，２００４）．こうしたことから，帯水層の深さの
分布をより正確に把握しておく事は重要と考えられる．

６． 富士山北東山麓の噴気活動

２００３年９月に富士山北東麓の山中林道において噴気活
動が発見された（気象庁，２００４）．富士山において噴気活動
が見られる事は稀であるため，富士山の火山活動との関連
を検討するため各種の調査が実施された．この噴気活動に
関連した浅部の地震活動の活発化や山体膨張を示す地盤変
動などは起きていない事が明らかにされ（気象庁，２００４），
また，その後の調査で，道路工事に伴う間伐材の不法投棄
によって，地中で温度上昇がおきた可能性が高いことが明
らかにされたが（気象庁，２００３），熱・電磁気観測の立場か
らも，噴気活動に関連した異常現象が起きていないかが調
査されたので（鍵山・他，２００４）その内容を紹介する．
仮にこの噴気活動が深部のマグマ溜りから熱エネルギー

が供給されたものであれば，その経路において，低比抵抗
領域が形成されていることが期待される．こうしたことか
ら，Fig．１５に示すように，北東山麓においてVLF，ELF‐
MT調査および自然電位調査，東側山麓の須走口県道にお
いてVLF‐MTによる比抵抗調査を実施した．VLF‐MTに
よる比抵抗値を区分して Fig．１５にプロットすると，須走
口県道付近の点では比抵抗が高く，北東山麓の点では比抵
抗が低くなる傾向がある．このことは，一見すると，北東
山麓の表層が熱変質を受けているため須走口県道付近より
も比抵抗が低くなっているように思われる．しかし，Fig．９
に，南西山麓から宝永火口にかけての測定結果も合わせて，
標高と比抵抗との関係をプロットすると，いずれの領域の
測定結果も，標高の高い地点ほど比抵抗が高くなる傾向を
示してはいるが，須走口県道沿いの点における比抵抗は，
他の登山道沿いの比抵抗に比べて相対的に高く，北東山麓
の山中林道周辺の比抵抗は，南西山麓の比抵抗とほぼ同じ

図１４ 南部フォッサマグマの隆起帯と沈降帯（松田，１９７１）．
Fig．１４． Map showing the belts of emergence and submergence in the southern Fossa Magna by Matsuda（１９７１）．
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領域を占めていることがわかる．南西山麓では熱的な異常
がないことが明らかにされているので，北東山麓の表層が
広域に変質を受けているとは考えにくく，むしろ，東側山
麓の表層の比抵抗が高いと考えるべきである．その意味に
ついては，後で考察する．
Fig．１６は，北東山麓において噴気活動が確認された領

域周辺の比抵抗を林道に沿って（Fig．１５の線A‐A'）プロッ
トした図である．多くの測点で８００から３kΩ・m程度の
比抵抗を示すが，噴気の近傍では局所的に低くなっており，
最も活発な噴気孔の傍では最低１８７Ω・mを示した．噴気
孔のごく近傍では噴気が結露しており，少なくとも表層に
おいては地層中に含まれる水分は多いために比抵抗が低く
なっていると考えられる．しかし，同時に得られた位相を
見ると，比抵抗の低い地点では３０度から４５度程度を示し
ており，数１０mより深い部分ではより高比抵抗であるこ
とがわかる．ELF 帯のデータも合わせて求めた比抵抗構

造では，厚さ数１００mで数 kΩ・mの高比抵抗の表層の下
に，低比抵抗層が見出されている．この構造の特徴は，南
西山麓と同じであるが，比抵抗の値そのものは３００Ω・m
程度と，南西山麓よりも１桁高い．このことは，地下数
１００mに及ぶような熱水活動による比抵抗の低下は起きて
いないことを示している．また，同時に行った噴気近傍の
自然電位調査では，噴気から３０mないし５０mの範囲で
正電位異常を示すものの，それより広い範囲では特段の電
位異常は検知されなかった．このことは，地下数１００m
におよぶような大きさの熱水対流は生じておらず，水蒸気
の沸騰が起きている深さは，深くても数１０m程度とごく
浅いことを示している．これらの結果から，北東山麓の噴
気活動が地下深部からの大規模な熱の供給によるものでは
ないと考えられる．
一方，東側山麓の表層は，北東山麓や南西山麓に比べて

高比抵抗である．また，北東山麓の地下５００m程度の深

図１５ 富士山北東山麓における電磁気観測点．VLF‐MTによる比抵抗値によってマークを分けている．A‐A'は，噴気地帯を横切る測
線を示す．
Fig．１５． Location of the measuring points of electromagnetic observations in the northeastern foot of Fuji Volcano．Apparent resistiv-
ity by VLF‐MT is classified by marks．A‐A' indicates survey line crossing the fumarolic zone．
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さでの比抵抗は，南西山麓よりも高比抵抗である．一般に，
表層が水分を多く含む地域では植生が多く，比抵抗も低く
なるのに対して，水分の少ないスコリア質の地域では裸地
になり，比抵抗も高くなることが期待される．しかし，宝
永火口周辺は裸地であるにもかかわらず，植生に覆われた
須走口県道沿いの比抵抗よりも低くなっており，必ずしも
対応はよくない．これらの点は，人工地震探査や長周期
MT探査，重力探査，地質構造調査の結果を見ると，富士
山の東側に見られる高速度，高比抵抗の基盤が延びている
地域に対応している．また，Fig．９に楕円で示す特に比抵
抗の高い点は，古富士や小御岳などの古い火山体が浅く分
布している地域に対応しているように見える．大熊・他
（２００４）は，富士山において空中磁気探査を行い，富士山
の東側山腹において，強磁化地域が分布する事を見出して
いる．この地域は，高比抵抗，高重力の分布とほぼ一致し
ている．以上のことから，VLF‐MTで見出された高比抵
抗域は，古い山体や基盤構造の違いを反映したものと考え
られる．

７． まとめ
富士山の地下構造を地震波および電磁波によって調査し

た．その結果，以下のようなことが明らかとなった．富士
山の基盤は，東側で浅く西側で深くなっている．これは，
富士山が形成されている場が，フィリピン海プレートの北
上による変形を受けていることを反映している．富士山の
地下３０km付近には高電気伝導度領域が存在し，その上
に低周波地震の発生領域が位置している．低周波地震の発
生領域は，地震波の低速度域でもある．このことは，富士

山のマグマがこの領域の下部から供給されていることを示
唆している．富士山の地下約５００mには地下水を多く含
む層が広がっており，山頂火口の地下５００m付近には熱
水の上昇を示唆する結果が得られた．この結果は，微弱で
はあるが地下深部から熱エネルギーが供給されていること
を示している．
富士山の北東山麓において噴気活動が見られたが，この

噴気は廃棄物の投棄によるものと推定されている．この地
域の地下にマグマからの火山ガスや熱を輸送する熱水系は
生じていないことが明らかにされた．

図１６ 図１５に示すA‐A'に沿う見掛け比抵抗のプロファイル．矢印は，噴気を示す．
Fig．１６． Apparent resistivity profile along the survey line A‐A' in the Figure１５．Arrows indicate fumaroles．
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富士山と南部フォッサマグナの地震活動と速度構造

中道治久＊

Seismicity and Velocity Structure of Mount Fuji and the South Fossa Magna，Japan

Haruhisa NAKAMICHI＊

I summarize seismic observations，seismicity and velocity structure in and around Mt．Fuji and the South Fossa
Magna．Temporary seismic observations during few months around Mt．Fuji had been conducted several times during
late１９６０s‐early１９８０s．However，these observations only found a few tectonic earthquakes and no low‐frequency（LF）
earthquakes beneath Mt．Fuji．Since１９８０s，permanent seismic networks have been operated and recognized LF earth-
quakes at depths of１０‐２０km beneath Mt．Fuji．Earthquake swarm was recognized below the south flank of Mt．Fuji．
The earthquakes below the south flank intensively occurred while many LF earthquakes were observed．However，the
relationship between them is not clear．Since２００２，a seismic network around the summit region of Mt．Fuji has oper-
ated and revealed seismic activity shallower than sea level beneath Mt．Fuji．Previous seismic tomographic studies re-
vealed low‐velocity anomalies below２０km depths beneath Mt．Fuji．These anomalies could be caused with basal-
tic magma（partial melts）．A dense temporary seismic network operated in the period from September２００２to April
２００５and can image clear seismicity and velocity structure in and around Mt．Fuji and the South Fossa Magna．I pre-
sent preliminary results of seismic tomography in and around the south Fossa Magna and Mt．Fuji using new data
from the dense network．The tomographic image firstly finds out a low‐velocity anomaly at depths of７‐１７km beneath
Mount Fuji，corresponding to the LF locations．This low‐velocity region also has low P‐and S‐wave velocity ratio so
magma（partial melt）does not exist in this region．Volcanic volatiles under supercritical condition might be abundant
in the low‐velocity region．A low‐velocity anomaly is also seen at depths of１５‐２５km beneath Mount Fuji．This low‐
velocity anomaly was already found by previous tomographic results．The Philippine Sea plate could exist be-
neath Mt．Fuji，because high‐velocity region and a plate of S‐P converted waves were obtained by previous studies，
which indicate the existence of the Philippine Sea plate below the northern area of Mt．Fuji．
Key words: Mount Fuji，South Fossa Magna，Philippine Sea plate，low‐frequency earthquake，velocity structure

１． はじめに
本論文では富士山と南部フォッサマグナを対象としたこ

れまでの地震観測と地震活動や速度構造についての研究成
果を紹介する．富士山の深部低周波地震については鵜川
（２００７）にて総括されるのでそちらに譲ることにする．
富士山は他の島弧火山の数倍から１桁大きいマグマ噴出

率を示す（藤井，２００１）．そのために富士山は巨大な山体を
もつ．大きなマグマ噴出率の原因に富士山が位置する特殊
なテクトニクス場に関係があると考えられている．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
ートが会合する境界に位置している．通常，沈み込むプレ
ートに沿って地震が面状に発生しており，例えばユーラシ

アプレートに沈み込む駿河トラフ側や北米プレートに沈み
込む相模トラフ側のフィリピン海プレートで地震が発生し
ている．しかし，富士山直下から北西方向ではフィリピン
海プレートの沈み込みに対応する地震は見られない（例え
ば Ishida，１９９２）．そこで，フィリピン海プレートが富士山
直下で裂けているという説がある（例えば高橋，２０００）．
一般に島弧火山の深部低周波地震は深さ３０km付近で

発生する．しかし，富士山の深部低周波地震は深さ１０‐２０
kmで発生しており，この点も他の島弧火山と異なる．こ
のように富士山直下の地殻・マントル最上部の様子は他の
島弧火山のものとは大きく異なり，複雑な状況にあると予
想される．そこで，富士山の構造の解明を目的として高密
度観測が実施され，富士山の地震学的構造が明らかになり
つつあるので紹介する．また，富士山周辺のテクトニクス
について議論する．

２． 富士山における地震観測
富士山における地震観測は１９６０年代後半から１９８０年代

前半までは短期間の集中観測で行われてきた．初期に行わ
れた観測として噴火予知特定研究班（１９６７）とMinakami

＊〒４６４‐８６０２名古屋市千種区不老町
名古屋大学大学院環境学研究科
地震火山・防災研究センター
Research Center for Seismology，Volcanology and
Disaster Mitigation，Graduate School of Environmental
Studies，Nagoya University，
Furo-cho，Chikusa-ku，Nagoya，４６４‐８６０２Japan

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．１５１-１５９
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図１ 防災科学技術研究所富士火山活動観測網にて観測された富士山周辺の地震の震央分布（鵜川，２０００，海洋出版より引用）．DLFと
書いてある円内にある白抜き四角は深部低周波地震の震央を示す．円Aと B内の地震は火山構造性地震である．円Cと D内の震
央は発破など人工的な振動源を示す．
Fig．１． Seismicity around Mount Fuji obtained from the Fuji volcano activity observation network of the National Research Institute for Earth
Science and Disaster Prevention in the period from April１９９５to December１９９９（Ukawa，２０００）．Solid squares located in the circle named
DLF are deep low-frequency earthquakes．Circles A and B show regions of volcano-tectonic earthquakes．Circles C and D show regions of
artificial quakes，such as explosions．（From Ukawa，２０００；copyright by Kaiyo Publishing Co．）

et al．（１９６９）がある．１９６５年１０月３日から１０月１３日にか
けて７箇所にて地震観測が行われ，富士山の南麓に発生す
る地震の存在を示唆した（噴火予知特定研究班，１９６７）．１９６５
年９月１８日から１９６６年３月３１日まで富士山山頂から１２
km東にある須走において３成分地震観測が行われた（Mi-
nakami et al．，１９６９）．その後，短期間の地震観測が実施さ
れた（宮崎・他，１９８１）．以上の観測結果を通じて判ったこ
とは，富士山の山体に発生する地震は極めて少なく，地震
活動度が低いことであった．また，低周波地震は確認され
ていなかった．しかし，短期間の観測では，低周波地震や
山体内部での群発地震など見過ごされてきた可能性がある
ので，短期間の地震観測では富士山の地震活動全体を把握
するのは困難であった．
１９８０年代には地震予知のための微小地震観測網が整備
されてきたため，富士山で低周波地震が発生していること

が報告されるようになった（浜田，１９８１；鵜川・大竹，１９８４；
Kanjo et al．，１９８４）．その後，東京大学地震研究所（地震研）
や防災科学技術研究所（防災科研）や気象庁により常時観
測網が整備されるにつれ，低周波地震を含めた富士山の地
震活動が明らかになってきた．１９８２年１０月から地震研に
よって連続地震観測が開始された（下鶴・他，１９８６）．最初
の観測地点は富士山南西山腹にある隧道に設置された．防
災科研によって，１９９３年に完成した富士山北麓の観測施設
をはじめとするボアホールの火山観測網が整備されてきた
（鵜川，１９９２）．これらの連続地震観測によりわかったこと
としては，深部低周波地震は富士山の北東の深さ１０‐２０km
にて発生していることや，富士山南麓にて高周波地震活動
が見られることが挙げられる．これらの連続観測網のデー
タを統合して１９９８年から２００３年に発生した深部低周波地
震の詳細な震源決定がなされている（Nakamichi et al．，
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２００４）．南麓の高周波地震については後ほど述べる．
２０００年秋から２００１年春にかけて観測開始以来最大の深
部低周波地震活動があった（Ukawa，２００５）．そのため噴火
など火山活動の活発化が懸念された．これを受けて各種の
研究が精力的に行われた．その一環として２００２年９月か
ら２００５年４月に富士山を対象に稠密地震観測が実施され
た（中道・他，２００４；Nakamichi et al．，２００７）．２０００年以降
の基盤地震観測網が整備されたことと，この稠密地震観測
により観測点密度が格段に上がったため，より詳細な構造
や地震活動が明らかになった．この稠密地震観測による成
果も解析途上ではあるが一部紹介する．

３． 富士山の高周波地震活動
火山で発生する地震の中でも断層運動で発生する地震が

ある．波形の特徴は卓越周波数と規模の関係は火山以外で
発生する地震と変わらない．これらの火山性地震を低周波
地震と区別するためここでは高周波地震と呼ぶことにす
る．
富士山で発生する高周波地震については１９９０年代まで

は活動状況はあまりわかっていなかった．防災科研の富士
火山活動観測網が整備されるについて高周波地震の活動が
明らかになってきた（鵜川，２０００）．Fig．１に鵜川（２０００）
による富士山周辺の震源分布を示す．図のAと Bで示し
た富士山南麓から西麓では，群発的な微小地震活動が見ら
れる．震源の深さは８‐１６kmである．Cと Dの地震群は
人工的震動源によるものである．とくにBで示した富士
山南麓の地震の詳細な震源決定とメカニズムが調べられて
いる（中道・他，２００４）．震源は北西南東方向に走行を持つ
ほぼ鉛直の面上に分布しており，さらに図に示す横ずれ断
層型のメカニズムであることを考慮すれば，鉛直の面は断
層を示しているといえよう（Fig．２）．なお，深部低周波地
震が頻発した時期にこの高周波地震も頻発している．富士
山南麓に地震断層が存在し，地震活動の活発化が見られた．
この断層と火山活動との因果関係は不明であるが，今後と
も南麓の地震群に注目していく必要がある．なお，２００２年
秋から２００５年春に実施された稠密地震観測では富士山南
麓には顕著な地震活動は見られなかった（Fig．５）．また，
深部低周波地震活動も通常時に戻っている．したがって，
深部低周波地震の発生と南麓の地震に何らかの関係が示唆
される．
２００２年以降に富士山５合目より上部での地震観測網が
構築され浅部地震活動が明らかにされつつある（藤原・
他，２００４）．山頂測候所観測点（A点）と御殿場口７．８合目
非難小屋の観測点（B点）において S‐P時間が１秒以下と
短い高周波地震が確認されている．これらの地震は規模が
小さいため，山頂部のA点と B点のみで確認できるもの
であった．そのため震源決定はなされていないが，S‐P時
間から海抜０mよりも浅い場所で発生していると推測さ
れている．山頂部の観測網が強化される前（２００１年２月１
日）に発生した S‐P時刻が０．６秒の地震は，定常地震観
測データから山頂直下の標高９００mに震源決定された（藤

原・他，２００２）．これらのことから富士山の極浅部（海抜０
m以浅）に地震が発生していることが明らかであるが，そ
の発生位置やメカニズムは不明である．しかし，富士山の
浅部で進行している火山活動や構造を明らかにするために
も極浅部地震は重要である．現在，富士山５合目より上部
における定常地震観測が行われているので，今後富士山の
極浅部地震の素性が明らかになるであろう．

４． 富士山と南部フォッサマグナの地震波速度構造
関東・東海・中部地方を対象とした最新の３次元速度構

造トモグラフィーの結果（Fig３．Sekiguchi，２００１）から，富
士山から伊豆半島にかけての深さ３５‐６５kmに明瞭な低速
度域が広く分布していることが見て取れる．この低速度域
は深さ８０kmまで続いている．このように広範囲に低速
度領域があることは，伊豆から富士山にかけて共通の火山
の“根”を持つことを意味している．
南部フォッサマグナを対象とした速度構造の研究は数少

ないが，まず Lees and Ukawa（１９９２）の研究が挙げられる．
Fig．４に彼らの結果を示す．これによると，深さ５‐１５km
において富士山の西方にある駿河湾から富士川に沿って南
北に伸びる低速度域が見られ，糸魚川－静岡線との関係が
指摘されている．また，伊豆半島北部から箱根と丹沢山地
にかけての深さ２５km以浅に高速度域が広がっている．こ
れらの低速度域と高速度域は重力異常の分布（Sa-
tomura，１９８９；Tanaka and Satomura，１９９５；駒澤，２０００）と
調和的である．また，富士山直下の深さ２０km付近から
深部に，広く低速度域が見られる．この低速度域は S波速
度構造において顕著である．火山の地下深部にて地震波速
度が低下する要因の一つに，マグマ溜りなど溶融した物質
の存在がある．とくに物質の溶融は S波速度を大きく低
下させることから，S波速度の低速度域にマグマ溜りが存
在している可能性がある．深部低周波地震はこの低速度域
の直上で発生していることから，低周波地震はマグマ溜り
からのマグマ上昇で発生していると考えられてきた（鵜
川，１９９４；鵜川，１９９５）．
Lees and Ukawa（１９９２）では，富士山直下での速度構造

の解像度は必ずしも十分ではなかったためにより小スケー
ルの速度異常が見過ごされてきた可能性がある．最近にな
り，より詳細な富士山直下の速度構造を得る機会が得られ
た．ここでは，稠密地震観測から最新のトモグラフィーの
結果の一部を紹介する．まだ解析途上であり，まだ検討中
の問題を含む．詳細はNakamichi et al．（２００７）を参照して
欲しい．ここでは概略を述べるにとどめる．
Fig．５に稠密地震観測により得られた富士山周辺の P波

速度構造の断面図を示す．観測点密度が飛躍的に増加した
ため高解像度のトモグラフィーが可能となり，特徴的な構
造が見えてきた．このA‐A'断面は富士川から富士山，丹
沢山地を横切っている．２００２年１０月から２００４年９月まで
に発生した観測網内の深さ５０kmまでの地震の P波と S
波の走時を用いてDouble-Difference Tomography 法（Zhang
and Thuber，２００３）にて３次元速度構造を推定して，A‐A'
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図２ １９９８年から２００３年に発生した深部低周波地震（黒丸）と構造性地震（灰丸）の震源分布．（a）には２つの構造性地震のメカニ
ズム解を示してある．下半球投影．引きが白色．
Fig．２． Hypocentral distributions during１９９８‐２００３of the deep low‐frequency（DLF）earthquakes and volcano‐tectonic（VT）earthquakes shown
with solid and gray circles，respectively．（a）Map view of relocated hypocenters．Source mechanisms of two VT events are also shown．Lower
focal hemispheres are shown in equal area projection，with compressional fields shaded．（b）Cross-section A‐A' in（a）．（c）Cross‐section
B-B'．Cross-sections A‐A' and B‐B' include earthquake hypocenters projected from１０km on either side of the cross‐section line．

断面に沿って P波速度を表示している．この P波速度構
造は大まかには Lees and Ukawa（１９９２）と同様の傾向を
示す．例えば，深さ５kmに着目すると，丹沢山地直下で
は６．０‐６．５km／s であるのに対し富士川直下では５．５km／s
と速度が低下している点が挙げられる．
Lees and Ukawa（１９９２）による速度構造との大きな違い

は，富士山直下の深さ７‐１７kmに低速度域が見られるこ
とである．この低速度域は P波速度５．３‐６．０kmを持つ．
赤丸で示す深部低周波地震の震源はこの低速度域の中にあ
る．この低速度域が現れる原因については検討中であるが，
S波速度の低下の度合いが P波より小さいため（P波速度
と S波速度の比が小さい），マグマ（部分溶融）が存在す
るとは言えない．一方，超臨界状態にある水や二酸化炭素
といったマグマからの揮発性物質が溜まっている可能性が

ある．超臨界状態にある流体の圧縮性は高いため，流体を
間隙に岩体の体積弾性率が低下するが，せん断弾性率があ
まり低下しないために P波速度は低下するが S波速度の
低下がわずかなものになる．現在富士山においては水蒸気
や二酸化炭素の噴出は見られないので，マグマからの揮発
性流体の存在ついてはっきりしたことはいえないが，この
説を検証するためにもガス放出があるかどうか調査してい
く必要があろう．実際に，アメリカのMammoth Mountain
では深部低周波地震の活動が活発になったと同時期に二酸
化炭素ガスの放出量が増加して山腹の木が立ち枯れした
（Hill，１９９６）．Hill and Prejean（２００５）は二酸化炭素を多く
含むマグマで満たされたクラック群が深部低周波地震を引
き起こしている可能性を指摘している．よって，二酸化炭
素などの揮発性流体の存在を示唆する低速度・低速度比の
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図３ 南部フォッサマグナと関東地方の直下深さ３５‐６５kmにおける P波速度の偏差分布（Sekiguchi，２００１，Elsevier B．V．より引用）．
白抜きの丸は震源を示す．
Fig．３． P‐wave velocity perturbation at depths of３５‐６５km in and around South Fossa Magna and Kanto‐district．Open circles indi-
cate the earthqueks with in the blocks on the cross-section used in Sekiguchi（２００１）．（From Sekiguchi，２００１；copyright by Elsevier B．V．）
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図４ 南部フォッサマグナ直下の P波スローネスの
偏差分布（Lees and Ukawa，１９９２，Elsevier B．V．
より引用）．偏差は標準 P波速度から＋‐８％変化
するカラースケールで表されていて，赤色が低速
度を，青色が高速度を表す．小さな緑三角は観測
点を現す．
Fig．４． Three‐dimensional slowness perturbations of
P‐wave inversion of South Fossa Magna（Lees and
Ukawa，１９９２）．Perturbations are represented as col-
ors ranging from ＋‐８％ from the reference velocity
model where red represents low velocity and blue
higher relative velocity．Stations are represented as
small green triangles and blocks that are gray have
not been sampled by any rays．（From Lees and Uk-
awa，１９９２；copyright by Elsevier B．V．）
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領域が深部低周波地震の震源域にほぼ対応することは大変
興味深い．
富士山直下の深さ２０‐３０kmから，富士山の東の深さ１５

kmにかけて P波速度６km／s 未満の低速度域が見られる．
これは，Lees and Ukawa（１９９２）によって既に指摘されて
いる富士山直下の深さ２０km以上にある低速度域に対応
している．また，Aizawa et al．（２００４）により指摘されて
いる低比抵抗領域とほぼ一致している．この低速度領域は
P波よりも S波の低下の度合いが大きいので，低速度域内
にマグマ（部分溶融）が存在していると思われる．

５． 南部フォッサマグナのテクトニクスとマグマ溜り
先に述べたように富士山は３つのプレートが会合する場

所付近に位置している．そのためこのあたりでは地震活動
が活発である．しかし，先に述べたように富士山から北西
ではフィリピン海プレートに対応した地震活動は少ない．
その解釈には２通りある．１つ目は，沈み込んだフィリピ
ン海プレートが西側の東海スラブと東側の関東スラブに分
かれて，富士山付近から北西に向かって東北－南西方向に
裂けているために地震が見当たらないとする説である（例
えば，高橋，２０００；Aizawa et al．，２００４）．もう１つは富士山
から北西ではフィリピン海プレートはあるのだが地震を起
こす能力を失っているために震源分布からプレートが見出
せないとする説である（例えば，中村・島崎，１９８１）．このこ
とについて，Seno and Yamasaki（２００３）はプレートにお
いて脱水作用が働かないためと解釈している．間隙水圧が
上がれば，断層での法線応力が低下して地震が起きやすく
なるが，水がないこのようなことは起きにくいからである．
果たして富士山直下ではフィリピン海プレートはどうなっ
ているのであろうか？ここでは南部フォッサマグナにおけ
る最新の震源分布と速度構造からフィリピン海プレートの
存在形態を議論したい．
Sekiguchi（２００１）の地震波速度トモグラフィーの結果か

らは，フィリピン海プレートの沈み込みに伴う地震が観測
されていない部分である富士山北西部の深さ７０‐８０kmに
高速度域が見られる．この高速度域は長野県南部から群馬
県南部へと延びており，地震を起こさないスラブを反映し
ていると解釈されている．また，Iidaka et al．（１９９０）は SP
変換波を使って富士山の北にあたる御坂山地から甲府盆地
にかけての深さ１０‐２０kmにフィリピン海プレートの上面
を推定している．これらのことからすれば，フィリピン海
プレートは富士山付近で亀裂が生じて北西方向に向かうに
したがって亀裂が拡大しているようなイメージでは説明が
つかない．
地震の震源分布から推定される富士山直下におけるフィ

リピン海プレート上面の延長部の深さは，ほぼ１０km程
度である（野口・関口，２００１）．稠密地震観測による速度構
造と震源分布（Fig．５）を富士山直下から富士川周辺へと
見ると P波速度６．０km／s の等速度線が深さ５kmから１０
kmへと変化しており，ほぼフィリピン海プレート上面に
対応することがわかる．丹沢山地ではフィリピン海プレー

トと陸側のプレートとの衝突域となっており，震源分布と
P波が６．０km／s の等速度線との対応がつかなくなってい
る．それは，逆断層によってスライスされたフィリピン海
プレートが陸側のプレートの下に縮合しているためである
（Taira et al．，１９９８）．低周波地震は深さ１１‐１６kmで発生し
ている（Nakamichi et al．，２００４）のでちょうど想定される
フィリピン海プレート上面付近から下に位置しているの
で，低周波地震はフィリピン海プレート内で発生している
ことになる．
相澤（２００４）は，震源が少ないためフィリピン海プレー

トが確認されていない領域がすべてプレートの裂け目に相
当するのではなく，富士山周辺のみがプレートの裂け目で
あると電気比抵抗構造をもとに指摘している．一方，藤井
（２００４）は富士山のマグマ分化が伊豆弧に比べて０．１‐０．２
GPa 高圧にて起こっていることから，マグマ溜りの存在す
る深さが伊豆弧よりも富士山の方が深いことを指摘してい
る．この深さの違いは，直下の構造の違いに起因しており，
伊豆弧がフィリピン海プレートの上に乗っているのに対し
て，富士山直下ではフィリピン海プレートが沈みこんで伊
豆弧よりも深くに位置する（藤井，２００４）．富士山直下では
フィリピン海プレートの地殻中部地殻を形成している花崗
岩質岩石が１５‐２０kmにあると指摘されている．玄武岩質
マグマの密度は花崗岩質岩石のよりも大きいので，マグマ
溜りは浅くても１５kmの深さにあり，２０kmより深くにあ
りそうである．前に述べたように Lees and Ukawa（１９９２）
は富士山周辺の深さ２０km以上に低速度域が広がってい
る．また，稠密観測から得られた速度構造（Fig．５）では
深さ１５‐３０kmに低速度域が見られる．これらの地震波速
度の低速度域とマグマ分化の相違から推定したマグマ溜り
の深さが合っているといえよう．

６． まとめ
これまでに得られた富士山の地震観測と南部フォッサマ

グナを含めた地震活動と地震波速度構造をまとめた．１９８０
年代以降の定常観測網の整備とともに富士山の地震活動の
様子が分かってきた．富士山の地震活動度は他の活火山に
くらべて低いが，富士山北東麓の深さ１１‐１６kmに低周波
地震が発生しており，南麓に高周波地震の発生域がある．
また，２００２年から山頂付近にて地震観測が実施され，これ
まで不明であった山頂直下のごく浅い地震が見つかった．
一般に，地震活動が低いためにフィリピン海プレートが富
士山あたりから北－北西延長には存在しない領域とされて
きたが，地震波速度トモグラフィーと変換波解析からする
と富士山の北方にフィリピン海プレートの存在する可能性
がある．したがって，富士山周辺に展開されていた稠密地
震観測データから富士山直下にあるフィリピン海プレート
の詳細を明らかにしていく必要があろう．地震波速度トモ
グラフィーによって富士山直下の２０km以深に低速度が
あることが知られていたが，最新のトモグラフィーからは
さらに深さ７‐１７kmにも低速度域があることがわかって
きた．深部低周波地震の震源は低速度域内にあり，低速度
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図５ 上図は構造性地震（黒丸）と低周波地震（赤丸）の震央を示す．下図は上図に示されている線A‐A'（富士川～富士山～丹沢山
地）に沿った深さ断面における P波速度を表す．
Fig．５． Upper: Epicenters of tectonic earthquakes（black circles）and low‐frequency earthquakes（red circles）．Lower: Vertical cross-section
along the line A‐A' of P-wave velocity structure in and around regions of Fujigawa River，Mount Fuji and Tanzawa Mountains．Regions with
poor resolution of velocity structure are masked with gray．

速度の原因として水や二酸化炭素といった揮発性物質の超
臨界流体がある可能性がある．深部低周波地震の発生と超
臨界流体との関連を明らかにしていくのが今後の課題であ
る．
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富士山の低周波地震

鵜川元雄＊

Low Frequency Earthquakes at Mount Fuji

Motoo UKAWA＊

Mount Fuji is seismologically characterized by the relatively high activity of deep low frequency（DLF）earthquakes
in the mid‐crustal depth range．The DLF earthquake activity was found in the early１９８０s as the development of mi-
cro‐earthquake observation network for earthquake prediction studies in Japan．The DLF earthquake activity has
been geophysical evidence indicating subsurface volcanic activity beneath Mount Fuji．Because of the social impor-
tance of the volcanic activity of Mount Fuji，National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention
（NIED）constructed Fuji volcano observation network，which was composed of four observation sites with bore-
hole seismometers and tilt‐meters in the distances of about１０km from the summit，to monitor seismicity and crustal
deformation in１９９０s．By using the observation network，the DLF earthquakes are located beneath the small area cen-
tered at２‐４km from the summit in the northeast direction with focal depths ranging from１０to２０km．In２０００and
２００１a remarkably high DLF earthquake activity occurred．The total number of the DLF events during the high activ-
ity period of about one year reached the total number during the ordinary period from１９８０to１９９９．No anoma-
lous crustal deformation was observed by the tilt‐meters，indicating no evidence for magma migration to the shallow
depth．After the swarm‐like DLF earthquakes NIED added two observation sites on the mid‐flank of the vol-
cano to improve the monitoring ability in２００２and２００３．In the recent２０years，the DLF earthquake activi-
ties have been reported for many volcanic areas．In some cases，volcanic eruptions or magma migration events accom-
panied the increase of the DLF earthquakes activity，suggesting close relationship between the DLF earthquakes and
magma movements．The mechanism of the DLF earthquakes，however，still remains open．Because the hypocenters
of them are limited to small areas near volcanoes，ductile fracture due to magma movement may be a key to the DLF
earthquakes．

１． はじめに
火山で発生する地震は火山活動の状態を示す有効な指標

である．現在の富士山には火山活動と直接関連する表面活
動は見られないが，地震活動には低周波地震という火山活
動に密接に関連する特異な現象が見つかっている．富士山
の低周波地震が認識されたのはそれほど古いことではな
く，地震予知研究のための微小地震観測網の整備が進んだ
１９８０年代前半である．それ以降，富士山の低周波地震の
認識とともに富士山の火山活動を把握するための観測網の
整備も１９９０年代に大きく進んだ．さらに２０００年から２００１
年にかけての低周波地震の急増により，観測空白域だった
富士山腹の観測点整備も２００２年以降に進展した．ここで
は１９８０年代以降，観測網の整備とともに明らかにされて
きた低周波地震の活動について震源分布や発生頻度の特
徴，火山活動との関連について解説する．なお富士山の低
周波地震は火山地域深部で観測される深部低周波地震と同
じ発生機構と考えられるが，ここでは簡単のために「富士

山の低周波地震」と呼ぶことにする．

２． 低周波地震が認識されるまで
富士山の低周波地震活動が明らかになったのは，微小地

震観測網が中部・関東地方に整備された１９８０年代で，比
較的近年のことである．それ以前の富士山の観測としては
１９６５年から１９７９年にかけて東京大学地震研究所（以後，
地震研究所と記す）を中心にして大学による臨時観測が５
回行われている．宮崎・他（１９８１）によれば，これらの臨
時観測によって富士山山体直下に震源決定される地震が存
在するが，その活動は不活発であること，火山性微動は発
生していないこと，宝永火口壁の崩壊による振動が観測さ
れたことなどが報告されている．これらの臨時観測によっ
て低周波地震が認識されなかった理由は，観測期間が長く
ても１ヶ月程度であり，複数の地震計が稼動していた期間
は１日から１０日程度とさらに短かったこと，また地震計
の配置が狭い範囲に限られていたことによる．
低周波地震が発生していることを初めて認識したのは，

浜田（１９８１）による報告である．浜田（１９８１）は，国立防
災科学技術センター（現在の防災科学技術研究所）の関東・
東海地震観測網，地震研究所，気象庁の富士山周辺観測点
の地震波形記録に低周波の卓越する地震が時折現れること
を見いだし，震源は山頂の北側と推定した．

＊〒３０５‐０００６茨城県つくば市天王台３‐１
防災科学技術研究所 火山防災研究部
National Research Institute for Earth Science and Disas-
ter Prevention
Tennodai３‐１，Tsukuba-shi，３０５‐０００６，Japan

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．１６１-１７２
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図１ １９８３年９月１６日に都留（TRU）観測点で観測された富士山の低周波地震の上下動地震記象．
Fig．１． Vertical component seismogram of low frequency earthquakes at Mount Fuji recorded at TRU station on September１６，１９８３．

低周波地震の詳しい調査が始まることになった契機
は，１９８３年９月に比較的規模の大きいM１．６の低周波地震
が発生し，国立防災科学技術センター（鵜川・大竹，１９８４）
と地震研究所（Kanjo et al．，１９８４）により富士山直下で発
生していることが明らかになったことである．Fig．１に
TRU（都留）観測点で記録された上下動成分の地震記象を
示す．当時の観測網はまだ富士山に最も近い観測点でも山
頂から約２０km離れている悪い観測条件であったが，鵜
川・大竹（１９８４）により低周波地震は数分間から十数分間
にわたって連続的に発生すること（Fig．１），P波と S波の
初動付近に高周波が重畳することがあること（Fig．１のA
は高周波が重畳した例，Bには高周波が見られない），震
源決定精度は悪いが，震源の深さは１０km～３０kmと深い
こと，１９７９年７月からから１９８３年１２月の４年半の間に５０
回（平均年１０回程度）発生していることが報告された．
Kanjo et al．，（１９８４）も地震研究所のデータをもとに低周
波地震は微小地震の連続的発生であること，１９７９年７月以
降の活動頻度，周波数の特徴を報告し，また震源は山頂周
辺数 kmに広がり，深さは１０km以浅と報告している．観
測点が少なかったことによると考えられるが，現在の震源
分布よりやや浅く震源が決められているようである．１９８２
年１０月から１９８４年１２月の活動については，下鶴・他
（１９８６）によっても報告されていて，初動付近は火山に発
生する地震と似ていることなどが指摘されている．
１９８７年８月２０日から２７日にかけて富士山頂のみで有
感となる地震が４回発生した（鵜川・他，１９８９；気象庁地
震火山部，１９９０）．この地震活動は震度分布，地震波形から
山頂付近の極めて浅いところで発生した地震と考えられて
いて，いわゆる富士山の低周波地震とは異なる地震活動で
ある．しかしこの地震を機に富士山の火山活動監視として
の地震観測の必要性が認識され，気象庁は山頂で地震の機

動観測を開始し，地震研究所と防災科学技術研究所も富士
山山麓での地震観測の強化を開始した．防災科学技術研究
所では，その後，１９９０年から１９９８年にかけて富士山山麓
に深度２００mのボアホールに設置した地震計と傾斜計を
中心にした観測施設を４カ所整備した．この防災科学技術
研究所の観測データによる解析結果を今回の報告には主に
使用する．

３． 防災科学技術研究所の富士火山観測網
１９８０年代に発見された富士山の低周波地震により富士
山の地下深部での火山活動が継続していることが明らかに
なった．一方，１９８６年に発生した伊豆大島の噴火でボアホ
ール式傾斜計が噴火の前にマグマが地中を上昇してくるこ
とによる地殻変動を捉え，ボアホール式傾斜計が火山噴火
予知に有力な計測器であることが実証された（山本・
他，１９８８）．そこで１９９０年に防災科学技術研究所では，富
士山の火山活動の活発化は他の火山と比較にならない甚大
な社会的影響を及ぼすことを考慮し，その噴火予知研究の
ためにボアホール式傾斜計と地震計を主軸観測機器とした
火山観測網の整備に着手した．１９９０年から１９９８年に実施
されたこの富士火山観測網整備事業により Fig．２に示すよ
うに山頂からほぼ１０kmの４カ所（FJN，FJY，FJS，FJH）
に観測点を設置した．
防災科学技術研究所の上記４カ所の火山観測点には短周

期地震計（固有周期１秒）と広帯域地震計（STS２型，約
１２０秒まで観測）の２種類の地震計を設置している．短周
期地震計はボアホール式傾斜計と同じ耐圧容器に装備さ
れ，深さ約２００mの観測井底に設置されている．広帯域
地震計は地表下２m～６mの縦穴に設置した．これら２種
類の地震計により幅広い周波数の地震波を観測できるよう
にした．テレメータによる伝送のために短周期地震計のデ
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ータは１００Hzで，広帯域地震計は２０Hz（３成分）及び
１００Hz（上下動と水平動１成分）でサンプリングされてい
る．１Hzのサンプリング周波数の傾斜計とあわせると２０
Hz程度の比較的高周波からDC成分までの地殻活動を１６
ビットの分解能で観測することができる（鵜川，１９９３）．観
測されたデータは有線や無線テレメータにより，つくばの
防災科学技術研究所に実時間で伝送されている．
防災科学技術研究所では，１９９５年４月以前は関東・東海

地殻活動観測網により低周波地震活動を把握し，震源は定
常作業と別に個別に調査していた．１９９５年４月以降は，富
士火山観測施設の観測データと富士山周辺の地震調査研究
のための観測点データをデータ処理用のワークステーショ
ンにおいて併合し，富士山周辺の震源決定を定常作業とし
て実施している．これにより１９９５年４月以降は富士火山
観測データ処理解析システムに富士山の震源データが継続
的に蓄積されている．本報告で主に使用する震源データや
地震波データはこのシステムによるものである．
２０００年から２００１年にかけて富士山の低周波地震活動が
活発化したことを受けて，富士山の山頂から中腹にかけて
の観測網強化が進んだ．防災科学技術研究所は富士山の南
山腹と北西山腹，標高２，０００m付近に新しい観測点を２００２
年から２００３年にかけて新設した（Fig．２の FJ５と FJ６）．
この場所では，電源は太陽電池からの供給になり，容量が

限られるので，広帯域地震観測を観測項目からはずし，傾
斜計と短周期地震計を中心とした観測施設とした．データ
は無線テレメータにより，富士山周辺の観測施設に一旦伝
送され，そこを中継点としてNTT回線を通してつくばに
伝送されている．このほか地震研究所は北東山腹に３カ所
のボアホール観測施設を設置，気象庁は山頂付近の観測を
強化，山梨県環境科学研究所は北東麓にボアホール観測点
を設置した（Fig．２参照）．
２００４年以降，気象庁の山頂周辺観測点データと山梨県
環境科学研究所による富士山北東麓観測点データを定常デ
ータ処理において併合するようになった．観測点の新設と
他機関観測点データの併合により，富士山の低周波地震を
含む微小地震の検知能力はほぼマグニチュード０程度の地
震まで震源決定できる水準に向上し，検出できる地震数も
増加した．

４． 低周波地震の震源と波形
富士火山観測データ処理解析システムによる定常作業と

して得られた震源分布を Fig．３に示す．期間は１９９５年４
月から２００３年１２月である．定常震源決定作業では，でき
るだけ多くの地震の位置を決めるように努力しているの
で，精度の低いものも含まれている．低周波地震の震央は
富士山の山頂やや北東（山頂から２～４km）を中心として，
山頂を含む直径１０kmくらいの範囲に分布している．ほ
とんどの地震は８km～２０kmの深さに位置しているが，数
個，２０km以深に震源決定された地震もある．
富士山の低周波地震の典型的な波形を富士山山体直下で

発生した通常の地震と比較して Fig．４に示す．Fig．４aは３
分間以上にわたって継続した振動の全体の様子，Fig．４b
はこの中で最も明瞭な低周波地震の３成分地震記象，Fig．４
cは富士山で発生した構造性地震の３成分地震記象であ
る．Fig．１及び Fig．４aと Fig．４bから低周波地震が続発し
て１回の活動を形成していることがわかる．Fig．４bと
Fig．４cの比較から構造性地震との波形の違いは明白であ
る．
Fig．４に示した低周波地震のスペクトルを Fig．５に示す．

P波も S波も最大スペクトル振幅は２Hz～４ Hzの範囲に
あり，この地震と同規模の構造性地震の卓越周波数は通常
１０Hz以上なので，卓越周波数の違いは明瞭である．また
P波も S波もほぼ同じ卓越周波数であることから，低周波
の原因は地震波の伝播経路での減衰ではなく，震源での地
震波の励起にあることがわかる．
これらの図より低周波地震の波形に次のような特徴があ

ることがわかる． 数分から十数分にわたり低周波地震
が続発する（Fig．１及び Fig．４a参照）． S波が明瞭に
記録され，その最大振幅は通常，P波より大きい． 卓
越周波数は１Hzから５Hzの範囲に入ることが多い．
P波と S波の初動付近に１０Hz程度の高周波波動が低周波
波動に重畳することがあり，特に P波で顕著である（例
えば Fig．１のAで示した地震）．これらの特徴は，島弧の
火山下２０kmから５０kmでしばしば発生することが知ら

図２ 富士山周辺の観測点分布．防災科学技術研究所（NIED），
気象庁（JMA），東京大学地震研究所（ERI），山梨県環境科
学研究所（YIES）の観測点を＋，●，■，□の記号により図
示した．
Fig．２． Map showing the station distribution around Mount Fuji．
The symbols of plus marks，solid circles，solid squares and open
squares indicate stations belonging to National Research Institute
for Earth Science and Disaster Prevention（NIED），Japan Mete-
orological Agency（JMA），Earthquake Research Institute（ERI）
and Yamanashi Institute of Environmental Sciences（YIES），re-
spectively．
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図３（a）防災科学技術研究所の観測点と定常震源決定作業による１９９５年４月から２００３年１２月の震央分布．大きい＋と小さい＋は，
それぞれ富士観測網と関東・東海観測網の観測点を表す．FUJI と名付けた領域を破線の四角形で示す．等高線の間隔は５００mであ
る．（b）（a）の震央分布図に表示した地震の東西断面投影図．（c）（a）の震央分布図に表示した地震の南北断面投影図．いずれの
図でも低周波地震を黒丸で示した．
Fig．３．（a）Map showing station locations of NIED and hypocenters determined routinely by NIED during the period from April１９９５to De-
cember２００３．Small and large marks（＋）indicate stations belonging to the Kanto‐Tokai network and those belonging to the Fuji observation
network，respectively．A sub-region named as Fuji is indicated by rectangular with broken line．The topographic contour interval is５００m．
（b）E-W vertical cross section of all hypocenters plotted in（a）．（c）N-S vertical cross section of all hypocenters plotted in（a）．Black cir-
cles indicate the DLF earthquakes．

れている深部低周波地震の特徴と同様のものである（鵜
川・小原，１９９３：Hasegawa and Yamamoto，１９９４）．富士山
の低周波地震の震源は他の火山地域の深部低周波地震と較
べてやや浅いが，その波形は深部低周波地震の特徴を備え
ている．

５．２０００年から２００１年の低周波地震活動活発化
２０００年９月頃から２００１年５月にかけて，低周波地震が
急増した．防災科学技術研究所の観測データがある１９８０
年以降の低周波地震活動の時間変化と震源分布からこの低
周波地震急増現象を検討する．
５‐１ 低周波地震活動の時間変化
低周波地震は続発して発生する特徴があり，個々の地震

を判別することが難しい場合がある．特に比較的規模が大

きい地震が発生すると，そのコーダ波と引き続く地震の区
別が困難で，識別できる地震数が減少する傾向がある．ま
た続発した場合，震源決定できる地震が限られてしまう．
このため計測された地震数や震源決定された地震数を活動
度評価に使用することは適当でない．そこで低周波地震が
続発してモニター用記録紙上で振動が継続している期間を
１回の低周波地震活動と定義し，その継続時間と最大振幅
を指標として低周波地震活動の時間変化を評価することに
する．
低周波地震の継続時間と最大振幅を調べるため各期間，１

つの観測点を選択した．１９８０年１月から１９８１年８月は
SMB（下部）観測点，１９８１年８月から１９９３年１２月は TRU
（都留）観測点，１９９４年１月以降は FJN（富士鳴沢）観測
点である．震源から各観測点までの距離は１０km（FJN）か
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(a) LF earthquake　2000/11/12　FJN

(b)LF earthquake　2000/11/12　FJN (C)Tectonic earthquake　2001/2/17　FJN
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図４（a）FJN観測点で記録された２０００年１１月１２日の富士山の低周波地震の上下動地震記象．２１０秒間の記録．（b）（a）で表示した
地震波の２０秒間の３成分地震記象．（c）２００１年２月１７日に FJN観測点で観測された構造性地震の３成分地震記象．
Fig．４． （a）Vertical component seismogram of a DLF earthquake on November１２，２０００，recorded at FJN station．The total duration is２１０s．
（b）Three component seismograms at FJN for a２０s interval of the seismogram shown above．（c）Three component seismograms of a tectonic
earthquake in Mount Fuji region recorded at FJN on February１７，２００１．

図５ 上下動成分の P波と水平動成分の S波のスペクトル．どちらも２～４Hzにスペクトルのピークがある．解析した地震は，２０００年
１１月１２日の低周波地震，観測点は FJN．
Fig．５． Spectra of P wave on a vertical component and those of S wave on horizontal components showing the predominant frequencies be-
tween ２and ４Hz．The analyzed event is the low frequency earthquake on November１２，２０００，shown in Fig．４．The observation sta-
tion is FJN．
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図６（a）富士山の深部低周波地震の活動を示すダイアモンド・ダイアグラム．菱形の高さと幅は図中に示す特定の観測点で計測さ
れた１回の低周波地震活動の継続時間と最大振幅を示す．
Fig．６．（a）A diamond diagram showing the activity of the DLF events at Mount Fuji．The height and width of each diamond represent the du-
ration time and the maximum amplitude of each DLF event that is composed of successive DLF earthquakes．The duration time and the maxi-
mum amplitudes have been measured on the seismogram of the selected station indicated in the figure．

図６（b）１９９５年から２００５年６月１３日の低周波地震活動を示すダイアモンド・ダイアグラム．
Fig．６．（b）A diamond diagram showing the activity of the DLF events at Mount Fuji for the period from January１，１９９５to June１３，２００５．
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図７ 富士山の低周波地震活動の積算回数と積算波動エネルギ
ー．
Fig．７． Diagram showing the cumulative number and the cumula-
tive wave energy of the DLF earthquake activities．

ら２５km（SMB）と異なるが，同じ低周波地震の振幅を比
較した結果，系統的に大きな相違は見られなかったので，
補正は行わずにそれぞれの観測点での記録上で計測された
振幅を使用している．
低周波地震活動の活動状況をグラフ上で表すため，１回

の低周波地震活動の継続時間を高さに，また最大振幅を幅
とした菱形を時間軸（横軸）にプロットした時系列ダイア
グラムを作り，それをダイアモンド・ダイアグラムと呼ぶ
ことにする（Ukawa，２００５）．Fig．６aに１９８０年から２００３
年の富士山の低周波地震活動を表したダイアモンド・ダイ
アグラムを示した．また Fig．６bは１９９５年１月から２００５
年６月１３日までの拡大図である．この図から低周波地震
活動の継続時間はほとんどの場合，１５分以内であり，小規
模のものは１～２分で終了していることがわかる．発生頻
度の時間変化で最も顕著な現象は２０００年から２００１年にか
けての大規模群発活動であり，Fig．６bでも菱形が重なり
合って区別できない程，多数の低周波地震が発生している．
活動活発化の開始時期は２０００年９月から１０月にかけての
時期であるが，２０００年８月にも低周波地震は発生している
ので，明確な活発化時期を限定することはできない．一方，
活発化期間の終了時期は，２００１年６月以降，発生数が激減
するので，２００１年５月と限定することができる．
富士山の低周波地震の活動度を低周波地震活動の積算数

の変化と波動エネルギーの積算の変化で図示したものが
Fig．７である．データは Fig．６に示した低周波地震活動と
同じもので，発生数だけを考慮した積算数が点線で示され
ている．実線は最大振幅をもとに震源から放出される全波
動エネルギーを推定し，その積算値を示したものである
（Ukawa，２００５）．波動エネルギー積算値には低周波地震の
振幅情報が考慮されているので，活動の積算数より客観的
に活動度を表していると考えられる．ただし大きい地震が
発生するとその影響が大きく現れる傾向にある．Fig．７の
地震活動積算数と積算波動エネルギーを見ると２０００年９
月から２００１年５月の群発地震活動では１９８０年以降，２０００
年８月以前に識別された低周波地震活動の地震数でほぼ同

数，波動エネルギーでは約２倍の活動が発生したことがわ
かる．約２５年間の観測データから客観的に判断して２０００
年から２００１年の低周波地震活発化は活動度が平常時に較
べて１桁以上高くなり，明らかに異常な活動であったと言
える．
Fig．６と Fig．７から全般的な発生状況を見ると，１９９７年

以降，発生頻度が増加しているが，この変化は観測網の整
備と富士火山活動観測データ処理解析システムが稼働し，
小規模の活動も富士山の低周波地震と認識できるようにな
ったためである．また２００２年以降の発生頻度も２０００年以
前と比較すると高い状態にあるように見えるが，Fig．７の
積算波動エネルギーはほとんど増加していないので，観測
網が整備されたことによる人為的な見かけのものであ
る．２０００年活発化現象以前は大きく見ると発生率はほぼ一
定に見えるが，詳しく見ると頻発期と静穏期を繰り返して
いる．例えば１９８３年，１９８７年，１９８９年は頻発期であり，１９９０
年，１９９３年は活動度が低い．
５‐２ 詳細な震源分布
防災科学技術研究所の富士山周辺の震源データセット

は，富士火山活動観測データ処理解析システムが運用を開
始した１９９５年４月を境として質的に変化している．１９９５
年以前は関東・東海地殻活動観測網として決定した震源で
あったため，富士山直下の地震決定精度は高くなく，また
観測点の増加とともに震源決定精度や系統的な誤差が変化
している．１９９５年４月以降は，富士山のための震源決定を
実施しているので震源決定精度はそれ以前に比べて向上し
たが，この期間も観測点が増加しているので，観測網整備
に伴う系統誤差の変化の影響は依然大きい．この影響を小
さくするために観測点補正値を求め，震源を再決定した
（Ukawa，２００５）．
ここではUkawa（２００５）により再決定された１９９５年４

月から２００１年５月までの低周波地震の震源を Fig．８に示
す．白抜きの丸は１９９５年４月から２０００年７月までの震源
で，静穏期の状態を表すと考えてよい．黒丸は２０００年８
月から２００１年５月までの震源で，活発化した時期の状態
である．静穏期の震央は，富士山の山頂から北東２kmか
ら４km付近を中心にして，富士山頂の南東および南西方
向にかけても分布していることがわかる．これに対して活
発化した時期には，主に富士山の北東を中心に西北西－東
南東に伸びた長径約１０kmの楕円形領域で発生している．
震源の深さは，静穏期，頻発期ともに１０km～２０kmの範
囲に分布している．
防災科学技術研究所と地震研究所の観測データを併合し

て低周波地震の震源を再決定したNakamichi et al．，（２００４）
によると，精度良く決定された震源は北西－南東の線状に
配列し，防災科学技術研究所の定常震源決定結果による震
央域の中心よりやや山頂よりに位置している．
５‐３ 活発化の原因
２０００年９月頃から始まった低周波地震の活発化は，三
宅島の噴火及び三宅島―神津島間で発生したマグマの貫入
とそれに伴う大群発地震活動が一段落した時期に一致す
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図８ 再決定された富士山の低周波地震の震源分布図．白丸と
黒丸は，それぞれ１９９５年４月から２０００年７月までの期間と
２０００年８月から２００１年５月までの期間の低周波地震を表し
ている．
Fig．８． Re-determined hypocenters of the DLF earthquakes in the
Mount Fuji region．Open and solid circles indicate the DLF
events for April１９９５‐July２０００and those for August２０００‐May
２００１，respectively．

る．Ukawa（２００５）は富士山周辺の地震活動や地殻変動に
低周波地震の活発化と関連する事象が見られなかったかに
ついて調査した．その結果，下記の状況がわかった．

三宅島―神津島の活動開始後，東海地方でスロースリ
ップ現象や地震活動の変化が発生した（Ozawa et

al．，２００２；Matsumura，２００３）．
富士山の低周波地震活動が元の水準に戻った２００１年
半ば以降，箱根，伊豆東部火山群，八丈島で岩脈貫入
現象が観測された．伊豆東部火山群は５年ぶり，他の
２火山では観測史上初めての事象であった．
山梨県東部の群発地震域など富士山に隣接する地域の
構造性の地震活動の活動度には変化が認められなかっ
たが，富士山では構造性地震の活動度がやや高くなっ
た．Fig．９に富士山近傍の１９９５年以降の構造性地震

の検知個数積算回数，Fig．１０には２０００年８月から
２００１年５月の構造性地震の震源分布を示す．両図か
ら２００１年初旬に富士山南麓にある震源集中域（地震
の巣）の活動が高まったことがわかる．また富士山山
頂付近や河口湖周辺でも通常の活動レベルより発生個
数が多かった．
富士山に設置してある防災科学技術研究所の傾斜計に
は火山活動に起因すると考えられる明瞭な異常は見つ
からなかった．

これらを考慮すると，三宅島－神津島間の岩脈貫入後，
フィリピン海プレートの沈み込み速度や地下のマグマの状
態が広域に変化し，周辺火山の活動を活発化させた可能性
があり，富士山の低周波地震活動活発化もその一つと考え
られる．富士山の場合は，箱根，伊豆東部火山群，八丈島
と異なり，明瞭なマグマの上昇までは引き起こさなかった
が，マグマの活動と密接な関連がある低周波地震活動を活
発化させ，さらに普段から地震の発生しやすい状態にある
富士山直下にある地震の巣の構造性地震の活動も活発化さ
せたと言える．三宅島－神津島間の岩脈貫入による富士山
周辺での静的な応力変化は高々０．０１MPa で，微小地震の
応力降下量より一桁以上小さい（Ukawa，２００５）．このため
マグマの状態が変化した原因としては静的な応力変化が主
要因とは考えがたく，三宅島－神津島間で大量にマグマが
移動したことが周辺火山の深部にあるマグマにまで何らか
の影響を与えたことが原因と考えられる．ただし具体的な
メカニズムは不明である．
５‐４ 地下構造と低周波地震震源分布の関連
Lees and Ukawa（１９９２）は，富士山周辺の地殻と最上部

マントルの地震波速度構造を３次元トモグラフィー法で推
定した．彼らの得た結果によると，富士山山体下では地表
から深さ２０kmくらいまでは顕著な低速度域は見られな
いが，深さ２０km以深には P波にも S波にも明瞭な低速

図９ Fig．１に示した Fuji 領域で発生した低周波地震以外の地
震の積算数時間変化．影の領域は低周波地震の活発化した期
間．
Fig．９． Graph showing cumulative number of earthquakes not in-
cluding DLF events and blasts in the Fuji regions indicated in
Fig．１．The shaded area indicates the high actiuity period of
the low frequency earthquakes．
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度域が見られる．地震波が低速度になる原因として，火山
下では多量のマグマの存在が考えられる．富士山直下のマ
グマ溜まりの位置はまだ明らかになっていないが，この低
速度域が対応する可能性が強い．低周波地震の発生してい
る深さ１０kmから２０kmは周囲に比較してやや速い地震
波速度構造であるので，大規模なマグマ溜まりはこの深さ
範囲には考えにくい．
鵜川（１９９４）は低周波地震の震源と Lees and Ukawa

（１９９２）による地震波速度３次元構造を基に，Fig．１１のよ
うな地下のイメージを提案している．マグマ溜まりは深さ
２０km以深に存在し，そこからマグマが上昇するための岩
脈群が存在する．低周波地震はこの岩脈群周辺で発生して
いると考える．岩脈の厚さは薄いので，３次元トモグラフ
ィー法での１ブロックサイズ（幅２．５km，厚さ５km）の
地震波速度にはほとんど影響しないであろう．マグマの圧
力の変化により，マグマで充填された岩脈群の状態が変化
し，低周波地震を引き起こしているというモデルであ
る．２０００年以降，富士山の速度構造の精密な研究が進んで
いる．今後，強化された観測網のデータを用いた詳細な地
下構造が明らかになり，低周波地震との関係もさらにはっ
きりしたものになるであろう．

６． 深部低周波地震と火山活動の関係
富士山の低周波地震は，その波形の特徴や震源の深さか

ら考えて，火山下の地殻中部から最上部マントルにかけて
観測される深部低周波地震の一つである．この章では深部
低周波地震の一般的な特徴と火山活動との関連について説
明する．
６‐１ 深部低周波地震
深部低周波地震は，火口周辺に発生する浅い低周波地震

に対して火山地域の地殻中部から最上部マントルにかけて
発生する低周波地震を指している．震源の深さの定義はな
いが，これまでに見つかっている低周波地震の震源の深さ
から，概ね１０km以深，５０km以浅の地震を対象としてい
る．発生機構が解明されているわけではないので，１０km
以浅でも同じような特徴の地震がありうるし，５０km以深
で発生する可能性もありうる．Fig．１２にこれまでに報告
されている主な深部低周波地震発生地域での震源の深さ範
囲を示した．（出典は鵜川（２００１）を参照．）
深部低周波地震は，日本国内に微小地震観測網が整備さ

れた１９８０年代から１９９０年代にかけて世界に先駆けて日本
の火山地域で相次いで報告された（例えば，Ukawa and Oh-
take，１９８７；鵜川・小原，１９９３；Hasegawa and Yamamoto，
１９９４）．その後，１９９０年代には北米やフィリピンなど海外
の火山地域で発生していることもがわかってきた（White，
１９９６；Hill，１９９６；Power et al．，２００４）．多くの火山の深部
低周波地震は発生数が年間数個以下で，活動度は低い．そ
のなかで岩手山（Nakamichi et al．，２００３），栃木県西部地
域（西富・武尾，１９９６），フィリピン・ピナツボ火山（White，
１９９６）のように年間１００個以上の地震が観測された火山も
ある．富士山の２０００年から２００１年の活動は，これらと同

図１０ 低周波地震活動が活発化した２０００年９月１日から２００１
年５月３１日までの富士山の構造性地震の震源分布図．
Fig．１０． Tectonic earthquakes around Mount Fuji region dur-
ing the active period of the DLF earthquakes from September
１，２０００to May３１，２００１．

図１１ 富士山の低周波地震とマグマシステムの関係を示す図．
Fig．１１． Cartoon showing the relationship between the DLF earth-
quakes and the magma system beneath Mount Fuji．
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図１２ 様々な火山地域の低周波地震の震源の深さ範囲（鵜川（２００１）を参照）．黒丸と太線で深さの範囲を示す．
Fig．１２． Focal depth ranges of DLF earthquakes in various volcanic regions（refer to Ukawa，２００１）．The solid circles and tick bars indicate the
depth ranges．

様に深部低周波地震としては例外的に高活動度であった．
一般に深部低周波地震の規模は小さく，マグニチュード２
以上の地震が観測されることは少ない．深部低周波地震は，
地震観測網が整備された多くの島弧型火山で観測されるこ
とから，島弧の火山フロント下の地殻中部・深部からマン
トル最上部で一般的に見られる現象であることがわかる．
６‐２ 火山噴火と深部低周波地震の関連
少数ではあるが，噴火活動や火山浅部へのマグマの上昇

と関連して深部低周波地震が発生した場合がある．最も顕
著なものは１９９１年に発生したフィリピンのピナツボ火山
の場合である．ピナツボ火山では，１９９１年４月に噴気活動
が始まり，その後噴火活動が活発化して同年６月１５日に
二十世紀最大級の噴火が発生した．６月１５日の噴火に先立
ち，５月２６日ころから深さ３０km付近を中心にして低周波
地震が頻発した．米国地質調査所の地震観測によると２週
間に約６００個の低周波地震が検知され，最大の地震の規模
はマグニチュード３．８とこれまでに世界中から報告されて
いる深部低周波地震のなかで最大のものであった．この現
象は地下３０～４０kmから新たな玄武岩質マグマが上昇し
てきて浅部マグマ溜まりに供給され，これが刺激となって
６月１５日の大噴火に至ったと解釈されている（White，
１９９６）．
ピナツボ火山の場合ほど明瞭ではないが，１９８６年伊豆大

島噴火（Ukawa and Ohtake，１９８７），１９８８年十勝岳噴火（鈴
木，１９９２），１９９２年アラスカ・スパー火山噴火（Power et

al．，１９９５）でも噴火と関連したと考えられる低周波地震の
活動が観測された．伊豆大島の噴火では噴火の約１年前に
低周波地震が発生，十勝岳では噴火のほぼ１年後に低周波
地震が観測された．またスパー火山では，噴火を契機とし

て低周波地震が活発化している．
噴火には至らなかったが，地殻浅部へのマグマの上昇と

深部低周波地震が関連して発生した例もある．１９９８年４月
から５月にかけて岩手山では浅部での地震活動の活発化や
マグマの上昇を示す地殻変動の異常が観測された．この地
殻浅部でのマグマ活動の活発化に数日先立ち，深部低周波
地 震 が 深 さ３０kmで 活 発 化 し た（Nakamichi et al．，
２００３）．１９８０年から１９９８年にかけて毎年１～２回，岩脈貫
入による群発地震を繰り返した伊豆東部火山群でも１９９５
年と１９９８年の群発地震時に深さ３０～４０kmで低周波地震
が観測された．この群発地震活動はマグマが地殻浅部に上
昇してきたため引き起こされているので，浅部でのマグマ
の動きと深部低周波地震が関連して発生した例と言える
（防災科学技術研究所，１９９５）．
以上のように，少数ではあるが深部低周波地震は噴火活

動のようなマグマの浅部活動と関連して発生する場合もあ
ることが分かる．深部低周波地震の発生機構は解明されて
いないが，地下のマグマの移動が深部低周波地震発生のき
っかけとなっているようである．
６‐３ 深部低周波地震の発生機構
富士山の低周波地震を含め深部低周波地震には下記のよ

うに地震の発生機構と密接に関連していると考えられる共
通点がある．

地震の規模は小さい．報告されている深部低周波地震
は最大でもM４程度である．
P波，S波ともにスペクトルには地震の規模から期待
される周波数より低周波にピークがある．
続発的に発生するが，個々の地震の波形は単純な震源
時間関数のように見える．ただし初動部分に高周波数
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の波動が重畳することがある．
続発的発生から連続的な発生，共振的な振動に移行す
る場合がある．
噴火や岩脈貫入のようなマグマの移動と同期して活発
化することがある．

深部低周波地震の最重要な研究目的は，このような特徴
を示す地震波を励起する震源をモデル化することである．
これまでにハワイの深部火山性微動については，Aki and
Koyanagi（１９８１）がクラック開閉モデルを，また伊豆大島
の深部低周波地震についてはUkawa and Ohtake（１９８７）が
マグマ溜まり間の火道をマグマが間欠的に移動するモデル
を提唱しているが，これらのモデルは上記の共通の特徴の
すべてを説明できるものではない．
震源に働く力を波形から推定し，震源をモデル化する研

究も行われているが，深部低周波地震では，初動が不明瞭
な場合が多いこと，規模が小さいため明瞭な波形が得られ
る観測点が限られることなどから普通の構造性地震のよう
に震源をモデル化することが難しい．岩手山の深部低周波
地震について，Nakamichi et al．，（２００３）は稠密な観測網
を利用して力源を推定し，体積変化成分が有意に認められ
ることから，開口割れ目と断層の複合的な震源を推定した
が，その力源は地震毎にばらつくという特徴がある．富士
山の低周波地震の場合，まだ波形から力源を特定できては
いないが，地震毎の波形のばらつきが大きいことから，震
源の複雑さも深部低周波地震の特徴と考えられる．ここで
は上述の特徴から震源で起こっていることをどの程度絞り
込めるかについて考察する．
多くの場合，火山地域の深部低周波地震は構造性地震が

発生できない下部地殻から最上部マントルで発生している
ので，深部低周波地震は一般的に延性的な環境下でも発生
することのできる地震現象であることは確かである．そし
て波形の特徴からマグマ溜まりや火道に蓄積されたマグマ
などの火山性流体の共振は主要因ではないことも明らかで
ある．一方，伝播速度の小さい破壊現象であれば波形の特
徴は説明できそうであるが，共振的な振動も観測される場
合があることを考慮すると，震源周辺に流体が関与してい
る必要がありそうである．ほとんどの地域の深部低周波地
震の卓越周波数が共通して１Hzから数Hzの範囲に集中
していることは，震源の動的性質として重要な特徴である．
また規模の小さい地震に限られることは，深部低周波地震
の発生できる条件が空間的に限定されていることを示して
いる．マグマの移動との強い関係は噴火などと同期して深
部低周波地震が活発化する場合があることによっても支持
される．
破壊を伴いながらマグマが移動する明確な現象に岩脈の

貫入がある．伊豆半島東部では繰り返し岩脈の貫入が群発
地震を伴いながら発生しているが，その際，発生する地震
は通常の地震であり（例えばUkawa and Tsukahara，１９９６），
深部低周波地震は岩脈貫入域では発生していない．この事
実は，マグマと脆性破壊領域の地殻の相互作用では深部低
周波地震のような波動は励起されないことを示している．

深部低周波地震の震源をモデル化することは現段階では
困難であるが，上記の特徴を考慮すると延性的な環境下で
のマグマの移動による破壊的な現象の関与が震源過程の重
要な候補として浮かび上がる．例えば高温領域での玄武岩
と橄欖岩の変形に伴うAEの観測実験で，低周波のAEの
続発的発生が観測されることが報告され，その波形や発生
様式の特徴は深部低周波地震と共通点がある（Burlini et

al．，２００４）．通常の地震の震源過程は，地殻の脆性破壊と
してモデル化され，物理的な理解も進んでいる．しかし，
脆性領域から外れた地殻やマントルで起こりうる地震現象
についてはまだ理解が進んでいない．深部低周波地震を物
理的に理解するには，延性領域でのマグマに関与する破壊
現象の理解が必要であろう．

７． まとめ
富士山の低周波地震について，発見までの経緯，富士山

の地震観測の変遷，主に防災科学技術研究所の観測データ
による低周波地震の特徴，一般的な深部低周波地震の特徴
と火山活動の関連をまとめた．富士山の低周波地震は観測
データのある１９８０年代以降，２０００年までは頻発期と静穏
期を繰り返しながらもほぼ一定の発生率で推移してきた．２０００
年９月頃から始まり２００１年５月に終わった活動活溌化の
期間には，過去と比較し１桁以上高い発生率に増加した．
しかし２００１年６月以降はもとの活動レベルに戻っている．
富士山の低周波地震の地震波形の特徴は，火山地域でしば
しば観測される深部低周波地震と共通する点が多く，火山
深部の共通の条件で地震が発生していると考えられる．ピ
ナツボ火山や岩手山のように地下のマグマの移動と低周波
地震の活溌化が明瞭に結びついている事象もあることか
ら，この地震活動が地下のマグマの動態と関連しているこ
とは確実である．まだ発生機構モデルは確立していない
が，２０００年以降に拡充された観測網のデータが蓄積されれ
ば解決の糸口がつかめるものと期待できる．
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富士火山の噴気活動とマグマ揮発性物質の放出

野津憲治＊・森 俊哉＊・角野浩史＊・大野正夫＊＊

Fumarolic Activity and Release of Magmatic Volatiles from Fuji Volcano

Kenji NOTSU＊，Toshiya MORI＊，Hirochika SUMINO＊ and Masao OHNO＊＊

Since the８th century，more than１７eruptions have been recorded for Fuji volcano，with the most recent eruption
occurring in１７０７（Hoei eruption）．According to historical documents，intense fuming from the summit crater was a
continuous feature during the１０００years' period until１７０７．For the past３００years，the volcano has been in a quiescent
stage and has exhibited neither fumarolic nor thermal activity after early１９６０s．However，air-corrected ３He／４He ra-
tios of gas and water samples around Mt．Fuji range from４．２RA to around ８ RA（RA is atmospheric ratio of１．４０x
１０－６）indicating the seep of deep magmatic helium，and electric sounding suggests the existence of an active hydrother-
mal system deep beneath the summit crater．Increase in the number of low-frequency earthquakes with a hypocentral
depth of１０‐２０km in２０００‐２００１also suggests a possible resumption of magmatic activity．Above geochemical and geo-
physical observations strongly imply the existence of deep magma．Diffuse CO２ efflux and thermal surveys were car-
ried out in four areas of the volcano in２００１‐２００２in order to detect possible signs of the upward movement of deep
magma，but no surface manifestation of gas or heat emission was observed．Should magma rise into the subsurface，the
diffuse CO２ efflux would be expected to increase particularly along the tectonically weakened lineations on Fuji
volcano，allowing for the early detection of pre-eruptive degassing．
Key words: fumarolic activity，diffuse degassing，CO２ efflux，３He／４He ratio，Fuji volcano

１． はじめに
富士火山は，１７０７年に起きた宝永の噴火のあと現在まで

の３００年間には噴火活動はなく，噴気活動で代表される表
面現象も衰退し，現在では全く見られない（気象庁，２００５）．
しかし，地下深部に存在しているマグマが上昇を開始し噴
火に至る潜在的な可能性は現在でも持ち続けている．本稿
では，最近富士火山で行われたマグマ揮発性物質の研究を
通して，現在の富士火山の活動状況を検討する．

２． 富士火山の過去の噴気活動
２‐１ 遠方から観察された山頂噴煙
富士火山には７８１年の噴火以降現在に至るまで１０数回

の噴火記録がある（気象庁，２００５）．その中でも，８００‐８０２
年の一連の大噴火（延暦の噴火）は，足柄路が埋没して箱
根路が開かれる契機となり，８６４－８６５年の貞観の噴火で
は，北北西山腹から大量の青木ヶ原溶岩が流出し，「せの
うみ」と呼ばれていた湖を二分した．さらに，１７０７年の宝
永の噴火では，南東山腹から大量のスコリアと軽石を噴出
し，江戸でも多量の降灰があった．噴火の記録ばかりでな
く，富士火山の山頂から噴煙をあげていたことをしめす古
文書の記述は古くから数多くある．最古の文献は柿本人麻
呂の撰と擬せられる『柿本集』の中の和歌で，そこには

６８７－７０７年に噴煙が出ていたことが歌われており，『万葉
集』の中の記載より２０－３０年古いという（つじ，１９９２）．
紀行文の中で著者が直接富士を見て噴煙を記述したり，恋
愛歌で感情のたとえとして富士の噴煙を詠んだ作品の年代
をまとめると，７００年から１７０７年の宝永の噴火までの約
１０００年間のうち６５０年間は山頂から噴煙が棚引いていた
が，宝永の噴火を境に現在までの３００年間は山頂からの噴
煙放出が遠方から見られなくなった．しかし，山頂火口壁
に立って火口内を覗き込むと噴気が見られる状態は，１８００
年代前半までつづいていた．
２‐２ 噴気活動の減衰，消滅
最近３００年，山頂火口の噴気や地熱活動は弱まり続

け，１８５４年の安政東海地震を境に山頂火口内の噴気活動の
記録は途絶え，山頂をとりまく「お鉢」の南東部で伊豆岳
と成就岳の鞍部にあたる荒巻（Fig．４参照）に移ったよう
に見える（つじ，１９９２）．明治時代に入ると噴気温度の測定
がなされ，８２℃（１８９７年），８０℃（１９２８年）と昭和初期まで
は８０℃台を維持していた．
１９３７年７月２０日から２１日にかけて，はじめての地球
化学的な調査が行われた（岩崎，１９３９）．その結果，（１）荒
巻のあたりには多数の噴気孔が存在し石膏の火山昇華物が
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顕著に見られること（２）噴気温度は８８．８°C，８７．２°C，８６．８°C
などで，観測当日の山頂気圧下の水の沸点８８．１°C以上の
噴気も存在したこと（３）噴気中に水蒸気はあまり多くな
く，勢いも弱かったこと（４）噴気は臭気もなく，硫化水
素，二酸化イオウとも検出できなかったが，青色リトマス
試験紙が微赤色になったこと，などが観察された．岩崎
（１９３９）は荒巻以外にも調査を行い，旧観測所あと（成就
岳西側の東安河原）に存在した多数の噴気孔が４２°C付近
であることを記している．その後，荒巻の噴気の温度測定
は測候所によってなされ，１９５４年には５０°Cであった
が，１９６３年にはわずかな熱気を感じる程度に下がり，１９８２
年以降は熱気すら認められなくなった．
１９００年代前半までは山頂部以外にも宝永火口や須走口３
合目で噴気や地熱があったようで，１９５７年１月の須走口３
合目の融雪が写真として残っている（諏訪，１９８２）．このほ
か御殿場登山口５合５勺および６合５勺の地点，大宮登山
口４合目近くにも水蒸気が見られたが，１９３７年７月２１日
の観測では見つからなかった（岩崎，１９３９）．最近２０－３０
年間は，山頂域と同様に弱い噴気活動も地熱活動も見られ
ない状態が続いている．なお，２００３年９月に富士火山北
東麓（標高約１５００m）の新しい林道脇で小さな陥没地形
の陥没境界面から暖かいガスが出ているのが見つかり，直
ちに調査が行われたが，暖かい噴気，土壌ガスの δ１３C（CO２）
はすべて－２５～－２６‰で有機物起源を示しており，マグマ
起源の徴候はなかった．しばらくして林道工事に際して埋
めた材木が醗酵して生成したガスと分かった（野津・
他，２００４）．

３． ヘリウム同位体比から推定される地下のマグマ
３‐１ 地下深部にマグマが存在する証拠
富士火山では最近２０－３０年は表面活動がまったくみら

れないが，地下深部にはマグマが存在している証拠が見つ
かっている．富士火山の東北側山腹の深さ１０－２０kmあ
たりでは従来から稀に低周波地震が起きており，マグマの
存在を示唆していた．このような地震の数は１９８０－１９９９
年の２０年間では１年あたり１０－１５個で推移していた
が，２０００年１０月から２００１年５月にかけて増加し，２０００
年，２００１年の積算数は１８０，１７２個であった（Ukawa，２００３）．
地下のマグマ活動が新たなステージに入ったかと注目され
たが，低周波地震の群発は２００２年以降見られなくなった
（気象庁，２００５）．
２００１－２００２年に行った自然電位観測では，山頂部周辺
で正の電位異常域が広がっており，山頂域の下に活発な熱
水系が存在することを示唆している（Aizawa，２００４）．ま
た，比抵抗構造には，深部低周波地震が起きている場所の
下部に良導体が存在しており，マグマ溜まりを示唆してい
る（相沢・他，２００４）．
３‐２ ヘリウム同位体を用いるマグマ探査
地下深部のマグマの存在や動きは，深部起源のガス中の

ヘリウム同位体比から地球化学的に捉えられる．ヘリウム
には質量数３と４の安定同位体が存在し，その存在比は地

球を構成する部分ごとに異なっている．大気の３He／４He 比
（RA＝１．４０x１０－６）を基準にとると，上部マントルでは８
RA 前後，大陸地殻では０．１RA 以下である．富士火山を始
めとして地球上の火山で起きている一連の火成活動は，高
い３He／４He 比をもつマントルで生成したマグマが，著しく
低い３He／４He 比の地殻を通過して地表へ上昇移動する現象
である．地下から放出する気体の３He／４He 比を調べること
は，マグマの動きやその状態を知ることにつながる．事実，
マグマの上昇に伴う３He／４He 比の上昇，ドレインバックに
伴う低下は，伊豆大島火山（Sano et al．，１９９５），雲仙火山
（Notsu et al．，２００１），Mammoth Mountain（Sorey et al．，１９９８）
などで報告されている．
一方，一つの火山体で深部起源ガスの３He／４He 比の地域

分布を調べると，山頂火口から離れる程低くなり，マグマ起
源の成分の寄与が減ることが，御岳火山（Sano et al．，１９８４），
南米コロンビアのルイス火山（Sano et al．，１９９０）などで報
告され，富士火山の南東に隣接する箱根火山でも確かめら
れている（Sakamoto et al．，１９９２）．
３‐３ 富士火山周辺の３He／４He 比
富士火山周辺７カ所で採取した温泉遊離ガス，温泉水試

料の希ガス元素組成，同位体組成を測定した．試料の採取
は Fig．１に示した地点で行い， 分析は Sumino et al．（２００５）
で書かれている方法で行った．その結果を Table１にまと
めて示す．また，大気補正を施した３He／４He 比を，Fig．１
の採取地点の横に示す．これまでに富士山周辺域では，箱
根火山とその周辺域（Sakamoto et al．，１９９２）や西方に位置
する下部温泉（Sano and Wakita，１９８５）において３He／４He
比が報告されているので，それらのデータも Fig．１に加え
た．分析結果を３He／４He 比と４He／２０Ne 比を両軸にとるダイ
ヤグラム上に示したのが Fig．２である．大気成分の寄与が
大きい試料が多く，そのような試料では Table１に示した
大気成分の補正後の３He／４He 比の誤差は大きくなる．Fig．１
から見て，富士火山の下からも，箱根火山のマグマ中の３He
／４He 比（６．５－７．１RA: Sakamoto et al．，１９９２）と同じかそ
れに近い３He／４He 比のヘリウムがしみ出していることが分
かる．箱根火山と富士火山とでマグマ中の３He／４He 比に差
があるかは面白い問題であるが，地域的にみて箱根火山の
影響の可能性のないNo．３（須山），No．４（御体内），No．６
（須走）のうち，No．４（御体内）には明らかに地殻物質由
来のヘリウムの混入が現れており，No．６（須走）は９．１９
±１．６１RA と誤差が極めて大きいことを考慮すると，現状
では結論を出せない．
Fig．１から３He／４He 比の地域分布の特徴を捉えることは

難しいが，もっとも大気成分の混入が少なく補正せずにマ
グマの値を示しているNo．３（須山）は，富士火山の側火
山分布から推測される北西－南東の弱線上の温泉である．
No．１（三島）もマグマの値を示し，その弱線の延長上に
位置するが，試料採取地点は箱根火山により近いので，箱
根火山の影響かもしれない．このほか富士火山と箱根火山
の境界にあたる鞍部に位置するNo．５（乙女）にも箱根火
山のマグマの影響があるかもしれない．富士火山山麓の
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図１ 富士火山周辺の３He／４He 比（RA）（大気成分補正後）の空間分布．
○の中の数字は表１の試料番号に対応． は Sano and Wakita（１９８５）， は Sakamoto et al．（１９９２）のデータを引用．
括弧の中のRA 値は誤差が大きい参考値．
＊：大気組成の４He／２０Ne 比を持つため，有意な大気補正３He／４He 比が求まらない．
Fig．１． Air-corrected ３He／４He（RA）distribution around Fuji volcano．
Numbers in circles correspond to those in Table１． is from Sano and Wakita（１９８５），and from Sakamoto et al．（１９９２）．
RA values in parentheses are those with relatively large errors．
＊：Meaningful air-corrected ３He／４He ratio can not be calculated because of almost atmospheric ４He／２０Ne ratio．

図２ 富士火山周辺の温泉遊離ガス，温泉水試料中の３He／４He 比と４He／２０Ne 比の関係を示した図．
○につけた番号は表１の試料番号に対応．先行研究のデータは，Sano and Wakita（１９８５）および Sakamoto et al．（１９９２）から引用．
Fig．２． ３He／４He vs．４He／２０Ne ratios diagram of gas and water samples around Fuji volcano．
Numbers with open circles correspond to those in Table１．Data of previous works are from Sano and Wakita（１９８５）and Sakamoto et al．
（１９９２）．
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３地点（須走，御体内，須山）のなかで，須山は弱線上，
須走は１９５７年頃まで地熱のあった地点で，どちらもマグ
マ揮発性物質がしみ出しやすい条件が整っているのであろ
う．

４． マグマ起源CO２拡散放出の調査
４‐１ 火山ガスの拡散放出
火山ガスは，マグマの上昇に伴い溶解しきれなくなった

気体成分が発泡した気相であり，火道を通って山頂火口や
山腹の噴気孔から放出されると考えられてきた．しか
し，１９９１年にイタリア，エトナ火山で，噴気孔を通らず火
山体全体から表面土壌を通して大気へしみ出すCO２量が
山頂域の火口からのCO２放出量に匹敵するほど多いこと
が示され（Allard et al．，１９９１），火山ガスの拡散放出の研
究が世界各地の火山で始まった．噴気孔からの放出は点か
らの放出であるのに対し，拡散放出は面的な放出であるの
で，単位面積あたりの放出量は少量でも積算すると大きな
量になるのである．拡散放出の空間分布からは，ガスが通
りやすい火山体内の弱線（将来マグマが上がって来る所か
もしれない）の分布が分かるし，その時間変化はマグマか
ら分離した気相の火山体内での圧力変化の指標となり，噴
火現象をモニターするための重要な観測量になりつつあ
る．CO２拡散放出量の測定方法，これまでの研究例などの
解説は，野津・他（２００４）を参照して欲しい．
４‐２ 富士火山山体からのCO２拡散放出
富士火山の場合，噴気活動のような目に見える火山ガス

の放出は見られないが，CO２拡散放出の可能性を確かめる
ため，２００１－２００２年に調査観測を行った．その結果と解釈は，す
でに報告されており（野津・他，２００４；Notsu et al．，２００６），
本稿ではその要点をまとめて述べる．
富士火山は山体が大きく，山麓全域をカバーする放出量

測定には多くの時間と労力を要するので，過去の火山活動
を考慮してCO２拡散放出の可能性がある４地域を選んで
測定を行った（Fig．３）．それら４地域と測定項目を示す．
（１）富士山山頂火口を取り囲む１８地点（Fig．４）：CO２
拡散放出量，地中温度および土壌ガス組成の測定
（２）宝永第一火口を中心に７地点：CO２拡散放出量，地
中温度および土壌ガス組成の測定
（３）滝沢林道周辺と吉田口６合目付近までの地域（低周
波地震活動の震源域）２５地点：CO２拡散放出量，地中温
度および土壌ガス組成の測定
（４）須走口登山道６合目から７合目付近（４０年前に噴気
があり，負の電位異常域が広がっている地域（Aizawa，
２００４））１６点：CO２拡散放出量測定
CO２拡散放出量測定は「チャンバー法」（Chiodini et

al．，１９９８）によって行った．一方，土壌ガスは先端に焼結
金属フィルターが付いたステンレス製の採気管（GLサイ
エンス社製，MUタイプ気体採取管）を用いて約３０cmの
深さで採取した．そして，保存用のガラス容器に入れて実
験室へ持ち帰り，化学組成をガスクロマトグラフで分析し
た．また，地中温度は深さ２５－３０cmで測定した．山頂部

での測定結果を Table２に示す．
山頂部，宝永火口域では，全ての測定地点でCO２拡散

放出は検出できず，検出限界の５ gCO２／m２／day 以下であ
った．このことは，山頂部，宝永火口域ともに植生がない
ため，植物が生育している所で通常バックグラウンドとな
る１０～１００gCO２／m２／day 程度の生物起源のCO２拡散放出
も存在しないことを示している．このようなバックグラウ
ンドが低い環境下では，火山活動の活発化に伴うわずかな
量の火山ガス起源のCO２拡散放出も検出できる可能性が
ある．山頂部の土壌ガスのCO２濃度は５００－１０００ppmと
低く，N２／O２比は大気の値（３．７３）を示した．さらに，山
頂部の地中温度はかつて地熱が存在した荒巻も含めて，観
測当日の大気温度（約１５°C）より低い３．４－１２．５°Cであ
った．宝永火口域でも地中温度は１０．３－１８．２°Cで，観測
当日の大気温度より低かった．
滝沢林道・吉田口のCO２拡散放出量は，２５測定点のうち

２０点がこの時使用した装置の検出限界（５gCO２／m２／day）
以下で，それ以外の５点では１１‐８７gCO２／m２／day の放出
量が測定されたが，いずれも腐植土が地表を大量に覆って
いるか，草が茂っている所で，生物起源のバックグラウン
ドと考えられる．また，須走口６－７合目１８地点のCO２
拡散放出量もすべて５gCO２／m２／day 以下であった．以上
の観測結果から２００１－２００２年の富士火山では，地熱活動
や噴気活動の形跡が全く見られないことが示された．

５． 富士火山の現況
最近１０年間に世界中の火山で，目に見えないCO２拡散

放出量の測定が行われた．一方で，火口から目に見える形
で放出される火山ガスの量は，紫外相関分光法を使うCO-
SPEC を用いて SO２放出量として１９７０年代から測定され
ており，多くの火山のデータが蓄積されている（Symonds
et al．，１９９４）．マグマから脱ガスした揮発性成分は，火口
から火山ガスとして放出したり，山腹の土壌を通して拡散
放出するので，２種類の放出形態のCO２放出量の関係を調
べると火山活動の理解を深めるのに寄与するであろう．
Notsu et al．（２００５）は，CO２拡散放出量と火口からの

CO２放出量との両方が報告されているか計算できる火山に
ついて，データをまとめて Table３を作成した．CO２拡散
放出量の測定では，研究目的に応じて山体上の測定面積が
異なるので，積算放出量を火山ごとに比較することはかな
り難しい．これまでの研究でCO２拡散放出量は空間的な
変動が大きいことが知られており，報告された積算放出量
を火山体の全面積に外挿して，火山全体からのCO２拡散
放出量を求めることもできない．しかし，Table３からは，
大雑把な傾向として噴気孔からの放出と拡散放出は相補的
であることが読み取れる．活発な噴気活動を行っている火
山では拡散放出は低調である一方，地表近くにマグマが存
在し目に見える噴気が全くない場合には顕著な拡散放出が
見られる．一つの火山でもこの関係は成り立っており，有
珠火山２０００年の噴火の前後に行った測定からは，山頂カ
ルデラ内の積算CO２拡散放出量が噴火の半年前が１年半
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図３ 富士火山の４カ所の調査地域を示す地図（Notsu et al．，２００６）．
各測定点の場所は，黒丸（宝永火口域），白丸（北東山麓，滝沢林道および吉田口登山道沿い），黒四角（東山麓，須走口登山道沿
い）で示してある．なお，山頂部の測定点は図４に示す．
Fig．３． A map of Fuji volcano showing ４ surveyed areas（Notsu et al．，２００６）．
Observation sites are shown as solid circles（around Hoei craters），open circles（along the Takizawa and Yoshidaguchi paths on the northeast-
ern flank）and solid squares（along the Subashiriguchi path on the eastern flank）．For the summit area，observation sites are shown in Fig．４．
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表２ 富士火山山頂部のCO２拡散放出量，地中温度（深度２５－３０cm）および土壌ガスの化学組成（Notsu et al．，２００６）．
Table２． Diffuse CO２ efflux，soil temperature（２５－３０cm deep）and chemical composition of soil gases in the summit region of Fuji volcano
（Notsu et al．，２００６）．

Location numbers correspond to those in Fig．４．
n．d．：not detected（below ５ g m－２d－１）
----- ：not determined

図４ 富士火山，山頂部の測定点分布（Notsu et al．，２００６）．
数字は，表２の試料番号に対応．
Fig．４． Observation sites in the summit area of Fuji volcano
（Notsu et al．，２００６）．
Numbers correspond to those in Table２．

Location CO２ efflux

（g m－２d－１）

Soil temperature

（°C） CO２（ppm） N２（％） O２（％） N２／O２

fuji０１ n．d． ９．０ ６８０ ７７．９ ２１．１ ３．６９

fuji０２ n．d． ９．１ ---- ７７．１ ２０．９ ３．６８

fuji０３ n．d． ３．４ ---- ----- ----- -----

fuji０４ n．d． ６．３ ---- ７７．３ ２１．０ ３．６８

fuji０５ n．d． １０．２ ５４０ ７７．９ ２１．１ ３．６９

fuji０６ n．d． ８．８ ８８０ ７７．８ ２１．２ ３．６８

fuji０６‐１ n．d． ８．０ ---- ----- ----- -----

fuji０６‐２ n．d． ７．５ ---- ----- ----- -----

fuji０７ n．d． ９．０ ---- ----- ----- -----

fuji０８ n．d． ８．０ ---- ----- ----- -----

fuji０９ n．d． １１．７ １０００ ７７．８ ２１．２ ３．６８

fuji１０ n．d． １２．０ ６５０ ７７．８ ２１．２ ３．６８

fuji１１ n．d． ----- ---- ----- ----- -----

fuji１２ n．d． ７．６ ６９０ ７７．８ ２１．２ ３．６８

fuji１３ n．d． １．１ ７１０ ７７．８ ２１．２ ３．６８

fuji１４ n．d． ９．０ ６８０ ７７．９ ２１．１ ３．６８

fuji１５ n．d． １２．５ ９５０ ７７．８ ２１．１ ３．６８

fuji１６ n．d． ７．５ ７４０ ７７．９ ２１．１ ３．６８

fuji１７ n．d． ８．７ ５９０ ７７．９ ２１．１ ３．６８

fuji１８ n．d． １２．０ ７４０ ７７．８ ２１．１ ３．６８

Chemical composition of soil gas
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表３ 世界の島弧火山からの火山性CO２拡散放出量のまとめ（Notsu et al．，２００５）．
Table３． Diffuse volcanic CO２ efflux from arc volcanoes in the world（Notsu et al．，２００５）．

Original references of both efflux data are listed in Notsu et al．（２００５）．

Volcano

（Observation year）

Diffuse

CO２ efflux

（t d－１）

Studied

area

（km２）

Plume

CO２ efflux

（t d－１）

<Japan>

Iwojima（２０００） ４５０ ２２ no

Miyakejima（１９９８） １００‐１５０ ０．６‐１．２ no

Usu（１９９８‐２０００） １２０／３４０／３９ ２．６５ weak

Tarumae（２０００） ６ １．８６ １４

Hakkoda（１９９９） ７４ ０．４ no

Satsuma-Iwojima（１９９９） ２０ ２．５ １００

<New Zealand>

White Island（１９９８） ８．７ ０．２ ２５７０‐２６５０

<Nicaragua>

Cerro Negro ２８００ ０．５８ weak

<Greece>

Nea Kamenei １５．４ ０．２８ no

Nisyros（１９９７） ６８ １．３ ２２００

<Italy>

Vulcano（１９８８） ３０ --- １８０

Vulcano（１９９４） ７５．３ １．９ ----

Stromboli（１９９５） ２００‐２５０ --- ２９００‐５８００
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前に比べて３倍になり，噴火１ヵ月後には１／９に減少し
たことから，山頂直下のマグマの上昇に伴い火山体内のガ
スだまりのガス圧が上がったが，噴火後は新火口からの噴
煙活動でガス圧は急減したと解釈された（Hernandez et

al．，２００１）．
CO２拡散放出は熱異常を伴なうことが多いが，マグマが

深くなるとマグマ起源のCO２拡散放出は熱異常を伴わな
い場合がある．その例としては八甲田山があげられ（Her-
nandez et al．，２００３），マグマの上昇に伴う３He／４He 比の増
加や CO２拡散放出量の増加が見られたアメリカMammoth
Mountain でも熱異常は見られない（Sorey et al．，１９９８）．現
在の富士火山の場合は，山頂や山腹からの噴気がなく，熱
異常も見られないばかりか，マグマ起源のCO２拡散放出
も全く認められない状態が続いている．
Notsu et al．（２００６）は，各火山で観測される火山ガス

放出の形態や量の特徴は，火山の噴火サイクルのある段階
を示していると考え，火山ガス放出の進化モデルを提案し
た．Fig．５にその概念図を示す．Stage I は，マグマが１０km
程度より深いところで蓄積している段階で，現在の富士火
山はこの段階である．マグマが地表に上昇し始め Stage
に入ると，火山体の透過性のよい所からCO２拡散放出が
始まり，マグマからの脱ガスが進むと山体内ガス圧も高ま
るので，CO２拡散放出も盛んになる．有珠火山（Hernandez
et al．，２００１）やMammoth Mountain（Sorey et al．，１９９８）で
見られたCO２拡散放出の増加はこの段階を示しているが，
後者ではマグマが地表に達して噴火するにはいたらず，途
中からまた深部へ戻ってしまった．マグマの上昇過程で地
表近くの帯水層と接触すると新しい噴気が現れることがあ
る．マグマが地表に達して溶岩流出や爆発を伴う噴火に至
るのが Stage で，一瞬にして大量の火山ガスが火山灰や

図５ 火山活動の推移に伴う火山ガス放出の進化モデルの概念図（Notsu et al．，２００６）．
黒丸は，火道を上下するマグマ．拡散放出と火口放出による火山ガス放出の時間変化パターンは，その概略が２種類の鎖線で描か
れている．
横軸の時間スケールは，噴火の再来周期を１０２～１０３年に想定して，仮につけてある．この時間スケールは，実際には噴火の再来周
期が数年から１０３年以上と幅が大きく，一連の周期の中での各ステージの時間も事例ごとに異なるので，火山ごとに大変に異なる
点に注意が必要である．
Fig．５． Schematic illustration showing an evolutionary model of gas release from volcanoes（Notsu et al．，２００６）．
Solid circle is magma rising and descending along the vent．Release patterns of both diffuse and plume degassing are roughly illus-
trated as two broken lines．
Time scale of horizontal axis is tentatively indicated in case that the recurrence time of eruptions is１０２～１０３years．The time scale gener-
ally differs very much volcano by volcano，because the recurrence time of eruptions varies from several years to more than１０３years and the
duration of each stage in a cycle varies case by case．

富士火山の噴気活動とマグマ揮発性物質の放出
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火山弾などとともに放出されると，CO２拡散放出は有珠火
山で見られたように急激に低下する（Hernandez et

al．，２００１）．マグマが地表へ供給され続けている Stage で
は，火口からの大規模な火山ガス放出が継続し，CO２拡散
放出は低調のまま推移する．Table３の多くの火山はこの
段階にある．新しいマグマの供給が途絶え，むしろ地下へ
戻るようになるのが Stage であり，火口からの火山ガス
放出は低下するが完全に止まることはなく，火道の閉塞を
きっかけとしてガス圧が蓄積するのでCO２拡散放出が増
加する．富士火山における１７０３年の噴火から数１０年前ま
での噴気活動の低下はまさにこの段階を見ているのであろ
う．しかし時間の経過とともにマグマの脱ガスも止まり
Stage I に戻る．
このような一連の活動の周期は，火山ごとに大きく異な

り，伊豆大島や三宅島では数１０年であるが，富士火山は
数１００年であろう．事実１７０７年の噴火以来ほぼ３００年経
過したが，まだ Stage I にとどまっているように見える．し
かし，ヘリウムの同位体にはマグマの影響が強く現れてお
り，マグマが上昇し始め，ある深さに達すると，３He／４He
比の上昇や，マグマ起源のCO２拡散放出が観測されるこ
とが期待される．富士火山では山頂域など植生に乏しいと
ころが多く，CO２拡散放出のバックグラウンドとなる生物
起源のCO２放出が極めて少ないので，わずかな火山性の
CO２拡散放出も捉えられる可能性がある．
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噴火割れ目が語る富士火山の特徴と進化

高田 亮＊・石塚吉浩＊・中野 俊＊・山元孝広＊・小林 淳＊＊・鈴木雄介＊＊＊

Characteristic and evolution inferred from eruptive fissures of Fuji volcano，Japan

Akira TAKADA＊，Yoshihiro ISHIZUKA＊，Shun NAKANO＊，Takahiro YAMAMOTO＊，
Makoto KOBAYASHI＊＊ and Yusuke SUZUKI＊＊＊

Fissure eruption sites and their ages during the last２０００years were newly determined using１４C dat-
ings and the stratigraphic relation with Kozushima AD８３８eruption tephra．Characteristics of eruptive fis-
sures of Fuji volcano are analyzed，based on the new data and previous studies．The distribution of the eruptive fis-
sures is restricted within１３．５km from the summit．The eruptive fissures show asymmetric，radial pattern centering
the summit．Some of them concentrate on axes toward NW，NE，and S from the summit，which look like rifting activ-
ity．The eruptive fissures on the northern flank develop echelon pattern weakly．Fissure eruptions may have occurred
at interval of１０‐２０years during the period of high activity．At one eruption，few eruptive fissures may have opened
on different flanks．Their characteristics are controlled by the basement or older volcanoes beneath the vol-
cano as well as by the regional stress field with the dominant eruptive fissure trend of NW-SE．
Next，the evolution of fissure eruption sites is discussed using the time series diagram: the position of an erup-

tion site is represented by the distance from the summit，and the clockwise azimuth centering the summit．The fissure
eruption sites of Fuji volcano expanded or reduced their distribution area at the interval of１０００‐２０００years: the peak
of expansion occurred at around Cal BC１５００and AD８００‐９００．Some felsic volcanoes around Izu peninsula also erupted
when the peak of expansion．The eruptive fissures shifted their dominant trend from NW-SE to N-S after the Jogan
８６４eruption．Finally，two types of fissure eruptions at Fuji volcano are proposed: explosive one through the by-
pass system and effusive fissure one connecting to the summit vent system．The effusive eruptions were domi-
nant during the last２０００years except the Hoei１７０７eruption．This is consistent with the existence of high-level fissure
eruptions sites more than３４００m suggesting intermittent summit activity，at least，during the period of cal BC３００‐
AD１１００．
Key words: Fuji volcano，radiometric carbon age，eruptive fissure，fissure eruption，flank eruption，dike，stress field

１． はじめに
噴火割れ目の分布は，地下での岩脈の分布を表している．

岩脈の方向やその分布は，広域的な応力場（e．g．Nakamura，
１９７７）やマグマ供給系からの局所的な応力場（e．g．Takada，
１９９７）を反映しており，噴火位置の将来予測には欠くこと
ができない情報である．Takada（１９９９）が提案した，岩脈
蓄積がマグマ供給に対して供給量制御という負のフィード
バックを与える可能性を考えると，噴出量や噴出間隔への
影響もでてくる．また，山腹での噴火割れ目の特徴的な分

布パターンは火山体の安定・不安定の情報も暗示してい
る．本論では，噴火間隔・噴出量のバリエーションがあり，
爆発的噴火と非爆発的噴火を起こす特徴をもつと指摘され
ている富士火山（宮地，１９８８；高田，２００３a，b）を例にし
て，富士火山の割れ目噴火の特徴，時間変化などを記述し，
割れ目噴火が語る富士火山の応力史を考察する．富士火山
では，火山活動の盛衰や噴火様式の変化の波があり，最近で
は，西暦７００－１０００年前後に多くの割れ目噴火が起こった
ことも指摘されている（高田・他，２００４；山元・他，２００５）．
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図１ 富士火山の位置（A）とテクトニックティング（B，C）．B：南北方向の推定断面図．C：東西方向の推定断面図．
Fig．１． Location of Fuji volcano（A）and cross sections of N‐S（B）and W‐E（C）showing tectonic setting of Fuji volcano．A is modified
after Quaternary volcanoes in Japan（Takada，２０００）．

富士火山は，フィリピン海プレートがユーラシアプレート
に沈み込む境界付近に成長しており（Fig．１A），応力場の
変化の影響を受けやすいと考えられるので（Figs．１B，１
C），火山の応力に関する境界条件を評価するのに最適な
事例といえよう（高田，２０００；高田・他，２０００）．
本研究のためには，富士火山で過去の割れ目噴火の情報

の整備が必要である．爆発的噴火を起こす場合が多い山頂
噴火に比べると，噴出物の分布範囲が限られている割れ目
噴火の活層履歴を明らかにすることは，これまで十分では
なかった（津屋，１９６８；町田，１９７７）．宮地（１９８８）は，局
所的なテフラによる層序を精力的に研究し，山腹噴火の相
対的な時間区分を行ったが，定量的な年代値を与えるまで
には至っていなかった．また，東山腹を中心とする詳細な
テフラの研究でも噴出源を特定するにはいたってない（上
杉，１９９０；１９９３；１９９８）．従来の研究法では，露頭状況に制
限を受ける地表調査の限界もあった．
噴火割れ目の特徴と進化を議論するためには，噴火年代，

噴火位置の情報が必要となる．産総研では，重要な割れ目
噴火の情報を引き出すためには，富士宮および富士山図幅

調査のための地表踏査に加えて，年代未詳のスコリア丘の
山頂部で，最大５mのトレンチを実施した（高田・他，
２００４）．例えば，スコリア丘の上は，浸食がなく，流れ堆積物
も到達しないので，スコリア丘形成のあとの噴出物の情報
が残されているからである．トレンチ調査の詳細は別の稿
で報告するが，青木ヶ原溶岩で代表される貞観噴火以外に
も，歴史時代に相当する多くの噴火が明らかとなってきた
ことが予報として報告されている（小林・高田，２００３；高
田・他，２００４；石塚・他，２００４；中野・他，２００４；鈴木・他，
２００４）．
本報告では，現在調査中の東山腹の一部を含めて，新し

く発見された溶岩流，存在は知られていたが年代が不明で
あった溶岩流について，１４C年代測定結果を報告し，小
林・他（２００５）で明かにした神津島天上山テフラ（西暦
８３８年噴火）との層位関係を加えた結果を，噴火割れ目の
位置とともに報告する．神津島天上山テフラは，新島８６８
年噴火テフラと岩石化学的手法で区別がつく（Sugiuchi
and Fukuoka，２００５）．最後に，富士火山の割れ目噴火の特
徴を説明し，その時間変化の議論を行う．噴火年代の情報
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があるが，割れ目噴火の位置が特定できないものは，方位
のみの情報を使って議論する．
本研究で行われた炭素同位体年代測定は，山元・他

（２００５）の報告と同様の手法を用いた．本論では，主とし
て暦年代補正された値を使う．富士火山では，多くの炭素
同位体年代測定結果が報告されている（例えば，津屋，
１９７１）．小川（１９８６），宮地（１９８８）や上杉（２００３）などに
既存の年代値がまとめられている．本論では，暦年代補正
までされた近年測定した値を採用し，これらの補正年代値
がない場合のみについて，既存の年代を参考にする．

２． Cal BC１５０００より新しい噴火割れ目の情報
Cal BC１５０００より新しい時期は，津屋（１９６８）の新富

士に相当する．また，本論文集で山元・他が提案している時
代区分では，富士宮期（Cal BC１５０００－Cal BC６０００），須
走期 a（Cal BC６０００－Cal BC３６００），須走期 b（Cal BC３６００
－Cal BC１７００），須 走 期 c（Cal BC１５００－Cal BC３００），須
走期 d（Cal BC３００以降）に相当するものである．Fig．２
には，富士火山の噴火割れ目の名称と位置を，Cal BC１５０００
－K－Ah，K－Ah－Cal BC３６００，Cal BC３６００－Cal BC
１７００，Cal BC１５００－Cal BC３００，Cal BC３００以降と４時代
区分して示した．K‐Ah は，７３００yBP の広域テフラである
（町田・新井，２００３）．噴火割れ目全体の分布は，Fig．３に
プロットした．
２‐１ Cal BC１５０００－BC３００の割れ目噴火
２‐１‐１ 南西－南－南東山腹
K‐Ah に被われる時期は，大部分が津屋（１９６８）の新富

士旧期に相当し，山元・他（２００７）の富士宮期（Cal BC１５０００
－Cal BC６０００）と須走期 a（Cal BC６０００－Cal BC３６００）
前半に相当する．この期間の山腹噴火口は，南山腹では，
津屋（１９６８）に記載された茗荷岳のほかに，茗荷岳の東の
尾根の東茗荷岳（新称），富士スカイライン馬返付近の馬
返（新称），富士スカイライン沿い高鉢山駐車場付近の北
高鉢火口（新称）を含む高鉢山から北東高鉢山へ続く高ま
りが，また，南東山腹では片蓋山，黒塚．北西黒塚（新称），
アザミ塚，次郎右衛門塚がこの期間に形成された（高田・
他，２００４）．片蓋山からは，層序と岩質の類似性より，曾比
奈溶岩流が流出したものと思われる．K‐Ah より少し古い
時代の噴火によるスコリア丘は，南山腹の西臼塚と南西山
腹の檜塚である（小林・高田，２００３）．
K‐Ah を覆い，Cal BC１７００まで期間は，大部分が津屋

（１９６８）の新富士中期に相当し，山元・他（本論文集）の
須走期 a後半と須走期 b（Cal BC３６００－Cal BC１７００）に
相当する．この期間の山腹噴火によるスコリア丘は，南東
山腹の平塚と南山腹の東臼塚（小林・高田，２００３），南西山
腹の二子山（天母山溶岩流）（山元・他，２００５），白塚（小
林・高田，２００３）である．腰切塚は，砂沢スコリア直下に
スコリア丘本体があるが，腰切塚の岩質と周辺の地質状況
から，西黒塚とともに，津屋（１９６８）の日本ランド溶岩（SW
５）（Cal BC１７００（山元・他，２００５））の噴出火口の１つと
対比しておくことにする．

Cal BC１５００からCal BC３００の期間は，津屋（１９６８）の
新富士新期の前半に相当し，湯船第２（S２２）噴火までを
ふくみ，また，山元・他（２００７）の須走期 c（Cal BC１５００
－Cal BC３００）に相当する．この期間の堆積物の最下部付
近には，伊豆東部火山群のカワゴ平噴火による降下軽石Kg
が挟まれている．Kgに関しては，３０６０‐３１９０yBP（BC１４００
年頃）の噴火年代が推定されている（嶋田，２０００）．この期
間の前半は，Kg直前の S１０，Kg直後の大沢，S１１といっ
た山頂での爆発的噴火で始まるが，山頂だけでなく山腹噴
火も盛んであったことが明らかとなった．南東から南山腹
では，この時期に，砂沢噴火，御殿場岩屑なだれ，そして，
噴出源が特定できていないが駒門降下スコリア（山元・
他，２００５）と続く．また，この頃，高山や浅黄塚の山腹噴
火も起こった（宮地，１９８８；小林・高田，２００３）．次にこの
時期の後半は，主として山頂からの爆発的噴火で特徴づけ
られる（宮地，１９８８）．しかし，山頂では，非爆発的噴火や
溶岩湖の形成も起こっていた（Ishizuka et al．，２００４）．ま
た，この時期の岩脈も，大沢源頭部，富士宮登山口頂上富
士館下，北西の尾根などに，山頂から１km以内の範囲で
確認できた．津屋（１９７１）に記載されている山頂付近の岩
脈群の一部に相当する．
２‐１‐２ 北西－北－北東山腹
７３００yBP の広域テフラK‐Ah に被われる時期に形成さ
れた山腹火口は，北西山腹では，犬涼山，永山，二ッ山，
サワラ山である（石塚・他，２００４）．また，北東山腹では，
大臼，小臼，臼久保橋火口（通称“材木屋”）である（中野・
他，２００４）．大臼のスコリアと臼久保橋火口のスパッターの
それぞれ直下の腐食土壌より，２σでCal BC７１７０－７０５０，
Cal BC８６００－８３１０の年代が得られた（Table１）．
K‐Ah を覆い，Cal BC１７００までの期間に形成されたス

コリア丘は，トレンチ調査から以下のように時代区分でき
た（石塚・他，２００４）．塒塚，弓射塚，西剣，丸山は，この
期間の前半の噴火によるスコリア丘であり．八軒山，西幸
助丸，幸助丸，北西奥庭は，この期間の中頃のスコリア丘
である．御庭奥庭の西側に分布する，スバルラインを横切
る噴火割れ目であるトミネ，臼山，臼山の北西に続く北西
臼山（新称），北西弓射塚，鹿の頭，東剣は，この期間の
後半のスコリア丘である．北西弓射塚，鹿の頭は，Kgの直
下の層準で，この時期の最後に形成されたものと思われる．
Cal BC１５００からCal BC３００の期間，山頂噴火と山腹

噴火活動が活発化することは，南東－南山腹と同じである．
山頂噴火に伴ったと思われる火砕流も発生している
（Yamamoto et al．，２００５）．その後，山腹では，大室山と片
蓋山からの大室スコリアの同時噴火，大平・桟敷山の噴火
が続く（鈴木・他，２００４）．これらの山腹噴火のあと，S１７
のスコリア群ないし S１８から湯船第２スコリア（S２２）ま
での山頂噴火の活動が活発となる．
２‐２ Cal BC３００より新しい割れ目噴火
古文書の数・質や内容が時代により異なるため，古文書

の記録から分かることには限界がある．そのなかで，信頼
性のあるものは，延暦の噴火，貞観の噴火，そしてすでに
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表１ 富士火山の噴出年代を決めるための炭素同位体年代測定結果．サンプル採取の位置は，世界測地系の緯度経度で示した．
Table１． Results of radiocarbon dating for the products of the Fuji volcano．Latitude（N）and Longitude（E）are represented by the WGS
８４reference frame．
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図２ 富士火山の噴火割れ目の位置図．A:
Cal BC１５０００－１７００の期間の噴火割れ目．
B:Cal BC１５００より新しい期間の噴火割れ
目．年代値は，本研究の成果である表１
以外に，山元・他（２００５），内閣府（２００４），
上杉（２００３）に記載のものを使用した．噴
火割れ目の位置はDEMイメージにプロッ
トした．
Fig．２． Fissure eruption sites of Fuji volcano
with their names during the period of Cal BC
１５０００－１７００（A），and those during the pe-
riod younger than Cal BC１５００（B）．Age data
are from Table１，Yamamoto et al．（２００５），
Cabinet Office（２００４），and Uesugi（２００３）．
The fissure eruption sites are plotted on the
DEM image．
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図３ 富士火山における，Cal BC１５０００より新しい噴火割れ目の分布図．年代値は，本研究の成果である表１以外に，山元・他（２００５），
内閣府（２００４），上杉（２００３）に記載のものを使用した．噴火割れ目の位置はDEMイメージにプロットした．
Fig．３． Fissure eruption sites of Fuji volcano during the period younger than BC１５０００．The data are plotted on the DEM image．The age data
are from Table１，Yamamoto et al．（２００５），Cabinet Office（２００４），and Uesugi（２００３）．
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述べた宝永の噴火である（小山，１９９８a）．本研究から，古
文書には記載されていない多くの噴火が明らかになってき
ている．奈良時代からの山頂での火映現象，噴煙現象など
の古文書の記録は，都司（１９９２）に詳細に解析されている．
以下，地質の研究からの，Cal BC３００より新しい割れ目
噴火の最近の先行研究の情報と，新知見を報告する．炭素
同位体年代測定の結果は，採取地点の位置情報とともに，
Table１に示した．Fig．４には，各噴出物の層位関係を，Fig．５
には，各噴出物の炭素同位体年代値と山頂を中心とした方
位との関係を示した．Fig．６には，富士宮口新五合目より
上の南山腹における噴火割れ目の写真を示した．また，本
研究では，各噴出物には降下スコリアなどを含むことから，
津屋の定義した溶岩流の固有名詞のあとに，溶岩流ではな
く噴火噴出物という名称を付けて呼ぶことにする．
２‐２‐１ 南西－南－南東山腹
小天狗噴火噴出物は，小天狗溶岩流（津屋，１９６８）から

なる．本噴出物は湯船第２スコリアを覆う．その直下の炭
化物より，２σでCal BC３５０－３１０またはBC２１０－４０の炭
素同位体年代がでている（山元・他，２００５）．標高１，５２０－
１，６５０m，１，７５０－１，８００mの尾根が，噴火割れ目の一部と
思われる（Figs．２，３）．
二ッ塚噴火噴出物は，二ッ塚スコリアとその溶岩からな

る（宮地，１９８８）．本噴出物は湯船第２スコリアを覆う．本
スコリアおよび溶岩流直下の炭化物より，２σでCal BC
１７０－AD４０の炭素同位体年代が報告されている（山元・
他，２００５）．噴出火口は，二つのスコリア丘である二ッ塚で
ある（宮地，１９８８）．
赤塚噴火噴出物は，赤塚スコリア（宮地，１９８８）と，溶

岩流よりなる．その末端部は，津屋（１９６８）の印野溶岩流
に続くものと思われる．本スコリアは，二ッ塚スコリアを
覆う．印野溶岩流直下の炭化物からは．２σでCal AD３９０
－５５０の年代が得られた（Table １）．スコリア丘山頂での
トレンチ調査によれば，本噴出物は，赤塚北方の火口群（北
赤塚火口群），赤塚，馬の頭からなる一連の割れ目噴火か
らもたらされたものと思われる（高田・他，２００４）．
西二ッ塚噴火噴出物は，西二ッ塚スコリア（宮地，１９８８）

と，溶岩流からなる（Figs．２，３）．西二ッ塚の方向から流
れ下っている溶岩流は，アザミ塚の北の登山道付近と，幕
岩に露出している．幕岩の露頭では，最上位の溶岩流であ
り，地形に従い，滝から谷底に流れ下っている．
青沢噴火噴出物は，青沢溶岩流（津屋，１９６８）からなる．

その直下の炭化物より，２σでおおよそCal AD４００－６００の
範囲の炭素同位体年代がでている（山元・他，２００５）．本溶
岩流は，青沢右岸の標高１，７５０－２，０００m付近に並ぶ火口
列より，噴出した（Figs．２，３）．この付近には，発泡の悪
い火山弾が多く見られる．
鑵子山噴火噴出物は，降下スコリアと溶岩流からなる（宮

地，１９８８）．直下の炭化物より，２σでCal AD６７０－９７０の炭
素同位体年代がでている（山元・他，２００５）．本スコリアは，
神津島８３８年噴火の火山ガラスの直下に位置する（小林・
高田，２００３）（Fig．５）．西暦７００－８００年前後の噴火と思わ

れる．噴出火口は，スコリア丘である鑵子山と，その北に
続く，スパッターからなる宮地（１９８８）で定義された北鑵
子山である．
大淵スコリア噴火噴出物は，富士火山南麓に南に細長く

広がり，湯船第２スコリアの上位に位置する大淵スコリア
である（宮地，１９８８）．直下の腐食土壌より，Cal AD１０００
前後の炭素同位体年代が得られた（山元・他，２００５）．しか
し，本スコリアは，神津島８３８年噴火の火山ガラスの直下
に位置する（小林・高田，２００３）ので，上記の年代とは矛
盾する．西暦７００－８００年前後の噴火と思われる．本スコ
リアの噴出源を，宮地（１９８８）は南山腹の標高１，６４９mの
高鉢山に想定したが，高鉢山山頂部では，湯船第２より下
位のスコリア群まで堆積していることがトレンチ調査によ
り確認された（小林・高田，２００３）．噴出火口は，むしろ，
高鉢山の北方，高鉢山駐車場付近で富士スカイラインを挟
むように南北に並ぶ，直径１００mの２つの火口状凹地付近
と考えられる（Figs．２，３）．この付近では，降下スコリア
の厚さが最も厚く１m以上に達し，スコリア径が最も大
きく，２０cm以上に達する火山弾なども多く見られる．本
スコリアは溶岩流を伴わず，噴出源に高いスコリア丘を形
成しないという特徴をもつ．
水ヶ塚檜丸尾噴火噴出物は，火口付近のスパッターと，

水ガ塚檜丸尾溶岩（津屋，１９６８）からなる．本噴出物は，そ
の直下の炭化物よりCal AD６９０－８９０，６８０－８９０年のAMS
年代が得られ（Table１），その直下に神津島８３８年噴火の
火山ガラスが濃集していることから，西暦８００年代中期に
噴火したものと考えられる（Fig．５）．本噴出物は，南ガラ
ン塚の噴火割れ目から噴出したと考えられる（小林・高田，
２００３）（Figs．２，３）．その理由として，本溶岩は，南ガラン
塚から流れていること，南ガラン塚上には，同岩質のスパ
ッターに囲まれる火口列が存在することがあげられる．
東臼塚南噴火噴出物は，火口付近のスパッターと，溶岩

流からなり，津屋（１９６８）では，東臼塚を噴出源とする新
富士中期の溶岩流として記述されていた．本溶岩流は，小
天狗溶岩流を被う．小川（１９８６）では，本溶岩流を新富士
新期と改めたが，噴出口を津屋と同じく東臼塚と判断した
ため，東臼塚溶岩流と命名した．しかし，東臼塚山頂のト
レンチ調査では，本スコリア丘は，新富士中期の活動によ
り形成されたものであることが明らかとなった（小林・高
田，２００３）．また，本噴出物は，新富士中期のスコリア丘で
ある東臼塚の山腹最下部付近から南に続く約２km程度の
割れ目から噴出したことも明らかとなった（Figs．２，３）．
したがって，本噴出物を東臼塚南噴火噴出物および同溶岩
流（新称）と再定義する．本溶岩流の直下の炭化物より，２
σでCal AD７２０－９６０のAMS年代が得られ（Table １），
その直下に神津島８３８年噴火の火山ガラスが濃集している
ことから（小林・他，２００５），西暦８００年代後半に噴火した
ものと考えられる（Fig．５）．
大淵丸尾噴火噴出物は，火口付近のスパッターと，溶岩

流からなる．本溶岩流は，大淵丸尾溶岩流（津屋，１９６８）に
相当する．本溶岩流は，大淵スコリアと東臼塚南溶岩流を
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図４ 富士火山の過去２０００年間の山腹割れ目噴火の層序関係．
Fig．４． Block diagram showing stratigraphic relation of fissure eruptions during the last２０００years．Abbreviations in ascending or-
der are as follows．Tsm: Tsuchimarubi，Asg: Kotengu，Ftt: Futatsuzuka，Sub（lw）：Subashiri-Gotenbaguchi（lower），Tkz: Takizawa py-
roclastic flows．Akt: Akatsuka‐Innomarubi，Aos: Aozawa，Gam: Gananamaubi，Hnm１：Hinokimarubi‐１，Nam: Nakanochaya，
Kri: Hakudairyuo-Kooriike，Yam: Yakenomarubi，Nim: Nishinomarubi，Obs: Obuchi-scoria，Nfl; Nishi-Futatsuzuka，Onw１：Oniwa-Okuniwa
‐２，Onw１：Oniwa-Okuniwa‐２，Oon: Onagare，Tam: Takamarubi，Hnm２：Hinokimarubi‐２，Kan: Kansuyama，Ten: Tenjinyama，
Iga: Igadonoyama，Nag: Jogan８６４（Aokigahara），Him: Mizugatsuka‐Hinokimarubi，Hum: Higashi-Usuzukaminami，Obu: Obuchimarubi，
Fud: Fudosawa，Nis: Nissawa，San: Sankakuyamajinja，Svg: Subashiri vent group，Sub（up）：Subashiri‐Gotenbaguchi（upper），Ken１：
Kenmarubi‐１，Ken ２：Kenmarubi‐２，Syt: Suyamatainai．
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図５ 富士火山の過去２０００年間の山腹割れ目噴火の方位に関する時系列図．年代値が明らかにされたもののみプロットした．年代値
は，本研究の成果である表１以外に，山元・他（２００５），内閣府（２００４），上杉（２００３）に記載のものを使用した．
Fig．５． Azimuth‐age diagram of fissure eruption sites for Fuji volcano during the last２０００years．Only the fissure eruptions whose age were
determined are plotted．The age data are from Table１，Yamamoto et al．（２００５），Cabinet Office（２００４），and Uesugi（２００３）．Abbreviations
are in Fig．４．
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図６ 富士火山，五合目から山頂にたる南山腹の噴火割れ目．不動沢（Fud），日沢（Nis），御殿場－富士宮口（Got），富士宮八合目
（Fm８），富士宮九合目（Fm９）の噴火割れ目が赤線で書き込んである．現在の山頂火口底の位置と，高標高の噴火割れ目の位置か
ら推定された，湯船２噴火後の，埋没していない火口底の位置を示した．
Fig．６． Photograph of the southern flank along Fujinomiyaguchi route，Fuji volcano，showing eruptive fissures of Fudosawa（Fud），Nissawa
（Nis），Gotenba‐Fujinomiyaguchi（Got），Fujinomiyaguchi８th station（Fm８），and Fujinomiyaguchi９st station（Fm９）．The floor level
of the summit crater after Yubune ２ eruption is estimated from the level of the highest vent of eruptive fissure．

被う（Fig．４）．本噴出物直下の２試料の炭化物から，それ
ぞれ，２σでCal AD７７０－９８０（山元・他，２００５），７９０－１０００
年（Table１）の AMS年代が得られた．神津島８３８年噴火
の火山ガラスがこの直下に濃集していることから，西暦
９００年前後の噴火と思われる（Fig．５）．この溶岩流は，標
高１，０３０mから７９０mまでの３kmにわたる割れ目火口列
から噴火した（Figs．２，３）．その末端の位置は，山頂から
１３km強の距離である．
不動沢噴火噴出物は，火口付近のスパッター，降下スコ

リアと，溶岩流からなる．本溶岩流は，津屋（１９６８）の不
動沢溶岩流に相当する．溶岩流に焼かれた多くの炭化物か
ら，Cal AD１０００程度の炭素同位体年代がでている（山元・
他，２００５）．本溶岩流の下には，神津島天上山８３８年噴火の
火山ガラスが濃集している（小林・他，２００５）．本溶岩流の
噴出源は，富士宮口登山道の西側の沢，標高２，８５０m付近
から，富士宮口新五合目をとおり，表富士周遊道路の１，３７０
m付近までの長さ４kmに及ぶ南北方向の噴火割れ目であ
る（Figs．２，３，６）．宮地（１９８８）の西浅黄塚は，不動沢の
最南端の火口である．岩質は，斜長石に富むかんらん石玄
武岩である．斜長石は，集小型の短冊状結晶が集合した集
斑状であることが多いのが特徴で，他の玄武岩と容易に区
別できる．岩質は，剣丸尾第１溶岩に類似する．

日沢噴火噴出物は，火口付近のスパッター，降下スコリ
アと，溶岩流からなる．本溶岩流は，津屋（１９６８）の日沢
溶岩流に相当する．富士宮口新五合目の駐車場の東端では，
本溶岩流が，不動沢溶岩流ないしその火口近傍のスパッタ
ーを被う（Fig．４）．御中道の五－七合目では，本溶岩流が，
不動沢溶岩流の噴火割れ目火口列内に流れ込んでいる
（Fig．６）．溶岩流に焼かれた炭化物から，Cal AD１０００前後
の炭素同位体年代がでている（山元・他，２００５）．本溶岩流
の噴火割れ目は，標高３，２００m付近から，富士宮登山道６
合目，雲海荘の西側をとおり，２，２５０m付近まで，長さ２km
にわたり南北走向に並ぶ（Figs．２，３）．岩質は，比較的斑
晶の少ないかんらん石玄武岩で剣丸尾第２溶岩と類似す
る．
三角山神社噴火噴出物（新称）は，東富士演習場内で新

たに発見された溶岩流からなる．本溶岩流直下の炭化物よ
りCal AD９９０－１１６０，Cal AD８９０－１０３０のAMS年代が得
られ（Table１），西暦１０００年前後の噴火と思われる．噴
出源は，分布より，三角山神社の南東，次郎右衛門塚と砂
沢の間と推定される（Figs．２，３）．東富士演習場の平塚道
付近の溶岩流には，溶岩樹型が多く見られる．
須山胎内噴火噴出物（新称）は，火口付近のスパッター

と，溶岩流からなる．本溶岩流は，周遊道路の須山胎内入
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口の駐車場の東側に見られる．２００２年度にトレンチ調査
（小林・高田，２００３）で，溶岩の底より採取された炭化物よ
り，２σでCal AD１０３０－１２３０年の年代がでている（山元・
他，２００５）．噴火割れ目は，須山胎内の上部，登山道沿い
１，５００m付近のスパッター群である（Figs．２，３）．溶岩流末
端は，周遊道路から三角山神社入口の林道を入った林道分
岐点付近である．
御殿場－富士宮口噴火噴出物は，火口近傍の火口付近の

スパッターと，溶岩流からなる．津屋（１９６８）の御殿場富
士宮口溶岩流に相当する．湯船第２スコリアを覆う．３，５００
m付近から宝永火口の上端までの３，１５０mまで，火口列
が続く（Figs．２，３，６）．
富士宮八合目噴火噴出物（新称）は，新たに発見された

もので，火口近傍の火口付近のスパッターと，小規模の溶
岩流からなる．富士宮登山道八合目池田館の上部３，２７０m
付近から，見かけ上，沢を挟んで二股に分かれて分布する
溶岩流である（Figs．，２，３，６）．東のローブの末端は３，１５０
m付近，西のローブの末端は２，９２０m付近である．湯船
第２スコリアを覆う．噴火割れ目は，３，２７０mから３，２３０
m付近と思われる．
富士宮九合目噴火噴出物（新称）は，新たに発見された

もので，火口近傍の火口付近のスパッターと，小規模の溶
岩流からなる．富士宮登山道九合目の西の沢を越えた尾根
上３，３８０m付近から，２，９００m付近まで分布する細長い小
規模な溶岩流である（Figs．，２，３，４）．本溶岩流を供給した
岩脈も見られる．
２‐２‐２ 北西－北－北東山腹
北西－北山腹で，Cal BC３００より新しい時期に噴出し

た溶岩流のうち，従来から定義されている溶岩流（津
屋，１９６８）より，新たな年代，層序データが得られたので
報告する．
白大竜王・氷池噴火噴出物（津屋，１９６８）は，北氷池火

口群（宮地，１９８８）からの噴出物を含む．本溶岩流は，そ
の直下の炭化物より，２σでCal AD６４０年－７７０年の炭素
同位体年代が得られ（Table１），御庭・奥庭第１，２噴火
噴出物（津屋，１９６８）に被われている（Fig．４）．焼野噴火
噴出物・西丸尾噴火噴出物（津屋，１９６８）は，御庭・奥庭
第１，２噴火噴出物に被われている（Fig．４）．焼野噴火噴
出物と御庭・奥庭第１，２噴出物は，その直下から多くの
炭化物が採取されているが，AMS年代の大部分の結果が，２
σでCal AD６００－９００年の範囲にはいっている（山元・
他，２００５；Table １）．しかし，その直上に神津島８３８年噴
火の火山ガラスが濃集していることが確認できたため，Cal
AD７００年後半－８００年頃の噴火と考えられる（小林・他，
２００５）（Fig．５）．御庭・奥庭第１，２噴火噴出物は，それ
ぞれ，標高３，４００mから２，１００mまでの３．５kmと，標高
３，０００mから１，５７０mまでの５．５kmにわたる噴火割れ目
から噴火した（Figs．２，３）．
天神山・イガトノ山噴火噴出物（津屋，１９６８）は，その

直下の炭化物より，２σでCal AD６１０－９６０年のAMS年代
が得られているが（Table１），下位に神津島８３８年噴火の

火山ガラスの濃集を確認したので，天神・イガトノ噴火は
８３８年以降，下記の貞観８６４年噴火までの時期に噴火した
（小林・他，２００５）．青木ヶ原溶岩流（津屋，１９６８）を流出し
た噴火は，古文書による噴火経緯と溶岩流の分布の一致よ
り，西暦８６４年の貞観噴火であると指摘された（小山，１９９８
a）．神津島８３８年噴火の火山ガラスは，青木ヶ原溶岩流直
下に濃集が確認され，貞観噴火のスコリア丘である長尾山
山頂では検出されなかったことは，古文書の解析結果と矛
盾しない（小林・他，２００５）（Fig．５）．大流溶岩流（津屋，１９６８）
からは，２σでCal AD６９０－９００年の年代が得られている
（山元・他，２００５）．
西暦１０００年頃には，剣丸尾第１，２溶岩（津屋，１９６８）が

噴出している．今回新たに，剣丸尾２溶岩直下の炭化物か
らは，２σでCal AD９９０－１１８０年のAMS年代が得られた
（Table１）．剣丸尾第２の噴火割れ目の最も高標高の位置
は，吉田大沢内の３，４８０m付近である（Figs．２，３）．
北東山腹での堆積物の層位は，中野・他（２００４）に報告

されている．土丸尾溶岩流はその基底の炭化物より，Cal
BC３６０－２３０の年代が得られた（Table１）．内閣府（２００４）
で詳細に調査された滝沢火砕流群の炭化物からは，およそ
Cal AD２００－５００の範囲の年代値がでている（内閣
府，２００４；山元・他，２００５）．雁穴丸尾溶岩流はその基底の
炭化物より２σでCal AD３５０－６３０の年代が，檜丸尾第１
溶岩流はその基底から２ σでCal AD４４０－６４０の年代が，
中ノ茶屋溶岩流はその基底の炭化物より，２σでCal AD
５６０－６７０の年代が得られた．また，鷹丸尾溶岩流は，そ
の基底の腐食土壌から２σでCal AD６７０－８７５（Cal AD
７６５）（Intercept age AD７６５）の年代が得られた（Table １）．
本溶岩と対比される檜丸尾第２溶岩流の直上に，神津島
８３８年噴火の火山ガラスが濃集していることを確認した
（小林・他，２００５）．よって，鷹丸尾溶岩流と檜丸尾第２溶
岩流は，西暦８００年頃の噴火と考えてもよい（Fig．５）．須
走－須走口溶岩流は，複数枚の溶岩流からなり，そのうち
の上位のものから，Cal AD１０００頃のAMS年代が得られ
ている（中野・他，２００４）（Table１）．本溶岩直下には，神
津島８３８年噴火の火山ガラスが濃集していることを確認し
た（小林・他，２００６）．しかし，この地域で割れ目噴火位置
が報告されているのは，滝沢火砕流群（内閣府，２００４），焼
山（津屋，１９６８），西小富士（小山，１９９８b）だけである
（Figs．２，３）．ただし，西小富士噴火割れ目の噴出物は，神
津島８３８年噴火の火山ガラス濃集層に被われることが確認
された（小林・他，２００６）．須走登山道から須走五合目付近
には，S‐２４‐６（上杉，２００３）とその上にのる複数枚の降下
スコリアが局在しており，火口群の存在が推定される（須
走火口群（Fig．２））．S‐２４‐６からは，２σでCal AD７９０－
１０００の年代が報告され（山元・他，２００５），神津島８３８年
噴火の火山ガラスが濃集していることも報告されている
（小林・他，２００６）．

３． 議論：富士火山の噴火割れ目の特徴と進化
３‐１ 噴火割れ目の特徴
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図７ 対称性の高い，理想的な噴火割れ目のパターン（A）と富士火山の噴火割れ目のパターン（B）．Bは，図３をもとにしている．
Fig．７． Ideal eruptive fissure pattern（A）and eruptive fissure pattern of Fuji volcano on the DEM image（B）．The pattern of B is plotted on
Fig．３．

３‐１‐１ 応力を感じる岩脈からの情報
岩脈は最も引っ張る方向（最小圧縮主応力軸）に垂直に，

最も圧縮される方向（最大圧縮主応力軸）に平行に，形成
される（Anderson，１９５１）ので，この方向より応力場を復
元できる．岩脈に影響を及ぼす応力場は，広域応力場と局
所応力場に分解できる．広域応力場は，火山より十分遠方
の広い範囲の応力場に使用され，プレートの押し引きによ
り発生する応力などを示すことが多い（Figs．１B，１Cの R
‐SF）．一方，局所応力場は，マグマ供給系周辺や火山体
内の応力場に使われることが多い（Figs．１B，１Cの L‐SF）．
岩脈の分布から，広域応力場以外に，様々局所的な応力源
の情報を引き出すことができる．噴火割れ目の分布限界は，

火山体周辺の応力場の情報を，その分布の非対称性や特徴
的なパターンは，山体内の応力不均一性の情報をもってい
る．
３‐１‐２ 分布限界
火山周辺は，一般には火山体と比べてより圧縮的で拡大

しにくいので，岩脈の水平規模は，火山体周辺の応力場の
境界条件の規制をうける．これが噴火割れ目の分布限界で
ある．世界の複成火山での山腹での噴火割れ目の分布規模
を，横軸に各火山の年齢を，縦軸に対数で山腹割れ目噴火
の分布規模でプロットすると，火山の年齢が古くなるにつ
れ，すなわち火山の規模が大きくなるにつれ，山腹割れ目
噴火の分布規模も拡大する傾向がある（高田，２０００；
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Takada，in press）．ただし，地殻の引張の度合いが強い地
域の火山は，噴火割れ目の長さが長い．この場合，火山体
の規模を越えて，岩脈が進展することがある．記憶に新し
い三宅島２０００年の噴火では，より引張である神津島の方
向へ岩脈が貫入したと考えられている．
富士火山では，Cal BC１５０００年より新しい時期に，山

頂から１３．５km程度の距離までの範囲内で割れ噴火が発
生している（Fig．７B）．北西麓では貞観噴火の最北端の火
口（内閣府，２００４），北東麓では，大臼や小臼，臼久保橋火
口（中野・他，２００４），南麓では大淵丸尾噴火の最南端の火
口が，山頂から１３．５kmの距離に位置する低標高火口で
ある．富士火山の山体はより引張的であり岩脈は貫入しや
すいが，富士火山の外側の御坂山地はより圧縮的であると
考えられる．
富士火山の噴火で１回の噴出量が１km３をこえるものが

ある（富樫・他，１９９１）．もし，１km３程度のマグマが，噴火
しないで岩脈として貫入したら，岩脈の厚さが１m，高さ
が１０kmとすると，水平貫入距離は，１００kmに達する．た
だし，岩脈の厚さが１mと仮定したのは，宝永火口で露
出する岩脈が１m前後の厚さをもつものが多いからであ
る．ハワイやアイスランドの火山ではマグマが５０－１００km
横に移動した観測事実がある．富士火山で山頂から１００km
岩脈が貫入すると，甲府市や小田原市，静岡市まで到達し
てしまう．実際の富士火山の経験則である水平貫入距離
１３．５kmは，噴火のハザードには重要な値である．また，
この貫入距離では，厚さが１m，高さが１０kmとすると，
０．１３km３の体積のマグマしか蓄えることができない．０．１３
km３の体積をこえるマグマが供給されれば，噴出するはず
である．
３‐１‐２ 分布非対称性
等方的な局所的応力場と広域応力場が重なった場合の噴

火割れ目の理想的な岩脈の配置（Nakamura，１９７７）は，水
平最大圧縮主応力軸に平行な山頂を通る面に面対称であ
り，また，この面に垂直で山頂を通る面に対しても面対称
であることが期待される（Fig．７A）．しかし，実際の火山
の噴火割れ目の配置は，火山体内の局所的な応力場の影響
を受け，非対称であることが多い．この噴火割れ目の非対
称性は，かなり普遍的に世界の火山で見られる現象である．
ハワイではマウナロアとキラウエアのリフトゾーンが互い
に雁行して非対称である．カムチャッカのクリュチェフス
コイ火山の山腹噴火割れ目の分布は，周辺火山が分布して
いない北東から東側に集中している（Takada，１９９７）．
富士火山では，噴火割れ目の卓越した方向は，過去１５０００

年間では統計的に北西－南東である（Fig．７B）．この方向
は，フィリピン海プレートの押す方向で，水平方向の最大
圧縮主応力軸に平行である．しかし，全体としては，山頂
を中心に放射状を示す．さらに，富士火山の噴火割れ目の
分布を，山頂を通る北西－南東方向の面で左右を折り返し
ても，山頂を通るそれと垂直な面で折り返しても，重なら
ない非対称性を示すことが分かる（Fig．７B）．それぞれの
方位で地域的な特徴がみられる．Fig．７Bで矢印を記した

方位に注目すると，北－東北東側の古い小御岳火山や山中
湖側の御坂山地の基盤が露出している斜面には，噴火割れ
目は認められない．北西－南東方向の面に関して鏡像関係
に当たる西北西－西方向の斜面には噴火割れ目が存在す
る．宝永火口壁には，多くの岩脈が観察されるが，その延
長である宝永山を含めたその南東斜面には，岩脈が露出し
ていない．
約３２００年前以降に形成された火口位置図を元にして作

られた内閣府（２００４）の実績火口の分布範囲図では，実績
火口の分布範囲は，北西－南東方向を向いた逆Y字型を
している．さらに，この逆Y字の南方向の枝は，南東方
向の枝より長い．また，北東方向にも枝をだしている．内
閣府（２００４）の分布範囲は，本研究では，Fig．７の西暦１５００
年以降である黄色と赤の噴火割れ目の分布範囲に相当して
いる．一方，西暦１５００年以前の噴火割れ目の分布範囲
（Fig．７の水色と緑の噴火割れ目）では，それ以後のもの
と比べると，南西側と北東側の山麓や北西山腹にも噴火割
れ目が発生している違いがある．
岩脈は，より密な基盤やすでに多くの貫入岩などで満た

された古い火山体をさけて新しい山体に貫入する傾向があ
る．これらの非対称性の原因の１つとして，古い山体の上
にのる新しい山体は滑りやすくなり，山体が割れやすいこ
とがあげられる．このモデルは，リフトゾーンが発達した
ハワイなどの火山に適応されている．また，新しい火山体
は，隙間が多く縮みやすく，応力が蓄積しにくい可能性も
ある．
３‐１‐３ 雁行噴火割れ目
火山の斜面で表れる雁行の噴火割れ目は，山体の斜面不

安定性のよい指標となる．山体斜面に，氷河のクレバスの
ように雁行状の噴火割れ目が生ずることがある．氷河では，
斜面を流れる氷河と壁との間には強いずれの成分をもつ応
力が発生し，流れる方向に向かって右側には杉型の雁行配
列をした開口割れ目が，左側にはミ型の雁行した開口割れ
目というように，左右対称の雁行配列した割れ目群のペア
ーが現れる．
インド洋のピトン・デ・ラ・フルネーズ火山では，山体

が崩壊してできた馬蹄形の開いたカルデラ内に，しばしば
割れ目噴火が起こっている．その噴火割れ目群は，この馬
蹄形のカルデラの滑べる方向に，左右対称の雁行配列のペ
アーとして現れる．地殻変動の観測によると馬蹄形の部分
は今も少しずつ海側へ滑っていることが観測されている
（Fig．８）．ハワイ島ではマウナロア火山の山体の上に成長
しているキラウエア火山は，南東部の斜面が海側へ滑って
いると考えられている．時々規模の大きい地震も起こ
る．１９７５年（M＝７．５）の地震発生の４年前から，南東山
腹では雁行状に割れ目噴火が発生していた（Fig．８）．イタ
リアのストロンボリ火山でもしばしば雁行状の噴火割れ目
が，馬蹄形カルデラ内部に生じていることが報告されてい
る（Tibaldi，２００１）．
富士火山でも，その程度は強くないが，Fig．８のように，

北西から北斜面には，有史噴火の雁行状の噴火割れ目群が
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図８ 火山の山腹に現れる雁行割れ目の例．顕著な雁行噴火割れ目が現れるレユニオンのピトン・デ・フルネーズ火山（OVPF，２００５）
とハワイのキラウエア火山（Holcomb，１９８７；Peterson and Moore，１９８７）．弱い雁行割れ目が現れる富士火山北山腹．地図は国土地理
院５万分の１地形図を使用．
Fig．８． Examples on echelon eruptive fissures on volcano flank．Data from OVPF（２００５），Holcomb（１９８７），and Peterson and Moore（１９８７）．
Piton de la Fournaise and Kilauea volcanoes show strong echelon fissure pattern．Weak echelon fissure pattern appears on the northern flank
of Fuji volcano．Eruptive fissures of the northern flank of Fuji volcano is plotted on the１：５０，０００scale topographic map of GSI．
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認められる．西暦７００－１０００年に活動した，御庭奥庭
１，２，と剣丸尾１，２の噴火割れ目群である．このことは，
北西から北斜面は，必ずしも安定ではないことを示唆して
いる．富士火山では，山体崩壊の発生頻度が高いことが知
られているので（山元・他，２００２），詳細な噴火割れ目の分
布調査は，山体崩壊の進行過程を知る重要な情報と思われ
る．
３‐１‐４ 活動頻度と多方向同時噴火割れ目
富士火山では，西暦７００－１０００年頃に多くの割れ目噴火

が起こり，高活動度であったことが推定される（高田・
他，２００４，山元・他，２００５）．その噴火の頻度（間隔）を考え
てみよう．炭素同位体の年代値では，統計上の９５％の信
頼性をもつ２σの誤差，すなわち±５０年程度の誤差があ
るので，各噴火イベントを年代値から分離できない．例え
ば，新富士の有史噴火の場合，後述するように３００年間
に，２０回程度の噴火割れ目が活動した．伊豆大島や三宅島，
有珠火山の平均噴火間隔が２０年強である．平均噴出率が
日本の火山に比べて高いアイスランドのヘクラ火山では、
最近の噴火間隔は１０年程度である．西暦７００年から１０００
年頃は、富士火山では、噴火間隔が２０－１０年程度であっ
ても問題はない．
高活動度の時期は，異なる方向の山腹での，複数の噴火

割れ目からの同時噴火の可能性も疑わなくてならない．高
い噴出率の火山では，一回の噴火で，火山体の異なる方向
で複数の割れ目噴火が発生している．ヘクラ火山では頻繁
にこのような噴火が記録されている（Takada，１９９４a）．最
近では，ヘクラ火山２０００年噴火，ピトン・デ・ラ・フル
ネーズ火山２０００年噴火，エトナ火山２００１年噴火，ニイラ
ゴンゴ火山２００３年噴火でこのような噴火割れ目群からの
同時割れ目噴火が起こっている（Smithsonian Institu-
tion，２００５）．富士火山で，異なる方位の山腹からの同時噴
火の可能性がある例は，年代値が近接し，岩石学的特徴が
類似し，しかも，南北に噴火割れ目が配列している，不動
沢と剣丸尾１，日沢と剣丸尾２の２ペアである．すでに，山
元・他（２００５）により南北同時噴火の可能性を指摘してい
る．
３‐２ 応力史復元へ向けて
３‐２‐１ 応力史復元の手法
岩脈が地表に達すると割れ目噴火が起こる．岩脈の規模

よりも割れ目噴火の規模は小さいが，噴火割れ目の向きは
少なくとも浅所での岩脈の向きを表すので，噴火割れ目の
向きや火山体での位置をもとに，過去の広域応力場や局所
応力場などの情報を得ることができる．割れ目噴火の年代
がわかればそのときの応力場を復元できるので，過去の応
力状態を復元できる．噴火割れ目の時間変化が分かれば，
山体での応力の時間変化を読みとることが可能である．局
所的な応力の時間変化の原因には，岩脈同士の相互作用に
よるものや応力の緩和過程によるものなどがある．岩脈の
相互作用を利用すると，n回目の岩脈の貫入位置は，その
周辺に貫入した n回目以前の岩脈による局所応力場の影響
をうけるので推定可能である（Takada，１９９４a；１９９７）．富

士火山は，活動的な時期が，奈良時代や平安時代にさかの
ぼり，エトナ火山やキラウエア火山のような有史の記録が
少ないため，詳細な順番に基づく割れ目噴火の時系列が得
られない．しかし，年代誤差が付いた上での全体の噴火割
れ目の時間変化は，応力蓄積と緩和というスキームで十分
議論可能と思われる．
３‐２‐２ 分布限界の時間変化
噴火割れ目の方向とその位置の時間変化の特徴をまとめ

る．ほとんどの複成火山の場合，山頂や山頂火口の中心な
どが，火山の中心として形式的に定義できるので，そこを
中心に極座標で割れ目噴火の位置を記述できる．噴火年代
がわかれば，これらの位置情報を時系列図に表すことがで
きる（Takada，１９９７）（Fig．９）．１００－１０００年スケールの時間
変化を，噴火割れ目の山頂からの距離の時系列図で，世界
の複成火山でみると，岩脈による山体の応力の蓄積と，山
体周辺の地震断層による応力解放というパターンが見られ
ることが多い．
この仕組みは，Fig．１０Aの一次元マクスウェルモデル

で表現できる（Takada，１９９９）．弾性体としての火山体はバ
ネであらわす．応力緩和機構については，塑性変形による
効果を“粘性体をかき混ぜるダッシュポット”で，断層を
“降伏値を越えると滑り出すスライダー”で，広域応力に
よる地殻拡大を車で表現した．岩脈蓄積により火山および
マグマ供給系は拡大するが，バネののびに限界があるため
に岩脈蓄積が進行しなくなる．地殻拡大が進行する場合や，
断層により火山がすべり，隙間が開く場合に，岩脈蓄積は
進む．火山体が塑性的に変形する速度は遅いので．一度貫
入した岩脈による余剰応力は，塑性的にゼロにもどりにく
い．応力緩和時間は，地殻の粘性を計算すると数１０万年
以上かかり，火山の年齢を超える（Takada，１９９９；高田，２０
０１）．
Fig．９は，イタリアのエトナ火山の例を示した．図の上

側に北側山腹の噴火割れ目を，下側に南山腹の噴火割れ目
をプロットした．ある時間の噴火割れ目の範囲は，ハッチ
をかけた領域内で発生する．全体として，その領域は拡大
したり縮小したりすることがある．特に，南山腹では，約
１０００年スケールの割れ目噴火の分布限界の拡大と縮小が
見られる，１１６９年にはエトナ火山南部で，火山体の応力が
解放されるセンスの地震が起きた．この地震以後，山腹割
れ目噴火の範囲が拡大した．その後，噴火割れ目の位置が
全体として振動しながら，山頂へ収斂してきている．最近
は，山頂か山頂から数 kmの範囲での割れ目噴火か山頂噴
火が起こっている．縦の破線は，エトナ火山周辺の地震を
表している．
富士火山でも，噴火割れ目の分布限界の拡大と縮小がみ

られるが，全体として，エトナに比べて拡大するときは，
急激ではない．これは，緩和過程の違いによるものと思わ
れる．また，活動期の急激な変化が大きい．高田・他（２００４）
は，トレンチ調査の予報のなかで，富士火山で過去５０００
年間における噴火割れ目の山頂からの距離の時系列図を提
案した（Fig．９B）．噴火割れ目の分布限界は，BC２０００年
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頃より拡大を始め，BC１５００年前後に山頂から約１３．５km
の距離まで拡大した．南東山腹で日本ランド溶岩の噴火，
北西山腹での北西弓射塚や鹿の頭の噴火が起こった．その
あと，噴火位置は，急に山頂にもどり，S１０，S１１，大沢ス
コリアの噴火が起こる．そのあと，南東山腹での砂沢を始
めとした山腹噴火，北西山腹での大室山－片蓋山の噴火に
始まる山腹噴火に，再びシフトする．その後，徐々に，噴
火割れ目は，BC１０００年頃までに山頂周辺に収斂する．そ
の後，湯船第２噴火まで，噴火割れ目は火口中心から１km
程度の範囲に限られる．
過去２０００年間の噴火位置の時系列図を Fig．９Cに示し

た．既存の文献をもとに作成した高田（２０００）の時系列図
とは異なる結果を得られた．この期間，割れ目噴火の分布
限界は，徐々に拡大し，AD８００－９００年頃が最も遠方の
１３．５kmまで広がった．その後，急激に，西暦１０００年頃
までに分布限界は６km程度の範囲まで縮小した．
３‐２‐３ 方位の時間変化
富士火山では，噴火位置の方位に関して，割れ目噴火が，

時間的に集中する軸がみられる特徴があり，平均的に放射
状の噴火割れ目が発達する火山とリフトゾーンが発達する
火山との中間的性質を示す．広域応力場に対応して北西－

南東方向の噴火割れ目が卓越しているが，噴火の発生頻度
と方位にはかなりの時間変化の波がある（Figs．５，７）．北
西山腹では，BC１５００－BC１０００年頃には，山頂から北西
方向の噴火割れ目が卓越する軸部で，平行に割れ目噴火が
発生した（Fig．７Bの Axis）．その後，この軸部には，AD
７００年頃まで噴火の形跡がない．AD７００－９００年頃には，
氷池・白大竜王，御庭・奥庭第１，第２，天神山・イガドノ
山，貞観と，平行に５回噴火割れ目が集中して発生した．
一方，南東山腹では，長い静穏期間はなく，湯船第２スコ
リアのあと，小天狗溶岩の山腹噴火が続いて起こっている．
山頂から南東への広域応力場に対応した軸が明確でなく，
噴火割れ目の分布が弱く放射状に広がる傾向がある．
広域応力場の卓越方向でない方向に割れ目噴火が集中し

て起こることがある（Fig．７Bの Subaxis）．AD５００年前後
には，北東から南西に，AD１０００年前後には，南北で平行
な割れ噴火群が活動した．山頂から北東方向の忍野村への
ラインにも，多くの噴火割れ目が発見されつつあり（内閣
府，２００４；中野・他，２００４），活動的な方位の１つである．Cal
BC８６００－７０００には，忍野村内で，大臼，小臼や臼久保橋
の噴火も起こっている．
北西山腹でみられる平行な割れ目噴火が頻発する時期

図９ 割れ目噴火位置に関する山頂からの距離の時系列図．
A：エトナ火山の例（Takada，１９９７）．B，C：富士火山の例．
年代値は図５を使用．
Fig．９． Time series diagrams of eruptive fissure（distance
of eruption site from the center‐time）．Example of Etna（after
Takada，１９９７），and that of Fuji volcano during the last２０００
years．The age data of Fuji volcano are from Fig．５．
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と，長期間の静穏な時期を繰り返すような特徴は，リフト
の火山に類似する（Takada，１９９９）．北西ほど顕著でないが，
山頂から北方向や北東方向への噴火割れ目が時間的に集中
するのも，同様の特徴と思える．その原因として，小御岳
や籠坂峠から西に延びる御坂山地，愛鷹山などの，古い山
体にのる富士火山がブロック化している可能性もある．特
に，北半分は，潜り込むフィリピン海プレートの上にのる
ユーラシアプレートが北西－南東を軸とした凸状に変形す
る可能性があり，よりブロック化が進行しやすいのかもし
れない（Fig．１C）．
富士山では，活動的な軸での活動的の盛衰だけでなく，

割れ目噴火の卓越する方位が，シフトすることがある．例
えば，貞観の噴火のあと，活動的な軸が北西－南東から南
北へシフトした（Fig．５）．この原因として，広域的な応力
場が一次的に転換した場合もあるが，山体が，３つ以上の
ブロック化に分割されていた可能性もある．転換の時期と
富士山周辺の地震活動とを十分検討する必要がある．
３‐２‐４ 噴火割れ目の噴火様式
割れ目噴火は，スコリアを噴出する爆発的噴火から溶岩

流出主体の非爆発的噴火に移行するのが一般的パターンで
ある．しかし，全体の噴出物量に対する爆発的噴火の噴出
物量の比（爆破的噴火の程度）で見ると，割れ目噴火の爆
発性の程度は噴火によりかなり異なる．爆発性の程度に関
しては，過去５０００年間でみると，BC１７００年までは爆発
性は急激に下がり溶岩主体の噴火であったが，BC１５００年
前後を境に，山頂噴火の S１０，S１１，大沢，山腹噴火の大室
と砂沢というように爆発性が急激に上がった（高田・
他，２００４）．その後，山頂噴火卓越の時期となり，爆発的噴
火と非爆発的噴火を繰り返す（Ishizuka et al．，２００４）．BC
３００年の湯船第２噴火以後，爆発的噴火は少なくなり，大
淵スコリアを除くと，AD９００－１０００年頃までに溶岩流主
体の噴火となった（高田・他，２００４）．しかし，静穏期をお
いての宝永１７０７噴火は爆発的噴火であった．
高標高の噴火割れ目の標高と火口底高度を比べると，過

去２０００年間の活動で，山頂火口には，マグマが現れてい
た可能性が十分ある．山頂火口付近で，湯船第２噴火以後
の明確な噴出物は確認できていない．古文書からは，山頂
火口では弱い火山活動があったことが推定されている（都
司，１９９２）．現在の火口底は標高約３，５４０mであるが，埋没
の部分を考えると，湯船第２噴火以後の火口底が，標高
３，４００－３，５００m程度まで下がっていてもおかしくない．南
－南東山腹では，富士宮九合目と御殿場－富士宮口，北西
山腹では御庭奥庭第１と剣丸尾第２の噴火割れ目の上端
は，それぞれ標高３，４００－３，５００mに達しており，当時の
火口底の標高とほぼ等しい（Fig．４）．山頂火口底の活動は，
マグマ供給系の脱ガスを示唆している．もし，この時期に，
この中央火道系と連結しているマグマ供給系から割れ目噴
火が起こった場合は，爆発性が低いと考えられる．AD９００
－１０００年頃の溶岩流主体の山腹噴火はこの可能性がある
（Figs．１０B‐２）．一方，中央火道系に連結していないマグ
マ供給系からバイパスを通り山腹噴火をすれば，爆発的噴

火が予想される．砂沢，大淵や大室山－片蓋山，大淵スコ
リア，宝永などの噴火がこれらの例かもしれない（Figs．１０
B‐１，１０B‐３）．
３‐２‐５ 噴火様式の進化モデル構築のための問題
富士火山の場合は，火山自体のもつ活動リズム，すなわ

ち，一種の自己制御機構のようなもの（Takada，１９９９）
（Figs．１B，１Cの L‐SF）と，周辺の境界条件のリズム（Figs．１
B，１Cの R‐SF）の重ね合わせが表れ，マグマ供給に関し
て，Fig．１０Aのシステムが非定常的に作動していると考
えられる．富士火山の場合は，平均的なマグマ供給率が高
いので（宮地，１９８８），平均的な差応力とマグマ供給量の図
では，複成火山の領域にプロットされる（Takada，１９９４b；
高田，２０００）．噴火割れ目の向きも，大局的に山頂火口を向
き，全体として放射状を示す．これは山体の局所的応力場
の影響を受けていることを示す．しかし，本論で指摘した
ように，複成火山にしては時間変動が大きい．しかも，宝
永噴火前後の静穏期などの意味を考えると，非定常も目立
つ．高橋・他（１９９１）や富樫・他（１９９１）が指摘する，マ
ントルでのダイナミックなマグマの部分融解現象と，本論
が指摘する地殻内で広域および局所的な応力による時間変
動が起きているのかもしれない．高橋（２０００）が提案して
いる地殻内の拡大なども，この要因の１つであろう．
境界条件の短期変動として，マグマ供給系を構成する岩

脈に対する周辺からの応力変化の応答が，その噴火割れ目
に表れることがある．ハワイの火山，エトナ火山，ヘクラ
火山で，周辺の断層活動とのリンクの事例が報告されてい
る（Takada，１９９７；高田・他，２０００）．富士火山西麓には，プ
レート境界である第１級の活断層である富士川断層系が走
っている（Yamazaki，１９９２）．その南延長は，東海地震や
東南海地震を起こすプレート境界につながる．宝永噴火と
宝永地震とがどの程度，力学的関係をもつのか重要である．
両者の比較は，今後に期待したい．宝永噴火を除くと，噴
火のデータの質と量に比べて，短期変動を議論するには地
震活動のデータの質は十分とはいえない．
宝永噴火前後の静穏期と宝永噴火の噴火様式の意味が注

目される（Fig．１０B‐４）．マグマ供給を制御する仕組みに
は，深部でのマグマ供給率の変化や上部地殻での応力によ
る制御などがあげられる．例えば，BC１５０００－６０００年の
期間に玄武岩が多量に噴出したことは，明らかに深部に原
因があるかもしれない．しかし，それとは別に，上部地殻
にも制御機能があり，これにより．噴火割れ目分布の拡大
と縮小を説明できる（Fig．９）．岩脈の蓄積による応力増加
と，広域ないし局所的な応力緩和機構に起因するモデルで
ある（Takada，１９９９）（Fig．１０A）．静穏期の原因は，地球
物理観測による実証的解明に期待したい．
境界条件の長期変動として，噴火時系列データを整理す

ると，噴出量，噴火位置，噴火様式に関して，１０００－２０００
年程度の活動の波つまりパターンをもつリズムがあること
が指摘された（高田・他，２００４）．最新のデータを使った本
研究でも，割れ目噴火位置に関して同様の傾向が認められ
る．活動期／静穏期，噴火割れ目の拡大と縮小や爆発的噴
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図１０ 応力蓄積と緩和を示すマックスウェルのモデルと，過去３５００年間の富士火山の応力変化を伴う，岩脈貫入モデル．
Fig．１０． Maxwell model of stress accumulation caused by dike intrusion with stress relaxation，and evolution of dike system beneath Fuji vol-
cano during the last３５００years．
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火／非爆発的噴火などを繰り返す火山を定量的に評価する
ための重要な鍵となる．これらのリズムと，境界条件とし
ての火山体周辺の応力変動のリズムとのカップリングを考
える必要があるかもしれない．
富士火山のマグマ供給系の境界条件を理解するのに，フ

ィリピン海プレートの収束域での火山活動の連動性が注目
される．BC１５００年前後には，富士火山では，S１０，S１１，
大沢スコリア，などの爆発的山頂噴火と，山麓での山腹噴
火が頻発した．一方，伊豆周辺では，BC１５００年前後，箱
根火山の冠ガ岳の噴火（大木・袴田，１９７５），伊豆東部火山
群のカワゴ平噴火（Kg）（嶋田，２０００）など，噴火頻度の
低い火山で安山岩から珪長質のマグマ噴火が発生した．ま
た，噴火頻度の次のピークである，西暦７００－１０００年頃の
期間には，富士火山では，貞観噴火を始め多数の山腹噴火
が集中している．一方，伊豆周辺では，噴火頻度の低い珪
長質火山では，神津島で８３８年噴火，新島で８６８年噴火と
続いた．フィリピン海プレートの収束域での火山活動の相
互関連性は，今後力学的に検証する課題の１つである．

４． まとめ
（１）富士火山の割れ目噴火の年代と位置情報について，新
知見をまとめた．南山腹では，三角山神社，須山胎内，富
士宮八合目，富士宮九合目溶岩流が，新たに発見された．
また，東臼塚南溶岩流は再定義した溶岩流である．忍野付
近の低標高火口の噴火年代や，噴火年代が不明であった既
存の溶岩流（津屋，１９６８）の噴火年代を公表した（印野丸
尾，鷹丸尾，須走のうちの上位，水ヶ塚檜丸尾，土丸尾，
雁穴丸尾，檜丸尾第１，中ノ茶屋，白大竜王・氷池，天神
山・イガドノ山）．
（２）富士火山の山腹割れ目噴火の分布限界は，山頂から
約１３．５kmである．山腹割れ噴火は，北西－南東方向に
卓越するが，全体として，山頂を中心に放射状を示す．し
かし，基盤や古い火山体の影響を受け，非対称性も表れて
いる．また，割れ目噴火が集中する弱いリフト的な軸も北
西，北東，南東，南に表れている．斜面の不安定性を示す
雁行状の噴火割れ目も，程度が弱いものは富士火山でも認
められる．富士火山の活動的な時期では，１０－２０年程度の
噴火間隔で，異なる山腹での同時割れ目噴火も発生した可
能性がある．
（３）富士火山の過去２０００年間で，割れ目噴火位置に関し
て，時間変化の波が存在することが明らかとなった．噴火
位置の分布限界ついては，山頂からの距離に関する拡大と
縮小や卓越方位の時間変化が認められた．分布限界が最も
拡大するのは，活動度が高かったAD８００－９００年頃であ
る．割れ目噴火が集中する北西の軸は，活動の集中化とそ
の後の長い静穏期で特徴づけられる．割れ目噴火の卓越軸
が，貞観の噴火のあと，北西－南東から南北へシフトした．
（４）湯船第２噴火のあと，高標高の噴火割れ目位置は，山
頂火口底でのマグマ活動／脱ガス活動の継続を示唆し，時
間ともに割れ目噴火の爆発性が低下する傾向を支持する．
その一方で，中央の火道系と連結しないバイパス的な爆発

的側噴火も見られる．
（５）富士火山の噴火位置の時間変化に関して，伊豆半島
周辺や伊豆諸島の珪長質火山の活動度との関連も注目され
る．
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富士山周辺の広域テクトニクス

－地殻変動データに基づく関東・東海地方の地殻ブロック運動－

西村卓也＊・鷺谷 威＊＊

Regional Tectonics around Mt．Fuji Volcano
－Crustal Block Kinematics of the Kanto and Tokai regions induced

from crustal deformation data－

Takuya NISHIMURA＊ and Takeshi SAGIYA＊＊

We clarify the contemporary deformation observed by GPS and leveling for the Kanto，eastern Tokai，and the Izu
islands region including Mt．Fuji，where the Izu‐Ogasawara（Bonin）arc is subducting and colliding with the central
part of the Japan arc．From these data，we develop a kinematic model in terms of fault sources with variable compo-
nents of seismic and aseismic slip．The observed geodetic data are inverted to estimate the rotation poles of the crus-
tal blocks，the degree of elastic strain accumulation on faults，and the volumetric inflation sources beneath volcanoes．
The data are explained by four distinct crustal blocks: the Izu micro‐plate，the Central Japan block，the Pacific plate，
and the Philippine Sea plate．Along the Suruga and Sagami troughs lie strongly coupled faults，which include sites of
the１８５４M＝８．４Tokai，１９２３M＝７．９Kanto，and１７０３M～８．２Genroku Kanto earthquakes．In contrast，both the relative
movement and the elastic strain accumulation is very low along the plate boundary north of the Izu peninsula around
Mt．Fuji．The boundary between the Izu micro‐plate and the Philippine Sea plate experiences left‐lateral motion with
the rate of～３０mm／yr east otf the Izu peninsula．Most of this boundary is locked and thus has a large potential of fu-
ture earthquakes．The Izu micro‐plate is found to rotate rapidly clockwise at１０°／Myr，with a rotation pole relative
to the Central Japan block located just north of its northern boundary．
Keyword: Crustal deformation，Izu Microplate，GPS，Leveling

１． はじめに
中部日本は，北米（あるいはオホーツク）プレート，ア

ムール（あるいはユーラシア）プレート，太平洋プレート，
フィリピン海プレートの４つのプレートが相互作用する複
雑なテクトニクス環境下にある．富士山の周辺でも地震・
火山活動がきわめて活発であり，複雑なテクトニクスを反
映しているものだと考えられる．相模湾や駿河湾では，フ
ィリピン海プレートが中部日本の下に沈み込んでいるが，
富士山周辺を含む伊豆半島の北部では，フィリピン海プレ
ートが中部日本に衝突していると考えられている．これら
複数のプレートの衝突や沈み込みに伴い，この地域周辺の
地殻変動は大変複雑なパターンをしている．よって，この
地域における富士山などの火山周辺の地殻変動を考える上
では，火山性変動源によるものだけでなく，周囲のテクト
ニックな要因による変動も合わせて考慮することが重要で

ある．
１９９３年以降，この地域のGPS 連続観測網の整備が進み，
関東地方あるいは東海地方の地殻変動とその変動源に関し
ては，数多くの研究が行われている．例えば，Sagiya（２００４）
は，小田原付近よりも東側のGPS による１９９６－２０００年の
GPS 速度データを用いて相模トラフから沈み込むフィリ
ピン海プレート境界でのプレート間カップリングを推定し
た．また，Sagiya（１９９９）とOhta et al．（２００４）は，富士
山より西側のGPS 速度データを用いて駿河トラフから沈
み込むプレート境界でのプレート間カップリングを推定し
ている．また，Heki and Miyazaki（２００１）は，GPS によっ
て観測されている地殻変動場から，プレート境界での相互
作用に伴う弾性変形を除去して，長期的なプレート運動に
伴う変形を抽出し，糸魚川－静岡構造線南部を挟んだ顕著
な変形はなく，関東地方から東海地方にかけては，一体の

＊〒３０５‐０８１１茨城県つくば市北郷１番
国土地理院地理地殻活動研究センター
Geographical Survey Institute，Geography and Crustal Dy-
namics Research Center，Kitasato１，Tsukuba，Ibaraki
３０５‐０８１１，Japan

＊＊〒４６４‐８６０２愛知県名古屋市千種区不老町
名古屋大学大学院環境学研究科
Nagoya University，Graduate School of Environmental Stud-
ies，Furouchou，Chigusa‐ku，Nagoya，Aichi４６４‐８６０２，Japan

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．２０３-２１７
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プレート運動をしていることを見つけた．一方，Mazzotti
et al．（１９９９，２００１）は，GPS，地震の P軸分布および地形・
地質学的データから伊豆半島周辺の変動を検討し，伊豆半
島から銭洲にいたる地域が，周囲の地塊とは独立の剛体回
転運動をしていると提唱している．しかし，プレート間カ
ップリングを原因とする弾性変形と剛体的なプレート運動
の両者を考慮して，この地域の地殻変動を包括的に説明し
た研究はほとんど行われていない．両者を考慮した例とし
て，Hashimoto et al．（２０００）は，１９９６年から１９９９年までの
GPS データを用いて，北海道から九州までの地殻ブロック
運動とブロック境界でのカップリングを推定し，伊豆半島
がフィリピン海プレートおよび中部日本とは，独立の地殻
ブロックとして運動しているというMazzottiらと同様の指
摘を行っている．しかし，Hashimoto et al．のモデルは日本
全体を対象としたもので，地域的な詳細検討には適さない．
本稿では，まず，最近のGPS 観測と水準測量の結果明

らかになった富士山を含む関東地方から東海地方の東部，
伊豆諸島の地殻変動場を示す．次に，現在の地殻変動場を
説明するために，この地域の地殻ブロック運動，ブロック
間相互作用，火山性変動源を考慮したブロック断層モデル
によるモデル化を行い，この地域のテクトニクスを議論す

る．なお，断層の位置，形状がわずかに異なるがブロック
断層モデルの解析に関しては別論文（Nishimura et al．，
２００７）に詳しく述べる．

２． 関東・東海地方の地殻変動速度場
２‐１ GPSデータ
国土地理院では，１９９３年度から南関東・東海地方におい

てGPS 連続観測網の整備を開始し，現在では全国で約
１，２００点のGPS 連続観測網（GEONET）を管理している．
これらの観測点のデータは，Bernese４．２を用いて基線解
析され，ITRF（International Terrestrial Reference Frame）２０００
座標系に準拠した日々の座標値が得られている（測地観測
センター，２００４）．この日々の座標値は，国土地理院ホーム
ページ（http：／／terras．gsi．go．jp／ja／index．html）でも公開さ
れている．
安定した地殻変動場を推定するためには，なるべく長期

間のデータを使うことが好ましいが，この地域では，数多
くの地震，火山活動による突発的な地殻変動があったこと
がわかっている．特に２０００年６月から始まった三宅島噴
火と三宅島・神津島近海のダイク貫入イベントは，この地
域全体に大きな変動を及ぼした（Nishimura et al．，２００１）．

図１ 富士山周辺の広域地形図．等高（深）線間隔は１，０００m．黒三角と白丸は，それぞれ気象庁指定の１０８火山の位置と都市を表す．
ISTL は糸魚川―静岡構造線．NKTZは新潟―神戸構造帯［Sagiya et al．，２０００］を示す．
Fig．１． Topographic and bathymetric map of the Kanto region and its vicinity．Solid triangles and open circles indicate active volcanoes that
have erupted within１０，０００years，and major cities，respectively．The Itoigawa‐Shizuoka Tectonic Line（ISTL）is a geological boundary be-
tween eastern and western Japan．The Niigata‐Kobe Tectonic Zone（NKTZ）is a kinematic boundary between eastern and western Japan，in-
duced from geodetic data including GPS ［Sagiya et al．，２０００］．The contour interval is１，０００m．
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また，東海地方では，２００１年から２００５年にかけて，浜名
湖周辺のフィリピン海プレート上面における非地震性のス
ロースリップに伴う地殻変動が観測されている（Ozawa et

al．，２００２）．そこで，これら地震等のイベントが比較的少
ない期間として，１９９６年４月から２０００年５月までのデー
タを用いて，速度，年周，半年周成分を同時に推定し，各
観測点での速度ベクトルを推定した．なお，１９９７年３月
と１９９８年４－５月には，伊豆半島東方沖で群発地震活動が
発生し，有意な地殻変動が観測されているが（西村，２００２），
速度ベクトル推定の際にステップ関数を仮定して，これら
のイベントによる速度ベクトルへの影響を除去した．得ら
れた速度ベクトルは，GEONET が準拠している ITRF２０００
座標系で記述されているので，ITRF２０００とユーラシアプ
レート基準系のオイラーベクトル（Altamini et al．，２００２）
を用いてユーラシアプレートを基準とした速度ベクトルに
変換した．また，伊豆半島周辺の地殻変動を詳細に検討す
るために，GEONET 点に加えて，神津島の南西沖に位置
する銭洲の速度ベクトル（田部井・他，１９９９）も使用した．
Fig．２は，ユーラシアプレートに対する関東・東海地方

の地殻変動速度を示したものである．なお，上下成分は，
ITRF２０００座標系を規準とし，GPS 観測点での速度を補間
して，コンターで表示している．水平ベクトルを見ると，
全体的に西向きのベクトルが目立つ．これは，この地域が
北米あるいはオホーツクプレート上にあって，ユーラシア
プレートに対して西向きの速度を持つことを表している．
伊豆諸島のベクトルは，主にフィリピン海プレートの北西
向きの速度を表しているが，それぞれの島や島内において

もベクトルが複雑なパターンを示しており，局所的な火山
性の変動原があることを示唆する．また，上下変動速度を
見ると，御前崎や房総半島，三浦半島の先端部で沈降が見
られており，フィリピン海プレートの沈み込み境界が固着
していることによる上盤側地塊の引きずり込みを示唆す
る．なお，埼玉県東部と千葉県九十九里地方に見られる顕
著な沈降は，地下水の汲み上げによる地盤沈下の影響であ
る．なお，富士山の周辺では，顕著な地殻変動は見られな
い．
いくつかの観測点では，周辺と大きくベクトルの方向が

違う観測点も見受けられ，地滑りや観測点固有の局所的な
変形によるものと考えられる．井澗・石橋（２００３）は，
GEONET データを用いた歪速度解析から，周囲と調和的
でない異常観測点を抽出している．ブロック断層モデルの
解析では，井澗・石橋（２００３）の異常観測点に加えて，地
盤沈下地域のデータも基本的には用いないこととする．
２‐２ 水準測量データ
関東・東海地方では，地殻変動や地盤沈下の監視を目的

として，繰り返し水準測量が行われている．本研究では，
国土地理院と千葉県によって行われた１等（１級）水準測
量結果を用いた．水準路線での上下変動速度を計算したの
は，Fig．３に示した水準路線である．関東・東海地方の太
平洋側の路線が中心であるが，伊豆大島と三宅島を周回す
る路線も含まれている．これらの路線では，１９９５年から
２０００年の間に２回以上の測量が行われており，観測され
た変位量を，測量の間隔で割ることによって，上下変位速
度を計算した．測量の間隔は，２．３３年から５．１２年である．

図２ GPS連続観測（GEONET）点における１９９６－２０００年の
水平・上下速度．インバージョン解析では用いていない観
測点も表示している．矢印は，ユーラシアプレートを基準
とした水平速度を表す．等値線は，間隔が２mm／年で観測
点での速度から内挿した上下変動速度を ITRF２０００座標系
で示したものである．灰色は隆起領域を示し，太い等値線
が変動速度０を表す．
Fig．２． Horizontal and vertical velocity observed at GPS
（GEONET）stations during１９９６‐２０００．The velocity is plotted
at all stations including stations not used in the inversion analy-
sis．Arrows are horizontal velocities in the Eurasian refer-
ence frame．Interpolated vertical velocities are plotted by con-
tour lines in ITRF２０００．Gray regions are uplifted．The contour
interval is ２ mm，and the thick contour corresponds to zero
change．
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図３ 本研究で用いた水準路線図．白丸，黒丸，十字はモデル解析で用いた水準点であり，数字は路線番号を表す．矢印は，図４で
示した変動図の横軸（距離）の方向を示す．
Fig．３． Leveling routes used in this study．Circles and crosses with route numbers indicate leveling benchmarks used in the inversion analysis．
Arrows show a direction of the leveling route whose deformation rate is plotted in Fig．４．

なお，ここに示した路線以外にも，測量の行われている路
線は存在するが，地盤沈下の影響（千葉県九十九里地方な
ど）や群発地震活動の影響（伊豆半島の東岸）が大きいた
め，解析からは除外した．水準測量の原データには，局所
的な沈降・隆起を示す水準点や通常の１等水準点間隔（２
km）よりも極端に短い間隔で設置された水準点でのデー
タが含まれている．これらのデータをそのまま用いると，
ある地点のデータに大きく依存した解析結果が得られてし
まうおそれがある．そこで，これらのデータを試行錯誤的
に除去し，Fig．４に示した６０５鎖部の上下変位速度をブロ
ック断層モデル解析で使用した．Fig．４では，図示のため
に各路線の端点に対する累積的な変動速度を示している
が，モデル解析でデータとして用いたものは，隣り合う水
準点間（鎖部）毎の相対的な変動量である．
Fig．４を見ると，Route３の５０kmや１００km，Route４の

２５km付近などに見られる沈降は，人口密集地域に位置し
ており周辺に活断層も存在しないことから，地下水汲み上
げ等による地盤沈下を示していると考えられる．一方で，
御前崎（Route１２）や三浦半島（Route１と２），房総半島
（Route５）では，岬の先端周辺での沈降を示しており，GPS
の結果（Fig．２）とも調和的である．また，伊豆大島（Route
１４）と三宅島（Route１５）は，大きな上下変動速度を示し
ており，火山性の力源によるものと考えられる．

３． ブロック断層モデル
本研究では，GPS と水準測量によって観測された地殻

変動のモデル化の手法として，ブロック断層モデル（例え
ば，Matsu'ura et al．，１９８６；Hashimoto and Jackson，１９９３）を
用いた．ブロック断層モデルでは，地表の地殻変動をブロ
ックの剛体運動とブロック境界の相互作用による弾性変形
の和で表す．本研究では，剛体運動成分は，球面上の剛体
運動を仮定し，オイラー極のまわりの回転運動としてパラ
メータ化する．各観測点での剛体運動成分は，水平方向の
運動となり，上下変動は起こらない．よって上下変動は，
そのまま弾性変形を表していることになる．本研究でGPS
に加えて水準測量による上下変動を用いる１つの理由は，
上下変動データを多く用いて，剛体運動成分と弾性変形成
分の分離を容易にすることにある．
弾性変形は，ブロック境界の断層が固着していることに

よって生じるものと考え，固着の影響をブロック間相対運
動と逆向きの仮想的なすべりで表すこととする（Savage
and Burford，１９７３）．この逆向きのすべりは，沈み込み帯
の地殻変動解析ではバックスリップと呼ばれる（Sav-
age，１９８３）ものであり，横ずれ断層などに適用する場合を
含めて一般的に「すべり欠損」と呼ばれている．すべり欠
損は，断層の長期的な相対運動速度に対して，断層間の固
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図４ 水準点における上下変動速度の計算値と観測値．水準路線の位置は図３に示す．黒丸は，一番左の水準点に対する相対的な上
下変動速度の観測値を表す．白四角は，計算値を表し，観測値と比較しやすいように全体に一定の値を加えている．図中のW（西）
などは，水準路線のおおまかな方角を示す．
Fig．４． Observed and calculated vertical velocities at leveling benchmarks．Locations of the leveling route are plotted in Fig３．Solid circles are
observed velocities relative to the first（left）benchmarks．Open squares are calculated velocities with optimal offset to minimize the sum of
difference from the observed data．The approximate route direction is shown at the top of each figure．

富士山周辺の広域テクトニクス－地殻変動データに基づく関東・東海地方の地殻ブロック運動－

２０７



EE

図５ 本研究で用いた地殻ブロック分割と境界矩形断層の位置．灰色の太線は，地殻ブロックの地表での境界位置を示す．点線で示
した長方形は，境界矩形断層を表す．白三角付きの実線は，矩形断層の浅い方の辺を示す．黒丸は，火山性点膨張源（茂木モデル）
を表す．伊豆半島の西と東の細い破線は，それぞれ Ishida（１９９２）と Sato et al．（２００５）によるフィリピン海プレート上面の等深線
である．
Fig．５． Block division and rectangular fault model used in this study．Bold gray lines indicate boundaries of the crustal blocks on surface．
Dashed rectangles indicate rectangular faults with a solid line indicating a fault upper edge．Solid circles indicate volcanic point inflation
（Mogi）sources．Thin broken lines west and east of Izu Peninsula represent isodepth of the subducting Philippine Sea plate proposed by Ishida
（１９９２）and Sato et al．（２００５），respectively．

着により現在のすべり速度（クリープ速度）がどれだけ遅
くなっているかを表す量である．この欠損は，将来的には
地震等によって解消されると考えられる．本研究では，ブ
ロックの境界断層は，矩形断層で表現した．また，すべり
欠損のすべり角は，ブロック間相対運動方向の正反対とす
ることによって，すべり欠損速度のみを推定するパラメー
タとした．また，この地域には，富士山に代表されるよう
に多くの火山が存在し，GPS と水準測量によって観測さ
れた地殻変動にも，火山性力源によると考えられるものが
含まれている．そこで，いくつかの火山近傍に，火山性力
源として茂木モデル（Mogi，１９５８）を仮定した．すべりと
茂木モデルによる地表面での弾性変形は，半無限弾性体を
仮定したOkada（１９８５）の手法によって計算した．
本研究のブロック断層モデルでは，剛体運動を表すオイ

ラーベクトルと，弾性変形を表す断層でのすべり欠損速度，
茂木モデルの位置および体積変化速度がインヴァージョン
で推定するパラメータとなる．これらのパラメータは，先
験情報としてパラメータの初期値から大きく離れないとい

う拘束を用いた非線形インヴァージョン手法（Matsu'ura
and Hasegawa，１９８７）を用いて推定した．先験情報を用いな
いと，沖合に位置する断層のすべり欠損速度が，非現実的な
値となってしまう場合があり，沖合の断層には，強めの拘
束をかけている．パラメータの初期値は，駿河トラフや相
模トラフのカップリングに関する先行研究（Sagiya，１９９９；
Ohta，２００４；Sagiya，２００４）や，オイラーベクトルに関する先
行研究（Mazzotti et al．，１９９９，２００１；Altamini et al．，２００２；
Sella et al．，２００２）の結果を参考にした．
本研究では，解析領域を４つのブロックに分割した

（Fig．５）．太平洋プレート（PAC）は日本海溝から，フィ
リピン海プレート（PHS）は相模トラフから沈み込むと仮
定する．関東・東海地方は，１つのブロックと仮定し，中
部日本ブロック（CJP）と呼ぶことにする．このブロック
は，糸魚川－静岡構造線（Fig．１の ISTL）によって，東西に
分割することも考えられるが，最近のGPS 観測結果によ
ると，東北日本と西南日本の境界として新潟－神戸構造帯
が提唱されており，糸魚川－静岡構造線南部では顕著な変
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動は見られないため（Sagiya，２０００；Heki and Miyazaki，２０
０１），１つのブロックとして考えることにした．伊豆半島
は，伊豆－小笠原弧の最北部に位置し，もともとフィリピ
ン海プレート上にあって，２００万年前に本州と衝突を開始
したが，現在の測地観測結果を説明するためには，独立の
マイクロプレートと考えたほうがよい（例えば，Hashimoto
and Jackson，１９９３；Hashimoto et al．，２０００；Mazzotti et

al．，１９９９，２００１；Sagiya，１９９９；Heki and Miyazaki，２００１）．
そこで，本研究では伊豆マイクロプレート（IMP）として，
周囲と独立のブロックであると仮定した．この伊豆マイク
ロプレートの東側境界は，伊豆大島と伊豆半島の間をほぼ
南北に通り，新島と神津島の間を抜け，神津島の南側から
南西に向かうように仮定した．伊豆半島東方沖では，境界
の位置は西相模湾断裂（Ishibashi，２００４）や微小地震活動
に一致させるように仮定しているが，新島・神津島の周辺
では微小地震が広がって分布しており，Mazzotti et al．
（１９９９，２００１）とHeki and Miyazaki（２００１）による境界の
位置も異なっている．本研究では，数種類の境界を仮定し
て試行錯誤した結果，最も残差が少なくなった神津島と新
島の間を通る境界を採用した．伊豆マイクロプレートの南
側境界（Fig．５のGGと Uより南西側）は，周囲に地殻変
動の観測点がないため，本研究では決めることができなか
った．また，北側の境界は，駿河トラフから富士川河口断
層帯を通り，富士山の南麓を通るように仮定した．富士山
の南麓には，プレート境界の候補となるような明瞭な活断
層は存在しないため，富士川河口断層帯から神繩断層帯の
間の直線的な境界を仮定している．太平洋プレートと駿河
トラフの沈み込み境界の形状は，Ishida（１９９２）のモデル
を矩形断層で近似し，プレート相模トラフから沈み込むプ
レート境界断層の形状は，反射法地震探査（Sato et al．，
２００５）や微小地震活動（Toda et al．，２００５）による推定結
果に加えて，１９２３年関東地震の地震断層モデルを参考にし
た．すべり欠損を与える断層の深さの範囲は，断層が固着
している深さの範囲を表すが，Sagiya（１９９９，２００４）の推
定結果を参考にして，日本海溝沿いでは，１０－８５km，駿

河トラフでは２－２０km，相模トラフでは３－４０km，伊豆
マイクロプレート東縁の断層では，１－１５kmと仮定した．
茂木モデルを仮定した火山は，富士山，伊豆東部火山群，

大島，新島，神津島，三宅島の６火山である．これらの火
山では，解析期間である１９９６－２０００年に球状マグマだま
りに一定の速度でマグマが蓄積していると仮定する．各火
山の茂木モデルの水平位置および深さは，先行研究の結果
（Tada and Hashimoto，１９９１；国土地理院，２００２b；西村・
他，２００２；Kimata et al．，２０００；名古屋大学大学院理学研究
科，１９９９）をパラメータの初期値として，拘束の強さは火
山毎に変えた．富士山に関しては，最近の地殻変動データ
に基づく変動源モデルが存在しないため，茂木モデルの位
置は山頂直下の深さ１５kmに固定した．深さ１５km
は，２０００－２００１年に活発化した深部低周波地震の下限付近
にあたる（Nakamichi et al．，２００４）．茂木モデルのパラメー
タは，Table１にまとめた．

４． インヴァージョンの結果
インヴァージョンに用いた観測データ数は，GPS デー

タに関するものが５２４，水準測量に関するものが６０６であ
る．また推定したパラメータは，すべり欠損速度が２９，茂
木モデルに関するものが１６，オイラーベクトルに関する
ものが９，GPS と水準データの固定点に関するものが３と
なった．なお，太平洋プレート上には観測点がないので，
オイラーベクトルは，ITRF２０００の値（北緯６３．１°，西経
７９．２°，‐０．９１９°／my）に固定した．
Fig．６aは，各断層で推定されたすべり欠損速度を表し

たものである．また，すべり欠損速度をブロック間相対運
動速度で割ったものが，カップリング係数（Fig．６b）で
ある．カップリング係数が０であることは，断層がブロッ
ク間相対運動速度でクリープしていることを表し，１であ
ることは，完全に固着していて歪みを蓄積していることを
意味する．これらの結果に対する議論は，５．３節で行う．
Fig．７は，GPS の水平速度ベクトルの観測値と，モデル

による計算値を示したものであるが，両者は大変良く一致

表１ 火山性点膨張源のパラメータ．
Table１． Parameters of volcanic point inflation sources．

太字は，インバージョン解析で固定したパラメータ．

Code Latitude
（°）

Longitude
（°）

Depth
（km）

Volume change
rate

（１０６m３／yr）

Volcano Name

VA

VB

VC

VD

VE

VF

３５．３６０

３４．９６９

３４．７４３

３４．３０８

３４．２３７

３４．０６４

１３８．７３０

１３９．１５８

１３９．４０５

１３９．２３０

１３９．１５０

１３９．５１３

１５．０

１０．０

４．０

５．５

１．４

９．５

４．７５±０．２６

４．０３±０．１７

１．６４±０．０５

８．１８±０．３０

０．４７±０．０６

６．７０±０．２５

Mt．Fuji

Eastern Izu

Oshima

Niijima

Kouzushima

Miyakejima

Bold numbers represent parameters fixed values in inversion．
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するといえる．しかし，伊豆半島，伊豆・小笠原諸島，大
東諸島では，一致の度合いが悪い．伊豆半島と伊豆諸島で
残差が大きくなる傾向は，Fig．８に示した残差ベクトルに
明確に表れている．小笠原諸島と大東諸島のベクトルの計
算値は観測値と比べて系統的にずれており，５．２節で議論
することにする．また，図には示していないが，GPS の
上下成分の観測値と計算値もおおむね一致する．水準測量
データの計算値（Fig．４）を見ると，三浦半島（Route１）や
御前崎（Route１２）の沈降は，おおむね再現できている．

しかし，伊豆半島西岸部（Route１０）の沈降は，再現でき
ていない．また，相模湾沿岸から伊豆半島を通って駿河湾
沿岸に抜ける路線（Route８）では，観測値では２０－３５km
の位置でなだらかに隆起へと転じる変動が見られるが，計
算値では３０－４０kmで急激に隆起へと転じている．これ
は，Fig．５に示した断層Gの位置によるもので，観測値を
説明するためには，断層の上端を北東側の深い位置にした
ほうが良い．断層Gの位置は，１９２３年関東地震の地震断
層モデルに合わせたものなので，現在の地殻変動データに

図６（a）境界矩形断層でのすべり欠損速度．（b）カップリング
係数と１７０３年以降の大地震（マグニチュード６以上）の震央分
布．地震のデータは，１７０３－１９２２年の地震については宇佐美
（２００３）とGrunewald and Stein（２００６），１９２３年以降の地震につい
ては気象庁によるものを用いた．カップリング係数が１００％の
断層は，解析期間に断層が完全固着していて歪みが蓄積中であ
り，将来的に地震が発生して歪みが解放されると考えられる．ま
た，カップリング係数が０％の断層は，非地震性のクリープに
より歪みが蓄積しないと考えられる．
Fig．６．（a）Slip‐deficit rate estimated on each source．（b）Coupling
coefficient and large（M≧６）earthquakes since１７０３．Earthquake
catalogue is collected by Usami（２００３）and Grunewald and Stein
（２００６）for１７０３‐１９２２and JMA after１９２３，respectively．The behav-
ior of fully coupled sources is entirely seismic; a coupling of zero in-
dicates fully aseismic behavior．
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基づくプレートの沈み込み境界と関東地震の震源断層は一
致しない可能性がある．
Fig．９は，本研究によってモデル化された中部日本ブロ

ックに対する剛体ブロック運動，弾性変形とその和をそれ
ぞれ示したものである．また，Fig．１０は，ブロック境界
断層での相対運動を示したものである．Fig．１０の相対運
動は，地震サイクルを通して平均化された長期的な断層す
べり速度に相当し，Fig．６aで示したすべり欠損速度は，地

震やスロースリップイベントなどの間欠的なすべりによっ
て解消されるすべり速度を表していて，物理的には長期的
な断層すべり速度よりも小さくなければならない．しかし，
一部の断層では，すべり欠損速度の方が大きい結果も得ら
れており，解析手法やデータ，モデルの誤差評価をすすめ
る必要がある．

５． 議論
５‐１ 伊豆マイクロプレートの存在について
富士山周辺の広域のプレート境界位置については，多く

の未解決の問題が残されている．最初の問題点は，伊豆半
島が独立のマイクロプレートとして運動しているかどうか
である．ブロック断層モデルにおいて，伊豆マイクロプレ
ートを置いた場合と，フィリピン海プレートに含めた場合
のインヴァージョン残差を比較すると，フィリピン海プレ
ートに含めた場合は，２．３倍の残差となり，伊豆半島の水平
ベクトルが全く説明できない．よって，現在進行中の地殻
変動を説明するためには，伊豆マイクロプレートが必要で
あることは間違いない．本研究で得られた伊豆マイクロプ
レートのオイラーベクトルは，ユーラシアプレート規準で
（北緯３６．６°，東経１３９．０°，‐１０．２°／my），中部日本ブロッ
ク規準では，（北緯３５．３°，東経１３９．１°，‐１０．０°／my）と
なる．これは，今までのMazzotti et al．（１９９９）の推定値
（北緯３７．１°，東経１３９．６°，‐４．５°／my：中部日本規準）と
Mazzotti et al．（２００１）の推定値（北緯３６．４°，東経１３９．８°，
‐５．６°／my：東海－南関東ブロック規準）とかなり異なっ
ている．本研究の推定結果は，純粋に最近の測地データに
基づくものであるが，Mazzotti et al．（１９９９，２００１）の結
果は，主に地震の P軸データや，海底地形探査の結果を
用いたものであり，GPS のデータは一部の拘束条件とし
て用いられているのみである．実際，本研究で推定したオ
イラーベクトルとMazzotti et al．（１９９９，２００１）のオイラ
ーベクトルによる伊豆マイクロプレートの速度場を計算す
ると，本研究による計算値の方が現在の地殻変動をより良
く説明する．
伊豆マイクロプレートが大きな回転速度（‐１０°／my）で

運動している原因について，我々は次のような仮説を提唱
する．伊豆－小笠原弧が本州に衝突を開始したのは，約
１５００万年前にさかのぼり，関東山地や丹沢山地の地塊は，
伊豆－小笠原弧側から本州側に付加した地塊である（例え
ば，藤岡・他，２００４；Stern et al．，２００４）．現在の伊豆半島
の地塊は約２００万年前に衝突を開始した（Matsuda，１９７８）．
伊豆半島は島弧性の厚い地殻を持つため，浮力により本州
の下に沈み込めず，衝突を開始する．衝突の影響により周
囲の応力場が高まり，伊豆半島の東側と南側では新たな断
層が形成され，フィリピン海プレートと本州間の相対運動
の一部を解消し始める．その一方で，伊豆半島の西側の駿
河トラフでは従来からの沈み込みが続いている．よって，
伊豆半島の地塊は，北端での衝突のため，北へは進めない
が，西側へは動けることになる．また，新たに形成された
南側と東側の境界では，フィリピン海プレートの運動によ

図７ GPS観測点での水平速度の観測値と計算値．黒矢印が観
測値で，白矢印が計算値を表す．水平速度は，中部日本ブロ
ック（CJP）固定の速度を表示した．上下の図において，地
図の縮尺は異なるが矢印のスケールは同じである．
Fig．７． Observed and calculated horizontal velocities at GPS sta-
tions．Solid and open vectors represent observed and calcu-
lated velocities，respectively．Velocity in the Central Japan Block
（CJP）‐fixed reference frame is plotted to facilitate the compari-
son．Note that，although the map scales are different between the
top and the bottom figures，the vector velocity scales are the
same．
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図８ 水平速度の残差．誤差楕円は，観測値の９５％信頼区間
を示す．細線と太線は，それぞれ第四紀活断層の位置［活断
層研究会，１９９１］と本研究の地殻ブロック境界を表す．
Fig．８． Residual horizontal velocity with９５％ confidence ellipses．
Thin lines represent surface traces of Quaternary faults［Research
Group for Active Faults of Japan，１９９１］．The thick lines represent
boundaries of the model blocks．

ってマイクロプレートが北北西に押される．これらの力に
よって，伊豆マイクロプレートが時計回りに高速回転して
いるのではなかろうか．本研究により伊豆マイクロプレー
トのオイラー極が，その北東境界に近い足柄山地付近に位
置していることは，この場所が，本州と伊豆マイクロプレ
ート間を止めているピンの働きをしていると解釈できる．
このような衝突による地殻ブロックの高速回転メカニズム
は，パプアニューギニアにおいても提唱されている（Wal-
lace et al．，２００４）．衝突を開始した２００万年前から伊豆半
島の回転運動が継続しているとすると，古地磁気的な証拠
で検証が行えるはずであるが，Koyama and Umino（１９９１）
にまとめられている伊豆半島等の古地磁気データでは，伊
豆半島全体が系統的に回転する傾向は見られない．回転運
動の古地磁気学的検証は，今後の課題の１つである．
本研究では，伊豆半島を１つのマイクロプレートとして

いるが，残差ベクトル（Fig．８）を見ると，さらに細かく
分割したほうが良いかもしれない．伊豆半島のほぼ中央部
には，１９３３年北伊豆地震（M７．０）の震源断層である丹那
断層を代表とする南北走向の左横ずれ断層が存在する．伊
豆半島の東西でそれぞれ，北向きと南向きの残差ベクトル
が見られるが，丹那断層等の運動方向と調和的である．ま

た，伊豆半島の東側では，１９７４年伊豆半島沖地震や１９７８
年伊豆大島地震など，M７前後の地震が数多く発生してい
る．これらの地震の震源断層は，東西走向の右横ずれのセ
ンスを持ち，丹那断層とは共役な関係になる．よって，フ
ィリピン海プレートと伊豆マイクロプレート間の相対運動
は，単一の境界断層ではなく，伊豆半島の中央部から東部
に存在するこれらの断層群が分散して担っていると考えら
れる．伊豆東部から神津島・新島近海までの領域が拡散変
形している変動帯であるという提案は，既にMaz-
zotti et al．（１９９９）によって行われている．
本研究の結果，伊豆マイクロプレートの東側境界での相

対運動速度は，左横ずれで約２８mm／yr となった（Fig．１０）．
Mazzotti et al．（２００１）の結果では，神津島付近の相対運
動方向は，境界と約６０°の角をなし，収束成分が大きかっ
たのであるが，本研究の相対運動方向は，神津島・新島付
近でも，ほぼ境界と平行の方向である．この地域で発生し
ている地震の震源メカニズムの多くは，横ずれタイプを示
し（Fig．１０），本研究の相対運動方向と調和的である．ま
た，伊豆マイクロプレートの西側境界である駿河トラフで
は，相対運動速度が１２－２６mm／yr で沈み込んでいるが，
伊豆マイクロプレートが回転運動していることにより，相
対運動速度が北へ行けば行くほど小さくなる傾向となる．
また，富士川河口断層帯（Fig．５の Z）では，９mm／yr の
相対運動速度で主として左横ずれで若干の逆断層成分を含
む運動が期待される．地形・地質学的調査（地震調査委員
会，１９９８）によると，平均変位速度が７mm／yr 以上で，本
研究の結果と一致するが，運動方向は，逆断層成分が主で
左横ずれの成分もあると評価されており完全には一致して
いない．
５‐２ 中部日本ブロックとフィリピン海プレートの運動

について
従来は，糸魚川－静岡構造線を挟んで，東北日本と西南

日本の属するプレートは異なると考えられていたが，最近
のGPS 観測の結果，糸魚川－静岡構造線南部に顕著な変
形はみられず，関東地方と東海地方は同一のプレートに属
するという説（例えば，Heki and Miyazaki，２００１）が有力
となっている．本研究でも，この地域を単一のブロック（中
部日本ブロック）としたが，測地データを十分に説明でき
ており（Fig．７，８），単一のブロックとして扱って良いと結
論できる．中部日本ブロックのオイラーベクトルは，（北
緯７９．４°，東経１２８．６°，‐０．３２６°／my：ユーラシアプレー
ト規準）と推定されたが，この値はユーラシアプレートに
対する北米プレートのオイラーベクトル（北緯７３．０°，東
経１２９．０°，‐０．２４８°／my（Altamini et al．，２００２）もしくは
北緯６８．１°，東経１３６．４°，‐０．２４５°／my（Sella et al．，２００２）
とオホーツクプレートのオイラーベクトル（北緯６１．８°，
東経１４３．３°，‐０．５４６°／my（Altamini et al．，２００２）の中間
に位置しており，推定誤差を考慮すると，どちらのプレー
トに属するかの結論を出すことはできない．
フィリピン海プレートの運動ベクトルは，（北緯４６．７°，

東経１５２．０°，‐１．５２０°／my）と推定された．このオイラー
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ベクトルを用いると，青ケ島より北の伊豆諸島の速度ベク
トルは，おおむね説明できるが，小笠原諸島と大東諸島の
速度ベクトルに系統的な残差が残る（Fig．７）．一方で，全
世界のGPS データを用いたプレート運動モデルREVEL
（Sella et al．，２００２）のオイラーベクトル（北緯５５．８°，東
経１６２．２°，‐１．０６３°／my）を用いると，小笠原諸島と大東
諸島のベクトルは良く説明できるが，伊豆諸島の残差ベク
トルが，系統的に約１０mm／yr 東に向いてしまう．Sella et

al．（２００２）のデータセットには，伊豆諸島のデータは八
丈島のみしか含まれないが，本研究のデータセットは，伊
豆諸島のデータが多く含まれており，伊豆諸島の運動に合
わせたオイラーベクトルが推定されていると考えられる．
REVEL の計算値が伊豆諸島で観測値とずれる原因は，伊
豆諸島の島個々の火山性変動源による可能性はあるもの
の，複数の島で系統的なずれがあることから，伊豆諸島全
体が背孤拡大などのメカニズムにより，フィリピン海プレ
ート本体の運動と少し異なる運動をしている可能性を示す
ものかもしれない．
５‐３ すべり欠損速度の特徴
相模トラフ沿いのすべり欠損速度を見ると，深さ２０km

までの断層ですべり欠損速度が大きく，２０－４０kmでも一
部で有意な速度が見られる．１９２３年の関東地震の破壊域に
相当する領域（G‐J，L，M）では，すべり欠損速度が１２
－４０mm／yr の範囲であり，最大値（４０mm／yr）が見られ
た房総半島の先端に位置する断層 Lは，地震時のすべり
も大きかった領域に相当する．また，房総半島南東沖の断
層 Pと Rでも大きなすべり欠損速度（３０－４８mm／yr）が
推定されている．この領域は，１７０３年の元禄関東地震で破
壊したと考えられる（宍倉，２００３）．よって，これらの断層
では将来の大地震に向けて歪みが蓄積中であるといえる．
ただし，断層Rは，１９９６年と２００２年にスロースリップが
発生した場所に相当する（Fig．１０の点線の領域）．１回のス
ロースリップは，Mw６．５に相当するモーメントを解放し
ており，Ozawa et al．（２００３）は同規模のスロースリップ
が６－７年周期で繰り返し発生していた可能性を指摘して
いる．よって断層Rで蓄積する歪みは，周期的に発生す
るスロースリップによっておおむね解消されているのかも
しれない．さらに沖合の断層Qと Tでも，ある程度のす
べり欠損速度（９－３０mm／yr）が推定されているが，これ

図９（a）本研究のモデルから予測される関東周辺の地殻変動
のうち剛体回転運動成分．本研究で推定したオイラー極を用
い，中部日本ブロック（CJP）固定の水平速度を示した．（b）
本研究のモデルから予測される関東周辺の地殻変動のうち弾
性変形成分．断層のすべり欠損と火山性力源を用いて計算し
た．（c）本研究のモデルから予測される関東周辺の地殻変動．
剛体回転運動成分と弾性変形成分の和となっている．
Fig．９．（a）Rigid rotational part of the velocity field of the Kanto
region predicted by the Euler pole of the best‐fit model in the
Central Japan Block（CJP）‐fixed reference frame．（b）Elastic
part of the velocity field predicted by the slip deficit and point
sources of the best‐fit model．（c）Total velocity field predicted
by the best‐fit model．
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図１０ 本研究で推定された境界断層における長期的相対運動速度．矢印は，断層の上盤に対する下盤の動きを表す．太平洋プレート
との境界の矢印は，他の矢印と区別できるように白抜きで示した．地震のメカニズム解は，防災科学技術研究所によって決められ
た１９９６年４月から２０００年５月までの深さ５０kmより浅い地震のもので，気象庁の震源決定による震央位置にプロットした．
Fig．１０． Relative long‐term velocity on the faults of the block boundary predicted by the Euler pole of the best‐fit model．Velocity vec-
tors represent motion of the footwall relative to the hanging‐wall on the fault．The PAC vectors are denoted by open vectors to distinguish the
other vectors．The focal mechanisms of shallow（Depth＜５０km）earthquakes determined by the National Research Institute of Earth Science
and Disaster Prevention（NIED）from April１９９６to May２０００are plotted at the epicenters determined by the Japan Meteorological Agency
（JMA）．

らの領域は陸上の観測点から遠いために，観測データによ
る解像度は十分ではない．
幾つかの断層では，ブロック間相対運動速度（約２７mm

／yr）よりも大きなすべり欠損速度が推定されているが，そ
の原因として２つ考えられる．１つは，房総半島と三浦半
島を横断する右横ずれの断層（Lallemant et al．，１９９６）が
存在し，房総半島の先端部がスリバーとなってブロック運
動している可能性が挙げられる．インヴァージョンにおい
て，このスリバーの運動を，プレート間の固着に押し付け
たために，大きなすべり欠損速度が推定されている可能性
はある．しかし，スリバーだと考えられている地域には
GPS 観測点が数点しかないため，現状のデータセットか
らはスリバーの存在を明らかにすることは難しい．もう１
つの原因は，関東地方は弾性定数の小さな堆積層が厚い（山
中・山田，２００２）ため，半無限弾性体よりも地下のすべり
による地表の変形が大きくなると考えられる（例えば，Pol-
litz，１９９６）．よって，半無限弾性体を仮定したすべり欠損
速度の推定では，速度が大きめに推定されてしまうことも
考えられる．
太平洋プレート上面の断層を見ると，福島・茨城県沖（断

層A）では，大きなすべり欠損速度（６７mm／yr）が推定

された．この領域では，１９３８年にM７クラスの地震が群発
して発生（Abe，１９７７）しており，将来的に大地震が発生
する可能性はあると考えられる．太平洋プレートの南側（断
層C‐F）では，負のすべり欠損速度が推定されるなど，物
理的に不合理な値が推定されるため，陸域観測点から離れ
ているために十分な分解能がないと判断し，最終的なイン
ヴァージョンではすべり欠損速度を０に拘束した．しかし，
試行錯誤の結果から，ここでは，大きな歪みが蓄積してい
ることはないと考えられる．
伊豆マイクロプレートの東側（断層BB‐GG）では，断

層CCと EEを除くと，２８－３１mm／yr のすべり欠損速度が
推定されており，ほぼ完全に固着しているという結果
（Fig．６a，６b）が得られた．この地域では過去にM７程度
の地震が数多く発生しており，将来的にもM７程度の地
震が発生する可能性は高いと考えられる．なお，小さめの
すべり欠損の速度（９mm／yr）が推定された断層CCは１９８０
年に伊豆半島東方沖地震（M６．７）が発生した場所に相当
する．また，断層 EEのすべり欠損速度（９０mm／yr）は，
新島・神津島の火山性地殻変動との分離が不完全のために
大きなモデル誤差を含む可能性が高い．
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５‐４ 火山性変動源の特徴
茂木モデルを仮定した６つの火山のうち，体積増加量が

最も大きかったのは，新島であった（Table１）．しかし，新
島・神津島付近の残差ベクトルが大きいことと，断層 EE
のすべり欠損速度に非現実的な値が推定されていることを
考えると，体積変化量の推定値も大きな誤差が含まれる可
能性がある．新島，式根島，神津島の水平ベクトルは，複
雑なパターンを示しており，本研究で仮定している変動源
のみでは説明できない可能性もある．これらの島々の変動
源の推定は今後の課題となるが，この領域は伊豆マイクロ
プレートとフィリピン海プレートの境界にもあたることか
ら，火山性変動源だけではなくテクトニックな変動源も同
時に考慮する必要があり，詳細な地殻変動分布の解明が望
まれる．
富士山直下の深さ１５kmに仮定した茂木モデルの体積

増加量は，４．８×１０６m３／yr と推定された．体積増加量の推
定値は，仮定した茂木モデルの深さに大きく依存するが，
井澗・石橋（２００３）が主張するように富士山が膨張傾向に
あることは間違いなさそうである．地表の地殻変動に対す
る膨張茂木モデルのみの寄与を計算すると，水準路線
Route９（Fig．４i）の距離５５km付近を最大（約２mm／yr）
としてなだらかな隆起が期待される．観測値から対応する
隆起を見いだすことは難しいが，同路線の１９８２年から
１９９６年の間の測量では，比較的明瞭な隆起が認められる
（国土地理院，２００２a）．ここで推定された体積増加量
が，１７０７年の宝永噴火以降が一定だったとすると，３００年間
の間に約１．３km３のマグマが蓄積したことになる．しかし，
水準測量で富士山付近の隆起が認められない時期もあり，
体積増加量は時間変化すると考えたほうが良いであろう．
５‐５ 富士山周辺のテクトニクス
本研究では，富士山の南麓から北北西方向に傾斜するブ

ロック境界断層（断層AA）を仮定した．仮定した断層は，
富士山直下でのマグマ供給系を横切る形で存在することに
なる．しかし，伊豆マイクロプレートのオイラー極に近い
ため，断層AAでのブロック間相対運動速度（６mm／yr）
とすべり欠損速度（５mm／yr）はともに小さい．すなわち，
地殻変動を説明するためには，断層AAの寄与はきわめて
小さく，必ずしもAAの位置に断層が存在する必要はない．
現在の伊豆半島北縁部ではプレートの収束はきわめて低速
であり，高橋（２０００）が主張するようなフィリピン海プレ
ートの断裂は，伊豆マイクロプレートの存在が原因である
可能性もある．
伊豆マイクロプレートは，長期的に安定して存在してき

たものではなく，伊豆半島の衝突過程で過渡的に存在して
おり，伊豆半島が駿河湾西岸に衝突した段階で本州側の地
塊と一体化するものと考えられる．富士山の誕生とその後
の急成長も，伊豆衝突による周辺のテクトニクス環境の変
化と無関係ではないだろう．
本研究で推定したすべり欠損を用いると，応力の変化速

度を計算する事が可能である．深さ１０kmでの富士山周
辺の応力変化場を計算すると，富士山の山体の内側では，

富士直下においた茂木モデルの膨張の影響が周囲の断層の
固着による影響よりも大きく，最大圧縮軸が山頂から放射
状の分布をすることがわかった．しかし，山体の外側では，
おおむね北西－南東を向く．また，深さが浅くなるにつれ
て，北西－南東を示す範囲が山頂に近づく傾向にある．た
だし，本研究で用いたモデルでは，プレートの曲げや断裂
による応力変化を扱う事ができないし，応力の変化量は計
算できても応力そのものを計算する事は不可能である．他
の地球物理学的あるいは地質学的に推定されている応力場
と比較する場合は十分注意が必要であろう．

６． まとめ
富士山周辺のやや広域のGPS と水準測量結果から，こ

の地域の１９９６－２０００年の平均的な地殻変動場を求めた．そ
して，観測された地殻変動をブロック断層モデルによって
モデル化し，地殻ブロックの剛体運動，ブロック間断層の
固着度，火山性膨張源の体積変化量を同時に推定した．そ
の結果は，以下の通りである．
伊豆半島周辺の地殻変動を説明するためには，この周辺
の地塊がフィリピン海プレートとは独立の伊豆マイクロ
プレートとして運動していることが必要である．伊豆マ
イクロプレートは，中部日本に対して足柄山地付近を中
心に時計回りに回転しており，回転速度は１０°／myr で
ある．
関東と東海地方の東部は，一体のブロックとして運動し
ており，糸魚川－静岡構造線によって分割する必要はな
い．
相模トラフから沈み込むフィリピン海プレート上面で
は，１９２３年関東地震の震源域だけでなく，その南東の
房総半島沖でも固着していると考えられる．
伊豆半島の東方沖から新島，神津島にかけて，伊豆マイ
クロプレートとフィリピン海プレートの境界が存在し，
左横ずれ運動をしている．この境界は，一部を除いてほ
ぼ完全に固着しており，M７程度の地震の震源断層と
なる可能性がある．
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富士山のマグマの化学組成と岩石学的特徴：マグマの実態への制約条件

富樫茂子＊・高橋正樹＊＊

Geochemistry of rocks from the Fuji volcano，Japan;
constraints for evolution of magmas

Shigeko TOGASHI＊，Masaki TAKAHASHI＊＊

The Fuji volcano，the East Japan arc，is still active．Analyses of boulders from debris flows of older stages，scoria
from fall deposits and sequential samples in boreholes have revealed the whole evolution of magmas．
Major and trace element concentrations and Nd-Sr isotopes of island arc tholeiites from Fuji Volcano show composi-

tional change of magmas with time for the last１００，０００years．Rocks from the Shin-Fuji-type magma have two or three
times higher concentrations in Rb，K，Ba，Zr，Y and Nb at the same SiO２ level than those from the Ko-Fuji-
type magma．While the ratios of Zr／Y and Rb／Y of the magmas differ between the two types，the Nd-Sr isotopes are
restricted in the small range of depleted arc basalts． Fresh less-fractionated basaltic magmas have been repeatedly
supplied to the magma chambers in all stages of the Fuji volcano．The degrees of degassing would vary with the depth
and size of magma chambers and relate to the mode of eruption．The observed general temporal change of incompat-
ible elements in magmas inherits the original difference in parental magmas．This would be heritage of a slightly het-
erogeneous mantle source in incompatible elements including HFS elements．This is supported by the data from the
adjacent volcanoes．
Key words: Fuji volcano，geochemistry，magma genesis，magma chamber，degassing

１． はじめに
富士山のマグマは今どうなっているのだろうか？結論か

らいえば，現在の富士山の下のマグマだまりにはマグマが
存在し，次の噴火の準備をしていると考えるべきであ
る．２０００‐２００１年の低周波地震の活発化は火山活動が現在
も進行していることを示しているといってよい（鵜
川，２００４）．
過去少なくとも１０万年間，富士山の玄武岩の噴火は断

続的に生じており，マントルから，マグマだまりへの新た
なマグマの供給は，大局的にはほぼコンスタントに行われ
ていると推測できる．従って，約３００年の休止期間に応じ
たマグマが現在のマグマだまりに貯まっていると考えるの
が合理的である．
長期的にみれば，次の噴火が数年後なのか数十年後なの

か１００年以上後なのかを今の科学から予測することは難し
く，噴火のきっかけとして，東海地震や南海地震との関連
も指摘されている（上杉，１９９３；小山，１９９８）．一方，短期
的にみれば，何も予兆なく噴火が起こることはないと考え
られるので，噴火の開始についての短期的な予測を可能と
するための最新の観測や調査を，国の機関（気象庁・大学・

研究機関等）が分担連携して行っている．責任が重く，人
手も費用もかかり，根気のいる仕事であるが，大変重要で
ある．
さらに，三宅島火山の例でも明らかなように，噴火開始

後の噴火活動の推移予測が重要であり，それぞれの火山の
特徴にあわせたマグマの実態を知り，それを観測と密接に
関連させて行う必要がある．
そのためにも，富士山のマグマの現在の状態を知り，将

来予測の精度を向上させるには，過去に富士山のマグマが
どのように生成され，進化してきたかというプロセスとそ
の成因を知る必要がある．そのような観点から，本論では，
岩石学的特徴と化学組成から，富士山マグマの実態にどこ
まで制約を与えられるかを試みる．
なお，以下の議論は，島弧マグマのように分化したマグ

マであっても，初生的なマグマの性質を残しており，初生
マグマの性質の推定や形成条件の制約が可能であるとの仮
定の下に行われている．この仮定は，島弧マグマが多様性
を持ちつつも，一定の規則性に従って変化をしていること
に依拠している．
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２． 富士山マグマの岩石学的・化学的特徴
噴出したマグマの組成から，現在のマグマの状態や，そ

の成因や進化を推定するには，多様な要因の可能性があり，
様々な観察事実から可能性を狭めていくしかない．
後述の富士山マグマの形成進化モデルの制約条件とし

て，公表されている研究をまとめて，最近１０万年間の富
士山マグマの岩石学的・化学的特徴に関する重要な観察事
実を第１表および第２表に示す．

３． マグマだまりで何が起きているか．
３‐１ マグマの供給

過去１０万年間，マントルからの富士山のマグマだまり
へのマグマの供給率に大きな変化はなく，マグマだまりへ
の新たなマグマの供給はほぼコンスタントに繰り返し行わ
れていると推測できる．根拠は，１０万年にわたる玄武岩の
噴出の継続（A）（以下に議論の根拠となる第１・２表の項
目をアルファベットと数字で示す）と，FeO＊／MgO比が
一様に増加せず，大局的に一定の幅を保っていること（B）
である．高い噴出率（C）は富士山に特有の重要な事実で
あり，テクトニクスとの関連が指摘されている（高
橋，２０００）．また，マグマの高い供給率は，高い噴出率（C）
の原因であるとともに，ある程度の分化はするものの（B），

図１ 富士山のマグマだまりとマントル．
富士山の下部では，過去１０万年間ほぼコンスタントに新たなマグマが形成され，地殻中のマグマだまりに供給されている．マ
グマは，マグマに濃集しやすい元素の組成が不均一なマントルの異なる場所が溶融して，少しずつ組成の異なる玄武岩マグマと
して形成され，上昇する．マグマだまりの大きさや深さによって，マグマは結晶分化や脱ガスによって異なる組成へと変化をし
ていく．古富士系マグマだまりは比較的小さく，深いところに形成され，マグマの結晶分化や脱ガスがあまり進まない状態で爆
発的な噴火をした．新富士系初期のマグマだまりは，比較的大きく，マグマは様々な程度に結晶分化し，十分に脱ガスし，多量
の溶岩として噴出した．新富士系の最新の噴火である１７０７年のマグマだまりはやや深く，噴火に際して新たな火道を形成し，上
昇の途中で過去のマグマだまりのかけらをとりこみつつ，特に爆発的な噴火をした．

Fig．１． Model of magma chambers of the Fuji volcano and source areas．
Fresh less-fractionated basaltic magmas have been repeatedly supplied to the magma chambers in all stages of the Fuji volcano for late

１００，０００years．The observed general temporal change of incompatible elements in magmas inherits the original difference in parental mag-
mas．This would be heritage of a slightly heterogeneous mantle source in incompatible elements including HFS elements．The degrees of
degassing would vary with the depth and size of magma chambers and relate to the mode of eruption．In the Ko-Fuji volcano，explo-
sive eruptions were dominant，relating deep and small magma chambers．In early stage of the Shin-Fuji volcano，effusive eruptions were
dominant，relating shallow and large magma chambers．The latest１７０７Hoei eruption was very explosive and the erupted magma brought
the pieces of cumulates from old relatively deep magma chambers．

富樫茂子・高橋正樹
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安山岩やデイサイトなどの分化の進んだマグマの産出が少
ない（A）原因でもあろう．
３‐２ マグマだまりの深さと大きさ
マグマだまりの深さや大きさは，特にその冷却速度に大

きく影響し，斑晶の種類や組成，結晶化の順序や速度，結
晶の浮沈やメルトからの分離の程度，対流や混合，周囲の
岩石との反応などに大きな影響を与え，さらに，一回の噴
火の噴出量の最大値を制約する重要なパラメーターであ
る．
マグマだまりの深さを定量的に推定するには，藤井

（２００４）が主張するように，水や揮発成分も含めた富士山
の岩石組成を再現した系による岩石溶融実験がその答えを
出してくれると期待したい．その際，岩石学的な特徴は，
実験系の組成や温度圧力範囲に関する境界条件を与えると
ともに，実験結果を天然へフィードバックする際の評価に
役立つだろう．
一方，岩石学的な特徴はマグマだまりの深さや大きさに

関して，定性的ではあるが多様な情報を与えてくれる．
噴火の形態や斑晶の種類，大きさや量，岩石の組成変化

（D１‐２）は，主として，深さや大きさの異なるマグマだま
りでの結晶分化の違いとして解釈できる（富樫・他１９９１）．
新富士火山の初期の大規模な溶岩流の流出は，浅くて脱ガ
スが容易に生じうる場所に大きなマグマだまりを形成し
て，大きな斜長石斑晶を結晶化し，斜長石がかんらん石や
輝石・磁鉄鉱とともに沈下することで，メルトと結晶の分
別が進んだ（D２）．一方，古富士火山では，比較的小さな
マグマだまりを形成し，急速に結晶化が生じたため，小さ
な斜長石斑晶の分離が有効に進まず，かんらん石や輝石の
みが沈下して分化がすすみ，斜長石斑晶が相対的に濃集し
た（D１）．斜長石の浮上によりAl が増加する伊豆大島の
トレンド（Nakano and Yamamoto，１９９１）とは全く異なり，
古富士火山のAl が高め一定のトレンドをもつのは，他の
鉱物が選択的に取り除かれたための受動的な結果である．
古富士火山が爆発的な噴火に卓越した（D１）のは，マグ
マだまりが脱ガスを生じない深さにあったためと考えられ
る．
宝永噴火は，爆発的である（D３）だけでなく，新たな

火道を形成しながら噴火した．その証拠に，富士山より古
い時代の火山岩だけでなく，過去の富士山のマグマだまり
の断片であるガブロを運び出してきている（安井・
他，１９９８；藤林・他，１９９９）つまり，宝永火山のマグマだま
りは，過去のマグマだまりの少なくともいくつかより深い
ところに形成されていた．また貞観や宝永の噴火に示され
るような爆発性の違い（E６）は，マグマだまりの深さ等
による脱ガスのあるなしに原因する可能性が高い．推定さ
れる富士山のマグマだまりの模式図を図１に示した．
３‐３ マグマだまりの断片からみる斑晶の結晶・分離プ

ロセス
噴出した岩石の組成変化からみて結晶分別は不可欠のプ

ロセスである．宝永の噴火のマグマは，古いマグマだまり
の断片と見なされるガブロを地上に運んできた．ガブロは

多様な岩相を示すが，大きく分けて玄武岩マグマからの結
晶の集積岩と結晶も濃集するが玄武岩マグマも少量含む岩
石の２種類に分けられる（安井・他，１９９８）．結晶の微量組
成からみても，これらは富士山のマグマと同源であるとみ
てよい（安井・他，１９９８）．藤林・他（１９９９）は，これらの
ガブロの同位体比組成が，富士山起源の玄武岩と同一領域
にあることを明らかにした．富士山の場合，結晶分化がか
なり進んでも安山岩ではなく，全岩組成は玄武岩にとどま
っている（A，B）．これは，典型的なソレアイト分化に従
い，かんらん石等の苦鉄鉱物が分別し，FeO＊／MgO比が
効果的に増加すること，マグマの高いNaを反映してやや
Naに（必然的に Si も）富む斜長石を分別するからである．
かんらん石の平衡晶出に基づいて推定したマントルと平

衡な組成の富士山の初生玄武岩マグマは SiO２濃度が４８wt
％程度，FeO＊／MgO比が０．８程度と推定される．かんら
ん石２０％を液と平衡に結晶分別すれば，FeO＊／MgO比が
１．６程度 SiO２濃度が４９－５０wt％となり，実際に古富士お
よび新富士に観察される相対的に未分化な玄武岩の組成と
なる．
また，観察される集積岩のうち，かんらん石の Fo 成分

の高い試料の SiO２濃度は約４３wt％である（安井・他，１９
９８）．SiO２濃度が４８wt％の初生玄武岩マグマから，集積
岩（SiO２濃度４３wt％）を５０％取り除いたとしても，分
化したマグマの SiO２濃度は５３wt％である．これより SiO２
濃度が高い集積岩の分別では，より多くの分別でも SiO２
濃度は高くならない．もちろん，さらに結晶分別が進めば
少量の安山岩やデイサイトは生じうる．
３‐４ マグマの供給とマグマの混合
Arculus et al．（１９９１）は，富士山のマグマの進化はマグ

マだまりに繰り返しフレッシュな玄武岩マグマが供給さ
れ，マグマだまりで分化したマグマとの混合を繰り返すこ
とで生じ，次第に微量元素の組成が変化すると説明した．
しかし，そのようなモデルでは，供給されるフレッシュな
玄武岩の数倍に及ぶ量のかなり分化したマグマの存在が必
要であるが，富士山ではそのような多量の分化したマグマ
の存在やマグマだまりでの組成の時間変化は観察されてい
ない（富樫・他，１９９７）．
斑晶中には逆ゾーニングや溶融の証拠が多数残ってお

り，個々の結晶の成長過程において，様々な非平衡状態が
生じた証拠が認められ，少なくとも局所的なマグマ混合や
結晶とメルトの不十分な分離などが普遍的に起きていると
考えられる（佐藤・他，１９９９；高橋・他，１９９９；Yoshimoto
et al．，２００４など）．
全岩組成においても分化の程度の異なるマグマの混合が

示唆される例もあり（富樫・他，１９９７；Yoshimoto et

al．，２００４），マグマ混合が噴火メカニズムとしても重要で
あることは疑いない．しかし，その混合の時間・空間スケ
ールやメカニズムに関しては検討すべき課題が残ってい
る．例えば，マグマが混合したとしても，ミクロスケール
にまで混合を進めるためには，かなり旺盛な撹拌／拡散メ
カニズムを必要とする．玄武岩メルトが安山岩メルトに含
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まれていた斑晶の成長面までに達するほど十分にメルトと
結晶を混合させる撹拌／拡散メカニズムは何なのだろう
か．さらに，マグマ混合モデルにはそれぞれの端成分マグ
マがどのように生成されたかという宿題があることも忘れ
てはならない．
単一のマグマだまりでも，上部から冷却され形成された

結晶が重力で沈む時，内部はまだ高温のメルトが存在し，
そのために再溶融することもあり，逆ゾーニングすること
もあるだろう．対流により攪拌されて運ばれた新たな条件
下で結晶が成長することも，さらにはマグマ全体が浅いと
ころに移動して圧力が大きく変化することもあるだろう．
斑晶は，そういったマグマだまりでの複雑な成長の歴史を
示しているのではないだろうか．また，すべての斑晶鉱物
のメルトインクルージョンが親マグマの組成を保持してい
るかどうかについては，後からの結晶成長の効果以外にも
検討すべき余地がある．

４． 次の噴火はどのような噴火か
４‐１ 爆発性に関する観察事実
どのような噴火が次に生ずる可能性があるかを予測する

ことは容易ではないが，地球科学がその本領を発揮できる
ところでもある．噴火の爆発性を支配しているのはマグマ
中のガス成分である．富士山のマグマからの脱ガスモデル
を制約する観察事実 Eを第１表に示した．
４‐２ 噴出物の産状と硫黄濃度
富士山のかんらん石斑晶に含まれるメルトインクルージ

ョンの硫黄濃度は１０００ppmを超えるものがあり（E４），
初生マグマは相当量の硫黄をはじめとするガス成分を含ん
でいたと考えられるが，噴出した富士山の岩石中の硫黄濃
度は一般に極めて低く１００ppm以下である（宮地・他，
２００４）．一方，集積相として硫化鉱物は認められず，硫化
物に濃集しやすい金が急減しないことや鉄を多く含む玄武
岩マグマの硫黄溶解度が大きいことから，硫化鉱物の晶出
分化を生ずるほど硫黄濃度は飽和しておらず（E５），噴出
物の低い硫黄濃度は脱ガスに関連したものと考えるべきで
ある．実際に，溶岩か降下火砕物かといった噴出物の産状
と噴火の爆発性（E６）やかんらん石斑晶のメルトインク
ルージョンの硫黄濃度には相関がある（E４）．
御殿場岩屑流中のブロックは，約２９００年前に富士山の

山体の一部が崩壊し，御殿場岩屑なだれとして流れ下った
（宮地・他，２００４）．ブロックの全岩の硫黄濃度は，５０ppm
以下の低いところと，１００‐２０００ppmの高濃度の二つの濃度
ピークを示す（E７）．硫黄濃度の高い岩石は肉眼でも変質
が認められ，顕微鏡下でも，かんらん石の変質が認められ
る．これは，崩壊した山体において，少なくとも２９００年
以上前には，硫黄を含むガスなどの流体の放出と，これに
よる変質が生じた時期や場所が存在したことを示している
（E３）．
４‐３ マグマの脱ガスの程度
最近は，富士山では山頂でも山体でも顕著な噴気や地熱

活動はみとめられていない（E１）が，深部低周波地震（E

２）はマグマや流体などの移動に関連するものである可能
性が指摘されている．特に炭酸ガスは深部で脱ガスし，周
囲との反応性は低く，地表での観測により深部での脱ガス
を観測し得る（E１）．例えば雲仙火山では現在も山麓部で
炭酸ガスが検知され地下のマグマだまりが推定されている
が（Takahashi et al．，２００４），富士山では検知されていない
（E１）．従って，マグマだまりに現在相当量のマグマが存
在すると予測する（３－１，A，B）と，火山ガスの大部分は
マグマにほぼ閉じこめられたままの状態にあると考えられ
る．十分に脱ガスすることができないほど周囲の圧力の高
い深さのところにマグマだまりが形成されているならば，
冷却の進行によりマグマの火山ガスの溶解度が下がるなど
の要因でマグマだまりの内圧が高まるか，外的な要因によ
り，周囲に割れ目などのマグマの通り道を形成されたとき，
少なくとも最初は爆発的な噴火から始まる噴火となる可能
性があり，地下のマグマの挙動をいち早く知るためにもさ
らに山体全域のガスの観測が重要であると考える．

５． 富士山のマグマがどのように生成され・進化してき
たか

５‐１ 富士山のマグマの不均一とその要因
噴出したマグマの組成からマグマの成因や進化を推定す

るには，上述した多様な要因を考慮する必要がある．マグ
マの成因を制約するための観察事実の詳細を第２表に示
した．
富士山の場合には，島弧マグマとしての性質を持つ（F）

と同時に，新富士系マグマと古富士系マグマの組成の明瞭
な相違が認められる（G）（図２）．富士山のマグマの組成
に関する研究は，津屋に始まり，主として新富士火山に関
しは Tsuya（１９６８）；倉沢（１９８４）；Tsukui（１９８６）；中村・
他（１９８６）；Arculus et al．（１９９１）などがある．一方，古
富士火山に関しては，その大部分が新富士火山堆積物に覆
われており，露頭が限られていたこと，噴出物がスコリア
や土石流堆積物がほとんどであり化学分析の対象とされて
こなかった．高橋・他（１９９１）と富樫・他（１９９１）はほぼ
同時に，スコリアや土石流堆積物に着目した研究を開始し，
古富士系と新富士系の岩石の化学組成が系統的に異なるこ
とを明らかとした（G１‐５）．その後のMiyaji et al．（１９９２），
宮地・他（１９９５；１９９８；２００１），富樫・他（１９９７）；高橋・
他（２００３），山本・他（２００２；２００４）もこれを支持してい
る．なお，古富士系から新富士系のマグマの時間的な変化
は漸移的であり，移行期には両者が共存する時期もある
（G）．
一つの火山のマグマ組成変化の要因には大きく分けて

１）マグマだまりでの分化，２）原料のマントル組成の不均
一，３）マグマの溶融条件の差等が考えられる．また，これ
らの複合もあり得る．以下に富士山の場合に適用して議論
する．
５‐２ マグマだまりでの分化：深部分化説：輝石が大量

に晶出したか？
新富士系マグマと古富士系マグマの組成の相違は，マグ
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マに濃集しやすい元素（以下液相濃集元素とする）におい
て系統的に認められ（G），少なくとも斜長石やかんらん
石を主とする浅いマグマだまりでの分化では説明できな
い．たとえば，かんらん石や斜長石はRb，Y，Zr を含ま
ないので，分別して濃度は高くなるが，Rb／Y比や Zr／Y
比等の濃度比は変化せず，観察事実（G３，G４）を説明で
きない．
そこで安田・他（２００４）は，深いマグマだまりにおいて，

水などの揮発成分の存在下で，Y等を含む輝石を主とする
分別により組成が変化する可能性を指摘している．
しかし，古富士系マグマと新富士系マグマの差を，結晶

分別で説明する場合，全岩組成変化からの強い制約がある．
図３aに，親マグマ（添え字 o）と分化したマグマ（添え
字 l）の濃度比について，（Rb／Y）l／（Rb／Y）０比を縦軸に，
（Y）l／（Y）０の比を横軸にとる．もっとも効率的に濃度変化
するレイリー分別の式を適用し，Rbの分配係数を０とし，
Yの分配係数を０．２から１．２まで，分別の程度を０．１から
０．９まで変化させるモデル計算結果を示した．Yの全岩分
配係数が１以上であるとRb／Y比と Yは負の相関となり，
図３bに観察されるRb／Y比と Yの正相関（G３）に反す
ることになるので，Yの全岩分配係数は１以下でなければ
ならない．図３bで示したように，観察されるRb／Y比の
差は最大７倍，平均でも１．８倍である．これと正相関する
Y濃度の差２倍の条件を満たすのは，Rb／Y比の差が２．５
倍としてもYの全岩分配係数が約０．６で分別の程度が
８０％という過酷な条件である（図３a）．
現在報告されている単斜輝石のYの分配係数は，アル

カリが少ない玄武岩の場合で大きく０．６，実験では玄武岩
に関して１前後の場合もある（GERM Partition Coefficient
（Kd）Database）．Yの全岩分配係数が０．６の固相という条
件を満たすためには，たとえばYの分配係数１の単斜輝
石を６０％含むようなものを想定しなければならない．し
かし，そのような極端な鉱物組み合わせは，全岩の他の組
成（FeO＊／MgO，Cr，Ca，Al，Sr，Na 等）にも顕著な影
響が現れると予想されるが，そのような観察結果は古富士
系マグマと新富士系マグマの間には認められない（G６－
８）．図３cで示すように液相に濃集する元素は，Cr に関し
て新富士系マグマと古富士系マグマでは明らかに未分化マ
グマの Zr 濃度が異なる経路の分化をしている．また，相
関して変化するRbと Kの濃度と（G１），Rb／K比（G５）
については，Rb と Kがどの分別鉱物にも含まれず，結晶
分化では到底説明できない．おそらく結晶分化だけで新富
士系と古富士系の初生マグマの組成の液相濃集元素の不均
一を説明することはかなり困難であろう．
５‐３ マントル不均一説
マグマの原料であるマントルの組成に不均一があれば，

当然組成の異なるマグマが生成される．著者らは，これら
の化学組成の差を原料のマントル組成の差に主たる原因を
求めている．
なお，マントルの組成不均一の原因は一つではない．最

近のプレート運動により沈み込んだ堆積物や変質した海洋

図２ 新富士系，古富士系，小御岳，愛鷹，箱根マグマの液相
濃集元素の相違．
横軸はイオン半径の順，縦軸は富士山岩石中の元素組成を
始源マントル組成（Togashi et al．，１９９２の始源マントル）で
規格化したもの
流体に含まれ易い元素（Rb，K，Ba）も流体に含まれ難い
元素（Y，Zr，Nb）も，イオン半径に応じた系統的な差があ
る．詳細は本文参照．

Fig．２． Comparison in incompatible elements of magmas
among Shin-Fuji，Ko-Fuji，Komitake，Ashitaka and Hakone vol-
canoes．
Horizontal axis shows elements in order of ionic radii and ver-
tical axis shows concentrations of elements in magmas normal-
ized by the primitive mantle（Togashi et al．，１９９２）．Both of fluid
-compatible elements（Rb，K，Ba）and fluid-incompatible ele-
ments（Y，Zr，Nb）show the systematic difference among the
volcanoes．See text in detail．

富士山のマグマの化学組成と岩石学的特徴：マグマの実態への制約条件
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図３ 結晶分別によるRb／Yの変化．

図３a 横軸はY（結晶分化したマグマのY濃度）とYo（初生
マグマのY濃度）の比．
縦軸は（Rb／Y）（結晶分化したマグマのRb／Y比）と（Rb／Y）o
（初生マグマのRb／Y比）の比．
図３b 富士山のRb／Yと Yの組成変化．
データは富樫・他未公表．
図３c 富士山のCr と Yの組成変化．
データは富樫・他未公表．

変化曲線は結晶分別がレイリー分別の式に基づく場合に，分
別する結晶相の全体のRbの分配係数＝０と仮定し，分別する
結晶相の全体のYの分配係数（DY）と分別の割合（F）を変化
させて示した．

Rayleigh fractionation Model
レイリー分別の式 Rayleigh fractionation equation
C／C０＝（１－F）（D‐１）

C：分別したマグマの元素の濃度
：concentration of an element in a fractionated magma．
C０：初生マグマの元素の濃度
：concentration of an element in an initial magma．

F：分別の割合，：degree of fractionation．
D：分別する結晶相の全体の元素の分配係数，
：bulk distribution coefficient of an element for fractionat-
ing crystals．
DY：分別する結晶相の全体のYの分配係数，：D for Y．
DRb＝０：分別する結晶相の全体のRbの分配係数を０と

仮定，
：D for Rb is assumed to０．

Fig．３． Variations of Rb／Y ratio during fractional crystallization．
Fig．３a． Horizontal axis is the ratio of Y／Yo，where Y is concen-
tration of yttrium in a fractionated magma，and Yo is concentra-
tion of yttrium in an initial magma．
Vertical axis is the ratio of（Rb／Y）／（Rb／Y）o，where（Rb／
Y）is the concentration ratio of Rb／Y in a fractionated magma，
and（Rb／Y）o is the concentration ratio of Rb／Y in an in-
itial magma．
Fig．３b． Compositional variations of Rb／Y ratios and Y abun-
dances in magmas from the Fuji Volcano．
Crosses are typical analytical errors（Ujiie and Togashi，１９９２）．
Data（Togashi et al．，in prep．）
Fig．３c． Compositional variations of Cr and Y abundances in
magmas from the Fuji Volcano．
Data（Togashi et al．，in prep．）

Discussions
観察される組成変化からY／Yo＝２，（Rb／Y）／（Rb／Y）o＝２．５
を説明するには
DY＝０．６の場合，分別の割合が８０％必要
また，DYが１を超える変化は，観察結果を説明できない．
When DY＝０．６， F is required to be０．８to explain the observed
variations，where Y／Yo＝２，（Rb／Y）／（Rb／Y）o＝２．５．
When DY is over１， there is no way to explain the ob-
served variation．

富樫茂子・高橋正樹

２２６



地殻に由来する物質を付加すると考えるモデル（短期変化
説）が現在の主流の説であるが，一方で，主たる組成は地
球の長期進化に起因すると考えるモデル（長期変化説）等
の少数派の説（富樫，１９９７や Togashi and Terashima，１９９７
等）がある．ここでは，不均一の原因の詳細に立ち入るこ
とはしないが，富士山のマグマの化学的特徴からの制約部
分だけについて述べる．
マントル不均一説をとる際に最も制約条件になると考え

られるのは，マグマに濃集しやすい元素が，互いに正の相
関を保持して変化していることである（G１）．マグマに濃
集しやすい元素には，流体に溶けやすい元素（アルカリ元
素やアルカリ土類元素など）から，溶けにくい元素（Y，Zr
や Th 等の元素）まで含まれている．
富士山で，Sr と Na，Ca は他とは異なる挙動を示し，古

富士と新富士に違いが認められず，ほぼ一定を保っている
（G８，図２）．もし流体が深く関与したプロセスならば最も
変化が激しいはずのこれらの元素を一定に保つメカニズム
が必要である．これらのいずれの元素もマントルでは単斜
輝石に含まれる元素であり，マントル中の単斜輝石の部分
溶融の条件が鍵を握っていると考えている．
富士山のマグマの同位体組成は，島弧マグマの中ではも

っとも枯渇したタイプに属す（F４）ので，原料のマント
ルは，地球の長い歴史の中のかなり古い時代に，少なくと
も一度は「枯渇：マントルからマグマ（流体を含む）が抜
け出ること」により，Rb／Sr や Sm／Nd 比が変化した経験
が必須である．どの位の量のマグマがどのようなタイミン
グで抜け出たかによって，これらの元素の濃度と同位体組
成が決まる．
地球の形成初期の均一な初生マントルを仮定した試算に

よれば，富士山の場合，マントルが１５億年前に０．５－１％
程度の「枯渇」があったとすれば，測定された誤差の範囲
内（G９，１０）に同位体比はおさまる．このモデルの良い点
は，そのくらいわずかの「枯渇」では，マントル中の単斜
輝石に大部分の Sr，Na，Ca が残ることである（G８）．０．５
－１％程度の「枯渇」の際のわずかな「枯渇」の差はRb
／Sr 比や Sm／Nd 比に大きく影響しないため，同位体比に
大きな変化を生じない（G９，１０）．一方，このわずかな「枯
渇」の差は２倍程度の系統的な濃度差を生み出せる（G１）．
マントルの同位体比が同じだとその濃度まで同じだと誤

解されやすいが，それは正しくない．良い例をあげれば，
N－MORBと呼ばれている海底玄武岩の同位体組成は極め
て狭い範囲にあるが，マグマに濃集しやすい元素の濃度は
大きく変化しており決して均一ではない．その理由は，マ
ントルからマグマが抜け出る際に，その程度がかなり大き
くなると，Rb／Sr 比や Sm／Nd 比は分配係数の逆数に近づ
き一定となり，結果としてその後の同位体比の変化に差が
なくなるが，濃度は「枯渇」の程度に応じて減少するから
である．つまり，０．５－１％程度の「枯渇」の際のわずか
な枯渇の差がRb／Sr 比や Sm／Nd 比に大きく影響せず，逆
に枯渇度がかなり大きな場合においても，同位体比の差が
なくなる．一方，その中間「枯渇」ではその程度と経過し

た時間により，同位体比の違いが大きくなる．
最近のプレート運動により沈み込んだ堆積物や変質した

海洋地殻に由来する物質を付加すると考えるモデル（短期
変化説）については，特に鉛同位体や硼素・ベリリウム同
位体から，その寄与が示唆されている．しかし，これが島弧
のマグマの性質のすべてを支配しているかどうかは検討を
要する．例えば，伊豆マリアナの火山岩に関しても Zr／Y
比などがフロントでより枯渇する島弧横断方向での変化の
傾向が認められ，流体に関与しないマントルの組成の不均
一に起因すると考えられている（Hochstaedter et al．，２０００）．
実際には，現実はこのように単純ではないだろう．しか

し島弧のマグマに最近加わった成分よりも，本質的にマン
トルの組成を決めている要因があるのではないかと考えて
いる．
５‐４ 溶融条件説
同一の原料マントルであっても，その溶融の条件によっ

てマグマの組成が変わる．差を生ずる要因は温度・圧力・
流体成分の関与・マグマのマントルからの分離の仕方など
である．
富士山のマグマの Sr 濃度が大きく変化しないこと（G８）

は，強い制約条件であると考える．これを満たす最も容易
な条件は，Sr 濃度がほぼ一定のマントルから一定の溶融
の程度と条件でマグマを生成することである．Sr の分配
係数が０．０２程度であれば，１％以下の少量の「枯渇」によ
る Sr の変化は約３割以内であり，その差は液相濃集元素
に比べ大きくないので，始源マントルと同じ Sr 濃度のマ
ントルの２０ppmを仮定すると，富士山の初生マグマは部
分溶融の程度はおよそ８％と推定できる（富樫・他，１９９７）．
一般に，分配係数が０．０１より小さい場合は，分配係数

の差によるマグマの結晶分化プロセスにおける影響の差は
無視できるほど小さい．一方，マントルでマグマが溶融し
て分離するプロセスにおいて，分配係数が０．０１より小さ
い場合は，分配係数のわずかな差が極めて敏感に影響する
ので，水などの揮発成分も含めた富士山の推定初生マグマ
の組成を再現できる系による岩石溶融実験に期待したい．
溶融実験を行うときには相図だけでなく，その条件での元
素の分配係数を正確に決める必要がある．「マントル不均
一説」が想定した「枯渇」したマントルを実際に生成でき
るのかどうかも是非，知りたいところである．
同時に，マグマ進化の道筋を正確に明らかにするために，

岩石中の斑晶鉱物に記録されたミクロな情報と全岩化学組
成変化のマクロな制約条件から，マグマ形成進化のダイナ
ミックなプロセスを読みとる努力がさらに必要であろう．

６． 周辺火山との比較
富士火山の火山フロント側には箱根火山が，また富士火

山周辺には，富士火山直下に小御岳や古小御岳，南東側に
愛鷹の各火山が存在する．ここでは火山フロントに位置す
る箱根火山から背弧側の富士，小御岳，愛鷹火山に向かっ
ての島弧横断方向での玄武岩類の化学組成変化について検
討してみたい（高橋・他，２００４および準備中）．
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箱根火山は低アルカリソレアイト，富士，小御岳，愛鷹
の各火山は高アルカリソレアイト系列の岩石からなる．
Zr を液相濃集元素の代表とした FeO＊／MgO変化図（図

４）上では，箱根・小御岳・愛鷹は古富士・新富士に比べ
Zr の増加に対して FeO＊／MgOの増加率が大きい分化をし
ている．
それぞれの火山について，相対的に未分化な玄武岩類の

液相濃集元素量に注目し，始源マントルで規格化して比較
する（図２）．なお愛鷹は組成の変化幅が大きいので，相
対的に液相濃集元素に富むものを愛鷹１，乏しいものを愛
鷹２とする．
新富士は他の火山より，ほとんどの液相濃集元素に富ん

でおり，例外として新富士より高いのは愛鷹１の Sr，小
御岳のNaである．古富士は新富士より全般に液相濃集元
素に乏しく，特にRb，K，Zr，Nb においてより乏しい．
図４において小御岳火山の FeO＊／MgOは Zr に対して増加
が著しく，新富士・古富士と別の経路の分化をしているが，
より未分化な組成においては，液相濃集元素全体は新富
士・古富士の変化の幅にほぼ入っている．
一方，箱根は他の火山より液相濃集元素に乏しく，箱根

より乏しい例外は愛鷹２のRbと Yだけである．
また，愛鷹は組成の変化幅が大きく，愛鷹１は新富士に

近い程高いが，愛鷹２のK，Rb，Yは箱根に相当するほ
ど低く，愛鷹２のその他の液相濃集元素は古富士に相当す
る（図２）．
箱根火山玄武岩の Sr 同位体比は０．７０３３８～０．７０３５７，Nd

同位体比は０．５１３０５～０．５１３０７，愛鷹火山玄武岩の Sr 同位

体比は０．７０３３１～０．７０３４３，Nd同位体比は０．５１３０３～０．５１３０８，
小御岳火山玄武岩の Sr 同位体比は０．７０３２７～０．７０３４９，Nd
同位体比は０．５１３０４～０．５１３０６，古富士火山玄武岩の Sr 同
位体比は０．７０３２８～０．７０３４８，Nd同位体比は０．５１３０３～
０．５１３０７，新富士火山玄武岩の Sr 同位体比は０．７０３４０～
０．７０３５０，Nd同位体比は０．５１３０３～０．５１３０８であり（永井・
他，２００４；２００５），箱根火山の一部に相対的に高い Sr 同位
体比が認められるものの，島弧横断方向でのあまり大きな
変化は認められない（図５）．
結晶分化による Sr 量の変化は斜長石の結晶のタイミン

グと斜長石の組成によって異なり，斜長石の晶出が遅い低
圧の分化においては濃度が上昇するが，相対的に初生的な
Sr の濃度レベルの差を反映していると考えられる（To-
gashi，１９８５）．高圧下などの理由で斜長石の晶出が早期で
あれば，バルクの Sr の分配係数は１に近づくため変化は
少なく，より初生的なレベルを保持して低い濃度であるは
ずである．
以上より，次のようなことが考えられる．
１）Sr 量がマントル物質の部分融解度をある程度反映し
ているとすると，箱根が最も部分融解度が高く，古富
士，新富士，小御岳および愛鷹２がほぼ同じくらいで
これに次ぎ，愛鷹１が最も低いことになる．

２）新富士の起源マントル物質は，これらの火山の中で最
も枯渇度が小さい．

３）箱根，小御岳および愛鷹１はBa／Zr 比，Ba／Nb 比が
高く，沈み込みスラブからの海水により起源物質やマ
グマが汚染を受けている可能性も考えられている．た

図４ 新富士系，古富士系，小御岳，愛鷹，
箱根マグマの分化による液相濃集元素の
変化．
液相濃集元素を代表して Zr を縦軸に，分
化の指標として FeO＊／MgOを横軸に示
した．データは高橋・他未公表．
Fig．４． Variations in incompatible elements
of magmas from Shin-Fuji，Ko-Fuji，Komi-
take，Ashitaka and Hakone volcanoes．
Horizontal axis is concentration of Zr in
magmas as a representative of incompat-
ible elements，and vertical axis is FeO＊／
MgO as an indicator of fractionation
（data from Takahashi et al．，in prep．）．
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だし，それは Sr 同位体比には大きな影響を与えない
程度である．これに対して，Baが添加されたのでは
なく，起源物質における Zr，Nb の枯渇と部分溶融度
の違いによるとしても説明できる．

４）愛鷹２は箱根と同じ程度に低いRb／Zr，Rb／Y 比を示
すものがあり，部分融解度が箱根の方が大きいことを
考えると，愛鷹２の起源マントル物質は，箱根の起源
マントル物質よりもさらに枯渇度が高いことになる．
箱根・富士地域の場合，火山フロントと背弧側で系統
的にマントル物質の枯渇度が異なることはない．

これらを総合すると箱根・富士地域では，火山フロント
も背弧側も同じように不均質な起源マントル物質からな
り，部分融解度のみが火山フロント側で大きいものと考え
られる．

７． まとめ
分化した場合であっても，そのマグマが示す特徴から，

初生的なマグマの性質を推定できるという観点にたち，富
士山のマグマの化学組成と岩石学的特徴から与えられるマ
グマの実態への制約条件は以下のとおりである．
１）マントルからマグマだまりへの新たなマグマの供給
は，過去１０万年間，ほぼコンスタントに繰り返し行われ
ていると推測できる．
２）マグマだまりにおける分化に関しては，結晶分化が
かなり進んでも安山岩ではなく，全岩組成は玄武岩にとど
まっており，マグマ混合の時間・空間スケールやメカニズ
ムに関しては検討すべき課題が残っている．

３）噴火の爆発性の違いは，マグマだまり等の深さ等に
よる脱ガスのあるなしの効果が大きく，次の噴火の少なく
とも最初は爆発的な噴火から始まる噴火となる可能性につ
いて，山体のガス観測を検討すべきである．
４）島弧マグマとしての性質を持つと同時に，新富士系
マグマと古富士系マグマの組成の明瞭な相違が認められ，
その差は結晶分化だけでは説明が困難であり原料のマント
ル組成の差に起因する．
５）マントルで１５億年前に０．５－１％程度の「枯渇」が
あったとすれば，上記のマントル化学組成および同位体組
成の差を説明できる．マントルが「枯渇」する際には，分
配係数のわずかな差が極めて敏感に影響するので，水など
の揮発成分も含めた富士山の岩石組成を再現できる系によ
る岩石溶融実験が必要である．
６）以上の議論が成り立つならば，箱根・富士地域の他
の火山と比較した場合，火山フロントも背弧側も同じよう
に不均質な起源マントル物質からなり，部分融解度のみが
火山フロント側で大きい．
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図５ 古富士系，新富士系，小御
岳，愛鷹，箱根マグマの Sr お
よびNd同位体組成．
デ ー タ は 永 井・他（２００４；
２００５）．
Fig．５． Sr-Nd isotopes of magmas
from Shin-Fuji，Ko-Fuji，Komi-
take，Ashitaka and Hakone volca-
noes（data from Nagai et al．，２０
０４；２００５）．
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富士火山のマグマ学

藤井敏嗣＊

Magmatology of Fuji Volcano

Toshitsugu FUJII＊

Fuji volcano has issued mostly basaltic magmas these１００，０００years since its beginning．The basalt magmas of Fuji
volcano are intensely evolved with FeO＊／MgO ratio larger than１．６．The basalts show large variation of incompatible
elements concentration without changing in silica content．This trend is quite different from the other volcanoes of Izu
arc，which show gradual increase of incompatible elements with increasing silica．This contrast in compositional vari-
ation could be due to the difference in contribution of pyroxenes during differentiation．With increasing pressure of
magmatic differentiation，the role of pyroxenes increases and the silica increase with differentiation is suppressed．
This may indicate the magma reservoir beneath Fuji volcano is deeper than those of the other Izu volcanoes．
This situation could be due to the subduction of Philippine Sea plate with matured granitic mid-crust beneath the Eur-
asian plate．Migration of granitic mid-crust to the deeper position through subduction may prevent the ascent
of magma and form a magma reservoir at deeper level than that of the other volcanoes of Izu-arc due to its lower den-
sity．Because of the hydrous nature of the Fuji magma as an arc magma，extent of crystallization increases water con-
tent in the differentiated magma and causes density decrease．The density decrease may yield the differentiated ba-
salt magma to overcome the buoyancy barrier of the granitic mid-crust and to ascend to the shallower position．Some
of these magmas may further differentiate to silica‐rich composition such as dacite．Mixing of basalt magma with this
shallow differentiates may cause further enrichment of incompatible elements in basalt．
This model may explain the wide variation in incompatible elements with little variation in silica within Fuji ba-

salt．This mixing model could be supported by the observation that some basalts contain olivine phenocrysts with melt
inclusions of andesitic composition，indicating the mixing of basalt and andesite magmas．
Key words: Fuji volcano，magma reservoir，differentiation，magma mixing，magma density

１． はじめに
富士火山の特徴の一つは十万年間，シリカに乏しい玄武

岩マグマを噴出し続けていることにある．しかも，シリカ
量の変化は乏しいもののK２Oなどの液相濃集元素は大き
く変動する．同じように玄武岩マグマを主体とする伊豆大
島・三宅島・八丈島などの伊豆弧の他の火山では過去数万
年の活動で，富士火山とは異なり安山岩マグマやデイサイ
トマグマなどをかなりの量噴出している．また富士火山と
同程度の液相濃集元素の増加に対してシリカ量も大きく増
加する．富士火山のマグマについて議論する際にはこの違
いが何によっているかも説明する必要がある．
さらに，富士地域で玄武岩を主体とする活動に変わった

のは１０万年前で，それ以前には愛鷹火山，小御岳や先小
御岳火山（吉本・他，２００４；中田・他，２００７）のように安山
岩，デイサイトマグマの活動も行われていたという事実も
説明しなければならない．また，富士火山の玄武岩は島弧
玄武岩のうちでも FeO＊／MgO比の高い，かなり分化した
マグマである．八丈島や三宅島の玄武岩類のほうがむしろ

低い FeO＊／MgO比をもつ，より未分化な玄武岩マグマを
含むことも注目すべき点である．このように分化した玄武
岩からマントルの化学組成に関する情報を導くことは容易
ではない．
富士火山のもう一つの特徴はその際立ったマグマ噴出率

およびマグマ噴出量にある（たとえば，Tsukui et al．，１９８６）．
富士火山の噴出量の推定は，山体の大きさの推定に基づい
ている．最近の掘削によって，山体中に隠れた先富士火山
の山体が以前考えられたよりも大きい可能性がでてきた
（吉本・他，２００４；中田・他，２００７）．しかし，この旧火山体
が富士山全体に分布しているとは考えにくいので，日本の
活火山の中では最も高い噴出率をもつことには変わりない
であろう．
これらの課題はなぜ富士山がそこにあるのかという根本

問題とも関わる．本稿ですべての課題に結論を出すことは
困難であるが，富士火山のマグマについての最近の研究を
概観したい．

２． これまでの研究
富士火山のマグマについての議論はそれほど多くない．

その理由として，山体が巨大すぎることもあるが，島弧マ
グマの中でも分化が進んだ玄武岩が主体で，組成変化に乏
しいこともあげられるかもしれない．例外的に議論が多い

＊〒１１３‐００３２東京都文京区弥生１‐１‐１
東京大学地震研究所
Earthquake Research Institute，University of Tokyo，Yayoi，
Tokyo１１３‐００３２，Japan．

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．２３３-２４４
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図１ 富士火山１７０７年噴火噴出物の SiO２‐Rb／Y，Zr／Y 比．シリカに富む分化したマグマでは玄武岩マグマに比べRb／Y，Zr／Y 比が
大きく，かつ変化に富む．データはYoshimoto et al．（２００４）による．
Fig．１． Rb／Y and Zr／Y ratios against SiO２ for the ejecta of１７０７eruption．Note the large variations of the ratios in silicic magmas．Data are
from Yoshimoto et al．（２００４）．

のは，１７０７年の宝永噴火である．この噴火では玄武岩のみ
でなく，安山岩，デイサイトマグマも噴出した．このため，
マグマ組成の変化については多くの記述や議論がある（中
村・他，１９８６；小屋口，１９８６；藤林・他，１９９９；Tsukui，１９８６；
Yoshimoto et al．，２００４；Watanabe et al．，２００６）．多くは玄武
岩マグマからの結晶分化により安山岩マグマ，デイサイト
マグマが作られることを述べるが，小屋口（１９８６）はデイ
サイトマグマと玄武岩マグマの接触界面に生じる拡散境界
で安山岩マグマが生じたと議論した．藤井・他（２００２）や
Yoshimoto et al．（２００４）は安山岩マグマとデイサイトマ
グマが混合線上にあること，玄武岩マグマと安山岩マグマ
の間に組成ギャップがあることなどに着目した．彼らは宝
永噴火の前に安山岩マグマとデイサイトマグマの独立なマ
グマ溜りが存在し，深部から上昇してきた玄武岩マグマが
これらのシリカに富むマグマを刺激して噴火のトリガーと
なったと論じた．安山岩マグマやデイサイトマグマはかつ
て上昇してきた別の玄武岩マグマからの浅所での分化生成
物であり，宝永噴火で噴出した玄武岩マグマとは直接の成
因関係を持たないとした．
一般に島弧のデイサイトマグマは地殻物質の融解により

形成されるという議論があり，藤林・他（１９９９）も宝永噴
火のデイサイトマグマが古小笠原・伊豆弧の地殻物質の融
解によってできたという立場をとっているが，宝永噴火の
デイサイトマグマに関しては玄武岩質マグマからの結晶分
化生成物とする研究者が多い．実際，倉沢（１９８４），永井
ら（２００４）やWatanabe et al．（２００６）によると玄武岩マ
グマとデイサイトマグマのストロンチウムやネオジムの同
位体比がほぼ一致しており，結晶分化説とは矛盾しない．
Os同位体に着目した研究（Watanabe et al．，２００６）でも地

殻物質の混入は極わずかに過ぎないことが主張されてい
る．

３． 富士火山におけるマグマ進化
３‐１ 富士火山のマグマの特徴
富士火山のマグマのほとんどが玄武岩であり，主成分元

素の変化に乏しいこともあって，マグマ進化は主に微量成
分の変化に着目して議論されてきた（富樫・他，１９９１；高
橋・他，１９９１；富樫・高橋，２００７）．
高橋・他（１９９１）は Zr／Y や Rb／Y 比が何度か変動し，
新富士期は高い値を示すことを，富樫・他（１９９７）は Zr／
Y 比が古富士期から新富士期にかけて増加することを，指
摘した．富樫ら（１９９７）はこの事実をマントル中の微量成
分が古富士期には枯渇していたためであると議論した．一
方，高橋ら（１９９１）はマントル中の不均質を反映した変化
であるとした．これらの議論は，マントル物質の融解によ
り生成するマグマの微量成分比が地殻内での分化によって
変化しないということを前提としている．しかし，富士火
山の玄武岩の FeO＊／MgO比は１．６以上で，マントルで生
成される初生マグマに比べてはるかに高い値を示してい
る．富士山で噴出するマグマは最も未分化なものでも，初
生マグマからは５０％以上の結晶分別を経ているはずであ
る．富士火山の噴出物にみられる微量元素比はこのような
結晶分化によって変化するので，初生マグマのレベルでの
変化を反映しているとは限らない．
富士火山の玄武岩の大部分はこの分化に際してシリカの

増加を伴っていないため，輝石の分別が大きく寄与してい
ると考えられる．輝石中には Zr に比べてYがより多く分
配されるために，輝石の晶出は分化生成物の Zr／Y 比の増

藤井敏嗣
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大をもたらすことになり，富士火山のマグマの Zr／Y 比の
変動の少なくとも一部は結晶分化により形成される（安
田・他，２００４）．しかし，これまでに公表されている無水玄
武岩マグマと輝石間の Zr や Yの分配係数（たとえば
Green，１９９４）では，古富士期から新富士期の玄武岩すべて
の Zr／Y 比の変化（２．５－４．３，図１）を説明するには６０％
以上の輝石を分別する必要があることになる．島弧マグマ
のように水を含むマグマについての鉱物・メルト間の元素
分配は確立していないため今後の研究が待たれるが，輝石
の分別に加え，以下のメカニズムもはたらいて Zr／Y 比等
が変化している可能性がある．
３‐２ 微量元素の変動とマグマ混合
図１には宝永噴火噴出物のRb／Y比，Zr／Y 比を全岩シ

リカ組成を軸にプロットしたが，安山岩，デイサイトは玄
武岩に比べて両比とも大きい．これらは前にも述べたよう
に玄武岩質マグマからの結晶分化で生成されたものと考え
られている（たとえば，Watanabe et al．，２００６）．このよう
なシリカに富むマグマの形成には輝石や Fe-Ti 酸化物が寄
与するため，Rb／Y比や Zr／Y 比に大きな変化が生じる．こ
のような分化が進んだ比較的シリカに富むマグマとより未
分化な玄武岩マグマの混合が行われれば，混合比は小さく
てもRb／Y比や Zr／Y 比を大きく変化させることになる．
このように考えると，富士火山のマグマ進化の本質は次の
ように考えることができる．
高圧下での結晶分化によって FeO＊／MgO比が増加し，液

相濃集元素に富むようになった玄武岩マグマが，比較的浅
部まで上昇した玄武岩マグマからの更なる結晶分化によっ
てできたシリカに富むマグマと混合し，富士火山のマグマ
の化学組成の変化が形成される．分化が進みシリカに富ん
だマグマはRb／Y比や Zr／Y 比が高いので，少量の分化の
進んだマグマが玄武岩マグマと混合すると，主成分組成は
玄武岩マグマのままで，Rb／Y比や Zr／Y 比は未混合の玄
武岩マグマに比べてはるかに高いものになる．図２から明
らかなように，少量の宝永噴火のデイサイト組成のマグマ
が，比較的未分化なRb／Y比や Zr／Y 比の低い玄武岩マグ
マと混合することにより，玄武岩にみられるこれらの比の
変化を生み出すことができる．後に述べるように，マグマ
混合は起こらなかったものの，玄武岩マグマがこのような
極端に分化したマグマと遭遇した例が宝永噴火である．
宝永噴火は火山噴火としては富士火山の数百回の噴火の

うちで特異なものである．激しい爆発的噴火であったとい
う意味でも，また最もシリカに富むマグマの活動を伴った
という意味でも特異である．また，シリカに富むマグマが
ほとんど無斑晶であることも特異といってもよいかもしれ
ない．このように富士火山の噴火としては特異な宝永噴火
ではあるが，この噴火に伴って噴出したマグマは富士火山
のマグマ分化の本質を象徴的に示しているともいえる．こ
の観点から宝永噴火を検討してみよう．
３‐３ 宝永噴火の意義
３‐３‐１ 噴出物の特徴
宝永噴火のメカニズムについて議論する前に，宝永噴火

図２ 富士火山噴出物の Zr‐Y，Rb‐Y図．緑四角は１７０７年噴火
噴出物（Yoshimoto et al．，２００４および未公表データ），赤丸は
１７０７年噴火を除く富士火山噴出物（高橋・他，２００３）．
Fig．２． Zr vs Y and Rb vs Y plot of Fuji volcano．Red circles are
lavas and ejecta from the older and the younger Fuji volcanoes
（Takahashi et al．，２００３）except for the ejecta of Fuji１７０７eruption
（green square，Yoshimoto et al．，２００４，and unpublished data）．
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噴出物の特徴を概観する．小屋口（１９８６）が指摘したよう
に，少なくとも宝永噴火噴出物においてはデイサイトマグ
マと安山岩マグマの不完全な混合が縞模様として保存され
ているので，マグマの分化を議論するためには，少なくと
も均質なスコリアの単一岩片を分析する必要がある．複数
の岩片を同一試料として分析した結果を使用して議論する
と人為的にマグマ混合を生じさせたことになりかねない．
先に述べたように，宝永噴火噴出物は多くの研究者によっ
て分析が行われているが，Yoshimoto et al．（２００４）はこ
の点に特に注意を払って分析したので，ここでの議論には
彼らのデータのみを使用する．
宮地（１９８８）やYoshimoto et al．（２００４）によれば，図３

のように噴火の推移とともにデイサイトから玄武岩まで変
化する．最下部のHo‐I はデイサイトであり，Ho‐II ではデ
イサイトから安山岩にまで変化する．Ho‐III，Ho‐IVは玄
武岩であるが，発泡の程度が著しいのはHo‐IVであり，Ho
‐III は発泡度が低い．Ho‐I，Ho‐II には幅数ミクロンから
数mmの暗褐色部と白色部分からなる縞状軽石が認めら
れ，暗褐色部は安山岩質，白色部はデイサイト質の化学組
成を示している．また，玄武岩マグマは安山岩－デイサイ
トの混合線の延長上にないことから，宝永噴火の際に放出
された安山岩からデイサイトにいたるマグマは同時に噴出
した玄武岩マグマとデイサイトの混合によってできたもの
でない．しかし，このことは安山岩マグマがデイサイトマ
グマと別の玄武岩マグマとの混合によってできた可能性を
否定するものではない．
３‐３‐２ 噴火メカニズムと分化マグマ
宝永噴火では初期に噴出したデイサイトマグマだけでな

く，続いて噴出した玄武岩マグマも非常に爆発的であった
ことが多くの研究者によって指摘されている（例えば，宮
地，１９８８）．デイサイトや安山岩マグマは粘性が高いため，
マグマ中の気泡がマグマから分離できず，気泡中の高圧の
ガスが爆発的噴火の原因になる．一方，玄武岩マグマは粘
性が低いため，気泡が簡単にマグマから抜け出し（脱ガス
し），マグマが地表に近付いた時にはもはや爆発の能力を

失っているので，溶岩流として流下するような噴火となる
と考えられている．富士火山でも青木ヶ原溶岩を流出した
貞観の噴火はそのような典型例である．ところが，宝永噴
火では玄武岩マグマも異常に爆発的であった．この玄武岩
マグマの爆発性は地下で揮発性成分を含んでいたマグマが
急速に低圧にもたらされたために，いっせいに発泡が生じ
たためであると考えることができる（佐藤・他，１９９９；飯
田・他，２００４）．
佐藤・他（１９９９）は宝永地震にトリガーされて，マグマ

の急上昇が生じ，急速な減圧を生じたと考えた．しかし，
揮発性成分を含むマグマが急速に減圧するメカニズムはマ
グマの急速上昇に限らない．佐藤・他（１９９９）は貞観噴火
と宝永噴火の対照的な爆発性の違いに着目してこのモデル
を提出したが，宝永噴火でデイサイトマグマの爆発的噴火
が先行したことについては議論していない．
玄武岩からデイサイトに至る組成勾配をもつマグマ溜り

があらかじめ存在していて，地震でトリガーされて同時に
上昇を開始すると考えることも困難である．Koyaguchi
（１９８５）が議論したように，粘性が高く密度の低いマグマ
と粘性が低く密度が高いマグマが上昇を行う際には粘性の
低いマグマが追い越すことが考えられるので，玄武岩マグ
マとシリカに富むマグマの火道内での混合が必然的に起こ
ると予想される．宝永噴火のように，シリカに富むマグマ
が伴って噴出した玄武岩マグマと混合することなく先行す
ることは考え難い．
藤井・他（２００２）は，玄武岩マグマがごく浅所にまで移

動することなく，急激な減圧を引き起こす新たなメカニズ
ムを提唱した．このメカニズムで大きな役割を果たすのは
シリカに富む分化マグマの存在である．
比較的低圧下（５００MPa 以下）ではマグマの水の溶解度

曲線は負の傾きをもち，温度が高くなるほど水の溶解度が
下がる（たとえばYamashita，２０００）．藤井・他（２００２）の
モデルはシリカに富むマグマ中の水の溶解度が負の温度依
存性をもつという，この性質に着目している．また，シリ
カに富むマグマは玄武岩マグマに比べ密度が小さいこと，

図３ 富士火山１７０７年噴火の推移と噴出物のシリカ量変化．デイサ
イトと安山岩軽石に続いて玄武岩スコリアが放出され，全噴出物の
７０％を占める（Yoshimoto et al．，２００４を一部改変）．
Fig．３． Variation of SiO２ with stratigraphic succession in the ejecta of
Fuji１７０７eruption（modified after Yoshimoto et al．，２００４）．Dacite and
andesite pumice are followed by basalt scoria which occupy more than
７０％ of the ejecta．
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すなわち軽いことがもう一つの本質である．
一定程度の容積をもつ，水を含んだシリカに富むマグマ

が存在する場所に玄武岩マグマが上昇してくると，玄武岩
マグマは密度の小さなマグマを押しのけて上昇することは
できない．必然的に玄武岩マグマはシリカに富むマグマの
下盤に張り付くことになる．すなわち，シリカに富むマグ
マが玄武岩マグマに蓋をして，その上昇を妨げるのである．
しかし，この状況がいつまでも続くわけではない．
高温の玄武岩マグマによって底部から加熱されたシリカ

に富むマグマの底部では，温度上昇により水の溶解度が下
がり，発泡が生じる．この底部の発泡したシリカに富む高
温のマグマは低密度となるため，マグマ溜り内で浮上を開
始し，対流を引き起こす．この対流により，上部にあった
低温部は底部に運ばれて玄武岩マグマにより加熱され，発
泡する．こうして，このシリカに富むマグマ溜り内では発
泡が加速度的に生じて，爆発的噴火に至る．
このようなメカニズムが，玄武岩マグマとシリカに富む

マグマとが遭遇したときに必ず生じるわけではないであろ
う．シリカに富むマグマの容積比が重要な意味を持つに違
いない．シリカに富むマグマが玄武岩マグマに比べて遙か
に大きいときには，シリカに富むマグマが若干の乱れを受
けるだけであるし，シリカに富むマグマが小さすぎる場合
には，玄武岩マグマに取り込まれ，混合してしまい，玄武
岩マグマの上昇を抑止する蓋の役割を果たさない．宝永噴
火でのデイサイト噴出物の総量から考えるとデイサイトの
マグマ溜りの大きさは，球状を仮定すると，直径数百m
程度であったと考えられるが，これが適当なサイズであっ
たのであろう．
宝永噴火の場合，シリカに富むマグマ溜りは不均質で，

安山岩からデイサイトまで成層していた可能性があるが，
近接して存在する安山岩とデイサイトの独立なマグマ溜り
であったかも知れない（藤井・他，２００２；Yoshimoto et al．，
２００４）．宝永噴出物の下位２層，Ho-I，Ho-II はデイサイト
から安山岩までの組成変化があるからである．前にも述べ
たように，Ho-I，Ho-II はこの２種類のマグマが噴火時に
混合したものである（Yoshimoto et al．，２００４）が，詳細は
本論では議論しない．安山岩マグマであれ，デイサイトマ

グマであれ低圧下ではマグマ中の水の溶解度が負の温度依
存性をもつので，上記のシリカに富むマグマ溜りでの破局
的な発泡のシナリオは適用できる．
安山岩マグマやデイサイトマグマは玄武岩マグマからの

結晶分化により形成されるので，当然マグマ溜りには斑晶
鉱物が存在していたと考えるべきである．しかし，実際に
噴出した安山岩，デイサイトともにほとんど無斑晶である．
このことは下盤に貼り付いた玄武岩マグマによってシリカ
に富むマグマが加熱され，スーパーヒーティングに近い状
態になったためと考えることもできる．
さて，シリカに富むマグマの破局的発泡による爆発的噴

火は玄武岩マグマの上昇を阻止していた障害が短時間に消
滅することを意味する．火山体内部における深さは変わら
ないものの，瞬間的に地表に達する通路が生じたのである
から，玄武岩マグマには急激な減圧状態がもたらされる．
これによって水を含む玄武岩マグマ内部では一斉に発泡が
生じるはずである．この瞬時の減圧のために，玄武岩マグ
マが破砕され，爆発的噴火に至ったと考えられる．発泡度
の低いHo‐III の玄武岩スコリアは，低温のシリカに富む
マグマとの接触部にあって冷却されていた玄武岩マグマの
周縁部分を代表する可能性がある．
ここに述べた宝永噴火のモデルを概念化して図４（藤

井・他，２００２）に示した．火山体地下に存在したシリカに
富むマグマがその低密度の故に，上昇する玄武岩を地下に
とどめ，玄武岩マグマからの脱ガスを妨げる．逆に玄武岩
マグマにより加熱されて，シリカに富むマグマが最終的に
は自らが爆発することにより，玄武岩マグマの急激な脱ガ
スと，爆発的噴火をもたらすことになるというシナリオで
ある．すなわち，玄武岩マグマの爆発的噴火はシリカに富
むマグマが存在したことにより，引き起こされるのであり，
シリカに富むマグマが存在しなければ，玄武岩マグマは順
調に上昇しつつ，脱ガスして浅部にまで達し得る．浅部の
マグマ溜りで結晶化が進んで，脱ガスも進行した玄武岩マ
グマは，貞観噴火のように爆発的でない噴火にいたる（佐
藤・他，１９９９；飯田・他，２００４）と考えられる．
３‐４ 富士火山におけるシリカに富むマグマの役割
宝永噴火は，地下浅所での玄武岩マグマからの更なる結

図４ １７０７年噴火の推移と地下のマグマ溜りの変化．
Fig．４． Cartoons showing the successive development of magma reser-
voir and the eruption sequence of１７０７eruption．
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晶分化によって生じた安山岩マグマ，デイサイトマグマな
どのシリカに富むマグマに，地下深部での結晶分化によっ
て生じた鉄に富む玄武岩マグマが遭遇したという点で富士
火山のマグマシステムを象徴している．宝永噴火では適当
なサイズのシリカに富む分化したマグマ溜りが形成されて
いたために爆発的噴火をもたらしたのであるが，通常はこ
のような爆発的噴火を伴うことなく，地下深部から上昇す
る玄武岩マグマと浅所で分化しシリカに富むマグマとは混
合を起こすのであろう．
このことを示す証拠のひとつがかんらん石斑晶中のガラ

ス包有物である．金子・他（２００４）によると，富士火山噴
出物のかんらん石斑晶鉱物中のガラス包有物は玄武岩組成
のものばかりではなく，シリカに富む安山岩質のものがか
なり含まれる．全岩組成は玄武岩であるが，ガラス包有物
は包有後の結晶化の影響を補正しても石基の組成よりも分
化しており，シリカに富む分化したマグマとの混合が行わ
れたことを示している．実際，このようなかんらん石斑晶
は逆累帯構造を示す．もちろん，ガラス包有物としてかん
らん石斑晶に証拠が残るのは混合するマグマの組成が安山
岩質組成の場合であり，より分化したデイサイトマグマで
はかんらん石の晶出は期待できないので，ガラス包有物か
ら混合の証拠を求めるのは容易ではない．
先に述べたように，Zr／Y 比や Rb／Y比の変化も，深部

の玄武岩組成のマグマ溜り内での結晶分化だけでなく，浅
所での結晶分化によってRb，Zr，Yに富み，かつ Zr／Y 比や
Rb／Y比が高くなった安山岩，デイサイト質マグマとの混
合によって形成され得る．したがって，古富士期から新富
士期への移行に伴ってみられる，低 Zr／Y 比，低 Rb／Y比
のマグマから高 Zr／Y 比，高 Rb／Y比のマグマへの変化（高
橋・他，１９９１；富樫・他，１９９１；富樫・高橋，２００６）は，必
ずしもマントルの組成変動を反映していると考える必要は
ない．深部マグマ溜りからの玄武岩マグマの供給が新富士
期になると低下し，結果として分化マグマの Zr／Y 比や Rb
／Y比を薄める度合いが下がったと理解することもできる．

４．富士山のマグマはなぜ玄武岩主体なのか？
富士山のマグマ進化の主要な要素は深部から上昇する玄

武岩マグマであるので，深部で分化しても玄武岩のままで
いること，すなわちシリカが増加しないメカニズムが必要
である．富士火山のマグマが，少数の例外を除けば玄武岩
マグマであることは，よく知られた特徴であるが，この理
由について明確に議論した例は少ない．ここでは，藤井
（２００４）の議論を概説する．
４‐１ 分化トレンドの特徴
富士火山のマグマの殆どは FeO＊／MgO比が１．６以上で，

わが国の島弧玄武岩マグマのうちでも分化の進んだマグマ
で，マントルペリドタイトが融解してできる初生マグマの
組成とは全く異なる組成である．シリカの量という点では
玄武岩であっても，FeO＊／MgO比の点では分化が進んだ
玄武岩である．
図５に富士火山のほか伊豆大島，東伊豆単成火山群，三

宅島，八丈西山，八丈東山各火山の分析値のうちシリカ
６０％以下のものを示した．富士火山については，１０万年の
噴火史のうちで例外的にシリカに富むマグマを噴出した２
回の噴火の噴出物，宝永スコリアと砂沢スコリアを除いて
ある．
この図から明らかなように，富士火山の岩石はシリカの

範囲が極端に狭く，アルカリ元素をはじめとする液相濃集
元素は大きく変化するのに対し，他の火山ではシリカの変
化幅も大きく，またシリカの増加につれてアルカリや液相
濃集元素が緩やかに増加するトレンドを示す．若干のばら
つきは認められるものの，それぞれの火山に特有のトレン
ドを形成している．富士火山では玄武岩が殆どであるのに
対し，他の火山では玄武岩質安山岩および安山岩もかなり
の量を占める．しかし，富士火山の岩石が他の火山に比べ
て，分化の程度が低いわけではなく，玄武岩の FeO＊／MgO
比で見ると，むしろより分化が進んでいる（図６）．富士火
山のようにシリカの増加をおさえた分化トレンドを形成す
るためには，シリカに乏しいかんらん石，斜長石のほかに
マグマよりもシリカに富む輝石の結晶分化が必要である．
もちろん，シリカに乏しくK２Oなどの液相濃集元素の

変化に富む多様な初生マグマ群が存在するならば，それぞ
れからのかんらん石，斜長石の分化によって，このような
トレンドを作ることは不可能ではない．しかし，その場合
には，液相濃集元素の変化に富む多様な初生マグマをいか
にして作るかという深刻な問題が残る．一方，他の伊豆弧
の火山岩のトレンドはむしろかんらん石，斜長石の結晶分
化によって形成されたと考えれば調和的である．それぞれ
のトレンドの出発点の組成にはそれほど違いがないので，
初生マグマの化学組成が大きく異なるために分化トレンド
が異なるわけではないらしい．とすると，富士火山の分化
トレンドが他の火山と大きく異なるのはなぜであろうか．
この鍵がマグマ溜りの深さである．
４‐２ マグマ溜りの深さと分化トレンド
通常，マグマから晶出する鉱物の液相温度は圧力ととも

に増大するが，マグマ中に水が含まれると，特定の鉱物の
晶出温度は圧力とともに減少する場合も生じる．このため，
温度・圧力空間において各鉱物の晶出温度が交差すること
が生じ，含水玄武岩マグマにおいては冷却に伴う鉱物の晶
出順序が圧力のわずかな変化によって変化する場合もあり
得る．
島弧マグマは，多少なりとも初生玄武岩マグマが水を含

んでいると考えられている．初生マグマではないが，富士
火山で測定された例では，通常の玄武岩で２％程度の水を
含んでいたと推定されており（飯田・他，２００４），初生マグ
マもある程度（少なくとも１％程度）の水を含んでいたは
ずである．水を含むマグマでは斜長石の安定領域が縮退す
るため，低圧ではかんらん石，斜長石の順に晶出するのに
対し，やや圧力が増加しただけで，かんらん石，輝石，斜
長石，あるいは輝石，かんらん石，斜長石の順に晶出する
ようなことが起る．晶出順序が入れ替わる圧力は無水の場
合に比べて，はるかに低圧なので，地殻内の圧力範囲で晶
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図５ 伊豆弧の火山岩の SiO２‐K２O図．赤丸：富士火山（１７０７年噴火を除く，安田・他，２００４；金子・他，２００４および未公表データ），
赤三角：八丈島東山（中野・他，１９８５），緑四角：八丈島西山（中野・他，１９８５），白抜き四角：三宅島（藤井・他，１９８５；津久井・
他，２００２），斜線入り四角：伊豆大島（藤井・他，１９８７；藤井・他，１９９６），青丸：東伊豆単成火山群（宮島・他，１９８５）．
Fig．５． SiO２vs K２O variation diagram of Fuji and the other Izu volcanoes．Red circle，Fuji volcano（Yasuda et al．，２００４，Kaneko et al．，２００４，
and unpublished data）；Red triangle，Hachijo‐Higashiyama（Nakano et al．，１９８５）；solid green square，Hachijo‐Nishiyama（Nakano et
al．，１９８５）；open square，Miyakejima（Fujii et al．，１９８５，Tsukui et al．，２００２）；blue square with hatch，Izu‐Oshima（Fujii et al，１９８７，Fu-
jii et al．，１９９６）；blue solid circle，Higashi-Izu monogenic volcanoes（Miyajima et al．，１９８５）．

図６ 伊豆弧の火山岩の FeO＊／MgO‐K２O図．記号は図４に同じ．
Fig．６． FeO＊／MgO vs K２O variation diagram of Fuji and the
other Izu volcanoes．Symboles are the same as Fig．４．
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出順序の逆転が実現し，分化にともなう液組成変化は圧力
に左右される．
さて，含水玄武岩マグマの結晶分化による液組成が地殻

内のマグマ溜りの圧力の違いによって変化する以上，主要
な結晶分化が生じるマグマ溜りの深さがマグマの分化トレ
ンドを決定する上で重要な意義を持つことになる．
マグマ溜りの深さが決まる要因は一般にマグマと周囲の

岩石の密度の釣り合いであると考えられている．地殻内で
地表から深部に向かって次第に密度が増大する場合は，マ
グマと地殻物質の密度がつりあう深さで玄武岩マグマは停
滞し，マグマ溜りを形成することになる．ところが，地殻内
にマグマの密度よりも軽い物質の層が存在している場合，
マグマはその密度よりも軽い物質を貫いて上昇することは
できない．この場合には，マグマは軽い物質の下に停留す
る．伊豆弧の場合，成熟した島弧地殻を有するため，中部
地殻に花崗岩質層が発達している（Suyehiro et al．，１９９６）．
花崗岩質岩石の密度は含水玄武岩マグマよりも小さいた
め，玄武岩マグマがこの直下で停滞し，マグマ溜りを形成
することになる．八丈島，三宅島，伊豆大島などの伊豆弧
のマグマが同じような分化トレンドを形成するのは，中部
地殻に花崗岩質岩石が存在するためマグマ溜りがほぼ１０
km程度の深さに作られるためであると考えられる．
４‐３ 富士火山のマグマ溜りの深さ
このような典型的な伊豆弧の地殻構造は北端の衝突帯付

近では大きく様相が異なる．伊豆弧をのせたフィリピン海
プレートは富士山南方でユーラシアプレートの下に沈み込
んでいるため，単純に考えると富士山直下では地殻が２重
に重なって，伊豆諸島直下では地下５－１０kmの深さにあ
った花崗岩質岩石が，富士山直下では，１５－２０km程度の
深さに存在することになる（図７）．
実際にはこの衝突部分の地殻構造はもっと複雑で，逆断

層によってスライスされた伊豆弧の上・中部地殻がユーラ
シアプレートの下に縮合していると考えられている（Taira
et al．，１９９８）ので，伊豆諸島直下の中部地殻を形成してい
た花崗岩質物質は元の深さよりも更に深い場所まで存在す
ることは確かのようである．このことを考えると，富士火
山の直下の玄武岩質マグマの溜りは，伊豆弧の場合に比べ
て，より深い場所に作られ，圧力に換算すると少なくとも

１‐２kb 程度は高いと考えられる．Lee and Ukawa（１９９２）と
鵜川（１９９４）は深さ２０km以深に低速度層の存在を指摘して
いるが，この部分に富士火山の主マグマ溜りが存在する可
能性が高い．一方，伊豆弧の場合は地震波の散乱の解析から
深さ８－１０kmにマグマ溜りが想定されている（Mikada et

al．，１９９４）．このように富士火山のマグマ溜りは伊豆弧の他
の火山と比べて深い場所に形成されることにより，富士火
山と他の火山では分化トレンドが異なると考えられる．
なお，中部地殻にあった花崗岩質岩石が沈み込みの進行

に伴いスライス片として深部にもたらされると考えると，
富士山直下で最近１０万年前から突然玄武岩質のマグマの
活動に変わったことも理解可能である．
吉本・他（２００４）や中田・他（２００７）が述べているよう

に１０万年前に古富士の活動が開始するまでは，富士火山
の位置には愛鷹火山のように，玄武岩から安山岩を経てデ
イサイトにいたるマグマの活動があった．このことから，
古富士火山が活動を開始するまではマグマ溜りは他の伊豆
弧の火山のように浅所に作られていたが，１０万年前ころ，
マグマ溜りの深さが深くなる事件が生じたと考えることが
できる．
このような突然の変化をもたらすためには沈み込みの進

行により，花崗岩質岩石からなるフィリピン海プレートの
中部地殻の岩石が地下１５－２０km付近にもたらされ，富
士火山のマグマ供給系を一旦断ち切ったと考えればよい．
密度の軽い岩石が深部にもたらされたため，マグマはその
密度障壁を越えて上昇できず，その下位にマグマ溜りを形
成せざるを得なくなったのである．この密度障壁の深部へ
の移動は，中部地殻のスライス片が移動したためであると
考えているが，地震波構造探査で明らかになったように，
山頂直下で西側の基盤が東側に比べて数キロ深くなってい
る事実（及川・他，２００４）と関係しているかもしれない．富
士山のより深部での地下構造の解明が待たれる．
先にのべたように，やや高圧下で含水玄武岩マグマから

晶出する鉱物はかんらん石，輝石，斜長石の順番であり，
斜長石の晶出はかなり温度が低下し，分化が進むまで起こ
らない．このように，高圧下の結晶分化では輝石の役割が
大きくなるため，分化に伴う液のシリカ増加は抑えられる．
また，アルミナが濃集するため高アルミナ玄武岩の特徴も

図７ 富士火山直下および伊豆弧直下の地殻断面模式図．花崗岩質中部
地殻直下に形成されるマグマ溜りの深さが異なることに着目．富士火
山直下ではフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込
んでいるため，花崗岩質中部地殻が伊豆弧の比べて深い位置に存在し，
マグマ溜りも深くなる．
Fig．７． Schematic cross‐section beneath Fuji and Izu-arc regions indicating
the depth change of magma reservoir controlled by the location of granitic
mid‐crust．The granitic mid-crust beneath Mt．Fuji is deeper than the Izu
arc because the crustal materials of Izu arc are carried beneath the Eurasian
plate through subduction of Philippine Sea plate．
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獲得する．
含水玄武岩マグマでは分化によって鉄の濃集が行われる

が含水量も増加する．水の部分モル体積は大きいため，図
８に示すように，鉄が濃集するにもかかわらず含水量の増
加のためにマグマの密度が減少し，地殻中部の密度障壁を
突破できるようになる．別の言い方をすると深部マグマ溜
りで分化が十分に進み，マグマ中への水の濃集が起こるま
で，マグマは浅部へと移動できないのである．富士火山が
分化の進んだ，鉄に富む玄武岩の噴出物で構成される理由
はここにあるかもしれない．
浅所まで上昇したマグマが地殻浅部でマグマ溜りを形成

するとガブロの集積岩を形成しつつ，安山岩，デイサイト
にむかって分化するようになる．低圧ではかんらん石―斜
長石―輝石の順に晶出し，しかも輝石は他の鉱物に比べて
かなり低温で生じるため，シリカに乏しいかんらん石，斜
長石の分化によって，高圧下での結晶分化に比べて液中に
シリカが濃集しやすいのである．一旦シリカが増え，安山
岩組成に近くなると，輝石や Fe-Ti 鉱物の晶出によっても
シリカが残液中に更に濃集するようになる．富士火山で見
られる集積岩中の苦鉄質鉱物の組成が鉄に富んでいる（安
井・他，１９９８）のは，初生マグマの分化に関与して形成さ
れたのではなく，既に高圧下で分化して鉄に富む玄武岩マ
グマの低圧での分化に関与して形成されたものと理解でき
る．宝永噴火の初期に噴出したデイサイトマグマもこのよ
うな低圧での結晶分化によって形成されたと考えられる．
このように定性的には富士火山と他の伊豆弧の火山にお

けるマグマの分化トレンドの違いはマグマ溜りの深さの違
いとして説明できる．定量的な議論を行うには水に不飽和
な含水マグマの地殻内圧力での融解実験が不可欠である．

５． 富士山はなぜそこにあるか
貝塚（１９９０）は富士山がなぜそこにあるかを議論して，

富士山が地学的には特異点にあることを指摘した．火山フ
ロントと衝突帯が交差する場所にあるからマグマの上昇率
が高いと議論したが，なぜ特異点でマグマ上昇率が高いの
は説明されていない．このメカニズムが解明されるときは
近いと断じたが，いまだ解決は得られていない．
テクトニクスの観点からユニークな考えを提唱し，この

メカニズムを説明しようとしたのが高橋（２０００）である．
玄武岩マグマが卓越することと，マグマ生産量が高いとい
う特徴はプレートの拡大境界である海嶺部において認めら
れる．富士火山の玄武岩と海嶺玄武岩の類似性を指摘した
のはArculus ら（１９９１）であるが，この考えをさらに進め，
高橋（２０００）は海嶺でプレートが拡大しているように，富
士火山の下でフィリピン海プレートが裂けて拡大しつつあ
るため，玄武岩マグマが大量に活動するという考えを提案
した．富士山直下でフィリピン海プレートに相当すると思
われる地震活動が不活発なことに着目した山岡（１９９５）の
フィリピン海プレートが裂けているという説に拠ったので
ある．
フィリピン海プレートが東西に裂けるため，マントル物

質が減圧融解して玄武岩マグマが生成されるとするもので
ある．富士火山のマグマ生成率が高いのはフィリピン海プ
レートが引き裂かれるためであるというのである．プレー
ト拡大軸におけるマグマ活動とのアナロジーは，大量のマ
グマを生産するという意味では，説得力があるように思え
る．しかし，海嶺で大量のマグマが生産されるのは，プレ
ートの拡大に応じて高温のマントル物質の上昇流が生じて
減圧融解が起こるためであるが，富士山の地下にはそのよ
うな証拠はない．さらに，高橋（２０００）も指摘するように，

図８ 富士玄武岩マグマの分化に伴う密度変化の模
式図．青四角：１％の水の量を保ったまま分化す
る玄武岩マグマの密度，赤丸：１％の水を持つマ
グマが分化する際の密度変化，水は液相濃集成分
として分化に伴って増加し，それによって密度が
減少する．
Fig．８． Density variation of a Fuji basalt magma with
increasing degree of crystallization．Blue square repre-
sents magma with１wt％ of H２O and it is maintained
constant through crystallization differentiation．Red cir-
cle represents magma with１wt％ of H２O which be-
haves as an incompatible element and consequently in-
creases with increasing degree of crystallization．
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富士火山において説明すべきなのは，単にマグマ量の問題
だけではない．富士火山における玄武岩マグマは海嶺で見
られる玄武岩に比べはるかに分化の程度が進んでおり，マ
ントルの減圧融解で発生する，マントル物質と平衡に共存
できるような組成ではないことに着目する必要がある．
ミニ海嶺モデルの前提はフィリピン海プレートが富士山

直下で裂けているという点である．しかし，これに関連し
た最近の議論はフィリピン海プレートの分裂・拡大を想定
していない．
フィリピン海プレートの上面付近で起こる深発地震が富

士山周辺では観測されないということは，石田（１９８６）の
地震波データのコンパイルの時期から良く知られていた事
実である．この地震活動が不活発である事実の説明として，
富士火山の直下はマグマ活動のゆえに地震学的にはやわら
かいか，上盤のプレートとの固着が弱いために地震が発生
しにくいという考えが有力であった．これに対し，山岡
（１９９５）は新しい解釈を提出した．富士山直下ではフィリ
ピン海プレートが裂けて，北北東側と北北西側へと異なる
方向へと沈み込むため，富士山直下には地震活動が乏しい
というアイデアである．先にも述べたように高橋（２０００）
のミニ海嶺モデルはこのフィリピン海プレートのモデルに
よっている．一方，Iidaka et al，（１９９０）は富士山の北方で約
３０kmの深さにフィリピン海プレートの存在を示す PKP
波の転換を発見し，フィリピン海プレートは富士山の北方
にまで連続していることを主張していたから，フィリピン
海プレートが裂けているという考えは必ずしも共通の理解
ではなかった．
最近，松原ら（２００５）はフィリピン海プレート北縁のト

モグラフィー解析をすすめ，フィリピン海プレートが日本
海に至る地域まで連続していることを示した．Seno（２００５）
はフィリピン海プレートが沈み込む際に，上盤のプレート
との間のディカップリングが存在していることを示した．
Seno（２００５）によれば，このディカップリングのために富
士山直下ではプレート境界の地震活動が不活発となるの
で，地震活動からはプレート境界を把握できないことにな
る．更に２００２年から２００５年にかけて行われた稠密地震観
測網による自然地震の解析結果も，富士山直下にフィリピ
ン海プレートが存在していることを強く示唆している（中
道他，２００４，Nakamichi et al．，２００６）．このように最近の富士
山直下のフィリピン海プレートに関する研究はミニ海嶺モ
デルの前提条件を否定する方向の結論へと収束しつつあ
る．フィリピン海プレートの富士山付近での沈み込みの形
状は２００５年に行われた大規模な物理探査によって最終的
な結論が得られる可能性が高い．しかし，富士火山のマグ
マ噴出率が日本の火山の中でなぜ際だって高いのかという
点については振り出しに戻ったことになる．

６． おわりに
富士火山のマグマが１０万年間にわたって分化した組成

の玄武岩マグマを噴出し続けた理由は，中部地殻の発達し
た成熟した島弧をもつフィリピン海プレートがユーラシア

プレートの下に沈み込み，玄武岩マグマの上昇を妨げる密
度障壁となったためであるとして説明できる．マグマ溜り
の深さが他の火山に比べて深くならざるを得ないという事
情によるものである．もちろん，島弧マグマとして水を含
んだマグマであるということがこの特徴を更に際だたせる
原因でもある．しかし，なぜ噴出率が富士火山で特異的に
高いのかという点は解決がついていない．この課題に迫る
ためには，まず富士火山の初生マグマの組成を推定するた
めの方法論が確立される必要がある．その上で，はじめて
マグマの成因が議論できる．分化の進んだマグマしか手に
することができないという現状が富士火山の理解を困難に
しているのである．
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富士火山西斜面で発生した玄武岩質火砕流の特徴とその起源

山元孝広＊・高田 亮＊＊・石塚吉浩＊＊・宮地直道＊＊＊・田島靖久＊＊＊＊

Basaltic pyroclastic flows of Fuji volcano，Japan:
characteristics of the deposits and their origin

Takahiro YAMAMOTO＊，Akira TAKADA＊＊，Yoshihiro ISHIZUKA＊＊，
Naomichi MIYAJI＊＊＊ and Yasuhisa TAJIMA＊＊＊＊

Fuji volcano is the largest active volcano in Japan．Although basaltic in composition，small-volume pyroclastic flows
have been repeatedly generated during the recent explosive stage．Deposits of those pyroclastic flows were identified
along multiple drainage valleys on the western flanks between１，３００and２，０００m above sea level，and were stra-
tigraphically divided into SYP１to４at３．２，３．０，２．９，and２．５ka，respectively．Downstream debris flow deposits were
found which contain abundant material derived from the pyroclastic flow deposits．The SYP１to SYP４deposits con-
sist of two facies: the massive facies is about２m thick containing basaltic bombs of less than５０cm in size，sco-
ria lapilli，and fresh lithic basalt fragments supported in an ash matrix; the surge facies is represented by beds of１to
１５cm thick，consisting mainly of ash with minor amount of fine lapilli．Bombs and scoria are１５to３０％ in vol-
ume within the massive facies．SYP１to SYP４were distributed only in the western flank．The reason for this one-
sided distribution is the asymmetric topography of the edifice; the western slope of the volcano is steepest（over
３４°）． Most pyroclastic materials cannot rest stably on the slope steeper than３３°．Therefore，ejecta from explosive
summit eruptions which fell on steep slopes tumbled down and were remobilized as high temperature granular flows．
Large pyroclastics moved as granular avalanches along the valley bottom．Furthermore，the avalanching flows in-
creased in volume by abrasion from the edifice and generated abundant ashes by collision of clasts．The large amount
of the fine material was presumably available within the transport system as the basal avalanches propagated be-
low the the angle of repose．Taking the typical kinetic friction coefficient of small pyroclastic flows，such flows could
descend the western flanks where scattered houses are below１，０００m above sea level．A similar type of pyroclas-
tic flow could result if explosive summit eruptions occur in the future．
Key words: Fuji volcano，basalt，pyroclastic flow，volcanic hazard，angle of repose．

１． はじめに
富士火山では平成１２年秋から低周波地震の群発が度々

観測されるようになり，富士火山が将来噴火を起こす活火
山であることがマスコミの報道等によって一般にも広く認
識されるようになってきた．翌平成１３年には内閣府をは
じめとする政府関係機関により富士山ハザードマップ作成
協議会と同マップ検討委員会（荒牧重雄委員長）が設立さ
れている．火山ハザードマップ作成のためには，その基礎
となる噴火実績・様式・規模に関する精度良い知見が必要

なことは言うなでもない．しかし，このような要請に答え
るための当時のデータは限られ，更なる調査研究が求めら
れていた．本報告は，西～南西山麓で実施した１／５万地
質図幅作成の為の調査結果をもとに３．２～２．５ka（千年前）
に起きた火砕流の分布・特徴・発生様式について記載す
る．富士火山では火砕流堆積物の存在に関して断片的な報
告があるだけで，どのような火砕流がいかにして発生した
かについては全く分かっていなかった．しかし，その災害
の甚大さゆえ，火砕流発生についての知見は特に重要であ
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ろう．なお，本報告の内容は既にYamamoto et al．（２００５
b）として公表済みであることをお断りしておく．また，火
砕流堆積物や関連する堆積物の放射性炭素年代値について
は山元・他（２００５a）に記載されている．

２． 富士火山の火砕流
火砕流は火山の噴火現象の一種で，火砕物とガスの混合

物が斜面を高速度で流下する現象である．１９９１年から約４
年間続いた雲仙普賢岳の噴火によってこの火砕流は，日本
では一般にも広く知られる火山現象となった．しかし，火
砕流の発生原因，規模や流れの状態は多種多様で，雲仙普
賢岳のような火砕流ばかりではない．雲仙の事例は成長す
る溶岩ドームが崩落して発生したもの（溶岩ドーム崩落型）
であるが，爆発的噴火で生じた火砕物混じりの噴煙が上昇
できずに地表に落下して発生するタイプ（噴煙柱崩壊型）
もある．また，火砕物がマグマの温度に近い高温のものも
あれば，マグマ水蒸気爆発のような外来水の関与した噴火
では流れの平均温度が１００℃以下の火砕流も発生する．
火砕流は一般には珪長質のマグマの活動で多く発生し，

マグマ水蒸気爆発を除くと玄武岩質マグマではほとんど発
生事例がない．教科書的には玄武岩質マグマは珪長質のも
のと比べてガス成分に乏しく比較的穏やかな噴火様式をと
ること，粘性が低く流動性の大きな溶岩流を生じることか
ら，典型的な玄武岩マグマの噴火では火砕流を伴い難い．
それゆえ，ほとんど玄武岩からなる富士火山では，溶岩流・
降下火砕物・土石流などの災害は想定されても，火砕流災
害は全く考慮されていなかった（例えば旧国土庁の火山噴
火災害危険区域予測図作成指針にある富士山ハザードマッ
プ試作例など；国土庁防災局，１９９２）．しかし，富士火山噴
出物，特に津屋（１９６８，１９７１）の新富士火山新期のものの
なかに火砕流堆積物が存在することは，断片的な記載であ
るものの，これまでもいくつかの研究により指摘されてい
た．本報告で対象とするのはこれらのうち，町田（１９７７；
p．６５）が大沢・火砕流‐３（大沢扇状地扇頂部；２４９０±７０
yBP）及び大沢・火砕流‐２（上井出林道大沢；３０４０±５０
yBP）として放射性炭素年代表に示したものである．具体
的な露頭の記載はないものの炭化木片を含むものであるこ
とは確実で，宮地（１９８８）はこれらをスコリア流としてい
る．本報告ではこれらの火砕流とされる堆積物の特徴を明
らかにするとともに，その起源について考察する．そして，
これらの火砕流堆積物の名称については，西山麓に分布す
る新期の降下堆積物が既に大沢スコリアと呼ばれているこ
と（町田，１９６４）を優先して，固有名は付けずに SYP１～４
の名称で呼ぶことにする．また，これらが再堆積して生じ
た土石流堆積物にも SYR１R～４Rの名称を用いる．

３．３．２～２．５ka火砕流堆積物の分布と層序
SYP１～４堆積物は富士火山西山腹の標高１５００m以上の

地点６カ所でこれまでのところ確認している（Fig．１）．堆
積物の主要な分布域は大沢から上井出にかけての沢沿いに
あるものの，これ以外の流系の沢沿いにも堆積物は広がっ

ている．逆に，北～東～南山腹からは SYP１～４堆積物に
対比されるものを見つけていない．SYP１～４分布域の下
流域の沢沿いにはこれらの火砕流堆積物を母材とする土石
流堆積物が広く分布し，南西山麓の富士宮まで追跡できる．
各火砕流堆積物の層序的位置は以下の通りである．SYP

１堆積物は南南西方向に分布主軸を持つ３．１ka の大沢降
下スコリア（Os）（Fig．２）のすぐ下位に位置している．両
者の間には厚さ１０cm前後の土壌が存在し，富士火山の南
南東６０kmの東伊豆単成火山群から飛来した径０．５～１．０
mmのカワゴ平軽石（３．１～３．２ka）が含まれている．SYP
１堆積物中の炭化木片からは３．２ka の補正年代値が得られ
ている．SYP２堆積物は大沢降下スコリアと大室山降下ス
コリアの間に位置しており，西北西山腹の Loc．１に露出
する．SYP２堆積物中の炭化木片からは３．０ka の補正年代
値が得られた．SYP３堆積物は，大沢（Loc．６）で SYP２
起源とみられる３．０ka の土石流堆積物の上の約４cm厚の
土壌を覆っている．SYP３堆積物中の炭化木片からは２．９
ka の補正年代値が得られている．SYP４堆積物は大室山降
下スコリアと S‐１８降下スコリアの間に位置している．そ
の分布は大沢よりも北にあるため，SYP３堆積物との層序
関係は露頭で直接観察できない．しかし，SYP４堆積物中
の炭化木片からは２．５ka の補正年代値が得られ，SPY３の
年代値よりも有意に若い．また，後で記述するように本質
物の岩質は SPY３と４では異なっている．

４．３．２～２．５ka火砕流堆積物の岩相と粒度特性
SYP １～４堆積物はいずれも径５０cm以下の火山弾・

スコリア・石質岩片を含む基質支持の塊状火砕物からなる
層厚約２m以下の本体部と，層厚１～１５cmの主に火山灰
からなるサージ部で構成されている．サージ部は多くの谷
沿いの露頭で本体部の下に位置するが，谷底をはずれると
サージ部が単独で分布する（Fig．２）．サージ部と本体部の
基底にはなぎ倒され炭化した木の枝が普通に含まれてい
る．また，堆積物の上面が余り削剥されていない露頭では，
本体部の上半分は赤色酸化を被っている．ただし，SYP１
～４堆積物は浸食面を挟んで SYP１R～４R土石流堆積物
にしばしば覆われており，標高１５００mよりも下流域では
SYP１～４堆積物は失われ土石流堆積物のみが分布してい
る．これらの土石流堆積物も SYP１～４堆積物と同種の火
山弾・スコリアや洗い出された炭化木片を含むが，火砕流
本体部よりもやや淘汰が良く，異なる堆積構造を持つ．す
なわち，土石流堆積物は岩片支持で中～細粒砂の基質をも
つ塊状の巨礫～大礫や，連続性の悪い平行層理をもつ中礫
混じりの粗粒～中粒砂からなる．露頭での携帯型磁力計に
よる測定では，土石流堆積物中の火山弾の磁化方位は北に
そろわず，高温での定置を示さなかった．
SYP１～４の本質物は，SiO２が５１～５３wt％の組成の良く
似たかんらん石玄武岩～玄武岩質安山岩からなる．本質の
火山弾やスコリアの発泡度は多様で，やや発泡したものか
ら中程度に発泡したもの（気泡体積約３０％）まで変化す
る．SP４の本質物は斑状で長径３～４mmの斜長石斑晶を

山元孝広・高田 亮・石塚吉浩・宮地直道・田島靖久

２４６



１０～２０vol％を含むこと，石基鉱物が粗粒で結晶度か高い
ことなど，他の火砕流堆積物とは異なる特徴が認められる．
SYP１～３の本質物も長径３mm以下の斜長石斑晶を含む
ものの，斑晶量は SYP４のものよりも少なく，石基もよ
り細粒鉱物を含むかガラス質である．特に SYP１本質物
の斑晶量は数 vol％と，最も少ない．また，SYP２の本質
物は単斜輝石斑晶を微量に含有しており，他のものとは区
別が出来る．
SYP１～４堆積物の本体部，サージ部，および再堆積し

た土石流堆積物の粒度特性はそれぞれ異なっており，標準
偏差 vs 平均粒径図ではこれらが異なる領域にプロットさ
れる（Fig．３）．これらのうち火砕流サージ部の粒径分布は
ファイ４～５に最大モード，ファイ０～１にサブモードを持

つ（Fig．４上）．両サイズモードの火山灰とも細かく砕か
れた玄武岩や結晶片で出来ており，粒子密度に差があるわ
けではない．このような粒径分布は火砕サージのような希
薄な流れ堆積物に一般に認められ，最大モードの粒子群は
乱流浮遊，粗粒のサブモード粒子群は跳躍や転動で運搬さ
れたものであろう．一方，火砕流本体部の粒径分布では，
ファイ２～３に最大モードがあるほか，ファイ‐４以下・１前
後・６以上にサブモードを持つマルチモードな特徴が顕著
である（Fig．４中）．そのため堆積物の淘汰は悪く，標準
偏差 vs 平均粒径図（Fig．３）ではサージ部よりも平均粒径・
標準偏差が共に大きな領域にプロットされる．また，本体
部ではサージ部に相当するファイ３．５以上の細粒の粒子群
の占める割合が少ないこと，分布が谷底に限られることか

図１ 富士火山の位置図と SYP１～４の分布．SYP１～４堆積物は Loc１～６でのみ観察できる．これらの地点の下流域に広がるハッチ
部は，SYP１～４が再堆積した土石流堆積物から構成される．Km＝小御岳．地形イメージは国土地理院の数値地図５０mメッシュ（標
高）から作成．Yamamoto et al．（２００５b）による．
Fig．１． Index map of Fuji volcano and distribution of SYP１to４．The primary SYP deposits are observed at Loc１to６．Downstream of these
localities，the hatched distributions are comprised of resedimented debris flow deposits．Km＝Komitake．Topographic data from the digital
map５０m grid（elevation）by the Geographical Survey Institute，Japan．After Yamamoto et al．（２００５b）．
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図２ SYP１～４堆積物の露頭柱状図． Om＝大室山スコリア降下堆積物；Os＝大沢スコリア降下堆積物；S‐18＝S‐１８スコリア降下
堆積物；S‐２２＝S‐２２スコリア降下堆積物；KgP＝カワゴ平軽石．Yamamoto et al．（２００５b）による．
Fig．２． Stratigraphic columns through the SYP１to SYP４deposits．Om＝the Omuroyama scoria fall deposit; Os＝the Osawa scoria fall de-
posit; S‐18＝the S‐１８scoria fall deposit; S‐22＝the S‐２２scoria fall deposit; KgP＝Kawagodaira Pumice．After Yamamoto et al．（２００５b）．

ら，本体部は流れの中で粗粒岩片が濃集した basal ava-
lanche をなしていたものと見られる．これに対し，土石流
堆積物は火砕流本体部よりも標準偏差が小さく淘汰が良
い．粒径分布では礫サイズに最大モード，ファイ２．５～３．５
にサブモードを持つバイモーダルな特徴を示している
（Fig．４下）．土石流堆積物が，火砕流本体部よりも細粒物
に乏しいことは，これらの粒子群が水を媒質とする流れで
細粒部が選択的に分離運搬されたことを意味していよう．

５． 考察
５‐１ 富士火山の傾斜と火砕流分布
SYP１～４の発生した時期（３．２～２．５ka）は，湯船第１

スコリアから湯船第２スコリア噴火にかけての山頂火口で
の爆発的噴火が繰り返し発生していた時期と一致する（宮
地，１９８８；山元・他，２００５a）．また，SYP１～４の分布は火
山体の西部に分布が限られ，北～東～南部では存在が確認

できない．もし仮に山頂火口での噴煙柱崩壊で火砕流が発
生したとすると，火砕流は火口から３６０度の全方位に発生
し得る．すなわち，噴出率が大きくなると噴煙と大気の混
合による浮力の獲得が効率的に起こらず，火砕物を混濁し
た噴煙の密度が大気よりも大きいままなので噴煙が地表に
なだれ落ちてくる．また，噴煙が風の影響を強く受けたた
め火砕流の分布が西～南西部に偏ったとすれば，火砕流堆
積物の分布と降下火砕物の分布主軸は一致することが期待
される．しかし，西～南西部ではこれらの火砕流噴火に伴
ったとみられる降下火砕物は見つからず，このような考え
は成立しない．SYP１～４に伴う降下スコリアは東山麓の
膨大なテフラ群の中に見いだされるものと期待される．
４つの独立した噴火で生じた火砕流堆積物の分布がいず
れも同じ傾向をもって西側に偏る原因は，むしろ火山体の
地形にあるとの見方がもっともらしい．富士山の地形は東
西南北に非対称で，山頂に近い平均山腹傾斜は西側で最大
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３８度に達するが，東側では最大３３度にすぎない．このよ
うな非対称な山体は，卓越風の影響で降下スコリアが主に
東に堆積することの反映である．３．７ka には富士山頂部を
含め今の地形とほぼ同じ山体が完成しており（山元・
他，２００５a），SYP１～４発生時と今の地形に大きな違いはな
かったと見られる．Fig．５は富士山の傾斜角分布を，国土
地理院の５０mメッシュ数値地図から傾斜角を計算した
「日本の斜度図」（宮城，２００２）を用いて出力したものであ
る．図を見て明らかなことは山頂付近の北西～南西斜面に
傾斜が３４度以上の急傾斜部が広がっていることである．し
かもこの急斜面部は SYP１～４分布域の上流部に当たり
（Fig．５），火砕流の発生が山体地形に関係があることを強
く示唆している．山頂の西には大沢崩れがあるが，これの
成長が始まったのは約１ka で（岩塚・町田，１９６２），一連
の火砕流発生よりも後の現象である．ただし，３４度以上の
急斜面の分布は大沢崩れのそれよりも大きく大沢崩れの両
側に広がっており，かつての大沢崩れ内にも同様の急斜面
が広く存在したと考えられる．
５‐２ 火砕流の発生プロセス
ある粘着力のない粒子が斜面に定置できるかどうかの目

安は，その粒子の安息角で表される．粒子安息角の大きさ
は粒子の形状に左右されるものの，３４度以上という角度は
一般的な粒子の安息角よりも大きなものである．玄武岩マ

グマの爆発的噴火で火口周囲に形成されるスコリア丘の斜
面は放出された火砕物が斜面をころがり落ちたりずり落ち
ることで特徴付けられ，その角度はスコリア・火山弾の安
息角にほぼ等しい（McGetchin et al．，１９７４）．Etna 火山や
Paricutin 火山の初生的なスコリア丘斜面角は３１‐３３度であ
ること（Wood，１９８０），富士山の山腹割れ目噴火で生じた
スコリア丘にも３４度を超える斜面はないことから
（Fig．５），３１‐３３度の斜面角は玄武岩火砕物の安息角として
標準的な値であると言える．従って，３４度以上の急斜面に
火山弾やスコリアが固体として降下した場合，これらの火
砕物は斜面上に停止することができず重力に従って移動を
始めることになる．斜面上を移動し始めた固体粒子群の流
れは，粒子流として振る舞うことが期待される．粒子流は，
理想的には粒子の衝突で生じた分散圧で粒子が支持される
流れとされるが（Bagnold，１９５６），実際の粒子流は斜面の
角度や流量に応じて種々の内部構造が自己組織化され全体
が理想Bagnold 流として振る舞うわけではない（Drake，
１９９０）．ただし，粒子流の発生にはある程度の粒子流量が
必要なことはいうまでもなく，粒子間相互作用が働かない
ような，たとえば個々の粒子がバラバラに斜面上を移動す
るような状況では粒子流は発生し得ない．また，粒子流で
は流れの流量（流れの厚さ）が大きいほど，流速は大きく
なる．

図３ SYP１～４堆積物の本体部，サージ部，再堆積部の粒度特性．Mと σはファイスケールでの算術平均粒径と偏差．x ファイ粒子
直径は，（１／２）x mm．Yamamoto et al．（２００５b）による．
Fig．３． Grain size characteristics of the massive，surge，and resedimented parts of the SYP１to SYP４deposits．M and σ are arithmetic mean
diameter and standard deviation in phi units，respectively．Diameter in x phi＝（１／２）x mm．After Yamamoto et al．（２００５b）．
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高温の火山弾・スコリアが粒子流として流れ始めたとす
ると，粒子の衝突運動が活発な流れの前面や上面では火砕
物と大気との混合が必然的起こり，熱膨張した空気は火砕
物を混濁した灰雲を形成する（Fig．６；Denlinger，１９８７）．
また，熱膨張で起きる灰雲の流れが上昇流として粒子を支
持できれば，粒子流の流動性はさらに増すことになる
（Ishida et al．，１９８０）．粒径の大きな火砕物の集まった粒子
流部は谷地形に沿って流れるのに対し，その上にある灰雲
のうち大気よりも密度の大きい部分は底部粒子流から分離
して灰雲サージとして流走することが期待される．
５‐３ 火砕流の到達範囲と災害予測
SYP１～４が山頂付近の急斜面で発生し，重力によって

駆動されたものであるなら，その分布から火砕流の見掛け
動摩擦係数が見積もられる．すなわち，最も標高の低い大
沢沿いの Loc．７と山頂火口縁を結ぶと水平距離（L）と高
度差（H）の比から，この地点で停止した火砕流本体部の
動摩擦係数としてH／L＝０．４４（＝tan２３．６）が得られる
（Fig．７）．また，北西山腹の Loc．１と山頂火口縁間ではH／
L＝０．３７（＝tan２０．５）となる．土石流の発生によって失
われた堆積物の先端は確認できた露頭よりも更に下流に達
していた可能性が大きいので，これらの値は最小値である．
しかし，雲仙１９９１年噴火で多数発生した溶岩崩落による
火砕流の係数値の多くは０．３～０．５であり（Yamamoto et

al．，１９９３），これらの値は小型火砕流としては標準である．
それゆえ，SYP１～４本体部の先端は動摩擦係数値が０．３
以上の海抜１０００mを大きく下回る地点まで流下していた
とは考えにくい．ただし，灰雲サージの到達範囲に関して
はこれが重力のみで駆動されていないこと，すなわち火砕
物の熱エネルギーが位置エネルギーに転換される効果が大
きいため，このような単純な見積もりは出来ない．流下し
てきた火砕流先端部からの二次的な噴煙柱の上昇するのが
しばしば観測されているが，これは火砕流に取り込まれた
大気の熱膨張により灰雲が浮力を得てサーマルを形成した
ためである（Woods and Kienle，１９９４）．しかもこのサーマ
ルは初速０で上昇するため，灰雲密度の濃淡によっては不
安定になりやすい．雲仙火山１９９１年６月３日の火砕流で
も，停止した本体部より前面に約１kmオーバーランした
灰雲サージにより観測者を含む多数の死者が出たが，その
成因は先端部から上昇した二次噴煙の部分崩壊によるとい
うモデルが提案されている（Yamamoto et al．，１９９３）．実

図４ 大沢（Loc．６）における SYP１堆積物の本体部，サージ部，再堆積部の粒度分布．曲線（GF）は個々のサブモードに対するガ
ウシアン分布曲線．残差（RS）には最も粗いサブモードが残っているが，これは最粗粒サブモードが非対称でガウシアン曲線を当
てはめることが出来ないためである．Yamamoto et al．（２００５b）による．
Fig．４． Grain size distributions of the massive，surge，and resedimented deposits of the SYP１at the Osawa valley（Loc．６）．Curve lines（GF）
are Gaussian fits for individual subpopulations．Although the residual line（RS）still contains the coarsest subpopulation，the Gaussian curve
hardly fits the residual showing a coarse-tailed asymmetric shape．After Yamamoto et al．（２００５b）．
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際の SYP１～４の灰雲サージがどの程度流走したのかは堆
積物から判断することは出来ないが，灰雲サージの先端が
H／L＝０．３ラインを大きく超えていた可能性もある．しか
し，山麓の富士宮自動車道路よりも西の地域（Fig．７）で
は３．１ka の大沢スコリアの上下の土壌から SYP１～４層準
に対比される堆積物は確認されていない．従って，灰雲サ
ージの先端も SYP１～４の再堆積物が造る扇状地域内にと
どまっていたらしい．
これまで述べたように SYP１～４は山頂部西側の地形効

果を受け発生したと考えられる．従って，その急斜面が存

在する限り，ここに大量の火砕物を供給するような山頂噴
火が起これば山麓に達するような火砕流が発生すると予想
される．幸い最近２２００年間は山腹割れ目噴火が繰り返し，
山頂での爆発的噴火は起きていない（宮地，１９８８）．しかし，
最後に起きた１７０７年噴火はそれまでの活動と異なる爆発
的なものであったこと，その後３００年近い休止期に入った
ことから，富士火山は活動様式の曲がり角にきているのか
もしれない．平成１２年秋から活発化した富士火山下での
低周波地震の群発は，活火山としての富士山を我々に改め
て認識させた．しかしながら，次の噴火がどこでどのよう

図５ 富士火山の斜度図．宮城（２００２）を用いた．ハッチ部は SYP and１～４堆積物及びその再堆積物の分布．S＝富士火山山頂；H＝
AD１７０７宝永火口；Km＝小御岳．Yamamoto et al．（２００５b）による．
Fig．５． Gradient map of Fuji volcano，using data of Miyagi（２００２）．The hatched area is the distribution of the SYP and resedimented depos-
its．S＝summit crater of Shin-Fuji volcano; H＝AD１７０７Hoei craters; Km＝Komitake volcano．After Yamamoto et al．（２００５b）．
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図６ 山頂噴火時の火砕流発生の概念図．Yamamoto et al．（２００５b）による．
Fig．６． Schematic diagram for generation process of pyroclastic flows during summit eruptions．See text in detail．After Yamamoto et al．
（２００５b）．

に始まるのかを予測することは今の科学レベルでは難し
い．それゆえ，山頂火口での爆発的噴火の再開を否定する
ことは出来ず，これに伴い発生し得る火砕流災害について
も十分な対応策を準備していかなければならない．山頂か
らの火砕流が到達し得る西山麓の扇状地域内には広見や角
木沢の小集落が点在しており，噴火の危機が迫った際には
早急な避難が求められる．

６． まとめ
富士山のような玄武岩質成層火山では，マグマ水蒸気爆

発などの事例を除き，火砕流の発生は一般的ではない．し
かし，富士火山では，３．２，３．０，２．９，２．５ka の山頂での爆発
的玄武岩噴火に伴い繰り返し火砕流（SYP１～４）を発生
していたことが，堆積物の調査から明らかになった．SYP
１～４堆積物は富士山西山腹の標高１５００m以上の複数の沢
沿いに見つかり，その下流域には火砕流堆積物を母材とす
る土石流堆積物が南西山麓まで広く分布している．また，
これらの堆積物はいずれも径５０cm以下の火山弾・スコリ
ア・石質岩片を含む基質支持の塊状火砕物からなる層厚約

２m以下の本体部と，層厚１～１５cmの主に火山灰からな
るサージ部で構成されている．SYP１～４の発生が噴火に
よらず西側に偏る理由としては，非対称な火山体地形の効
果が強く作用していることが考えられる．富士山頂の西斜
面は他の斜面よりも急峻で，その傾斜角は３４度を越えて
いる．火山弾・スコリア堆積物の安息角は大きくても３３
度であり，これを越える斜面では火砕物は定置出来ずに斜
面上を重力によって移動することが予想される．それゆえ，
山頂噴火では，過去のこの斜面上に大量の砕屑粒子が降り
注いだため，砕屑粒子群は高温の粒子流として山麓までな
だれ落ちたと考えられる．斜面の傾斜は今も変わっておら
ず，今後も山頂噴火が発生した際にはこのタイプの火砕流
が発生すると予想される．一般的な，小型火砕流の動摩擦
係数から考えると，火砕流の流下範囲は標高１０００m以下
の民家の点在する山麓部にも及ぶ可能性がある．
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図７ 富士火山の東西地形断面図と火砕流の流走範囲．白矢印は火砕流の移動経路を示す．OK＝大沢崩れ沿いの１．０ka より若い急崖；
H＝比高；L＝水平距離．Yamamoto et al．（２００５b）による．
Fig．７． Topographic cross sections through Fuji volcano in the east-west direction and mobility of the SYP．White arrows indicate the moving
paths of the pyroclastic flows．OK＝recent cliff of Osawa Kuzure younger than１．０ka; H＝height difference; L＝horizontal distance．After
Yamamoto et al．（２００５b）．
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富士火山北東斜面で発生した最近２，０００年間の火砕丘崩壊に伴う火砕流

田島靖久＊・宮地直道＊＊・吉本充宏＊＊＊・阿部徳和＊＊＊＊・千葉達朗＊＊＊＊＊

Pyroclastic flows originated from the collapse of scoria cones for the last２，０００
years on the north eastern slope of Fuji volcano

Yasuhisa TAJIMA＊，Naomichi MIYAJI＊＊，Mitsuhiro YOSHIMOTO＊＊＊，
Norikazu ABE＊＊＊＊and Tatsuro CHIBA＊＊＊＊＊

High velocity pyroclastic flows can travel several kilometers from the point of origin in as many minutes．
When there is a risk of a pyroclastic flow reaching a residential area，such as occurred in the１９９１‐１９９５Mt．Unzen py-
roclastic flow disaster，it is important that the disaster hazard be accurately assessed and that meticulous countermea-
sures be prepared．The hazard map prepared by the Mt．Fuji commission in２００１regards pyroclastic flows as having
a low frequency of occurrence．We investigated and obtained data on the occurrence frequency and flow distances of
past pyroclastic flows around the northeastern part of the volcano in the vicinity of the Takizawa valley with refer-
ence to the prevention of future disasters．We identified approximately nine layers of scoria fall deposits that had ac-
cumulated since cal AD１４０in this area．On the north east slopes around the Takizawa valley，based on occurrences
within the tephra layers，over seven pyroclastic flows were identified as having occurred at cal AD５００‐６５０．In addi-
tion，from topographical interpretation and investigation of spatter deposits，it was estimated that between about cal
AD１４０and cal AD６５０about eight pyroclastic cones formed on the northeastern slopes in the vicinity of the Yoshida‐
guchi ascent．Rather than being regarded as occurring at low frequency，pyroclastic flows should be considered as be-
ing a relatively common feature of the Fuji volcano．The Takizawa B１pyroclastic flow began at an altitude of at least
２，１００m and flowed downslope for about７km．The Takizawa B１pyroclastic flow had a volume measured at about２．４
million cubic meters and flowed out in a short period of time．Takizawa B１pyroclastic flow occurrence is that it
flowed into only one valley; no traces of the flow can be found in other valleys within several hundred me-
ters of the source area．The high density of volcanic fragments and agglutinate blocks in the Takizawa B２pyroclastic
flow and Takizawa A' pyroclastic flow deposits suggest that they originated from scoria cones and lava flow．Conse-
quently，the mechanism of the pyroclastic flow occurrence was presumed to be the sudden collapse of scoria cones or
rampart on unstable slope．We called this type of pyroclastic flow a cone‐collapse type．We also measured the repose
angle of pyroclastic cones on Fuji volcano as being about２５to３０degrees．The pyroclastic deposits originated from the
Takizawa B１eruption might have had a similar repose angle，and thus their high altitude position meant that subse-
quent eruptions caused them to quickly accumulate pyroclastic material，develop an unstable angle of repose，and then
collapse．
Key words: Pyroclastic flow，basalt，frequency，scoria cone collapse，Fuji Volcano
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１． はじめに
富士火山は，わが国最大の陸上の玄武岩質成層火山で最

近１万年間は山頂や山腹から溶岩や降下テフラを繰り返し
噴出して成長した（津屋，１９７１など）．テフラ層序は，町
田（１９６４a，b），町田（１９７７）などにより概要が明らかに
され，その後，多くの研究者によりその高精度化が図られ
た（泉・他，１９７７；上杉・他，１９７９；上杉・他，１９８０；宮
地，１９８８；上杉，１９９０など）．さらに，テフラの噴出年代
については山元・他（２００５）により系統的な検討がなされ
ている．富士火山起源の火砕流は町田（１９７７）によって大
沢火砕流－２，３として初めて報告され，それらは３，０００～
２，５００年前に発生したと考えられている．その後，上杉・
他（１９８７），上杉・他（１９９２），上杉（１９９８）は北東側斜面
で，S‐１０，S‐１１，S‐１５’，S‐１８’，S‐２３‐２，S‐２４‐２，S‐２４‐５な
ど複数のテフラ期に火砕流が発生していることを指摘し
た．小山（１９９８b）は須走口付近で新たな火砕流，Yamamoto
et al．，（２００５）は西斜面で大沢火砕流－２，３を含む４層の火

砕流（SYP１～４）を見いだすなど，さらに多くの火砕流
が発生していることを示唆する結果が出始めている．火砕
流は発生の仕方，規模により人命や財産に甚大な被害を及
ぼすことから，防災対策を進める上で火山毎にその発生実
態を把握することが不可欠である．富士火山では２０００～
２００１年に発生した深部低周波地震の発生を受け２００１年に
富士山ハザードマップ委員会が設置された．委員会ではハ
ザードマップの基礎データ収集のための調査が行われ，そ
の一つとして火砕流の発生実態を把握するための現地調査
が行われた．本調査は，北東斜面の約２，２００年前の湯船第
２スコリアより新しい時代の活動によって発生した火砕流
堆積物が対象であった．その結果，上杉・他（１９８７）等が
示した S‐２４‐２テフラ期の火砕流を含め７層以上の火砕
流堆積物があることを明らかにし，堆積物の分布・特徴よ
りこれらの火砕流が火砕丘等の崩壊を起源としたことを報
告する．

図１ 調査地点位置図．
Fig．１． Location map of the study area around the north east flank of Fuji volcano．
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図２ 北東斜面における新富士火山約２０００年間のテフラ各個柱状図．
Fig．２． Columnar map from the north east flank of Fuji volcano，during the last２，０００years．Location is shown in Fig．１．
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２． 北東地域のテフラ及び火砕流層序
調査地域は標高約３，０００～１，１００mの吉田登山口－滝沢

林道周辺及び北富士演習場内の標高１，０５０m付近にかけて
の地域である（地点１～１７，Fig．１）．層位関係を明らかに
するためのテフラについては泉・他（１９７７），上杉・他
（１９８７），宮地（１９８８）等と対比した．上杉・他（１９８７）等
が示したテフラは風化層の存在によって区切られた中に含
まれる火山砕屑物の総称であり（上本・上杉，１９９６），降下
火砕物・火砕流・土石流等が同じテフラ期に含まれる場合
がある．これに対して，町田（１９６４a，b），宮地（１９８８）
等は降下火砕物・火砕流・泥流毎に名称を与えており，単
純に層序対比を行うことはできない．このため本論では，
各文献に共通する降下火砕物（降下スコリア）をテフラ名
称として用い，火砕流・ラハールについては必ずしもテフ
ラと連続した噴火によってもたらされた等の関係が明らか
でないため新たに名称を付すこととした．火砕流堆積物と
はマグマや高温の岩石がガスとともに重力によって密度流
として流下し，短時間に堆積したものの総称とした．その
中で主として砂サイズの粒子によって構成され，淘汰が良
く層厚の薄い堆積物については火砕サージ層，谷を埋める
ように堆積し不淘汰なものについては火砕流層とした．両
者に当てはまらない堆積物もみられるが，この堆積物につ
いては別途報告する．また，火砕流の放射性炭素年代値は
堆積物中の炭化木片を用い測定された結果である（Table
１）．年代測定結果については，δ１３C 補正後の１４C年代を
yrs BP と示し，その後に括弧書き中に暦年較正年代（２σ
値）を cal BC もしくは cal ADとして示した．また，δ１３C
補正および暦年較正年代値が示される以前の年代値につい
ては yBP（δ１３C 未補正）と表記し区別した．暦年較正は
Talma and Volgel（１９９３）による．また，火砕流堆積物の

みかけ密度は，堆積物に約３０cm箱状の穴を掘り，豊浦標
準砂（乾燥密度１．５２４kg／ ）によって置換し計測した結
果である．以下，下位から順にテフラ層序の説明を行う．
２‐１ S‐２４‐１
地点１０（Fig．１）の S‐１８に対比されると考えられる降

下スコリアの上位には，層厚６cmの風化火山灰層，層厚
２cmの降下スコリア堆積物，層厚４cmの風化火山灰層を
挟み層厚４０cmの２層の降下ユニットからなる降下スコリ
ア堆積物が見られる（Fig．２）．スコリアの粒径は，下位ユ
ニットでは下部０．５～１cmから上部１～１．５cmに変化し，
上位ユニットでは０．５cmとなる．本層に含まれるスコリ
アの発泡度はやや低く，スコリアは丸み帯びた角状を呈し，
その層相より S‐２４‐１（上杉・他，１９８７）に対比される．な
お，本地域に分布する土丸尾溶岩，雁穴丸尾溶岩（津
屋，１９６８）は S‐２４‐１の下位に位置する．山元・他（２００５）
は，S‐２４‐１直下の土壌より，cal AD１４０頃の年代値を得
ている．S‐２４‐１の等層厚線図を（Fig．３）に示す．
２‐２ S‐２４‐２
地点１０（Fig．１）では，S‐２４‐１の上位に層厚１～２cm

程度の薄い風化火山灰層を挟み降下スコリア堆積物が見ら
れる（Fig．２）．本層のスコリアは，平板から長柱状の形状
を呈し，ガラスが繊維状に伸びている．その層相，層位か
ら S‐２４‐２（上杉・他，１９８７；上杉，２００３）に対比される．

た き ざ わ

２‐３ 滝沢B１火砕流
滝沢周辺の北東標高約２，８００mから１，２５０m付近の滝

沢を中心としその近隣の谷沿いには，S‐２４‐２の上位に侵
食などの時間間隙を含まず淘汰が悪く同質のスコリアを主
構成物とし，谷を埋積する火砕流堆積物が見られる
（Fig．２）．本堆積物の上部には赤色酸化が見られ下部には
炭化木片が多く含まれる．本堆積物には，密度の高い本質

表１ １４C放射性年代測定結果．
Table１ Results of １４C dating measurements．
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岩片や鋭利な形状の硬質岩片，球状のスコリアが見られる．
本堆積物は，上杉・他（１９８７）が示す S‐２４‐２テフラに含
まれる火砕流堆積物に対比され，田島・他（２００２），瀧・
他（２００３）が滝沢B火砕流堆積物（TkzPfl‐B）としたも
のに相当するが，下記に示すように S‐２４‐２の上位に異な
る層相の火砕流が２層見られることより，本層を滝沢B１
火砕流（TkzPfl‐B１）とする．S‐２４‐２の降下スコリアと滝
沢B１火砕流の間には，時間間隙を示す風化火山灰などが
ない．火砕流堆積物の最下部には細粒の火山砂を主体とし
凹凸形状に係わらず層厚がほとんど変化せず，一定方向に
並ぶ炭化木片を含む火砕サージ層が見られる．その上位に
は，層厚が最大４～５mになる淘汰の悪い火砕流層が見ら
れる（Fig．２）．滝沢B１火砕流のサージ層から採取した炭
化した細枝片より，１，５５０±６０yrs BP（Beta‐１６０１４２；cal
AD４００‐AD６４０），１，７００±５０yrs BP（Beta‐１６０１４１；cal AD
２３０‐AD４３０），地点１２で採取した炭化木片より１，９７０±９０
yrs BP（Beta‐１６０１４０；cal BC１９０‐AD２４０）の cal AD４０
～cal AD５３０の値が得られた（Table１，Fig．２）．上杉・他
（１９８７）は同火砕流堆積物より１．５～１．９ka（１，５６０±
８０，１，６８０±１２０，１，７３０±１２０，１，９００±１００，１，８９０±１００yBP）
を示す年代を得ており，山元・他（２００５）も同層位と考え
られる堆積物からほぼ同じ範囲の年代測定値を得ている．
地点９では保存状態が良い細枝の炭化木片から cal AD
５３０頃の年代値を得たことより滝沢B１火砕流は cal AD

５００頃に堆積したと考えられる．滝沢B１火砕流の炭化木
片の年代値にばらつきが大きい理由として，滝沢B１火砕
流が，北東斜面の一連の活動の初期に発生した火砕流であ
ったことを考慮すると，谷底などに存在していた枯木を巻
き込んで流下した可能性が考えられる．滝沢B１火砕流も
しくは S‐２４‐２が発生する以前の北東斜面は，枯木と成長
する木が同居する森が育まれるような環境であった可能性
が高い．本調査において明らかになった滝沢B１火砕流の
分布は，標高３，０００m付近から標高１，２５０m付近までと
なっている（Fig．４）．滝沢B１火砕流の分布と堆積物の層
厚から流下方向に区間割を行い５００m毎に平均面積を計
測し堆積量を算出した結果，空隙を含むみかけの堆積量は
約２．４×１０６m３となった．滝沢B１火砕流の流下距離は５
～７km程度であり，火砕流の流れやすさを示す値（H／L：
比高差／流走距離）はH／L＝０．２５～０．２７程度となる．こ
の値は雲仙普賢岳で発生した火砕流とほぼ同程度であり
（H／L＝０．２１～０．４５，金子・鎌田，１９９２），規模に対するH
／Lについても雲仙の火砕流と同程度である．なお，瀧・
他（２００３）は古地磁気測定より滝沢B１火砕流の堆積温度
を５００℃以上と推定している．滝沢B１火砕流の砂置換に
よる堆積密度計測の結果，そのみかけ密度は１．８０g／cm３

となった．
た き ざ わ

２‐４ 滝沢B２火砕流
滝沢林道の西側の間堀川と呼ばれる小谷の上流部の地点

１１（Fig．１）には，S‐２４‐２の上位に最大層厚６mになる火
砕流堆積物が見られる（Fig．２）．本堆積物は，最下部の細

図３ S‐２４‐１降下火砕物の等層厚線図．図中の数字は cmを表
わす．
Fig．３． Isopach map of the S‐２４‐１scoria fall deposit．The numeri-
cal value by centimeters indicates of thickness．

図４ 滝沢B１火砕流堆積物の分布．
Fig．４． Distribution of the Takizawa B１pyroclastic flow deposit．

富士火山北東斜面で発生した最近２，０００年間の火砕丘崩壊に伴う火砕流
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砂～粗砂からなる層厚２０cmの火砕サージ層と，その上部
の最大層厚が６～７m炭化木片を多く含み細粒子に乏しく
粒径１０～３０cmの岩塊粒を含むやや淘汰の悪い火砕流層に
分けられる．火砕流層中の本質岩片はやや発泡しているが
密度が高いものとやや発泡したスコリアが多く含まれる．
また，フローユニットの最上部には，直径２mに達する
本質岩片と同質のアグルーチネートの岩塊がみられる
（Fig．５）．本層は滝沢B１火砕流と異なりやや発泡の良い
スコリアが多く，球状のスコリアが含まれない，滝沢B１
火砕流に特徴的に含まれる不定形の斜長石が見られないな
ど層相が異なることから，滝沢B１火砕流と分け滝沢B２
火砕流（TkzPfl‐B２）とした．滝沢B１火砕流と滝沢B２
火砕流は，S‐２４‐２テフラの上位の堆積物であることより
同一層準となるが，両者の関係については明らかでない．
S‐２４‐２と滝沢B２火砕流の境界には，風化火山灰がほと
んど形成されていない．滝沢B２火砕流に含まれる炭化木
片の放射性炭素年代測定の結果，１，７９０±４０yrs BP（Beta－
１７０３１４，cal AD１３０－AD３５０）の cal AD２４０頃の値を得た
（Table１，Fig．２）．滝沢 B２火砕流の砂置換による堆積物の
みかけ密度計測の結果１．５９g／cm３となった．
２‐５ S‐２４‐３・S‐２４‐４・S‐２４－５
地点１０（Fig．１）では，滝沢B１火砕流の上位に層厚数

１０cm程度の不淘汰な多種の岩片から構成されるラハール
堆積物を挟み層厚２cmの降下スコリア堆積物が見られる
（Fig．２）．本堆積物のスコリアの粒径は５mm以下であり，
スコリアの発泡度が高くガラスが繊維状に伸びる．その上
位には２cmの風化火山灰層を挟み層厚１～２cmの降下ス
コリア堆積物が見られる（Fig．２）．本堆積物のスコリアの
粒径は５mm以下であり，スコリアの発泡度は高くガラス
が繊維状に伸びる．その上位には２cmの風化火山灰層を
挟み降下スコリア堆積物が見られる（Fig．２）．本堆積物の
スコリアの粒径は１cmであり角張った形状を呈するもの
が多い．下位の２層の降下スコリア堆積物は層相から，S
‐２４‐３，S‐２４‐４（上杉・他，１９８７）に対比される．また，上
位の降下スコリア堆積物は S‐２４‐５（上杉・他，１９８７）に対
比される．

た き ざ わ

２‐６ 滝沢 A１火砕流
地点８（Fig．１）では S‐２４‐５の上位に，層厚４cmの風

化火山灰層を挟み，層厚が１．５～２mの淘汰の悪くほぼ同
質の粒子から構成される火砕流堆積物が見られる（Fig．２）．
本火砕流堆積物は，谷部の地点６～７の間では層厚が最大
２０mになる．火砕流堆積物の上部には赤色酸化がみられ，
下部には炭化木片が多く含まれる．本火砕流堆積物は田
島・他（２００２），瀧・他（２００３）に報告されている滝沢A
火砕流堆積物の最下部層に当たる．本調査の結果，滝沢A
火砕流は風化火山灰層に区切られる３つの堆積物から構成
されていることが明らかとなった．よって田島・他（２００２）
の滝沢A火砕流の最下部層を滝沢A１火砕流（TkzPfl‐A１）
と再定義した．上杉（１９９８）は北富士演習場内の赤紫溶岩
の上位に S‐２４‐５テフラ期と思われる火砕流を報告してい
るが，本地点の火砕流と一致するか不明である．S‐２４‐５
と滝沢A１火砕流の間には風化火山灰層が見られず一連の
活動によって形成された堆積物と考えられる．滝沢A１火
砕流と滝沢B１火砕流堆積物は同一地点で見られる場合が
多いが，滝沢A１火砕流の堆積物には黒色ガラス質で緻密
な本質スコリアが含まれるほかに，紡錘状のスコリアおよ
び赤色の同質のスコリアが含まれることが特徴である．滝
沢A１火砕流に含まれる炭化木片（地点６，８）の年代測
定 の 結 果，１，６４０±４０yrs BP（Beta‐１６１３５６；cal AD３４０‐
５３０）の cal AD４００頃と１，５６０±７０yrs BP（Beta‐１５８７８６；
cal AD３７０‐６４０）の cal AD５００頃の年代値が得られた．滝
沢B１火砕流と S‐２４‐５および滝沢A１火砕流の間にはラ
ハールの堆積は見られるが土壌の発達は少なく，数年～数
十年程度の短い時間の間に堆積したと考えられる．瀧・他
（２００３）は古地磁気測定よりその堆積温度を５８０℃以上と
しており，滝沢A１火砕流は既存の山体を取り込んだ可能
性があることを指摘した．

た き ざ わ

２‐７ 滝沢 A２火砕流
地点８（Fig．１）では，滝沢A１火砕流の上位に層厚８cm

の風化した火山灰層を挟み，谷を埋積し層厚１０cm～最大
数mになる火砕流堆積物が見られる（Fig．２）．本火砕流
堆積物は，滝沢A１火砕流と異なり赤色の火山弾をほとん
ど含まず，塊状ガラス質から発泡した黒色の本質岩塊を含

図５ 地点１１での滝沢B２火砕流の堆積構造．
Cha．：炭化木片
Fig．５． Depositional structure of Takizawa B２pyroclastic flow
deposit at Loc．１１．
Cha．：Charcoal．
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むことと，滝沢A１火砕流との間に風化火山灰層を挟むこ
とより滝沢A１火砕流の上位の別の火砕流堆積物と考えら
れ，本報において滝沢A２火砕流（TkzPfl‐A２）と定義す
る．

た き ざ わ

２‐８ 滝沢 A３火砕流
地点８（Fig．１）では，TkzPfl‐A２の上位に２cmの風化

火山灰層を挟み層厚４０cm～数mの淘汰の悪い火砕流堆積
物が見られる（Fig．２）．本火砕流堆積物の中には，滝沢A
１火砕流や滝沢A２火砕流に見られないカリフラワー状の
火山弾が見られこれらの火砕流とは層相が異なり，本報に
おいて滝沢A３火砕流（TkzPfl‐A３）と定義する．滝沢A
２火砕流と滝沢A３火砕流の間の風化火山灰層の発達は貧
弱であり，時間間隙は少ないと考えられる．滝沢A１火砕
流～滝沢A３火砕流は，発生点は不明であるが標高１，２００
m付近まで流下していることが確認できた（Fig．６）．
２‐９ S‐２４‐６
地点８（Fig．１）では，滝沢A３火砕流の上位に５cm程度
の風化火山灰層を挟み層厚５cmの降下スコリア堆積物が
見られる（Fig．２）．同堆積物のスコリアの粒径は１cm程
度であり，スコリアは発泡度が高くガラスが繊維状に伸び
た棘皮状構造を呈することから，S‐２４‐６（上杉・他，１９８７）
に対比される．滝沢林道の標高１，７５０m付近の地点５には
津屋（１９６８）によって中期とされた火砕丘（小滝橋火砕丘，
後述）がある．本地点東側には火砕丘より噴出した降下ス
コリア堆積物が見られ（Fig．２），スコリアの発泡度が良く
ガラスが繊維状伸びたものが多くみられ S‐２４‐６に対比さ

れる．
こ たき ばし

２‐１０ 小滝橋火砕流
地点５（Fig．１）では，S‐２４‐６の上位に淘汰が悪く同質

のスコリアからなる火砕流堆積物が見られる（Fig．２）．本
地域には S‐２４‐６と同層位と推定される S‐２４‐６の上位の
火砕流堆積物は報告されていないことより，小滝橋火砕流
（KtbPfl）と定義した．KtbPfl はこの小滝橋火砕丘近傍に
のみ分布することから小滝橋火砕丘を起源とした極めて小
規模な火砕流であると考えられる．

たき ざわ

２‐１１ 滝沢 A'火砕流
標高１，６００mの地点６（Fig．１）では，S‐２４‐６の上位に

１cm程度の風化層を挟み，谷を埋積し層厚２．５～３mにな
る淘汰の悪い火砕流の堆積物がみられる（Fig．２）．火砕流
堆積物に含まれるスコリアはほぼ同質のもからなり，火砕
流堆積物上部には赤色酸化部も見られる．この火砕流堆積
物は，最下部に層厚３cmの粒径０．１～０．２cmの砂粒子か
らなり炭化物を含む火砕サージ層が見られる．その上部に
粒径５～１０cmの発泡度の悪いスコリアを含み層厚２．５m
になる不淘汰な火砕流層が見られる．火砕流層中には，径
７０～８０cm程度のアグルーチネートの巨礫が見られる．従
来，S‐２４‐６の上位には火砕流堆積物は記載されておらず，
本報において滝沢A'火砕流（TkzPfl‐A'）と定義する．S‐２４
‐６と滝沢A'火砕流の間には火山砂の堆積が見られ多少の
時間間隙があったと考えられる．滝沢A'火砕流は地点６
付近でのみ確認されその全体像は明らかではない．滝沢A'
火砕流下部の火砕サージ層中に見られる針状の炭化木片か
ら１，４８０±１５０yrs BP（Beta‐１６９９２９；cal AD２４０‐８８０）の cal
AD６５０頃の年代値を得た（Table１，Fig．２）．滝沢A'火砕流
の砂置換による堆積密度計測の結果，そのみかけ密度は
１．７４g／cm３となった．

さ とう ご や

２‐１２ 佐藤小屋火砕流
滝沢林道の終点近い標高２，０００～２，３００mの佐藤小屋付

（地点１５，Fig．１）付近から吉田登山口（地点１６，Fig．１）に
かけて谷を埋積する火砕流堆積物が見られる．火砕流堆積
物に含まれるスコリアは各地点ともほぼ同質のものから構
成され，上部に赤色酸化も見られる．テフラとの関係は明
らかでないが，周辺に広く分布する S‐１８が上位に見られ
ず，S‐１８より新しい時代の火砕流堆積物と推定される．ま
た，分布域より滝沢B２火砕流，滝沢B１火砕流，滝沢A１
火砕流などの堆積物とは異なるものである可能性が高く，
本報において佐藤小屋火砕流（StgPfl）とする．
２‐１３ S‐２４‐７・S‐２４‐Tk８
地点１０（Fig．１）では，S‐２４‐６の上位に１～２cm程度の

風化火山灰層を挟み層厚１０cmの降下スコリア堆積物が見
られる（Fig．２）．同層のスコリアは発泡度が高く角形状を
呈すものが多く，その層相より S‐２４‐７（上杉・他，１９８７）
に対比される．また同地点では，S‐２４‐７の上位に３cm程
度の風化火山灰層を挟み層厚２cmの降下スコリア堆積物
が見られる（Fig．２）．同層のスコリアは発泡度が高く繊維
状に伸びる．同層位には山中湖の東において S‐２４‐８があ
ることが知られているが（上杉・他，１９８７），本降下スコリ

図６ 滝沢A１‐A３火砕流堆積物の分布．
Fig．６． Distribution of the Takizawa A１‐A３pyroclastic flow de-
posits．
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ア堆積物と層相が異なる．層位的に S‐２４‐７の上位に当る
ことより本降下スコリア堆積物を S‐２４‐Tk８と仮称した．S
‐２４‐７の下位には緻密な石質岩片が多く点在する風化火山
灰層があり，地点１１のやや北側の標高１，４００m付近では，
直径６５cmになる石質岩片（Ballistics）が風化火山灰層中
に突き刺さっている様子も観察された．上杉・他（１９８７）
によれば，S‐２４‐７は檜丸尾第２溶岩，鷹丸尾溶岩直下に
みられる．
２‐１４ S‐２４‐Tk９
地点１０（Fig．１）では，S‐２４‐Tk８の上位に３cmの風化

火山灰層を挟み層厚４cmの降下スコリア堆積物が見られ
る（Fig．２）．同堆積物のスコリアは，粒径が１cm，発泡
度が高く，角形状を呈すものが多い．本地域では，S‐２４‐
８より上位の降下スコリア堆積物は確認されておらず，本
報において S‐２４‐Tk９と仮称した．
３． 北東斜面の火口の形成

津屋（１９６８），上杉（１９９８），国土地理院（２００３）などに
示されている北東斜面の火口の噴出時代を推定するために
写真判読および現地調査を行った．吉田口登山道の標高
２，３５０～２，５００m付近には，中央部に凹みがあり周囲が高
まった火砕丘もしくは列状の火口と推定される地形が複数
見られる（Fig．７）．最も低い標高に見られる火砕丘は，津
屋（１９６８），国土地理院（２００３）に示された焼山（津屋，１９６８；
焼山火砕丘列，Yk sp．）およびその周辺のものである
（Fig．７）．焼山は滝沢林道の東標高１，６５０m付近に半球状
の火砕丘を形成している．焼山火砕丘列は S‐２４‐Tk９に覆
われ，S‐２４‐５などに覆われない．標高１，８００mの小滝橋
付近には，小規模な火砕丘（MPV；津屋，１９６８）があり
（Fig．７），この付近にスパター堆積物がみられたことより
小滝橋火砕丘（Ko sp．）とした．小滝橋火砕丘を噴出源と
した降下スコリア堆積物は前述の様に S‐２４‐６と推定され
る（Fig．２）．小滝橋から滝沢に沿い南に上った標高２，１００

図７ 富士山北東斜面における火砕丘及び火砕丘列の分布図．
太線は最近２，０００年内に形成された火砕丘．Yk sp．：焼山火砕丘列，Ko sp．：Kotakibashi 小滝橋火砕丘，Yg‐A sp．：吉田口‐A火砕
丘列，Yg‐B sp．：吉田口‐B火砕丘列，Yg-C sp．：吉田口‐C火砕丘列，Yg‐D sp．：吉田口‐D火砕丘列，Tz‐A sp．：燕沢‐A火砕丘，
Tz‐B sp．：燕沢‐B火砕丘，Yn‐A sp．：吉田滑沢‐A火砕丘列．国土地理院（２００３）と本調査結果より作成．
Fig．７． Distribution of scoria cones and ramparts on the northeast slope of Fuji volcano．
Dark lines are scoria cones younger AD．Yk sp．：Yakeyama scoria cones，Ko sp．：Kotakibashi scoria cone，Yg‐A sp．：Yoshidaguchi‐A sco-
ria cones，Yg‐B sp．：Yoshidaguchi‐B scoria cones，Yg‐C sp．：Yoshidaguchi‐C scoria cones，Yg‐D sp．：Yoshidaguchi‐D scoria cones，
Tz‐A sp．：Tsubakurosawa‐A scoria cone，Tz‐B sp．：Tsubakurosawa-B scoria cone，Yn‐A sp．：Yoshidanamesawa-A scoria cones．Com-
piled Geographical Survey Institute（２００３）and this study．
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m付近の燕沢の下流地点には，２カ所の火砕丘地形とスパ
ター堆積物が見られたため燕沢A，B火砕丘（Tz‐A，B sp．）
とした．燕沢A火砕丘からの噴出物は地点３で S‐２４‐６の
上位に堆積しており，cal AD５００より新しい時期に形成さ
れたと考えられる．燕沢B火砕丘は，S‐２４‐６の下位に位
置し，S‐１８が上位にみられないことより，cal AD５００よ
り新しい時代に形成されたと推定される．燕沢下流部標高
２，１５０m付近には火砕堆積物が見られ（Fig．７），これを吉
田口B，C火砕丘列（Yg‐B，C sp．）とした．吉田口B，C
火砕丘列については，周辺に広く分布する S‐２４‐１に覆わ
れておらず，cal AD１４０より新しい時代に噴出したと考
えられる．吉田登山口付近の標高２，３００～２，７００m付近に
は，国土地理院（２００３）によって２．２ka より古いとされ
た火砕丘（Spa）の中心部付近に北東－南西方向に直線状
の火口が約１km連なる地形が判読でき（Fig．７），これら
を吉田口A，D火砕丘列（Yg‐A，D sp．）と定義した．地
点１，２などでは，吉田口A，D火砕丘列付近からの噴出
物は S‐２４‐２を覆っている（Fig．２）．また，滝沢林道より
東約１kmの標高２，０００～２，５００mの間にも３つの凹地が
連続する地形が判読でき（Fig．７），これらを吉田滑沢A
火砕丘列（Yn‐A sp．）とした．

４． 北東斜面における過去２，０００年間の活動履歴
４‐１ 滝沢テフラ群１堆積期（cal AD１４０頃～cal AD

６５０頃）
滝沢林道周辺の北東斜面には，S‐２４‐１～S‐２４‐６の道上

位の火砕流堆積物までの間に複数の火砕流堆積物が見られ
る．これに対し，S‐２４‐７より上位には火砕流堆積物が見
られなくなる．このため S‐２４‐７の上下で２時期に区分で
きると考え，下位を滝沢テフラ群１堆積期，上位を滝沢テ
フラ群２堆積期とした．以下，各時期の活動を示す．
Yu‐２以降は側火山が活動した時期とされる（宮

地，１９８８）．また，この時期になると上井出扇状地の発達が
急に鈍化し，しばらく停止する（田島・他，２００６）．Yu‐２
が噴出した cal BC３００以降，静穏な時期が続き cal AD１４０
頃に S‐２４‐１の噴出を始まりとした滝沢周辺の活動が始ま
った．その最初期の噴出物である S‐２４‐１は標高２，５００～
３，０００m付近の北東斜面から噴出した．その後，cal AD
５００頃には S‐２４‐２および滝沢B１～B２火砕流，S‐２４‐３～
５および滝沢A１～A３火砕流が流出し，吉田口B火砕丘
列や吉田口A火砕丘列，吉田口D火砕丘列などの火砕丘
列が標高２，１００m～２，７００m付近に形成された．また，小
滝橋火砕丘のようにやや低い標高部でも活動が始まり，
cal AD６５０頃には滝沢A'火砕流が発生した．Cal AD５００
頃から cal AD６５０頃までは滝沢B１火砕流，滝沢B２火砕
流，滝沢A１火砕流をはじめとした火砕流および降下スコ
リア堆積物など北東麓を起源とする堆積物が集中する時期
であり，S‐２４‐１を含めこの時期の活動による噴出物群を
滝沢テフラ群１と呼び，この時期に発生した火砕流を滝沢
火砕流群と呼ぶ．檜丸尾第１溶岩，吉田大沢溶岩，須走口
溶岩 ，須走口溶岩 ，赤玉溶岩（上杉，１９８９，１９９８）もこ

の時期に流出した溶岩とされる．この時期には山中湖の西
側が火山活動に伴い溶岩流等によって埋積され，湖面が上
昇したと考えられている（田場・他，１９９９）．S‐２４‐１直下
に土丸尾溶岩，雁穴丸尾溶岩が流出しているが，その噴出
年代・位置は不明である．なお，南西斜面を給源とする青
沢溶岩（津屋，１９６８）について山元・他（２００５）が直下黒
色土壌から cal AD４００～cal AD６００頃の年代値を得てい
る．cal AD１４０頃～cal AD６５０頃の時期は富士山の北東－
南西方向に卓越した方向での活動が活発であった可能性も
考えられる．
４‐２ 滝沢テフラ群２堆積期（cal AD６５０頃～）
その後北東地域には S‐２４‐７が堆積し，檜丸尾第２溶岩，

鷹丸尾溶岩の溶岩流が流下した（上杉，１９９８）．上杉（１９９０），
小山（１９９８a，b）は檜丸尾第２溶岩，鷹丸尾溶岩の噴出
年代を延暦十九～二十一年（AD８００‐８０２年）としている．
焼山火口列を作る火砕丘の上位には S‐２４‐Tk９以外の降下
スコリア堆積物が見られないことから，焼山火砕丘列は S
‐２４‐７もしくは S‐２４‐Tk８に近い時期に活動した可能性が
考えられる．このため，AD８００～AD８０２年頃も北東地域
で火山活動が生じていたと考えられる．ただし，檜丸尾第
２溶岩，鷹丸尾溶岩は西小富士付近の割れ目噴火とされ（小
山，１９９８a），北東の滝沢林道周辺以外にも活動が広がって
いった時期でもある．この時期になると滝沢林道周辺では
上杉（１９９８）にも示されているように，火砕流の発生がほ
とんどみられなくなることより，S‐２４‐７から S‐２４‐Tk９
を滝沢テフラ群２と呼ぶ．その後北東斜面における活動を
示すものとしては永正八年（１５１１年）の「カマ岩燃ル」（震
災予防調査会，１９１８；小山，１９９８a）の記録がある．カマ岩
は富士吉田登山口六合目付近とされ（小山，１９９８a），S‐２４
‐１の噴出源や吉田口A火砕丘列が形成されている付近で
ある．これらの記録に対応するような降下スコリア堆積物
などは確かめられていないが，北東斜面では１６世紀まで
火山活動が続いていた可能性が考えられる．
北東斜面は，cal BC３００までの山頂付近を中心とした活

動から山腹噴火へ移行する時期に活動が活発化した地域で
あり，また北西－南東方向の火山活動が活発化する初期の
延暦噴火でも活動しており，富士火山の火山活動を検討す
る上で重要な地域となると考えられる．また，山中湖湖底
のタカヒクの形成期（遠藤・他，１９９４）など検討課題も多
く残されている．

５． 火砕流の発生機構
滝沢B１火砕流，滝沢B２火砕流，滝沢A'火砕流等を構

成する本質物質は溶岩に近いようなみかけ密度が高いもの
が多く含まれ，各々の火砕流堆積物直下のみかけ密度の低
い降下スコリアと異なる性質を示す．滝沢B２火砕流，滝
沢A'火砕流等複数の火砕流堆積物には，本質岩片と同質
のアグルーチネート岩塊が含まれる．また，滝沢B１火砕
流は，発生源付近では狭い範囲の浅い谷の中を流れる．こ
れは，火砕流が高い噴煙柱からもたらされたものではない
ことを意味すると考えられる．これらのことより，滝沢B
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図８ 富士火山北東斜面滝沢付近における火砕流の発生（Tajima et al．，２００３を一部改）．
A）高い標高域で噴火が始まり，火砕物や溶岩が急斜面上に堆積し火砕丘が成長する．B）不安定化した火砕丘が崩壊し，火砕流が
発生する．
Fig．８． Generation of pyroclastic flow at north east flank of Fuji volcano（after Tajima et al．，２００３）．
A）First the eruption began at high elevation area．Hot material was accumulated on steep slope．Pyroclastic cone and ramparts grew gradu-
ally．B）Unstable pyroclastic cone（ramparts）on steep slope collapsed and the pyroclastic flow flowed down．

図９ 滝沢B１火砕流のMdφ-σφ図（田島・他，２００２を一部改）．
各領域はWalker（１９８３）によって示された範囲．
Fig．９． Mdφ-σφ plotted Takizawa B１pyloclastic flow（after Tajima et al．，２００２）．
Each field lines were shown by Walker（１９８３）．
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１火砕流，滝沢B２火砕流，滝沢A'火砕流は，アグルーチ
ネート，みかけ密度の高い岩石の形成場である火砕丘・溶
岩流等を起源として発生した崩壊型の火砕流（火砕丘崩壊
型火砕流）であると考えられる（田島・他，２００２；Tajima
et al．，２００３；Fig．８）．また，滝沢A１火砕流堆積物中の本
質岩片の熱残留磁化測定の結果，低温成分が当時の磁北方
向に揃うが高温成分は揃わない結果が報告されており
（瀧・他，２００３），この結果も崩壊型の火砕流であることと
矛盾しない．滝沢B１火砕流に関しては，標高２，１００m付
近の地点３，標高１，５００m付近の地点７，標高１，３４０m付近
の地点１０，標高１，２５０m付近の地点１２等で火砕流層と火
砕サージ層の粒度分析を行った．その結果，火砕流層につ
いては，Walker（１９８３）に示されたイグニンブライトと呼
ばれる大規模な軽石質の火砕流の堆積物に比べ，砂サイズ
以下の粒子に乏しい結果が得られた（Tajima et al．，２００３；
Fig．９）．この結果も，爆発的噴火に比べ細粒分が生産され
難い崩壊型モデルと矛盾しない．さらに，火砕流堆積物に
は径１mに達するような大きな，岩塊がフローユニット
の上方に乗ることも確認されている．このような堆積構造
は土石流に良く見られる構造であり，流動性が低く流れの
密度が高い現象であったことを意味している．滝沢A２火
砕流，滝沢A３火砕流，佐藤小屋火砕流についても，みか
け密度の高いスコリアを含むことから，火砕丘・溶岩流等
の崩壊に伴い発生した火砕流の可能性が高いと考えられ
る．
火砕丘等の斜面の不安定化による崩壊型の火砕流の発生

には，火砕丘の安定度を知る必要がある．富士火山の火砕
丘の斜面角度の計測結果，２５°～３０°の傾斜のものが７０％
となり最も多く，２５°以下のものは１０％，３０°を越えるもの
は２０％程度となっている（Fig．１０）．このことから火砕丘
の安定した安息角は２５°～３０°程度と考えられ，それ以上
の傾斜になると不安定度が増し崩壊が発生しやすくなると
考えられる．滝沢B１火砕流の発生源となる標高２，１５０m
付近から標高３，０００m付近では，平均的な斜面勾配は２５°
～３０°と安息角とほぼ同程度となっている．このためこの
付近では，噴火が始まり新たな火砕物が供給された場合，
急速に斜面が不安定化し，崩壊型の火砕流が発生すると考
えられる．また，滝沢B１火砕流は２．４×１０６m３の火砕物
が堆積しており，この量を溜め込む場が必要となる．吉田
大沢，燕沢など高標高部の比較的大きな凹地地形は火砕物
を溜め込み易くする条件の一つと考えられる．なお，計測
した火砕丘において，３５°以上の斜面勾配のものはほとん
どみられなかった．これ以上の斜面で火砕物は安定して堆
積できず，山元・他（２００２），Yamamoto et al．，（２００５）が
示した放出された火砕物が斜面に留まることができずその
まま流れ下るタイプの火砕流が発生すると考えられる．火
砕丘崩壊型の火砕流を発生させ易い場としては，火砕物を
溜め込むことができ不安定化が起こしやすい３０°前後の勾
配の凹状地と考えられる．富士山ではこのような斜面は標
高１，８００m以上に多い．また，吉本・他（２００４）は，滝沢
A火砕流の発生機構について，田島・他（２００２），Tajima

et al．（２００３）が示した滝沢B火砕流の発生機構と同じで
ある可能性を示し，その他山体の取り込みの可能性を指摘
した．

６．２０００年以降の火砕流の発生頻度
富士火山で発生する様な火砕流は，谷沿いに堆積するた

め，侵食により堆積物が失われる場合やラハールなどの
２次堆積物に埋積されて見つからない場合が多い．この
ため降下火砕物や溶岩流のように正確に数を把握すること
が難しく発生頻度に関する議論を行うことを困難にしてい
る．今回調査を行った滝沢周辺地域は新しい時代の噴出物
に覆われておらず一定の侵食が進んでおり，火砕流の発生
頻度を把握するのに良好な環境であった．北東斜面では，
上 杉・他（１９８７），上 杉・他（１９９２），上 杉（１９９８）は，７
時期のテフラ期に火砕流が発生していることを指摘し，約
２，０００年前より新しい時代では，S‐２４‐２のテフラ期に火
砕流が発生していることと S‐２４‐５のテフラ期に火砕流が
発生した可能性を示す等比較的多く発生している可能性を
議論している．本調査では，上杉・他（１９８７）が示した S
‐２４‐２のテフラ期の火砕流は，滝沢B１火砕流と滝沢B２
火砕流の２層に分かれることを示した．また，上杉（１９９８）
が指摘した S‐２４‐５のテフラ期の火砕流について，降下火
砕物との関係を明らかにし滝沢A１火砕流として示した．
さらに，滝沢A１火砕流の上位には，僅かな時間間隙をお
いて滝沢A２，A３火砕流が２層堆積していることも示し
た．この他，S‐２４‐６の上位に小滝橋火砕流，S‐２４‐６の上
位に時間間隙を明けて滝沢A'火砕流が堆積していること
も示した．滝沢テフラ群１の中に含まれる可能性がある佐
藤小屋火砕流も確認した．この様に滝沢周辺地域では滝沢
テフラ群１の活動期に，北東斜面を起源とする火砕流が７
回発生している．この時期に形成されたと考えられる北東
斜面の火口は８カ所見つかっており，そのうち標高１，８００
m以上のものは６カ所ある．これらの活動のうち，少な

図１０ 富士火山における火砕丘の最大斜面勾配．
Fig．１０． Frequency of maximum slope angle on pyroclastic cones
in Fuji Volcano．
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くとも３回の活動において降下スコリアとの間に土壌等が
形成されるような証拠がなく火砕流が発生している．それ
らは，S‐２４‐２と滝沢B１火砕流・滝沢B２火砕流，S‐２４‐
５と滝沢A１火砕流，S‐２４‐６と小滝橋火砕流である．これ
らを考慮すると cal AD５００～cal AD６５０の間に北東斜面
の高標高域では火砕丘の形成・溶岩流の流出に伴い，上杉
（１９９８）が議論する以上に高い頻度で火砕流が発生してい
たと考えられる．また，滝沢B１火砕流と滝沢A１火砕流
はほぼ同じ cal AD５００頃の年代値が得られていることや，
滝沢A１～A３火砕流のように僅かな風化火山灰層を挟み
複数回火砕流が堆積している事例もある．このため cal AD
５００頃はさらに高い頻度で火砕流が発生していたと考えら
れる．標高１，８００m以上の高標高域で火山活動が活発化し
た場合，火砕流は高い頻度で発生すると考えられる．最近，
北斜面（上杉，２００３；p５２‐５６）など富士山の多方向から火
砕流堆積物が見つかり始めており，発生頻度などの詳細が
明らかになる可能性がある．

７． まとめ
富士火山では，cal AD１４０頃から cal AD６５０及びそれ

以降にかけて，北東斜面の側火口の活動が活発であった．
北東斜面における側火口の形成範囲は，吉田登山口の登山
道がある５～７合目の尾根付近から滝沢林道側の標高
１，６５０mの焼山周辺にかけてを主とし，この付近には複数
の火砕丘（火口）が形成された．これらの噴出源からは，
S‐２４‐１から S‐２４‐６の滝沢テフラ群１が噴出したと考えら
れ cal AD６５０頃その活動は終息した．その後，S‐２４‐７か
ら S‐２４‐Tk９にかけての滝沢テフラ群２が噴出し，滝沢林
道東の標高１，６００m付近には焼山が形成された．高標高域
でのテフラと火口の関係について未解明の部分も残され，
これらの関係をさらに明らかにする必要がある．
北東斜面の活動が活発であった時期に，上杉（１９８７）等

が示した S‐２４‐２テフラ期に，滝沢B１火砕流，滝沢B２
火砕流が発生した．また，S‐２４‐５テフラの上位では滝沢
A１火砕流が発生し，それに続けて滝沢A２火砕流，滝沢
A３火砕流が発生した．さらに，S‐２４‐６の上位の時期に小
滝橋火砕流，滝沢A'火砕流が発生した．Cal AD５００～cal
AD６５０の間にはこのような火砕流が３つのテフラ期に少
なくとも７回程度発生しており，低頻度の現象ではないと
考えられる結果を得た．
本地域の火砕流は，本質岩片と同質のアグルーチネート

の岩塊がみられることや，ほとんどの本質岩片が溶岩に近
いようなみかけ密度が高いものによって構成される．また，
発生源付近では，分布範囲が狭く浅い谷の中を流れること
などより，火砕丘・溶岩流等を起源として発生した崩壊型
の火砕流であると考えられる．また，滝沢B１火砕流の空
隙を含むみかけの堆積量は約２．４×１０６m３であり，流下距
離は５～７km程度である．火砕流の流れやすさを示すH／
Lは０．２５～０．２７程度である．富士火山で形成される火砕
丘の斜面の安息角などより，火砕丘等が崩壊し１０６m３ク
ラスの火砕流が発生する場は３０°～３５°の凹地形状の急斜

面が適していると推定された．
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富士山溶岩流の特性

海野 進＊

Characteristics of Lava flows of Fuji volcano

Susumu UMINO＊

Characteristics of lava flows of Younger Fuji Volcano are overviewed．Emplacement of lava flows results from com-
plex interactions of various factors: styles of eruption，effusion rates，flow rates，topography，and physicochemical
properties of lava such as viscosity and yield strength．Among these viscosity and yield strength are mainly controlled
by SiO２，temperature，volatile and crystal contents of lava．All Fuji lavas have a basaltic composition with H２O＜２％，
which has a limited effect in flow behavior．However，large phenocryst abundance（～４０vol％）of common Fuji lavas
results in a rapid increase in viscosity and yield strength upon cooling and degassing，which strongly af-
fects styles and maximum lengths of lava flows．
The edifice of Fuji Volcano comprises three domains: steep summit region surrounded by slopes＞２０°，moderate‐

steep flanks with slopes３°‐２０°，and gentle skirts＜３°．Lavas on the steep summit slopes are of clastogenic origin，
which were significantly cooled by air before agglutinated and remobilized as flows in short distances．Most true lava
flows effused from the summit and flank fissure vents have flowed down to gentle skirts，because lavas can travel＞
３ km before cooling and crystallization stop advancement of the flows．Large and long flows effused from flank fis-
sures such as Takamarubi and Kenmarubi I and II lava flows are simple flows，which form under high extrusion rates
and in short periods．The maximum lengths of such flows are limited by cooling represented by a non‐dimen-
sional Gr̈atz number（Gz）．Lava flows are known to stop advancement when Gz approaches３００．With Gz＝３００and the
average channel depth and width of ３ m and５００m respectively and the flow length of１９．２km given，the extru-
sion rate of the Kenmarubi Lava I is estimated to be８６‐１３３m３／s，suggesting the eruption period of３．６‐５．６days．
Among the lavas emplaced on the gentle skirts，A．D．８６４‐８６６Aokigahara lava is the largest in volume（０．７‐１．２km３）

and studied in most detail．The lava spreads and covers widely northwestern foot of the volcano，consisting of thou-
sands of flow lobes showing both pahoehoe and 'a'a lava surfaces．At least three source vents have been identified: Ma-
jority of flows erupted from Nagaoyama，while those covering northwestern part of the Aokigahara flow field were
fed from a fissure running NW and crossing Ohmuroyama，the largest lateral cone of Fuji Volcano，and a small cinder
cone at Ishizuka．Flow‐lobe tumuli formed by inflation of pahoehoe flow lobes and 'a'a lavas with cauliflower‐like bi-
furcating flow fronts are common．
The principal factors that limit the length of lava are duration of eruptions for flows with high extru-

sion rates in short periods，and solidification of lava crust and interior for flows with low extrusion rates in prolonged
eruptions．The former yields simple flows，while the latter results in compound flows forming a complex flow field
such as the Aokigahara Lava．
The transition from pahoehoe to 'a'a flow surfaces are governed by the stress acting on the crust of a lava flow and

the strain rate of the crust．At given stress，increase in strain rate gives rise to continual disruption of lava crust at
a rate that exceeds the rate of healing of the ruptured crust by molten lava leaked out from the flow interior，result-
ing in the formation of 'a'a clinker．The threshold of pahoehoe‐'a'a transition can be used to estimate the mini-
mum flow rate for a simple flow to become 'a'a lava．The minimum flow rate and the maximum eruptive period of the
Kenmarubi Lava I are thus estimated as２７m３／s and１８days，which are consistent with the estimates based on Gz．
The Aokigahara lava that entered into Motosuko Lake has５０vol％ phenocrysts and crystallized２６．５vol％ of

the melt during the４．５‐km long pathway from the vent to the lake，indicating about ６％ crystallization or tempera-
ture decrease in ５℃ per kilometer downflow．
Keywords: Fuji Volcano，lava flow，pahoehoe‐'a'a transition，flow rate，simple flow

＊〒４２２‐８５９２静岡県駿河区大谷８３６
静岡大学理学部地球科学教室
Institute of Geosciences，Shizuoka University，８３６Oya，
Shizuoka４２２‐８５２９，Japan．

１． はじめに
２０００年の後半から２００１年前半にかけて富士火山北東山
麓の地下１５km付近を震源とする低周波地震が頻発した．
この事件をきっかけに内閣府に富士火山ハザードマップ検

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．２６９-２８３
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討委員会が設置され，国土交通省中部地方整備局富士砂防
工事事務所，東京大学地震研究所等によるボーリング調査
を含む富士火山の地質調査が始まった．また，産業総合研
究所地質総合センター（産総研）でも１９９９年度からボー
リング調査や５万分の１地質図幅調査を行っている．これ
らの研究によって数多くの新たな知見が得られ，富士火山
の活動様式や形成史に関する理解が飛躍的に進展した．
富士火山の基本的な地質構造と岩相分布は津屋（１９６８，

１９７１，２００２）による一連の研究の集大成がある．津屋は富
士火山の下に解析された安山岩質の古い成層火山（小御岳
火山）が存在することを明らかにし，富士火山を活動様式
の違いから降下テフラと泥流で特徴づけられる古富士火山
と降下テフラと溶岩流を交互に噴出した新富士火山とに分
けた．東京大学地震研究所を中心とするグループはボーリ
ング調査の結果をもとに，それまで安山岩質のごく限られ
た全岩組成範囲を有するとされていた小御岳火山の下に，
SiO２５０－７０％と幅広い組成変化を示す先小御岳火山が埋
没していることを明らかにした．
宮地（１９８８）は詳細なテフラ層序を組み立て，古富士と

新富士の境をおよそ１１０００年前とした．産総研による新た
な年代測定の結果，古富士火山の活動時期は約１０万年前
～１９０００年前であり，新富士火山は１７０００年前に活動を開
始したことがわかった（山元・他，２００３）．
一方，町田（１９６８）は富士火山起源のテフラ層序に基づ

いて，約８万～１万年前に多量のテフラを連続的に噴出し
た古期富士火山 I期，１万～８千年前の溶岩流噴火を行っ
た古期富士火山 II 期，富士黒土層最上部の約５０００年前以
降を新期富士火山とした．
従来，富士山のような玄武岩質火山では火砕流はあまり

発生しないと考えられてきたが，北東斜面では１７００－１５００
年前，西～南西山腹においては３２００年前，２９００年前，２５００
年前と過去３千年間に４回も発生したことが明らかにされ
た（石塚・他，２００３；山元・他，２００３；吉本・他，２００４；
Yamamoto et al．，２００５）．これらの発生年代は山頂火口で爆
発的噴火が繰り返し発生していた時期と一致し，火砕流は
急斜面に堆積した降下火砕物が崩壊することによって発生
したらしい．
噴煙柱から風によって運ばれ大気中を拡散・降下するテ

フラは，分布や堆積の仕方に規則性があるため，限られた
数の露頭情報でもその分布や体積，層序関係について推定
することが可能である．一方，山頂部のおよそ２千数百メ
ートル以上を除いて深い植生に覆われる富士火山では，溶
岩流についてはよほど露出条件がよくない限り，空中写真
や衛星写真で正確な分布や厚さを把握することはむずかし
い．しかし，近年の技術革新によってその状況も変わりつ
つある．富士北西山麓に拡がる青木ヶ原溶岩は，津屋
（１９６８，１９７１，２００２）によって側火山のひとつである長尾山
から噴出したものとされてきたが，深い樹林に阻まれてそ
の詳細は長いこと不明であった．小幡・海野（１９９９）は溶
岩の一部が石塚火口から流出したものであることを指摘
し，その分布を示した．近年になって富士砂防による航空

レーザー測量によって青木ヶ原溶岩の詳細な表面地形が明
らかとなり，荒井ら（荒井・他，２００３；高橋・他，２００４）に
よって溶岩流地形の分類・分布の解析と形成史が一新され
た．また，これまで歴史記録から１０３３年および１０８３年と
されてきた北山腹の剣丸尾第１・第２溶岩流とほぼ同時期
の１４C年代が南山腹の不動沢，日沢の各溶岩流から得られ
た（山元・他，２００３）．このことから山元ら（２００３）は西暦
１０００年頃に南北山麓で同時に割れ目噴火が起きた可能性
を指摘した．
本論では，富士火山の溶岩流についての最近の研究成果

を紹介し，特に溶岩地形がよく保存されている２２００年前
以降の新しい溶岩流の特徴と定置過程について述べる．

２． 富士火山溶岩の物理化学的特性
溶岩流の流れ方を支配する要因として，噴火様式，噴出

率，流速，地形の他に粘性率・降伏強度といった溶岩の物
理化学的特性がある．これらの要因はいずれも相互に関連
しており，それらの複合作用の結果として溶岩流の挙動が
決まる．溶岩の粘性率・降伏強度に与える影響が最も大き
いのは，温度，液体部分の SiO２含有量と溶岩中の結晶量
である．
富士火山噴出物はごく限られた範囲の SiO２含有量（５０

－５２％）を有することで特徴づけられる（吉本・他，２００４）．

図１ 本栖湖畔の青木ヶ原溶岩（富士火山新期溶岩の一つ）の
偏光顕微鏡写真．横巾２cm．斜長石斑晶～微斑晶に富んでい
る．
Fig．１． Microphotograph of a thin section of Aokigahara Lava
（Younger Fuji Volcano）that entered into Motosuko Lake．Width
is ２ cm wide．Note abundant plagioclase phenocrytsts and micro-
phenocrysts．

海野 進
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その原因は富士火山のマグマが地殻中部程度の深さで結晶
分化したためと説明されている（藤井，２００４）．含水量２％
程度の玄武岩質マグマが１５－２０km程の深さで結晶分化
すると，カンラン石＋輝石が主に晶出するため，分化にと
もなう SiO２含有量の増加が押さえられるからである．SiO２
の含有量が変わらなければ噴出するマグマの粘性率・降伏
強度についても溶岩毎の違いは小さいと考えられる．
ところが，富士火山の溶岩には斜長石を主とする斑晶の

含有量が高く，４０vol％を越えるものも珍しくない（図１）．
結晶量の増加は溶岩全体の粘性率（バルク粘性率）を高め
るので，大量の斑晶は溶岩の粘性，引いては溶岩流全体の
挙動に与える影響も大きい．結晶量が増加してある限界値
（臨界結晶量）を超えると，バルク粘性率が無限大となり
実質的に固化してしまう（Marsh，１９８１）．臨界結晶量は結
晶形態と粒径分布によって変わるが，およそ６０－７０vol％
（φmax＝０．６‐０．７）と考えられる（Pinkerton and Stevenson，
１９９２）．粘性率に与える結晶量の効果は，次式で見積もる
ことが可能である（Pinkerton and Stevenson，１９９２）：

η B＝η L exp［｛２．５＋｛φ／（φ max -φ）｝０．４８｝φ／φ max] （１）

ηB，η L，φ，φmax はそれぞれバルク粘性率，液体部分の粘
性率，結晶量，バルク粘性率が無限大となる臨界結晶量で
ある．本栖湖に流れ込んだ青木ヶ原溶岩についてMELTS
（Ghiorso and Sack，１９９５）を用いて結晶化をシミュレート
し，液体部分の粘性率を求めた．さらに Pinkerton and Ste-
venson（１９９２）に従って，結晶量の効果を見積もり，温度
と粘性率の関係を（図２）に示した．ここでは臨界結晶量
を６０vol％とした．溶岩の液体部分の組成として本栖湖に
流れ込んだ溶岩の急冷部に生じたガラス組成を用いた（表
１）．液体部分の粘性率はリキダス温度（１１２９℃）では１０２．２６

Pa・s で初めの１０℃の温度低下では粘性はほとんど増加し

Tishii １１２４‐１１３２℃
Tputirka １１３４℃
Tmelts １１２４℃

表１ 本栖湖畔の青木ヶ原溶岩の急冷ガラス組成とMELTS に
入力した液組成（MELTS＊）．石英－ファヤライト－磁鉄鉱
平衡酸素分圧を仮定して Fe３＋を算出．Tishii：ピジオン輝石温
度計（Ishii，１９７５），Tputirka：ガラス－単斜輝石飽和温度計（Pu-
tirka，１９９９），Tmelts: MELTS（Ghiorso and Sack，１９９５）による
リキダス温度．
Table１． EPMA analysis of quenched glass of the Aokiga-
hara Lava entered into Motosuko Lake．MELTS＊: initial compo-
sition of lava input into MELTS simulation code（Ghiorso and
Sack，１９９５）．Tishii: pigeonite geothermometry of Ishii（１９７５），
Tputirka: clinopyroxene-in glass thermometry of Putirka（１９９９），
Tmelts: liquidus temperature of the initial composition calculated
by MELTS．

図２ 本栖湖畔の青木ヶ原溶岩の粘性率に及ぼ
す斑晶量と温度低下に伴う結晶化の効果．結
晶作用はMELTS（Ghiorso and Sack，１９９５）を
用いて１気圧，石英－ファヤライト－磁鉄鉱
が共存する酸素分圧下の条件で計算した．
Fig．２． Bulk viscosities of the Aokigahara Lava
that entered into Motosuko Lake vary with phe-
nocryst contents and temperature decrease，which
results in crystallization．Crystallization is simu-
lated using MELTS（Ghiorso and Sack，１９９５）at
１atm and under fo２with quartz‐fayalite-magnetite
buffer．

EPMA MELTS＊

SiO２ ５３．４８ ５３．５４

TiO２ ２．６７ ２．６７

Al２O３ １２．７３ １２．７５

Fe２O３ ２．３８

FeO １２．２３

FeO＊ １４．３６

MnO ０．２５ ０．００

MgO ３．９２ ３．９２

CaO ８．４２ ８．４３

Na２O ２．６７ ２．６７

K２O １．４０ １．４０

NiO ０．０１ ０．００

V２O３ ０．０８ ０．００

Mg# ３２．７ ３６．４

富士山溶岩流の特性
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ない．これはリキダス相が斜長石であるために残液の SiO２
含有量がほとんど変化しないからである．さらに温度が低
下して輝石を晶出するようになると，残液の SiO２濃度の
増加ととともに粘性も増加するが，１０４４℃（６０vol％の結
晶化）でも液体部分の粘性率は１０５．３ Pa・s と３桁ほどし
か変わらない．ところが，結晶化に伴う石基部分の結晶量
の増加を考慮に入れてバルク粘性率を見積もると１０９．６

Pa・s にもなり，７桁以上も変化する．斑晶を１０vol％含んで
いた場合には，リキダス温度において粘性率は１０２．３ Pa・s
から１０２．５ Pa・s とわずかに増加するにすぎないが，無斑
晶溶岩に比して１１００℃で１桁，１０８０℃で２桁以上も高く
なる．５０vol％の斑晶は，初期の粘性率を２桁近く増加さ
せ，わずか１０℃の温度低下で臨界結晶量に達してしまう．
このように富士火山の溶岩流の場合，粘性率は結晶量に

よって大きく変化する．特に斑晶量が多い溶岩では，噴火
後のわずかな温度低下に伴う結晶化でも臨界結晶量に達し
てしまうため，溶岩流の挙動に大きな影響を与えることに
なる．LavaSIM（Hidaka et al．，２００５）などの溶岩流シミュ
レーターではバルク粘性率と臨界結晶量を入力パラメータ
として設定するが，この点を考慮に入れておく必要があろ
う．
一方，降伏強度については Pinkerton and Stevenson（１９９２）

によって次式のように与えられる：

τ＝１．２６×９．８１Dliq Dp／（φ max-φ）｛φ max／（１‐φ max）｝２／ξ１．５／σ２ （２）

τ，Dliq，Dp，はそれぞれ降伏強度，液体部分の密度，結
晶の平均粒径である．また，ξは結晶形態ファクターで，
同じ体積を有する球の表面積／当該結晶の表面積で与えら
れる．板状ないし直方体形の斜長石ではほぼ０．５となる．
σは粒径分布ファクターで，積算粒径分布図において小さ
い方から積算した粒子数／全粒子数が５０％と１５．８７％と
なる粒径の比（Particles＜５０％ size）／（Particles＜１５．８７％）
で与えられ，多くの場合１．２－１．５である．先に取り上げ
た青木ヶ原溶岩について粒径解析を行ったところ，Dp＝
０．０２mm，σ＝１．２であった．式（２）が適応できる範囲
は臨界結晶量の５２－８２％であるので，臨界結晶量が６０vol
％（φ max＝０．６）の場合，結晶量３１－４９vol％が適応範囲と
なる．それぞれの結晶量における青木ヶ原溶岩の降伏強度
は（２）式より４５０‐１１９０Pa となる．この値はマウナロア
火山１９８４年溶岩の推定値である６６‐２２０Pa よりはやや大
きく（Moore，１９８７），エトナ火山１９７５年溶岩で実測され
た１０９０－１０４５℃における降伏強度（数１００～６２００Pa）に
近い（Pinkerton and Sparks，１９７８）．

３． 富士火山の溶岩流
新富士火山の溶岩流出は主に大きく３つの時期に発生し

ている（石塚・他，２００３；宮地，１９８８）．大部分（３９km３）の
溶岩は初期の１７０００－７０００年前に流出したものである．
次に溶岩流を大量に出したのが６０００～３６００年前で，３

km３に達する．それから暫く溶岩を流出する噴火はなく，

降下テフラを出す時期を挟んで，２２００年前以降現在に至る
まで，側火口から溶岩流と降下テフラをほぼ１：１で放出
する噴火をしている．
初期の大量の溶岩は富士火山の基底部を形成しており，

主に北北西～南南東に走る割れ目火口列から噴出したと考
えられている（Tsuya，１９６８；上杉，２００３）．断片的な露頭観
察によると，これらの溶岩にはパホイホイ溶岩が多く見ら
れる（Tsuya，１９６８；津屋，１９７１；Miyaji et al．，１９９２；山本，
２００３）．この時期に大量のパホイホイ溶岩が流れたのは，山
容が現在と異なり山頂部がゆるやかに盛り上がった形をし
ていたためと思われる．もし山頂部が現在の富士火山のよ
うに急勾配であれば，流下する溶岩は強い剪断力によって
多くの場合アア溶岩となったであろう（Hon et al．，２００３；
Kilburn，２０００；Peterson and Tilling，１９８０）．現在のように山
頂が上に凸出して長い裾野を引く，いわゆる富士山型の山
容は溶結した降下テフラによって山頂部が固められること
によって形成されたものである．山容の変化は山頂火口か
らの爆発的噴火を交えるようになった６０００－３６００年前頃
（山元ほか，２００３）に起きた可能性がある．それ以前の富士
火山は流動性に富んだ溶岩を山頂および山腹から流出して
いることから，現在のエトナ山のように緩やかに盛り上が
った山頂部を有していたのであろう．
初期の溶岩の中でもとりわけ１０５００年前に東山腹の５合

目以上の高度から御殿場を経て黄瀬川に沿って三島までの
２７km以上を流下した三島溶岩は，４km３に達する体積を有
する最大規模の溶岩である．大部分は後の火砕物と河川堆
積物に埋もれて露頭は限られるが，黄瀬川の河床では板状
の溶岩で表面を覆われたスラッビー・パホイホイ slabby
pahoehoe や，小さな溶岩ローブが連なったチューブ・フ
ェド・パホイホイ tube‐fed pahoehoe を見ることができる．
また，駒門風穴，大野風穴などの溶岩トンネルが発達し，
それらを伝って流れる地下水が三島市の柿田川湧水池の給
源となっている（富士和，２００５）．ハワイのキラウエア火山
では，溶岩トンネルの発達は低噴出率で長期間かけて流れ
たパホイホイ溶岩のフィールドに形成されることが多い
（Kauahikaua et al．，１９９８）．黄瀬川の河床や駒門風穴で観察
される三島溶岩の表面構造や断面からは，ドーム状の空洞
が連結してつくる溶岩トンネルや，ゆるやかに盛り上がっ
た溶岩上面の様子が伺え，テュムラス群が形成されていた
と思われる．しかし，露頭は断片的であり，三島溶岩の全
体像や定置過程の詳細については不明である．
溶岩流の分布を把握し表面形態をある程度観察できるの

は２２００年前以降，特に歴史時代に噴火したものに限られ
る．ただし，歴史記録から噴火の経過をある程度復元でき
るのは西暦８６４－８６６年にかけて噴出したとされる青木ヶ
原溶岩のみで，その他の溶岩流については噴火の発生を記
した程度でしかない．
富士火山の地形を見ると傾斜の急遷点が２カ所あり，急

傾斜の山頂部，傾斜１０°－２０°の山腹，緩傾斜の山麓に分
けることができる．急遷点は北側では１３００mと２２００－
２４００m，南側では１５００mと２１００－２６００mにある．北側

海野 進

２７２



よりも南側が急で，とくに山頂部南西側では３０度を越え
る．２２００年前以降の溶岩流の多くは山頂部の側火口から噴
火し，急斜面を直線的に刻む谷に沿って流下するアア溶岩
である．これに対して西山麓に分布する中期溶岩や北西山
腹から噴火した青木ヶ原溶岩など，緩傾斜の山腹から山麓
にかけて流出した溶岩流は面的に広がり，パホイホイ溶岩
またはアア溶岩の表面構造をとる．これらの溶岩流は地形
に応じて異なる産状を示し，１）山頂部の急斜面に分布す
る溶岩流，２）傾斜１０°－２０°の山腹に分布する溶岩流，３）
緩傾斜の山麓に拡がる溶岩流，の大きく３つのグループに
分けることができる．
３‐１ 山頂部に分布する溶岩流

山頂部の急斜面は所々一見して通常の溶岩のように見え
る板状の岩体で被われている（図３）．これらの灰色の板
状岩体中には，発泡したスコリアや火山弾が取り込まれて
おり，側方で火山弾混じりの降下スコリア層，あるいはス
パターからなる火砕物に移り変わるのが観察できる．従っ
て，これらの板状岩体は溶岩流として流下したものではな
く，溶結した降下テフラやそれが再流動した根無し溶岩（火
砕物起源の溶岩 clastogenic lava）であると考えられる（高
橋・他，２００２；山元・他，２００３；Yamamoto et al．，２００５）．山
頂火口からこれらのテフラが降下堆積した場所までの距離
はわずか２．４－３kmしかないため，テフラは高温のまま
地表に堆積し，溶結して一塊の流体として急斜面を流下す
る．このような根無し溶岩は大気中を降下する間に冷却さ
れる分，流動性に乏しくなることが期待される．そのため，
流動開始時から高い降伏強度を有し，急斜面を流下する途
中で停止したと考えられる．エトナ山の１９９９年噴火では，
火口内に生じた玄武岩質テフラが再流動してできた根無し
溶岩は１日に１００m流下しただけで停止した（Mauro
Coltelli 私信，２００２）．
一方，火口から液体として流れ出た場合，２０°を越える

ような急斜面上で停止することは難しいと思われる．溶岩
流の厚さを d，密度 ρ，重力加速度 g とすると，傾斜 α
の斜面を流下する溶岩底面に働く斜面下向きの力 F は，

F＝ρ dg tan α （３）

溶岩が斜面上で停止するためには，停止時の溶岩流の降伏
強度が F を上回る必要がある．傾斜２０°，密度 ρ＝２６００kg
／m３とすると，厚さ０．５‐１mの溶岩では F＝４６３７‐９２７４Pa
となり，先に述べた本栖湖畔の青木ヶ原溶岩の降伏強度
４５０‐１１９０Pa をはるかに上回る．従って，このような溶岩
流が２０°を越える斜面上で停止するための条件としては，
冷却ないし脱ガスにともなう結晶・固化が必要である．
溶岩が冷却によって停止する場合，火口からの流走距離

はグレッツ数 Gz で記述することができる（Pinkerton and
Wilson，１９９４）：

Gz＝ude２／（kL） （４）

u は流速，k は熱拡散率，L は流走距離である．また，de

は溶岩チャンネル中の流れについては以下の式で与えられ
る：

de＝２ wc d ／（wc + d） （５）

wcは溶岩チャンネルの幅，d はチャンネルの深さである．
グレッツ数は火口から距離 L だけ離れた場所における溶
岩表面から冷却フロントまでの深さと，チャンネル中の流
れの深さの比をとった無次元数である．異なる溶岩が同じ
グレッツ数をもつとき，それらの溶岩中の温度分布は相似
となる．

図３ 富士山五合目付近に見られる湯船第二スコリア（２２００年
前）がつくるアグルーチネート．宝永火口西方の山道にて．（a）
湯船第二スコリアは斜面と平行に堆積し，一見して厚い溶岩
流のような板状岩体をなす．（b）図３ aの四角で囲まれた部
分の近接写真．多孔質の塊状部中心は溶結したスコリアや火
山弾からなる．
Fig．３．Agglutinated Yufune Scoria２，west of Hoei Vent．（a）
Yufune Scoria ２ deposited like an apparant thick platy lava．（b）
Close‐up view of a rectangle in Figure３a．The massive lava has
porous cores with welded scoriae and bombs．
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Pinkerton and Wilson（１９９４）は，観測によって噴出時間，
流速，噴出率がわかるハワイとエトナ火山の溶岩流につい
て，火口から停止した溶岩フロントまでの距離を L とし
てグレッツ数 Gz を求め，３００前後とおおよそ一定の値をと
ることを示した．熱拡散率 k＝５．５x１０‐７m２／s，チャンネル
幅 wcが１mと５mの場合について Gz と流走距離の関係
を図４に示した．溶岩が富士山頂火口から流下したとして
も，チャンネル幅１mであれば流速が４m／s 以上で，ある
いは幅５mの溶岩流であればたとえ流速１m／s であっても
Gz＝３００に達するまでには３km以上流下することが可能
である．従って，溶岩流が冷却によって停止するとしても，
傾斜２０°以上の山頂部に止まるのはごく小規模で噴出率の
低い溶岩流に限られ，多くの溶岩流はさらに下流の山腹に
まで流下することになる．即ち，山頂部に取り残されるの
は噴火末期に低い噴出率で流出したわずかな溶岩のみであ
ろう．
３‐２ 山腹に分布する溶岩流
上述のように，山頂火口あるいは山腹の側火口から液体

として流れ出た本当の溶岩流の多くは急斜面には留まらず
山麓にまで流下することになる．このような溶岩の例とし
て剣丸尾（けんまるび）第一溶岩のような規模の比較的大
きな溶岩流や鷹丸尾（たかまるび）溶岩，御庭奥庭第二溶
岩，青沢溶岩，小天狗溶岩などが挙げられる（Tsuya，２００２）．
これらの溶岩はいずれも単純溶岩流 simple flow（Walker，
１９７１；１９９３）の形態・構造を呈している．
単純溶岩流は，全体が単一の溶岩ローブからできている

溶岩のことを指す．Walker（１９７１）は洪水玄武岩に見られ
る水平方向に板状に拡がった塊状溶岩流を多数のパホイホ
イ溶岩ローブが積み重なって作る溶岩流と対比させて，そ
れぞれを“単純溶岩流”，“複合溶岩流”の代表として示し
た．しかし，今日の知見に照らして見ると，洪水玄武岩に

見られるシート状溶岩流も１０００m３／s オーダーの噴出率の
もとで形成される複合溶岩流の一種と考えられる（Self et

al．，１９９６；１９９７）．これらはいずれも表面がなめらかでク
リンカーを持たないパホイホイ溶岩の一種であり，長期間
にわたって溶岩流出が継続することによって形成される．
また，アア溶岩であっても噴火が数ヶ月以上も長期にわた
る場合には，いくつもの単純溶岩流が集合した複雑な溶岩
原を形成する．このような例はハワイやエトナ火山の噴火
についてよく研究されている（Calvari et al．，１９９８；Heliker
and Mattox，２００３；Kilburn，２０００；Kilburn and Lopes，１９８８）．
一方，単純溶岩は比較的短期間に，高い噴出率のもとで

一気に流れ出たもので，Harris et al．（２０００）のタイプ I噴
火の場合に形成される．例えば，鷹丸尾溶岩では山中湖の
西から忍野まで伸びるメインローブとその南を平行して流
れたローブの二筋の溶岩流があるが，それぞれ割れ目火口
の下端と上部から流れ出た独立の溶岩流のように見える．
地形からはそれぞれが単一の溶岩ローブからなる単純溶岩
流で，一つの溶岩流が分岐したものではないと判断できる．
もし剣丸尾第一溶岩が冷却によって停止したとすると，

その流走距離から前述のグレッツ数 Gz を用いて噴出率と
噴火時間を推定することが可能である．斜面に沿って測っ
た溶岩流の総延長は約１９．２kmある．吉田胎内付近での
溶岩流の厚さ３m，溶岩の幅は牛ヶ窪火口から二合目まで
が３００－６５０m，吉田胎内から中央高速道インターチェン
ジ付近までが最も広く９００－１２５０m，その先の富士吉田市
街地では５００mとなっている（Tsuya，２００２）．チャンネル
の深さ３m，平均幅５００m，１９．２km流れた時の Gz＝３００と
して（４），（５）式を用いて噴出率を見積もると，１３３m３／
s となる．また，チャンネルの平均幅として３２０mを仮定
すると８６m３／s となる．剣丸尾第一溶岩の流域面積が１．３８
x１０７ m２，平均厚さを３mとすると，体積はおよそ４．１３

図４ Gzと溶岩の流走距離．熱拡散率 k＝５．５x１０‐７m２／
s，チャンネルの深さ２０cm，チャンネル幅wc が１m
と５mで流速１m／s と４m／s の場合について示す．
Fig．４． Variation of Gr̈atz number with distance traveled
by the lava with velocity of １ m／s and channel width of
１ m and ５ m，and with velocity of ４ m／s and channel
width of １ m are shown．Thermal diffusivity of k＝５．５
x１０‐７m２／s and channel depth of２０cm were assumed．
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x１０７ m３となる．これより噴火時間は約３．６～５．６日と推
定できる．
３‐３ 山麓の溶岩流－青木ヶ原溶岩
富士山麓は概ね３°以下の緩斜面によって取り巻かれて

いる．山麓に流下した溶岩には青木ヶ原溶岩のように面的
に広がったものがあり，特に富士西方～南方山麓の旧期～
中期溶岩に多く見られる．これらのうち青木ヶ原溶岩のみ
が歴史記録を有し，噴火の経緯が古記録から復元されてい
る（荒井・他，２００３；小山・他，２００１）．古記録によれば，
富士北西山麓にあった“せのうみ”という湖に青木ヶ原溶
岩が流れ込み，中央部を埋め立てた結果，現在の西湖と精
進湖を生じた（小山・他，２００１）．青木ヶ原溶岩の一部で
ある長尾山溶岩北部にある富士風穴のすぐ北で富士砂防工
事事務所によるボーリング調査が行われた．地表から深さ
およそ７０mまでは陸上のパホイホイ溶岩が見られ，７０m
から１３５mまでは水冷破砕したと思われる細粒の岩片と
少量の枕状溶岩が回収された（鈴木・他，２００２）．従来，地
表のみの地質調査から青木ヶ原溶岩の体積は０．１６km３と
推定されていたが（小幡・海野，１９９９；津屋，１９７１），この
ボーリングの結果，１km３を越える大噴火であったことが

判明した．
青木ヶ原溶岩の分布域北東の鳴沢周辺では溶岩が浅い池

ないし沼沢地に流れ込んだために生じたと考えられるスパ
イラクルが多数存在する（図５）．スパイラクルの断面を
見ると，孔径は一定ではなく，直径の大きな空洞がいくつ
か縦に連なり，空洞の接合部はくびれている．また，孔壁
には５－２０cm間隔で細かい亀裂が水平に走っている．亀
裂の表面は粘弾性溶岩を引き裂く際に生じるようなぎざぎ
ざで被われ，一部にはしずく状の溶岩が亀裂から孔内に向
けて垂れ下がるように付着している．
近年行われた航空レーザー測量は，これまで未知であっ

た青木ヶ原溶岩の詳細な微地形を描き出すことに成功した
（図６b；荒井・他，２００３）．荒井らは，このレーザーマップ
をもとに現地調査を行い，青木ヶ原溶岩が長尾山と石塚の
側火口の他に，大室山を北西－南東に横切る割れ目火口か
ら噴出したことを明らかにした．
図６aは青木ヶ原溶岩の北西端の精進湖付近の空中写真

である．空中写真では溶岩表面の構造としては波長７０m
ほどの大きな溶岩じわがかろうじて見えるにすぎない．し
かし，図６bでは数m以下の溶岩ローブまで細かい表面

図５ 青木ヶ原溶岩のスパイラクル．鳴沢の農
業協同組合の集荷場西．水平に亀裂の入った
空洞が縦に３つ連なっている．溶岩下には
３０００年前に大室山から噴火した大室スコリ
アが見られる．
Fig．５． Spiracle in Aokigahara Lava at Na-
rusawa．Three chambers with subhorizontal
cracks are connected subvertically．The lava is
underlain by Omuro Scoria erupted３０００yr B．P．
from Omuroyama．

図６ 精進湖と青木ヶ原溶岩の空中写真（a；国土地理院）と航空レーザー測
量マップ（b；千葉・小山，２００２）．空中写真（a）では溶岩表面の構造として
は波長７０mほどの大きな溶岩じわがかろうじて見えるにすぎないが，航空
レーザー測量マップ（b）では数m以下の溶岩ローブまで細かい表面構造を
見ることができる．
Fig．６． Aerophotograph（a）and aerolaser map（b）of Syojiko Lake and Aokiga-
hara Lava．Note the detail structures of the lava shown by the aerolaser map．
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図７ エトナ火山２００１年溶岩に見られるアア溶岩ローブのテ
ュムラス．（a）溶岩は左から右に向かって流れた．中央左手
のテュムラス（人が立っている）から手前に向かって派生し
た溶岩ローブは右に流れ，大きく開いた膨張亀裂を見せるテ
ュムラスを形成した．このチュムラスから右奥に向かってさ
らに別のテュムラス（矢印）を派生している．（b）図１１a右
奥（矢印）のテュムラス中軸部に発達した膨張亀裂．クリン
カーで覆われた表面に注目．
Fig．７． Flow‐lobe tumulus of aa lava，２００１eruption of Mt．Etna．
（a）Lava flowed from left to right，forming dome‐like tumuli with
axial cracks．（b）Axial crack on the tumulus right back of Figure
１１a（arrow）．Note the clinkery surface of the tumulus．

図８ 本栖湖畔の青木ヶ原溶岩に見られる溶岩ローブテュムラ
ス．テュムラス中央に発達する伸張方向と平行に開口した大
きな割れ目（中軸割れ目）が特徴的である．
Fig．８． Subaqueous flow-lobe tumulus of the Aokigahara Lava in
Motosuko Lake．A large axial crack develops along the tumulus．

図９ 膨張する溶岩ローブの模式断面図．（a）溶岩ローブ内部
に上流から流入する溶岩の圧力によってクラストに引張応力
が発生する．（b）応力が粘弾性クラストの降伏強度を超える
と膨張を開始する．内部の溶岩圧による引張応力と鉛直方向
に作用する重力の合力として，クラストに作用する引張応力
はローブ中央の天頂部で最大になる．（c）その結果，中軸部
の亀裂が最も発達する．
Fig．９． Schematic cross sections of an inflating flow‐lobe tumu-
lus．（a）Tensional stress acts on the lobe crust due to increase in
inner pressure by lava supply into the flow lobe．（b）The lobe
begins to inflate when tensinal stress exceeds yield strength of the
viscoelastic crust．The combined inner pressure of lava and grav-
ity yield the maximum tensional stress on the crust at the top of
the flow lobe．（c）This results in development of the axial crack．

図１０ ハワイ島キラウエア火山２０００年溶岩の溶岩ローブテュ
ムラス．Kapa'ahu の海岸平野にて．
Fig．１０． Inflating flow‐lobe tumulus in２０００Kilauea lava on the
coast of Kapa'ahu，Hawaii．
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構造を見ることができる．図中央上のアア溶岩のフロント
は前方の低地から５０メートルも盛り上がっている．この
ようにフロントが厚くなる原因は，溶岩の前進速度が低下
し，前進に費やされる溶岩量を上流からの供給量が上回る
からである（Kilburn，２０００）．大きな溶岩じわのすぐ南側
には後続の溶岩流が先に流れた溶岩の中央を南に横切り，
盛り上がったフロントの南縁を回り込んで精進湖に向かっ
て流下している．この流れの北縁にそって溶岩じわは後方
に引きずられ，先に流れた溶岩との間に溶岩堤防のような
明瞭な地形的境界がない．この様子は，２つの溶岩流が相
次いで流下し，両者の定置時間に大きな間隙がないことを
示唆する．すなわち，溶岩の供給が続いていたにもかかわ
らず，フロントが前進を停止したために，厚いフロントを
形成したと解釈できる．従って，この溶岩はフロントの冷
却によって前進を停止した可能性が高い．また，後続の精
進湖に向かう流れのフロントはカリフラワー状にカスプで
接するいくつものローブに分岐している．このようなフロ
ント形態はほとんど傾斜のない平地に拡がるアア溶岩に見
られる特徴である．
一方，精進湖に向かって扇型に広がる一段低いテラスは，

精進湖に流れ込んだ溶岩デルタである．溶岩デルタの先端
からは，小判型に広がる水底溶岩（シートフロー）を派生
している．溶岩デルタ表面には細長く折れ曲がり，下流に
向かって分岐する溶岩ローブテュムラス flow‐lobe tumulus
が見られる．テュムラスとはパホイホイ溶岩からなる複合
溶岩流に伴って現われる構造で，溶岩チューブの一部が閉
塞したり詰まるためにチューブ内の溶岩圧が高まり，上に
ドーム状あるいはリッジ状に盛り上がる膨張構造のことで
ある（Takahashi and Griggs，１９８７）．特に溶岩ローブが膨張
して生じたドーム状構造は溶岩ローブテュムラスと呼ぶ
（Walker，１９９１；Rossi and Gudmundsson，１９９６）．パホイホイ
溶岩は流下中に表面から冷やされ，弾力に富んだ薄いクラ
ストで被われた袋状の溶岩ローブを作る．この袋の中に流
れ込む溶岩の供給量が，溶岩ローブのフロントの前進や側
方への拡大に費やされる量を上回ると，溶岩ローブは上方
にも膨張していく．これが溶岩ローブテュムラスである．
パホイホイ溶岩にできることが多いが，キラウエア火山の
１９６０年Kapoho 溶岩（Walker，１９９１）やエトナ火山２００１年
溶岩（図７）ではアア溶岩にも見ることができる．
溶岩デルタの西端からは精進湖西岸にそって延びる溶岩

ローブテュムラスが見られる．これらは湖底の最大傾斜方
向には流れず，湖岸に沿って張り付くように北へ向かって
流れている．陸上から水中に流れ込むパホイホイ溶岩ロー
ブが，岸辺に沿って伸びる様子はハワイのキラウエア火山
の噴火などでも例がある（野中・他，２００５；Umino et al．，
２００６）．
本栖湖畔では青木ヶ原溶岩が水底に流れ込んで生じた溶

岩ローブテュムラスが見られる（図８）．それぞれのテュ
ムラスはドーム状あるいは流下方向に伸張したかまぼこ状
に盛り上がり，細くくびれたチューブで連結している．溶
岩の表面には収縮によってできた割れ目（冷却節理）が見

られるが，テュムラス中央に発達する伸張方向と平行に開
口した大きな割れ目（中軸割れ目）が特徴的である．図９
に膨張中の溶岩ローブテュムラスの断面を模式的に示し
た．ガラス転移温度よりも高温の溶岩クラストは，変位量
が小さいうちは弾性を示し，変位量が大きくなると塑性変
形する粘弾性を有する．しかし，ガラス転移温度よりも高
温であっても変形速度が大きい場合には，破壊を起こす
（Soule and Cashman，２００４）．また，クラストはガラス転移
温度よりも低温になると脆性的に振る舞うようになる．溶
岩ローブ内部に上流から流入する溶岩の圧力によってロー
ブが膨張する際，クラストには引張応力が発生する（図
９a）．この内部の溶岩圧による引張応力はほぼ一応にクラ
ストに作用するが，一方，重力は鉛直方向にローブを押し
つぶす方向に作用する．これらの応力の合力として，クラ
ストに作用する引張応力はローブ中央の天頂部で最大にな
る（図９b）．その結果，中軸部の亀裂が最も発達すること
になる（図９c）．亀裂は，脆性クラストに生じた既存の冷
却節理を利用して拡大を開始すると考えられるが，その発
達の程度は粘弾性クラストにかかるローブ内部の溶岩圧と
重力の合力によって決まる．
溶岩ローブテュムラスはハワイ火山の溶岩でもごく普通

に見ることができるが，青木ヶ原のものと明らかな違いが
認められる．図１０は，キラウエア火山の２０００年の噴火の
際に観察された膨張中のパホイホイ溶岩である．溶岩ロー
ブの下の縁にある割れ目から漏れ出した内部の溶岩が冷却
固結した小ローブが，テュムラスの周囲を縁取っている．
また最も発達した中軸亀裂からも溶岩の漏出がある．この
ような溶岩の漏出は青木ヶ原溶岩のテュムラスではほとん
ど見られない．これは，キラウエア溶岩よりも青木ヶ原溶
岩の方が粘弾性クラストの強度が高かったためと思われ
る．

４． 溶岩流の大きさ（長さ，幅，拡がり）を決める要因
溶岩流は長時間噴火が継続しても流れることができる距

離に限界がある（Calvari et al．，１９９４；Calvari and Pinker-
ton，１９９８；１９９９；Kilburn，２０００）．図１１はエトナ火山１９８３
年噴火で噴出したアア溶岩流の発達過程を示したものであ
る（Kilburn，２０００）．噴火を開始して１０日後に最初の溶岩
は前進を停止した．しかし，噴火は継続しており，停止し
た溶岩のやや上流から派生した支流は，最初の溶岩に沿っ
てさらに下流にまで到達した．その支流も２３日後には停
止し，また上流から別の支流を派生した．このように噴火
が長く続いても個々の溶岩流の到達距離が伸びるわけでは
なく，途中から支流を派生して側方に溶岩流のフィールド
を広げていく．同様の溶岩原の発達過程はキラウエア火山
でも知られている（例えば，Heliker and Mattox，２００３）．
この現象を忠実に再現できる溶岩流のシミュレーション

コードは未だ開発されていない．しかしながら，既存のシ
ミュレーションコードでも似たような現象は再現されてい
る．Miyamoto and Sasaki（１９９８）のシミュレーションでは，
溶岩流の到達距離に限界があり，噴出率を上げても溶岩流
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図１１ エトナ火山１９８３年溶岩の成長記録（Kilburn，２０００）．噴
火開始後１０，２３，４５，１３２日目の様子．新たな溶岩流（灰色）が
それ以前に流れた溶岩（黒色）の脇を流れることでアア溶岩
フィールドは拡大する．
Fig．１１． The１９８３lava flow field of Etna showing on１０，２３，４５
and１３２days after the beginning of the eruption（Kilburn，２０００）．
Aa flow fields grow as a sequence of flows，with new flows
（shaded area）propagating from the sides of earlier streams
（black）．

の到達距離は伸びないことを示した．その代わりに溶岩流
は横幅を広げ，面的に拡大する様子を見せた．
Kilburn（２０００）は溶岩流の流れる距離を規制する要因

を３つ挙げた：
１）噴火が終息することによって，溶岩流が動きを停止

する．主に短期間の噴火の場合に相当し，単純溶岩流を形
成して終わることが多い．前述の剣丸尾第一溶岩や鷹丸尾
溶岩がその例である．
２）さらに噴火が継続すると，個々の溶岩流はその流れ

得る限界にまで到達する．溶岩が停止するのは流れに対す
る抵抗が増加するためである．前述のように地表に流下し
てある程度時間を経過した溶岩はクラストで覆われる．表
面付近の低温のクラストは脆性を示すが，クラスト下部の
高温の部分は粘弾性を有する．パホイホイ溶岩の表面はマ
クロには滑らかであるが，冷却や溶岩の動きに伴う剪断等
によって脆性クラストには大小の亀裂や破断を生じてい
る．また，アア溶岩では脆性クラストが破砕してクリンカ
ーとなる．従って，脆性クラストが溶岩の動きを著しく阻
害するとは考えにくく，その下位にある粘弾性クラストが
流れに対する主な抵抗となる．溶岩は，粘弾性クラストを
打ち壊すように，あるいは変形させて押し流すようにして
流れる．溶岩の冷却が進んで粘弾性クラストが十分厚く成
長すると，溶岩の動きを遅くし，ついには止めてしまう．
３）クラストのみならず，溶岩流の内部の液体部分の結

晶化が進んで，溶岩流全体の固結が起こり停止する場合．
溶岩流は熱伝導率が低い物質であるので，溶岩の流動中に
クラストによって包まれた液状部が溶岩表面からの熱伝導
によって冷えて結晶化することは考えにくい．しかし，溶

岩流が流下中に固結したクラストを内部に取り込み，それ
によって中心の液状部が冷える可能性がある．
冷却による結晶化ではなく，脱ガスによって溶岩全体の

結晶化が起こり，停止することも考えられる．大気圧下で
は溶岩への水の溶解度は事実上０であるから，噴火前にマ
グマ中に溶け込んでいた水分は，溶岩の流動中も気泡を作
りながら脱ガスが進行する．脱ガスによってリキダスが上
昇すれば，温度低下が起こらずとも結晶化が進行すること
になる．
溶岩の流下経路の勾配がゆるくなったり，あるいはフロ

ントのクラストが厚く発達してフロントが変形しにくくな
ると，フロントの前進速度が遅れる．上流から供給される
溶岩はフロントの背後で停滞し，フロントを厚く膨張させ
る（Kilburn，２０００）．溶岩が流れ続けるためには，厚く強
固になっていくフロントのクラストを変形・破壊し，押し
分けていかなければならない．そのための原動力は厚くな
った溶岩フロントの自重である．溶岩ローブ内部からクラ
ストに加わる力をクラストの強度が上回ると，フロントは
ついに前進を停止する．なおも溶岩供給が続くと，後続の
溶岩は１）フロントを乗り越えるか，２）上流から支流を分
岐させるか，３）あるいは火口から新たに別の溶岩流を派生
させる．１）は溶岩フロント上部のクラスト強度をローブ内
圧が勝った場合で，これは一種の複合溶岩流になる
（Walker，１９７１）．Walker（１９９３）はアアの複合溶岩流とし
て，ニュージーランドにあるオークランド単成火山群のラ
ンギトートーRangitoto 島の溶岩を一例に挙げている．溶
岩流上面や側面のクラスト強度は時間が経過するについれ
て強固になるため，支流が発生する場所は次第に上流に移
動していき，ついには火口から別の流れを生じることにな
る．このプロセスが繰り返されることによって溶岩原は面
的に拡大する．

５． パホイホイ溶岩からアア溶岩への遷移条件－溶岩流
の速度と噴火時間の推定

三島溶岩のようになだらかな山麓斜面を流下する古期溶
岩はパホイホイが多い．それに対して剣丸尾第一・第二溶
岩や鷹丸尾溶岩のように急斜面を流れて山麓にまで流下し
たものはほとんどがアア溶岩である．アアとなるかパホイ
ホイとなるかについては，古くから関心が寄せられ，多く
の観察や実験的研究がある（Cashman et al．，１９９９；Hon et

al．，２００３；Macdonald，１９５３；Peterson and Tilling，１９８０；
Polacci et al．，１９９９；Rowland and Walker，１９９０；Sato，１９９５
など）．ハワイでは火口をパホイホイ溶岩として流れ出た
溶岩表面のクラストが流下中に破砕し，アアのクリンカー
を生じる様子が観察されているが，その逆は見られない（図
１２；Macdonald，１９５３；Peterson and Tilling，１９８０）．キラウ
エア火山南斜面の断層崖を流下するマウナウル１９７４年溶
岩では，アア溶岩の中からパホイホイ溶岩ローブが流れ出
ている（図１３）．これは一見逆の変化のように思われるが，
一旦生じたクリンカーが融合して滑らかなクラストを生じ
たわけではないので，アアからパホイホイに変化したとは
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図１２ マウナロア１８５５年溶岩に見られるパホイホイからアア溶岩への遷移部．写真右手では表面のクラストが壊れて，ブロック状
のクリンカーができている．
Fig．１２． Transition from pahoehoe to aa surface structures on１８５５Mauna Loa lava．On the right surface slabby crust is disrupting into clink-
ery blocks．

図１４ クラストに作用する応力と変形速度の関係（Kilburn，
２０００）．
Fig．１４． Relationship between stress acting on the lava crust and
deformation rate of the crust（Kilburn，２０００）．

図１５ アア溶岩とパホイホイ溶岩のできる境界を示した速度
－斜度の関係図（Kilburn，２００４）．赤×は吉田胎内から中央道
インターチェンジまでの間の剣丸尾第一溶岩の平均斜度．
Fig．１５． Threshold between aa and pahoehoe flows plotted on a
flow rate versus slope diagram（Kilburn，２００４）．Red cross indi-
cates the average slope of the Kenmarubi Lava I between
Yoshida-tainai and the Chuo Expressway Interchange．

図１３ キラウエア南山腹の断層崖（Pali）を流下す
るマウナウル１９７４年溶岩．アア溶岩の合間にパホ
イホイ溶岩ローブが散在する．
Fig．１３．Mauna Ulu１９７４lava draping down the fault
scarp（pali）on the southern slope of Kilauea．Pahoe-
hoe flow lobes can be seen on the aa flow．
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言えない（Hon et al．，２００３）．同様の例は青木ヶ原溶岩（小
幡・海野，１９９９）やエトナ火山１９７５年溶岩（Pinkerton and
Sparks，１９７６）にもある．Peterson and Tilling（１９８０）はパ
ホイホイからアア溶岩への遷移を粘性の増加とクラストの
変形速度（剪断率）に関係づけて論じた．彼らは流下中に
冷却・脱ガスによる結晶化などで溶岩の粘性率が増加，ま
たは流下する経路の傾斜が急になるなどして流速が増す
と，表面クラストの変形速度が増加しアアに移り変わると
考えた．また，Cashman et al．（１９９９）や Pollachi et al．（１９９９）
はパホイホイからアア溶岩へ遷移する前後の溶岩試料を比
較し，アア溶岩への変化は石基斜長石の増加によるものと
考えた．一方、富士山や伊豆大島を初めとする日本の島弧
火山では，玄武岩質溶岩であってもアア溶岩として火口か
ら流れ出すものが普通である．Sato（１９９５）は伊豆大島の
パホイホイからなる１７７７年安永溶岩と１９８６年のアア溶岩
を比較し，全岩組成がほとんど変わらないにもかからわず
石基斜長石の結晶密度は後者の方が２桁大きく，粒径が小
さいことを指摘した．また，１気圧の結晶化実験を行い，噴
火前に斜長石のリキダス以下にあったマグマから結晶化し
た場合に斜長石の結晶密度が大きくなると論じた．しかし
Cashman et al．（１９９９）や Sato（１９９５）の議論は，斜長石
が多いとなぜアア溶岩になるのかという点にまでは立ち入
っていない．
クリンカーを生じるメカニズムについて定量的な議論が

なされるようになったのは１９９０年代末以降である．理論
的研究が進展し，同時に溶岩物性に関する実験データが得
られるようになったことによる（図１４）．流下中のパホイ
ホイ溶岩では，内部の液状部と表面のクラストの間の動き
が異なるために，クラストには張力が働いたり，場所によ
る流速の違いによって剪断力が作用する．これらの力がク
ラストの破壊強度を超えると破砕する．しかし，クラスト
の割れ目から内部の液体の溶岩が表面に上がってきて冷却
固結し，割れ目を修復してしまえば，溶岩表面はパホイホ
イの状態を保つことになる．もし修復されるよりも早くク
ラストが壊されていけば，溶岩の表面は破片で覆われてし
まうことになる．これがアア溶岩である．このような考え
方から理論的に導き出したアア溶岩とパホイホイ溶岩の境
界条件が図１４の式である（Kilburn，２０００）．エトナとハワ
イのパホイホイ溶岩とアア溶岩から，この関係式を満たす
適当な係数を決めたものが，図１４の曲線である．クラス
トに作用する応力が一定の時，クラストの変形速度が大き
いとクラストが連続的に壊れてクリンカーとなる．図１４
は Peterson and Tilling（１９８０）が溶岩の粘性率と変形速度
をとって定性的にアア溶岩とパホイホイ溶岩ができる領域
を分けた図と似ている．その理由は応力と粘性率が

応力＝粘性率×変形速度
という関係式で結び付けられることを考えれば理解できよ
う．このモデルを基に溶岩が流れる地面の傾斜と速度の関
係を表わしたものが図１５である（Kilburn，２００４）．傾斜が
同じであれば溶岩の流速が大きいほどクラストにかかる応
力～変形速度も大きくなるので，ある閾値（図１５の曲線）

を越えたところでクラストが連続的に破壊しアア溶岩に転
移する．
上記のモデルを先述の剣丸尾第一溶岩に適応してみよ

う．吉田胎内から中央道インターチェンジまでは溶岩はほ
ぼ一定の幅（９００m），傾斜（平均斜度２°）を有する．図
１５より，剣丸尾第一溶岩がアア溶岩になるための最小の
速度は０．０１m／s（３６m／hr）となる．溶岩流の厚さは約３
mであるので，体積流量は２７m３／s となる．この最小流量
で体積４．１３x１０７m３を割れば，噴火に要した時間の最大値
が約１８日と求まる．先に述べたグレッツ数 Gz を用いた
噴火時間３．６～５．６日と比べると３倍以上になるが，噴火
時間１８日はアア溶岩となるための最大値であるから矛盾
はしない．このような物理モデルは，富士火山の溶岩流の
ように噴火記録がない場合には，噴出率，噴火時間を簡便
に見積もる上で有効な手段であろう．

６． 本栖湖に流下した青木ヶ原溶岩の冷却率と停止条件
溶岩流の停止条件の一つに前述の結晶化がある．従って，

流下中にどの程度の結晶化が起きたかを評価することは，
溶岩流の流走距離を予測する上で重要な基礎データであ
る．しかしながら，実際に溶岩が停止するまでの間に起き
た結晶化の程度を調べた例はほとんどない．殊に日本の火
山では皆無である．その理由は，我が国では溶岩流噴火が
珍しい現象であること，火口から流出する溶岩や流下中の
溶岩に近づいてサンプリングするのが困難であることによ
る．富士火山では前回の宝永噴火から３００年，最後の溶岩
流噴火（大流溶岩）から５００年以上も経過しているわけで
あるから，日本で近代的な火山学が始まって以来やろうと
思っても全く機会がなかったのである．従って，過去の噴
出物から流下中に起こる結晶化の程度を推定する必要があ
る．
前述の青木ヶ原溶岩は本栖湖に流入して水底溶岩ローブ

テュムラスを形成した．テュムラスが膨張する際に，亀裂
の先端に露出した溶融状態の溶岩は水によって急冷され，
亀裂壁の橙赤色ガラス縞を形成した（小幡・海野，１９９９；
図２０）．ガラス中に点在する石基鉱物は，火口を流れ出て
から本栖湖に至るまでの間に結晶化したと考えることがで
きる．
青木ヶ原溶岩は斑晶として斜長石，カンラン石，単斜輝

石，磁鉄鉱を含むが，ごく少量斜方輝石の微斑晶が見られ
ることもある（表２）．石基鉱物は斜長石，カンラン石，普
通輝石と少量のピジオン輝石と磁鉄鉱である．そこで，石
基ピジオン輝石については Ishii（１９７５）のピジオン輝石温
度計で晶出温度が推定できる．また，共存するガラス組成
については Putirka（１９９９）の単斜輝石飽和ガラス温度計
が適応できる．ピジオン輝石温度計からは１１２４‐１１３２℃，
また単斜輝石飽和温度からは１１３４℃（表１）が得られる．
一方ガラスの化学組成から無水リキダスをMELTS（Ghi-
orso and Sack，１９９５）によって計算すると，１１２４℃となる．
これらの温度はいずれもよく一致する．このことから本栖
湖畔の青木ヶ原溶岩は火口から流れて来る間にほとんど脱
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ガスを終了して無水の状態であったと考えられる．
斑晶量が４８vol％，石基鉱物が１５vol％であるから，噴

出時点で存在したメルトのうち２９％が結晶化したと考え
ることができる．下山火口から本栖湖までの距離が４．３km
であるから，１km当たり約７％結晶化したことになる．そ
の間の温度降下をMELTS で計算すると，１km当たり５℃
の温度降下となる．ハワイで継続中のキラウエア火山の噴
火では，Pu`u `O`o 火口から溶岩チューブを伝って海岸に
まで流れた溶岩の温度降下は１km当たり０．７℃である
（Helz et al．，１９９５）．これに比べると１km当たり５℃の温
度降下はかなり大きいが，本栖湖の場合はオープンチャン
ネルのアア溶岩として流下しており，輸送システムの違い
と考えれば不自然ではない．
先に述べたとおり，本栖湖岸に広がる溶岩デルタから派

生した３６本の水底溶岩ローブチュムラスは，湖に向けて
最大３００m流下して終わっている．水底に流下した溶岩
の斑晶量は４８vol％もあり，湖水との接触で急冷凍結され
た時点では石基鉱物と合わせて溶岩全体の６３vol％が結晶
化していた．また，これらのチュムラスは流動性に富んだ
斑晶に乏しいハワイのものと異なり，膨張亀裂から内部の
溶岩漏出が殆ど認められず，粘弾性クラストの強度がハワ
イの溶岩に比べてかなり高かったことを示している（野中
ほか，２００５；Umino et al．，２００２）．本栖湖に流入した時点で
溶岩は停止寸前であったこと，また溶岩中の全結晶量が臨
界結晶量に達していたことを考え合わせると，本栖湖畔の
青木ヶ原溶岩は噴出時点で斑晶量が多く，湖畔に達するま
でに晶出した１５vol％の石基鉱物でほぼ流動限界に達した
ために停止した可能性が高い．粘弾性クラストの強度がハ
ワイのそれに比べて著しく大きいのは，この高結晶量によ
るものと思われる．
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表２ 青木ヶ原溶岩のモード組成．本栖湖畔の水底溶岩ローブ
テュムラスの膨張亀裂壁に露出する急冷ガラス質部．モード
は反射電子顕微鏡画像上で全ての結晶をトレースし，画像解
析ソフト IPLab を用いて各結晶の面積を計測して決定した．
Table２． Modal composition of quenched glassy lava exposed on
an inflation crack wall of a flow‐lobe tumulus of the Aokigahara
Lava，Motosuko Lake．Mode of crystals was determined by meas-
uring areas of all crystals on SEM images with the aid of an im-
age processing software IPLab．

図１６ 本栖湖畔に流れ込んだ青木ヶ原溶岩の急冷部の反射電
子顕微鏡写真（SEM）．火山ガラスの中に単斜輝石（灰色）と
斜長石の微斑晶（暗色）と石基鉱物（斜長石，単斜輝石のほ
か磁鉄鉱，カンラン石からなる）が点在する．
Fig．１６． SEM image of quenched glass of the Aokigahara lava en-
tered into Motosuko Lake．Gray clinopyroxene and dark plagio-
clase microphenocrysts as well as tiny groundmass crystals of
gray clinopyroxene，light gray olivine and bright magnetite are
embedded in the glass．
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富士山で発生するラハールとスラッシュ・ラハール

安間 荘＊

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．
Key words: slush lahar，slush flow，slush avalanche，Yukishiro，Lahar，Fuji volcano

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

＊〒４１６‐０９４５静岡県富士市宮島５７４番地の６
株式会社 法地学研究所
Houchigaku Kenkyusho Corporation
５７４‐６Miyajima，Fuji-shi，
Shizuoka‐ken．４１６‐０９４５，Japan．

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．２８５-３０１
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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

安間 荘
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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．

富士山で発生するラハールとスラッシュ・ラハール
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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．
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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．
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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．
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富士火山貞観噴火と青木ヶ原溶岩

高橋正樹＊・松田文彦＊＊・
安井真也＊・千葉達朗＊＊＊・宮地直道＊

Geology of the Aokigahara Lava Flow Field
in Fuji Volcano and its Implications in the Process of Jogan Eruption

Masaki TAKAHASHI＊，Fumihiko MATSUDA＊＊，
Maya YASUI＊，Tatsuro CHIBA＊＊＊and Naomichi MIYAJI＊

The Aokigahara lava flow erupted from８６４to８６５A．D．（the Jogan Era in Heian Period），which is the largest lava
flow of Younger Fuji volcano since４．５ka with eruptive volume of about１．４km３．
The Aokigahara lava flow consists of four lava flow groups: the Kudariyama，Ishizuka，Nagaoyama，and Koriana．

The Kudariyama lava group erupted from a WNW‐ESE trending fissure vent，which consists of small spatter cones．
The Ishizuka lava group effused from a vent，which is now occupied by a welded pyroclastic cone．The Na-
gaoyama lava group erupted from a NW‐SE trending fissure vent on which a cluster of pyroclastic cones was con-
structed．The Nagaoyama lava group comprises three sub‐groups: ， and ．The Koriana lava group consists of
two sub‐groups: and ．The Koriana lava group effused from NNW‐SSE trending Tenjin‐Igadono pyroclas-
tic cones，and erupted from the NW‐SE trending Koriana fissure vent．The total length of fissure vent of Aokiga-
hara lava flow field is about ６km．The eruption began at the lowest altitude（Kudariyama fissure vent：１，０６０m）and
migrated upward to higher place（Koriana fissure vent：１，４８０m）．
The eruptive process and history of Aokigahara lava flow field is summarized as follows．（１）The Kori-

ana lava group ，consisting of aa，erupted from the Tenjin‐Igadono pyroclastic cones during the time‐span from８３８
to８６４A．D．．（２）The Kudariyama lava group，comprising aa and pahoehoe，effused from the Kudariyama fissure vent
in８６４A．D．，and flowed into the lake Motosuko and western half of the lake Senoumi; they completely filled west-
ern half of the lake Senoumi，leaving it split to the lakes Shojiko and Saiko．（３）The Ishizuka lava group，which is
mainly composed of pahoehoe，erupted from the Ishizuka pyroclastic cone and spread over the Kudariyama lava
group; some of them flowed into the lake Saiko，the remaining eastern half of the lake Senoumi．（４）The Nagaoyama
lava group ，consisting of aa and pahoehoe，effused from the Nagaoyama fissure vent，which flowed down northward
and reached the lake Saiko．（５）The Nagaoyama lava group ，which is characterized by large‐scale rubbly aa flows，
erupted from the Nagaoyama pyroclastic cones and flowed down northward to northwestward; some of them arrived
at the lake Shojiko．（６）The Koriana lava group ，comprising pahoehoe，erupted from the Koriana fissure vent and
covered the Koriana lava group ．（７）The Nagaoyama lava group ，consisting of pahoehoe，effused from the Na-
gaoyama pyroclastic cones and flowed down northwestward to eastward，which widely spread over the Na-
gaoyama lava group and ．
The Aokigahara lava flow field consists of basalt with SiO２ content of５１．０３to５１．４７wt．％and FeO＊／MgO ratio of

１．９９to２．２８，but those of Kudariyama and Ishizuka lava groups is higher in FeO＊／MgO ratio and lower in SiO２ con-
tent than those of Nagaoyama and Koriana lava groups．The whole‐rock chemical compositions of Kudariyama and
Ishizuka lava groups are different from those of Nagaoyama and Koriana groups; compared with the latter，the for-
mer groups are slightly enriched in TiO２，FeO＊，MnO，MgO，K２O，P２O５，Rb，Ba，Nb，Zr，Y，V，Cu，Zn and de-
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pleted in Al２O３，CaO，Na２O，Sr，Ni and Cr．On the view‐point of magmatic chemistry，the magmatic plumbing sys-
tem of Kudariyama and Ishizuka lava groups is distinct from that of Nagaoyama and Koriana lava groups，
but both magmatic systems are derived from the same parental magma because incompatible element ra-
tios of both lava groups are similar．In each magmatic system，earlier eruptive products show higher FeO＊／MgO ra-
tio，indicating that more fractionated basaltic magma erupted earlier．
Key Words: Fuji Volcano，Aokigahara lava，basalt，lava，pahoehoe，aa，magmatic system

１． はじめに
新富士火山の噴火様式は，降下火砕物の噴出や火砕流の

流下，溶岩流の流出などきわめて多様である．その中でも
溶岩は，火山体の構成物として最も大きな部分を占めてい
る．新富士火山のうち，最近４５００年間で最大規模の噴火
が，９世紀中葉の平安時代に富士山の北西山麓で起きた貞
観噴火であり，この時には約１．４km３（鈴木・他，２００３な
ど）以上にも及ぶ大量の玄武岩質溶岩が流出し，現在の広
大な青木ヶ原溶岩原を形成した．ここでは，この青木ヶ原
溶岩を噴出した貞観噴火についてこれまでに明らかにされ
てきたことを，我々のグループの研究成果を中心に紹介す
ることにしたい．

２． これまでの研究
青木ヶ原溶岩に関する最初の包括的研究は津屋弘逵によ

ってなされた（津屋，１９３８；１９７１など）．津屋は，平安時
代の歴史書「日本三代実録」の古記録から，青木ヶ原溶岩
が平安時代初期の貞観六年（西暦８６４年）に噴出したこと，
実地調査によって，噴出源は山頂火口ではなく長尾山火砕
丘およびその北側山腹であることなどを明らかにした．ま
た，溶岩の一部は本栖湖方面に，大部分は北方に流下して，
当時富士山北麓にあった大規模な堰止湖である「

せ

の海」
に流入し，それを分断して現在の精進湖と西湖を形成した
こと，さらに，長尾山から流出した青木ヶ原溶岩の１支流
は西方に流下し，根原部落付近にまで到達したこと，など
を示した．さらに津屋は，青木ヶ原溶岩は約３，０００ha の
山麓面を覆い，厚さは少なくとも５m以上，精進湖や西
湖に近い場所では２５m以上もあって，富士火山の一溶岩
流としては最大規模のものであることを明らかにし，その
体積は０．１５km３を超えると推定した．また，青木ヶ原溶
岩の流出に先立って，岩質のよく似た氷穴，白大竜王・氷
池，天神山および伊賀殿山の各溶岩が，この順で噴出した
ものと考えた．
また，久野（１９６８）は，本栖湖畔の青木ヶ原溶岩が，水

中に流入して形成された水底溶岩である可能性について議
論している．
宮地（１９８８）はテフロクロノロジーの手法を導入して富

士火山の形成史を明らかにし，天神山火砕丘，伊賀殿山火
砕丘，氷穴火口列，長尾山火砕丘が，この順で延暦～貞観
年間（８００～８６５年）の比較的短期間に連続して形成され
たと考えた．天神山火砕丘の北側からは天神山溶岩が，伊
賀殿山火砕丘の北東部と北西部からは伊賀殿山溶岩が流出
しており，天神山および伊賀殿山スコリア（天神・伊賀殿
山スコリア），天神山溶岩の一部は，伊賀殿山溶岩によっ

て覆われるとした．さらに，天神・伊賀殿山スコリアの上
位に，約５cmの土壌層を挟んで氷穴溶岩があり，これを
直接覆って長尾山スコリアが載ることを明らかにした．
上杉（１９９７）は，天神山溶岩を覆ってスコリア層があり，

風化帯を挟んでその上位に氷穴スコリア層，さらに氷穴溶
岩が載ることを示した．また，氷穴溶岩の上位には，神津
島天上山から８３８年に噴出したガラス質白色火山灰を含む
粗粒スコリア層が堆積し，その上位には４枚の薄いスコリ
ア層が載り，これらを青木ヶ原溶岩が覆うとした．
小山（１９９８b）は，天神山・伊賀殿山，長尾山周辺に分

布する降下スコリア層として，宮地（１９８８）と同じく，天
神・伊賀殿山スコリアと長尾山スコリアを認め，天神・伊
賀殿山スコリアが天神山溶岩を，また長尾山スコリアが１
～２cmの土壌層を挟んで天神・伊賀殿山スコリアを覆う
ことを明らかにした．さらに長尾山スコリアは，直接的に
氷穴溶岩を覆うことも示した．また，氷穴火口列はピット
クレーターであるが，その延長上に長尾山火砕丘が位置す
ることから，氷穴溶岩と青木ヶ原溶岩は一連の割れ目噴火
で生じた貞観噴火の産物であると考えた．
鈴木・他（２００４）は天神・伊賀殿山スコリアは厚さ約２

cmの風化火山灰土を挟んで氷穴溶岩に覆われることを示
し，また天神・伊賀殿山溶岩に覆われる天神・伊賀殿山ス
コリア最上部の炭化木片から１，２９０±９０yB．P．の１４C 年代
を報告している．これが事実ならば，天神・伊賀殿山スコ
リアの噴出年代はおよそ７００年とかなり古くなる．
これに対して，高田・他（２００４）および小林・他（２００４）

は，天神・伊賀殿山スコリアの下位から８３８年の神津島天
上山テフラを見出し，天神・伊賀殿山スコリアの噴出を
８３８年から８６４年の間の出来事と考え，鈴木・他（２００４）
の示した炭素同位体年代に疑問を呈している．
小山（１９９８a）は，「日本三代実録」の古記録から，青

木ヶ原溶岩の噴出年代の再検討を行い，以下のように噴火
プロセスを推定した．青木ヶ原溶岩の噴火は，貞観六年（８６４
年）の６月中旬に富士山西麓で始まった．その後，２ヶ月
以上経過した段階で，溶岩流はすでに本栖湖と「 の海」
に流入しており，多くの民家がその下敷きとなっていた．
また，同じ頃，別の溶岩流が河口湖方面にも流下しつつあ
った．この事実は，噴火開始後数ヶ月が溶岩噴出のクライ
マックスであり，その期間に現在の青木ヶ原溶岩を構成す
るほとんどの溶岩が流出したことを示している．一方，翌年
の貞観七年（８６５年）になっても噴火は継続されていたが，
その規模は小さなものであり，貞観八年（８６６年）の初め
頃には，噴火活動は完全に終結していたものと思われる．
鈴木・他（２００２）は，青木ヶ原溶岩を石塚，神座風穴，
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長尾山，氷穴の４つのユニットに大別し，それらの給源火
口として２列の雁行配列する噴火割れ目（石塚・神座風穴
火口列および長尾山・氷穴火口列）を認めた．石塚火口は
大室山火砕丘の西麓に，神座風穴火口は東麓に位置するも
のと推定された．また，溶岩の総噴出量を０．８km３と推定
した．
青木ヶ原溶岩は「樹海」とよばれるように樹林に深く覆

われており，航空写真で詳細に表面地形を明らかにするこ
とは困難である．鈴木・他（２００３）は，航空レーザ計測結
果に基づいて「赤色化立体画像」を作成し，表面地形の検
討を行った．航空レーザは樹林の間の隙間を通過すること
ができるので，「樹海」であっても表面地形の計測が可能
となる．それによれば，石塚火口の西北西延長上に割れ目
火口と火砕丘が認められ，新たな火口の存在が明らかにさ
れた．さらに，神座風穴火口と考えられた大室山火砕丘東
麓には火口は認められず，代わりに長尾山火口から流入し
た溶岩によって形成された「溶岩湖」の存在が確認された．
また，精進湖に到達した溶岩は，石塚火口からではなく，
長尾山火口からもたらされたものであること，天神山・伊
賀殿山溶岩の一部に氷穴火口列から流下したとみられる溶
岩があること，などが示された．
荒井・他（２００３）は「 の海」に流入した青木ヶ原溶岩

の実態を探るために，当時の「 の海」の中央部と推定さ
れる鳴沢村と上九一色村境界に近い御殿庭付近で実施され
た掘削ボーリングのコアを検討し，この地点の青木ヶ原溶
岩の層厚が約１３５mにも達することを明らかにした．こ
のうち，地表から深さ約７０mまでが陸上溶岩であり，そ
れ以深の層厚約６５mの部分が水底溶岩であった．この結
果を加味して推定した青木ヶ原溶岩の噴出量は，約１．４
km３（DRE）にも達するものとなった．
高橋・他（２００３，２００４ab）は，鈴木・他（２００３）による

青木ヶ原溶岩の赤色化立体画像を参考にしながら調査を行
い，青木ヶ原溶岩は石塚火口および大室山西（下り山）火
口と，長尾山火口および氷穴火口の２ヶ所の割れ目火口列
から噴火したこと，噴出した溶岩は噴出順に大室山西（下
り山）溶岩グループ，石塚溶岩グループ，長尾山溶岩グル
ープに区分され，さらに長尾山溶岩グループに覆われる氷
穴溶岩グループが認められることなどを明らかにした．ま
た， 表面形態から青木ヶ原溶岩を TypeA（パホイホイ型），
TypeB（アア型），TypeC（中間型），水底溶岩の４タイプ
に分類し，さらに各溶岩グループが TypeA が卓越するも
のと TypeB が卓越するものとからなり，現在の地表面で
は TypeA 溶岩が卓越するものが優勢であることを示した．
さらに，高橋・他（２００５ab）は青木ヶ原溶岩の全域に

わたる２７２個の多数の試料について全岩化学分析を行い，
下り山および石塚溶岩グループが長尾山・氷穴溶岩グルー
プに比べて SiO２量に乏しく，FeO＊／MgO比が高いことを
明らかにした．また，前者は後者に比べてK２O，TiO２な
どの液相濃集元素にやや富んでおり，SiO２変化図上で異
なる組成トレンドを示すことから，両者は異なるマグマ供
給系を構成していることが明らかとなった．また，鳴沢村・

上九一色村境界の御殿庭付近で行われたボーリングコアの
試料を分析した結果，深度２５mまでが長尾山溶岩グルー
プ，深度２５～７０mが石塚溶岩グループ，深度７０m以深
が下り山溶岩グループであり，「 の海」を埋積した溶岩
は下り山溶岩グループであることが判明した．
小幡・海野（１９９９）は，本栖湖畔にみられる久野によっ

て水底溶岩とされたパホイホイ型溶岩を記載し，表面にパ
ラゴナイトを見出すとともにそれらを３種のタイプに分類
した．また，海野・小幡（２０００）は本栖湖畔の水底パホイ
ホイにみられる膨張構造について定量的な考察を加えた．
千葉・他（２００４）は，上記の御殿庭付近で行われたボー

リングコアを検討し，７０m以深に出現する，枕状溶岩，ピ
ローブレッチャー，ハイアロクラスタイトなどの水底溶岩
の詳細な記載を行った．
高橋・他（１９９９）は，青木ヶ原溶岩の斑晶鉱物化学組成を

検討し，斜長石斑晶にAn６５前後のAn に乏しいものと，An７５
前後のAn に富むものとがあり，またかんらん石斑晶にも，
Fo７０前後のMgに乏しいものと，Fo８０前後のMgに富むも
のとがあることを明らかにし，分化したマグマに未分化な
マグマが混合して形成されたものであることを主張した．
また，飯田・他（２００４）は，長尾山火砕丘起源の玄武岩質
スコリアに含まれる斑晶のガラス包有物の化学組成を測定
し，かんらん石中のガラス包有物よりも斜長石や輝石中の
ガラス包有物の方がより FeO＊／MgO比が高くK２Oに富ん
でおり分化した組成を示すことを明らかにした．このこと
から，長尾山火砕丘を形成したマグマは，斜長石と輝石を
含むマグマにかんらん石を含むマグマが混合することによ
って形成されたと考えた．これに対して，佐藤・他（１９９９b）
は，斜長石の組成がマグマ中のH２O量に支配され，H２O
量が多ければAnに富む斜長石が，少なければAnに乏し
い斜長石が生成されることから，Anに乏しい斜長石斑晶
を有する脱ガス化しH２O量に乏しいマグマに，全岩化学
組成は同一であるがH２O量が多くAnに富む斜長石斑晶
を有するマグマが混合することで，青木ヶ原溶岩が形成さ
れたと考えた．

３． 青木ヶ原溶岩の表面形態
青木ヶ原溶岩は玄武岩から構成されている．玄武岩質溶

岩の表面形態は，ハワイ火山やエトナ火山などでよく研究
されている．ハワイ火山では，玄武岩質溶岩はパホイホイ
（pahoehoe）溶岩，アア（aa）溶岩，そして中間型溶岩（tran-
sitional type）の３種類に大きく区分される（Macdonald，１９５３
など）．一方，エトナ火山では，アア溶岩はカリフラワー・
アア（cauliflower aa）とラブリー・アア（rubbly aa）に大
別される（Kilburn，１９９３）．パホイホイ溶岩やアア溶岩は，
ハワイ火山やエトナ火山のみならず，地球型惑星の玄武岩
質溶岩では一般的な溶岩タイプとしてよく知られている．
ここでは，先ず，パホイホイ，アア，中間型の各溶岩タイ
プについてこれまでに明らかにされていることをまとめ，
さらに富士火山青木ヶ原溶岩の表面形態について述べるこ
とにする．

富士火山貞観噴火と青木ヶ原溶岩

３０５



３‐１ パホイホイ溶岩
パホイホイは表面が平滑な溶岩であり，「縄状構造」（ropy

structure）や，丸味を帯びた袋状あるいは舌状の構造（「ト
ウ」（toe）あるいは「ローブ」（lobe））が特徴的である（図
版１A）．パホイホイは，移動する粘性の低い高温溶岩の
表面が冷却固化し，丸味を帯びた袋状あるいは舌状の薄い
殻が形作られることによって形成される．パホイホイ溶岩
は，「薄い殻を有するローブの一部が破れて内部から流出
した高温溶岩が，表面から冷却・固化し，再び薄い殻を持
つローブを形成する」という動きを繰り返すことによって
前進する．縄状構造は，表面の薄い殻（クラスト；crust）
が固化する際に，まだ塑性的な状態で水平応力が加わり，
「しわ」がよることで形作られる（図版１B；２A）．
１枚のローブの厚さは０．１～５m（平均で０．４５m）程度
である．パホイホイ溶岩では，こうしたローブが多数重な
り合って「複合ローブ」（compound lobe）を構成する（図
版１B）．複合ローブ全体の厚さは１～２０m（平均で４．５m）
程度である（Hon et al．，１９９４）．
１枚のローブの断面をみると，表層には厚さ１cm程度
のガラス質の急冷縁が発達し，その内側はよく発泡して
４０vol．％以上の気泡（vesicle）を含んでいるが，気泡量は
中心部に向かって増大する．このような気泡の発達したス
ポンジ状のパホイホイのことを spongy pahoehoe（S‐type
pahoehoe）という（Wilmoth and Walker，１９９３）．「S‐type パ
ホイホイ」では，ローブの中心部が最もよく発泡している．
これに対して気泡量の少ないパホイホイ溶岩も存在する．
こうしたパホイホイ溶岩では，溶岩の下半部にパイプ状の
直立した気泡（pipe vesicle）がみられることが多いので，
pipe vesicle‐bearing pahoehoe（P‐type pahoehoe）とよばれ
る（Wilmoth and Walker，１９９３）．「P‐type パホイホイ」で
はローブの中心部は発泡が悪い．未固結溶岩が溶岩チュー
ブ（lava tube）中を移動する間にガス成分が抜け出し，発
泡の悪い P‐type が形成されると考えられている．
P‐type パホイホイ溶岩では，気泡はしばしば集合・合

体して，表層部のクラストの直下にレンズ状の「ブリスタ
ー」（blister）を形成することが多い（図版５A）．ブリス
ターはしばしば発達して，規模の大きなレンズ状の空洞と
なる．
厚い P‐type パホイホイの断面では，厚さの４０～６０％を

上部クラスト（upper crust）が占めており，上部クラスト
内には気泡が集まった複数の水平気泡層（horizontal vesicle
zone）が発達する．上部クラストの下位には中心部（core）
が存在する．中心部では気泡の発達は悪いが，局所的に気
泡が濃集した垂直の「気泡シリンダー」（vesicle cylinder）
や水平の「気泡シート」（vesicle sheet）などがみられる．
最下部には気泡に富むガラス質の下部クラスト（lower
crust）が存在する（Self et al．，１９９８）．
溶岩には，比較的狭い回廊状の通路（チャンネル）を利

用して川のように流下する「チャンネルフロー」（channel
flow）と，洪水があふれるようにシート状に広くひろがる
「シートフロー」（sheet flow）とがある．前者は傾斜が急

な場合，後者は傾斜がきわめて緩いか平坦な場合に形成さ
れやすい．パホイホイ溶岩には両方のタイプがみられるが，
傾斜が緩やかであるか，あるいは平坦な場所でシートフロ
ーを形成した場合には，「溶岩膨張」（lava inflation）が生
じ，それにともなって様々な表面構造が形成される．
パホイホイ溶岩では，重なった多数のローブは合体融合

して，複合ローブ全体がひとつの溶岩流のようになること
が多い．複合ローブの周縁部は冷却固化するが内部は未固
結であり，未固結部分は連結して「溶岩チューブ」（トン
ネル）（lava tube）を形成する（Hon et al．，１９９４など）．こ
うした溶岩チューブを通して輸送される未固結溶岩が先端
部の複合ローブに供給されると，複合ローブは内部から全
体として膨れあがる．こうした現象が溶岩膨張（lava infla-
tion）である（Hon et al．，１９９４）．溶岩膨張には，シート状
パホイホイ溶岩が平坦な表面をほぼ保ったまま膨張する場
合と，ところどころで溶岩チューブが詰まって溶岩が溜ま
り，その結果局所的な膨張が生ずることで，溶岩表面に凹
凸地形を有する「ハンモック状パホイホイ溶岩」（hummocky
pahoehoe）（図版４A）が形成される場合とが認められる．
溶岩膨張では２週間で４mほどの高さにまで隆起したケー
スが報告されている（Hon et al．，１９９４）．
一方，ハンモック状パホイホイ溶岩の表面には，固化し

た表層部分が局所的な溶岩膨張により突き上げられて割れ
塚のようになった「テュムラス」（tumulus）（複数は「テ
ュムリ」（tumuli））（図版５C）や緩やかに盛り上がった「溶
岩丘」（lava rise），溶岩膨張した溶岩丘と溶岩丘の間に取
り残された原地形面からなる「溶岩丘孔」（lava‐rise pit）な
どが形成される（Walker，１９９１）．テュムラスには，テュム
ラスの延びの方向と平行あるいは放射状の「溶岩膨張割れ
目」（lava‐inflation cleft）が発達する．テュムラスでは「溶
岩絞り出し」（lava squeeze out）がしばしば起こり，気泡
に乏しくガラス質の「緻密ガラス質パホイホイ」（dense‐
glass pahoehoe）（Hon et al．，１９９４）や「青色ガラス質パホ
イホイ」（blue‐glassy pahoehoe）（Self et al．，１９９８）の流出
がみられる．これらは鮫肌状パホイホイ（sharak‐skin pahoe-
hoe）（Wentworth and Macdonald，１９５３）ともよばれる．ま
た，溶岩樹形（lava tree mold）は，溶岩膨張によって形成
されたパホイホイ溶岩によくみられる．
シート状溶岩膨張が地形の平坦な場所で生ずるのに対し

て，ハンモック状パホイホイ溶岩は，やや傾斜が急であっ
たり，もともとの地形が凹凸に富んでいたりする場所で形
成されやすい（Hon et al．，１９９４）．また，溶岩の供給率が
高い場合にはシート状溶岩膨張が，低い場合にはハンモッ
ク状溶岩膨張が生ずることが多い（Self et al．，１９９８）．
テュムラスなどに発達する膨張割れ目の内壁には，急冷

ガラス質の平滑な表面からなる部分と，気泡に富む棘状の
表面からなる部分とが，交互に重なって縞状構造を成すも
のがしばしばみられる（図版６A）．このような縞状構造
は，断続的な溶岩膨張の繰り返しによって形成されたもの
で，両者はペアを成しており，冷却固化した溶岩表面のク
ラストのうち，前者が温度７００℃以下の低温（ガラス転移
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点温度以下）で脆性破壊を行った弾性体的部分に，また後
者が７００～１，０７０℃の，固化はしているが高温（ガラス転
移点温度以上）で粘弾性体的挙動を行った部分にあたる
（Hon et al．，１９９４）．こうしたペアは，一回の溶岩膨張に
より形成された割れ目に相当する．割れ目が後者の部分ま
で到達すると，ガラス転移点温度以上のガラス部が，圧力
低下によって発泡するとともに，引き延ばされ棘状組織が
形成されることになる．こうしたクラストの厚さは，冷却
時間の関数として表現され，縞のトータルの厚さが溶岩膨
張に要した総時間にほぼ相当すると考えられる．膨張割れ
目の発達したローブあるいはテュムラスの体積がわかれ
ば，それをこの時間で割った量が，そのローブあるいはテ
ュムラスへの溶岩供給率ということになる（海野・小幡，
２０００）．
溶岩チューブは，シートフロー溶岩ばかりでなく，チャ

ンネルフローにおいても形成される．チャンネルフローの
場合は，チャンネル中を流れる未固結溶岩がしばしば溢れ
出すことで出来た「溶岩堤防」（levee）がアーチ状に内側
へせり出し，やがてそれが固化したチャンネル溶岩の表面
と連結して天井が形成され，溶岩チューブが完成する（Pe-
terson and Swanson，１９７４；Kilburn and Guest，１９９３）．溶岩
チューブの床部分では，高温の溶岩による侵食が生じ，溶
岩チューブは下方に向かって拡大する．溶岩チューブの天
井部には，しばしば陥没によって「スカイライト」（天窓）
（sky light）が形作られる（図版９A）．溶岩チューブによ
るマグマ輸送は，マグマが冷却しにくいので，大量の溶岩
を効率よく遠方まで運ぶことができる．
溶岩チューブの天井が破壊され，２次的に溶岩が内部か

ら流出した場合には，流出口の周囲に溶結したスパターか
らなる煙突状の「ホルニト」（hornito）が生ずる．さらに
流出が大規模になると溶岩流となり，それが繰り返される
と「根無し溶岩盾状地」（rootless lava shield）が形成され
る（Kauahikaua et al．，２００３）．溶岩チューブの表面には，「シ
ャッターリング」（shatter ring）とよばれる，破壊された
溶岩塊の縁からなる，直径数１０mの円形ないしは楕円形
の構造がみられることがある（Kauahikaua et al．，２００３）．
シャッターリングは，その直下に存在する溶岩チューブと
密接な成因的関係を持っているらしい．
パホイホイ溶岩の流動速度が速くなった（変形速度が大

きくなった）場合には，平滑な表面をもつ表層部のクラス
トが壊され，破壊された「スラブ」＝「板状岩塊」の集合
体のようになる．これを「スラブ状パホイホイ」（slabby pa-
hoehoe）とよぶ（図版１０A）．さらに破壊が進み，小型岩
片の集合体となったものは「ラブリー・パホイホイ」（rub-
bly pahoehoe）とよばれる（Keszthelyi et al．，２００１）．
３‐２ アア溶岩
アア溶岩の表面はクリンカー状の岩塊の集合体となって

いる．アア溶岩とは，流動の結果生まれた差応力によって
固化しつつある溶岩の表面が発泡しながら破砕され，それ
が内部の未固結溶岩によって再びもと通りに修復されるこ
とがなかったために，ガサガサした表面をもつ岩塊の集合

体となったものである．アア溶岩には，ガサガサした表面
をもつ岩塊の集合体が，その上面と下面に発達する．アア
溶岩のうち，小型のクリンカー状の岩塊が集合したものは
「カリフラワー・アア」（cauliflower aa）とよばれ（図版９
A），一方，表面がやや丸味を帯びた大型の岩塊の集合体
となっているものは「ラブリー・アア」（rubbly aa）とよ
ばれる（Kilburn，１９９０など）．エトナ火山では，噴出した
パホイホイ溶岩がスラブ・パホイホイ溶岩となり，さらに
カリフラワー・アアに変化したのち，最終的にはラブリ
ー・アアとなっていく様子が観察されている．アア溶岩で
は，溶岩堤防や「溶岩末端崖」，「溶岩じわ」などの発達が
みられることが多い．
３‐３ 中間型溶岩
典型的なパホイホイ溶岩とアア溶岩の中間的な表面形態

を示すものに，中間型あるいは「遷移型パホイホイ」（tran-
sitional pahoehoe），あるいは「遷移型アア」（transitional aa）
がある．「遷移型パホイホイ」は，「ねり歯磨き状パホイホ
イ」（toothpaste pahoehoe）（Rowland and Walker，１９８７）あ
るいは「ペースト状パホイホイ」（pasty pahoehoe）ともよ
ばれる（図版１０C）．これらは，冷却固化しつつある溶岩
流の表面が，流動の結果生まれた差応力によって粘土（ね
り歯磨き）を変形させるようにねじ曲げられても，破壊・
分離して完全に独立した岩塊の集合体にまでは至らない状
態となっているものをいう．ペースト状パホイホイは，そ
の形態によって，「とげ状パホイホイ」（spiny pahoehoe）（Pe-
terson and Tilling，１９８０），「フィラメント状パホイホイ」
（filamnted pahoehoe）あるいは「粗面パホイホイ」（rough
pahoehoe）などともよばれる．
３‐４ パホイホイ溶岩とアア溶岩の成因
パホイホイ溶岩とアア溶岩の本質的な違いは，冷却固化

によって形成される溶岩表面のクラストが連続体として保
たれるのか，発泡しながら破壊されてクリンカー状の岩塊
の集合体となるのかという点にある．このことは，パホイ
ホイ溶岩の表層部は連続体としてニュートン流体的挙動を
とり，アア溶岩の表層部は非連続体として非ニュートン流
体的挙動を行うことを意味する．
Peterson and Tilling（１９８０）やKilburn（１９９０）はアア溶

岩が降伏強度を持つビンガム流体であると考え，粘性や変
形速度の増大にともなって溶岩の性質がニュートン流体か
らビンガム流体に変化するとした．すなわち，粘性が同一
の場合には，変形速度が大きくなるとパホイホイ溶岩はア
ア溶岩に変化し，また変形速度が同じ場合には，粘性が高
くなるとアア溶岩に変化することを主張した．
実際，ハワイ島の火山では，パホイホイ溶岩からアア溶

岩への変化は，マグマの噴出率が５～１０m３／s を越えて溶
岩の変形速度が増大すると生じ（Rowland and Walker，
１９９０），また石基の結晶度が７％程度ではパホイホイ溶岩
であったものが，１５％で中間型溶岩となり，そして４５％
を越えて粘性が増大するとアア溶岩へと変化するという
（Cashman et al．，１９９９）．さらに温度でいえば，変形（歪）速
度０．４／s 以上の場合には１，１４０℃付近に両者の境界があ
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り，温度が高ければパホイホイ溶岩，低ければアア溶岩と
なる．
一方，より低温（１，０７０～１，０９０℃）で斑晶に富む（５０～

６０vol．％）エトナ火山のハワイアイトでは，噴出率が２X
１０‐３m３／s を越えるとパホイホイ溶岩がアア溶岩に変化す
る（Pinkerton and Sparks，１９７６）．また，ハワイ・キラウ
エア火山のプウオーオー・クパイアナハ火口噴火では，斜
面の傾斜が急になり変形速度が増大すると，パホイホイ溶
岩がアア溶岩に変化し，逆に変形速度が減少すると，アア
溶岩がパホイホイ溶岩に変化する事実が観察されている
（Kauahikaua et al．，２００３；Hon et al．，２００３）．
一方，ペースト状パホイホイなどの中間型溶岩は，パホ

イホイ溶岩よりもやや粘性が高くアア溶岩とほぼ同程度の
粘性をもつ溶岩が，アア溶岩よりも小さな変形速度で流動
した場合に形成されると考えられている（Rowland and
Walker，１９８７）．
３‐５ 枕状溶岩とハイアロクラスタイト
パホイホイ溶岩が水中に流入するかあるいは水底で噴出

した場合には，パホイホイ溶岩のトウあるいはローブに相
当するものが，急冷して明瞭なガラス質の急冷縁をもつ枕
状の形態を成す．こうした溶岩を「枕状溶岩」（pillow lava）
とよぶ．枕状溶岩はしばしば水冷することで破砕され，枕
状部の破片やガラス質の細かい破片の集合体から構成され
る，「枕状角礫岩」（pillow breccia）となる．また，アア溶
岩に相当する溶岩が水中に流入するか水底に噴出すると，
破砕されたガラス質の破片や角礫からなる「ハイアロクラ
スタイト」（hyaloclastite）が形成される．逆に，枕状溶岩
や枕状角礫岩，あるいはハイアロクラスタイトが見出され
た場合には，その堆積物は水底溶岩であることがわかる．
３‐６ 青木ヶ原溶岩にみられる表面形態
青木ヶ原溶岩には，あらゆるタイプの玄武岩質溶岩の表

面形態がみられる（高橋・他，２００４ab）．
パホイホイ型溶岩では，トウやローブ，縄状溶岩などが

発達する（図版１C・D；２B）．比較的噴出口に近い場所
では，１枚のローブの厚さが数１０cm程度の，複数のロー
ブからなる成層した S‐type パホイホイも認められる（図
版３B）．大規模なパホイホイ溶岩は，凹凸の激しい原地
形を反映してハンモック状溶岩原を形成し，テュムラスが
発達する（図版４C）．また，多くのパホイホイ溶岩はス
ラブ状パホイホイとなっており（図版１０B），一部にはラ
ブリー状パホイホイがみられる．パホイホイ型溶岩では溶
岩膨張が生じており，P‐type パホイホイが形成されてい
る（図版３C・D）．厚いものでは，複数の水平発泡帯を有
する上部クラスト，気泡パイプの発達する中心部，発泡し
た下部クラストからなる，溶岩膨張の結果形成された P‐
type パホイホイの典型的な断面も観察できる（図版７・８）．
パホイホイ型溶岩では溶岩チューブの発達もよく，多数の
溶岩洞穴がみられる．また，こうした溶岩チューブの表面
には，地下の空洞の存在を反映して，「陥没口」（ピットク
レーター）や「天窓」が認められる（図版９B・C）．溶岩
チューブを通して移動してきた溶岩が，途中で地表に噴出

することで小規模なホルニトや根無し溶岩楯状地も形成さ
れている．さらには，パホイホイ溶岩の一部がアア溶岩に
移行する場合もある．青木ヶ原溶岩のパホイホイは，ハワ
イでみられるような典型的なパホイホイほど表面が平滑で
はなく，粗面パホイホイやペースト状パホイホイ，あるい
はとげ状パホイホイ，フィラメント状パホイホイに近いも
のが多い．青木ヶ原溶岩にはパホイホイ型以外に，中間型
の特徴を示す典型的なペースト状パホイホイも多くみられ
る（図版１０D）．
アア型溶岩には，カリフラワー・アアとラブリー・アア

の両方がみられる．アア型溶岩はチャンネルフローや大規
模なローブを形成して流下するものがほとんどで，パホイ
ホイ型のように単一の広い溶岩原を形作ることはない．ア
ア型溶岩には，溶岩じわ，溶岩堤防，溶岩末端崖などが明
瞭に発達するものが多い．アア型溶岩の流下単位の規模は
様々であるが，最大のものは幅９００m，長さ１．５km以上，
末端崖の高さ２５mに達する．小型・中型のアア溶岩は大
部分がカリフラワー・アアであり，断面では上下にクリン
カーが発達する（図版１１B）．大型のアア溶岩は溶岩じわ
の発達がよく，長径数１０cmの丸味を帯びた岩塊からなる
ラブリー・アア溶岩となっている（図版１１C・D）．また，
先端部に近い場所では，ラブリー・アアは，しばしば角張
った多面体岩塊からなるブロック溶岩に移化する（図版
１２C・D）．また，大型のアア溶岩の先端部には，破壊さ
れた火砕丘の一部からなるラフト（raft）がみられること
がある（図版１２A・B）．アア型溶岩はしばしばパホイホ
イ型溶岩から移化する．
水底溶岩は本栖湖畔，精進湖畔など，青木ヶ原溶岩がか

つての「 の海」に流入した場所にみられる．ここでは枕
状溶岩やハイアロクラスタイトは認められないが，水中で
急冷を受けたパホイホイ溶岩が分布する（幡野・海
野，１９９９）．幡野・海野（１９９９）によれば，本栖湖畔の水中
パホイホイは Type‐ ，Type‐ ，Type‐ の３タイプに分
類される．Type‐ はテュムラス状の溶岩ローブからなり，
Type‐ はスラブ状パホイホイに，Type‐ はラブリー状
パホイホイに相当する．Type‐ には縞状構造がみられる
（図版６B）．また，精進湖では水深の浅い場所に流入した
高温溶岩が湖水と接し水蒸気爆発が生ずることで形成され
たと思われる複数の爆裂火口が発達する．また，鳴沢村・
上九一色村境界の御殿庭付近で実施されたボーリング掘削
では，深度７０m以深に枕状角礫岩やハイアロクラスタイ
トが認められる（千葉・他，２００４）．
青木ヶ原溶岩の地表部において，パホイホイ型溶岩，ア

ア型溶岩，水底溶岩のそれぞれが卓越して分布する領域を
図１に示す．

４． 青木ヶ原溶岩を構成する溶岩グループ
青木ヶ原溶岩は，噴出口の違いや全岩化学組成の特徴お

よび相互の被覆関係などから，下り山，石塚，長尾山，氷
穴（天神山・伊賀殿山）の４グループに大別される（図２）．
最初に下り山溶岩グループ，次に石塚溶岩グループ，そし
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図１ 青木ヶ原溶岩の地表部におけるパホイホイ型溶岩，アア型溶岩，水底溶岩のそれぞれが卓越する領域の分布．
Fig．１． Map showing the distribution of regions on the surface of the Aokigahara lava flow，where pahoehoe，aa and subaqueous lavas are
predominant respectively．

図２ 青木ヶ原溶岩における各溶岩グループの分布．
Fig．２． Map showing the distribution of each lava group of the Aokigahara lava flow．
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て最後に長尾山溶岩グループが噴出している．氷穴（天神
山・伊賀殿山）溶岩グループのうち，氷穴溶岩グループ
（天神山・伊賀殿山溶岩）の噴出年代はやや早く，８３８年か
ら８６４年の間の出来事である可能性が高い（高田・他，
２００４；小林・他，２００４）．また，氷穴溶岩グループ は，長
尾山スコリアに直接覆われるので，長尾山溶岩グループの
活動とほぼ同時期のものと考えられる．以下に，各溶岩グ
ループの特徴を示す．
４‐１ 下り山溶岩グループ
下り山溶岩グループは貞観六年（８６４年）噴火で最初に

噴火した溶岩グループであり，噴出口は大室山西方約１．６
kmの標高１，０６０m付近に位置する下り山割れ目火口列で
ある．下り山火口列は東西６００mほどの割れ目火口列か
らなる（図３A）．火口列の位置には，現在はスパター丘
が形成されている．このうち長径１００mの最大のスパタ
ー丘は火口列西端部に位置し，頂部には長径５０mほどの
火口がみられる（図版１３）．これらのスパター丘は末期に
噴出した溶岩を覆っているので，一連の噴火活動の末期に
形成されたものと考えられる．
最初に噴出した下り山溶岩グループは，本栖湖の一部お

よび「 の海」に流入し，これらを埋め立てた．特に「
の海」の西半分は下り山溶岩グループによって完全に埋積
されたことが，後述する御殿庭ボーリング掘削によって確
かめられている．
下り山溶岩グループで最初に噴出した溶岩はパホイホイ

型であった可能性が強い．これは，本栖湖や精進湖にみら
れる水中溶岩がパホイホイ型であること，また御殿庭ボー
リング掘削により確認された「 の海」に流入した下り山
溶岩の初期のものが枕状角礫岩であることなどから推定さ
れる．次に主としてアア型からなる溶岩が噴出した．これ

らの多くは小型～中型の溶岩ローブ（lava flow lobe）を形
成している．本栖湖湖岸まで到達し三角州状に広がった溶
岩ローブは，大部分がアア型からなるが，流れの中央部に
は部分的にスラブ状パホイホイが発達している．最後に主
としてパホイホイ型からなる溶岩が流出した．下り山火口
付近から流出したパホイホイ型溶岩には，大型の陥没口が
北方に向かってほぼ列をなして点在しているが，これは地
下に溶岩チューブからなるマグマ輸送システムが形成され
ていたことを示している．
４‐２ 石塚溶岩グループ
下り山溶岩グループの噴出に引き続いて，大室山西麓の

標高１，１８０m付近に位置する石塚火口から石塚溶岩グルー
プが噴出した．石塚火口に位置する現在の石塚火砕丘は，
長径１４０mほどの溶結スパター丘であり，頂部には長径
５０mの火口がみられる（図３B）．火口内壁には，１枚の冷
却単位が層厚１～２mほどの赤色酸化した強溶結～弱溶結
の，成層したスパター層が発達する（図版１４）．また火砕
丘からは，複数枚の火砕成根無し溶岩（clastogenic rootless
lava flow）が流出している．
石塚溶岩グループの大部分は，後から流出した長尾山溶

岩グループによって覆われているため，詳細については不
明である．石塚火口に近い地域以外で石塚溶岩グループが
みられるのは，御殿庭北方付近と御殿庭（鳴沢）ボーリン
グ掘削のコアである．御殿庭北方付近ではパホイホイ型溶
岩，ボーリングコアでは陸上パホイホイ型およびアア型溶
岩である．石塚溶岩グループは御殿庭ボーリング掘削地点
付近では陸上溶岩であったが，おそらくはさらに東方にま
で流下し「 の海」の東半分のかなりに部分を埋め立てた
のではないかと推定される．
石塚火口に近い地域でもパホイホイ型が卓越している

が，富士風穴などの断面をみると，パホイホイ型溶岩の間
にアア型溶岩が１枚挟まっているのが観察され，すべてが
パホイホイ型であったわけではないことがわかる（図版
１２）．上述の富士風穴，本栖風穴などは，石塚溶岩グルー
プのパホイホイに発達した溶岩洞穴である．最後に現在の
石塚火砕丘の形成と少量のアア型溶岩の噴出があって，石
塚溶岩グループの活動は終了した．
４‐３ 長尾山溶岩グループ
下り山溶岩グループおよび石塚溶岩グループの噴出後，

標高１，３００～１，３５０m付近の現在の長尾山火砕丘付近から
長尾山溶岩グループが噴出した．総延長約８８０mあまり
の長尾山火砕丘群は，北西－南東方向に配列した少なくと
も４つ以上の火砕丘からなる（図４）．このうち最後に形
成された火砕丘以外は破壊されており，その残骸がみられ
るにすぎない．最後に形成された最大規模の火砕丘が狭義
の長尾山火砕丘であり，底面の長径が約６４０m，山頂火口
の長径が約２６０mある．
長尾山溶岩グループは ， ， の３つのサブグループ

からなる．最初に噴出したのは長尾山溶岩グループ であ
るが，現在では大部分が後から噴出した長尾山溶岩グルー
プ ・ に覆われており，詳細は不明である．現在長尾山

図３ 下り山火口列におけるスパター丘の分布（A）と石塚火
口における溶結火砕丘の形態（B）．
Fig．３． Distribution of spatter cone at the vent of Kudariyama lava
group（A）and the form of welded pyroclastic cone at the vent of
Ishizuka lava group（B）．
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溶岩グループ がみられるのは長尾山付近と西湖周辺に限
られている．長尾山周辺ではアア型溶岩であるが，西湖周
辺ではパホイホイ型溶岩である．西湖蝙蝠穴溶岩洞穴は，
このパホイホイ溶岩に形成されたものである．御殿庭ボー
リング掘削のコアには，この長尾山溶岩グループ に相当
するものは認められなかったので，長尾山溶岩グループ
の分布はこの地点よりも東方に限られていることになる．
長尾山溶岩グループ の一部は，石塚溶岩グループに引き
続いて「 の海」の東半分を埋積した可能性が高い．
次いで主としてアア型溶岩からなる長尾山溶岩グループ
が噴出した．長尾山溶岩グループ のアア溶岩には大型

の溶岩ローブを形成するものが多い．最大の溶岩ローブは
すでに述べた北西の精進湖方面に流下したもので，溶岩じ
わ，溶岩堤防，溶岩末端崖の発達がよい．この溶岩ローブ
はラブリー・アア溶岩からなるが，末端部ではブロック溶
岩に移化する部分があり，また火砕丘の一部がラフトとし
て含まれる．長尾山溶岩グループ には火砕丘ラフトが含
まれているので，長尾山火砕丘の破壊はこの溶岩グループ
の噴出時に生じた可能性が高い．長尾山火砕丘群の最後に
形成された最大規模の長尾山火砕丘も，この溶岩グループ
噴出の最末期に形成されたものであろう．長尾山溶岩グル
ープ の大部分は，後から流出した長尾山溶岩グループ
によって覆われている．
最後にパホイホイ型溶岩からなる長尾山溶岩グループ

が噴出した．長尾山溶岩グループ は長尾山溶岩グループ
および を覆い，西は精進湖から東は鳴沢道の駅付近ま

で広範囲にわたって拡がっており，全体として広大なハン
モック状溶岩原を形作っている．また，大室山南東麓にい
ったん大規模な溶岩プールを作った後溢れ出し，その一部
は西方の根原方面に溶岩流として流下している．長尾山溶
岩グループ でも，北方に延びた複数の陥没口の配列がみ
られ，地下では溶岩チューブを利用した溶岩供給システム

が発達していたものと考えられる．神座風穴，大室洞穴，
富岳風穴，鳴沢氷穴などは，この長尾山溶岩グループ に
発達した溶岩洞穴である．長尾山溶岩グループ には，溶
岩チューブシステムから漏れ出した溶岩が，数箇所で比較
的規模の大きな根無し溶岩楯状地を形成するのがみられ
る．鳴沢ジラゴンノ付近では溶岩膨張の構造がよく発達し，
厚さ数mにわたってその断面を観察できる（図版７・８）．
この付近では溶岩膨張によって形成された溶岩樹形や溶岩
丘孔もみられる．
４‐４ 氷穴溶岩グループ
氷穴溶岩グループは，長尾山火砕丘群の南東延長にあた

る標高１，３７０～１，４８０m付近に位置する氷穴割れ目火口列
付近から流出した溶岩である．氷穴割れ目火口列は，現在
は北西－南東方向に配列した総延長約１kmの小型の陥没
口（ピットクレーター）群からなるが，もともとは割れ目
火口列であったと推定される．氷穴溶岩はアア型溶岩から
なる氷穴溶岩グループ とパホイホイ型溶岩からなる氷穴
溶岩グループ から構成される．後から噴出した氷穴溶岩
グループ は氷穴割れ目火口列から流出したが，先に噴出
した氷穴溶岩グループ は天神山・伊賀殿山火砕丘から流
出した可能性が高い．

５． 岩石記載
青木ヶ原溶岩を構成する火山岩は斑晶量２８～３８vol．％

の斑状玄武岩であり，斑晶は斜長石，少量のかんらん石，
斜方輝石，単斜輝石からなる．斑晶量は各溶岩グループで
大きな違いは認められない（図５）．斑晶のうち９０％以上
を斜長石が占める．斑晶斜長石および斑晶輝石の大きさは
０．４～３．０mmであるが，斑晶かんらん石は０．２～０．４mm
と小さい．また，斜長石と輝石および斜長石のみからなる
斑れい岩質あるいは斜長岩質の集合斑晶が多く含まれる．
斜長石斑晶には，清澄なものとふるい状組織を有するもの
との２タイプが認められる．こうした記載岩石学的特徴は
各溶岩グループにほぼ共通している．

６． 全岩化学組成
図６・７に青木ヶ原溶岩の地表部分で採取された試料の

全岩化学組成に関する SiO２変化図および FeO＊／MgO変化
図を示す．
SiO２量および FeO＊／MgO比は，下り山溶岩グループが

５１．１０～５１．２６wt．％および２．１６～２．２８，石塚溶岩グループ
が５１．０３～５１．２４wt．％および２．１６～２．２５，長尾山溶岩グ
ループ が５１．０５～５１．２２wt．％，２．１４～２．２１，長尾山溶岩
グループ ・ が５１．２１～５１．４６wt％および１．９９～２．１７，
氷穴溶岩グループ が５１．１０～５１．２２wt．％および２．１８～
２．２８，氷穴溶岩グループ が５１．２５～５１．４７wt．％および
２．０８～２．１５である．
氷穴溶岩グループ を除く長尾山・氷穴溶岩グループ

は，下り山・石塚溶岩グループよりも SiO２に富み，低い
FeO＊／MgO比を有する．一方，氷穴溶岩グループ は，下
り山・石塚溶岩グループと同様に SiO２に乏しく，高い

図４ 長尾山火砕丘の形態．数字は火砕丘の形成順序．
Fig．４． Form of the Nagaoyama pyroclastic cone．Numerals denote
the order of construction of pyroclastic cone．
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図５ 青木ヶ原溶岩の斑晶量と全岩 FeO＊／MgO比および SiO２
量との関係．
Fig．５． Diagram showing the relationship among whole‐rock SiO２
content，whole‐rock FeO＊／MgO ratio，and phenocryst content
of the Aokigahara lava flow．

FeO＊／MgO比を有する．また，長尾山溶岩グループ は，
長尾山溶岩グループ II および III に比べて，やや高い
FeO＊／MgO比を示す．こうした各溶岩グループにおける
FeO＊／MgO比の違いは，ヒストグラムにおいて明瞭に示
される（図１２）．このように青木ヶ原溶岩を構成する各溶
岩グループは，それぞれ固有の FeO＊／MgO比を有するの
で，各溶岩グループは FeO＊／MgO比によって識別するこ
とが可能である．
一方，SiO２変化図および FeO＊／MgO変化図上では，下

り山溶岩グループおよび石塚溶岩グループと，長尾山溶岩
グループおよび氷穴溶岩グループは，それぞれ若干異なる
組成トレンドを示す（図６・７）．すなわち，SiO２量変化図
では，下り山・石塚溶岩グループは長尾山・氷穴溶岩グル
ープよりもややAl２O３，CaO，Na２O に乏しく，TiO２，FeO＊，
MnO，MgO，K２O，P２O５にやや富む．FeO＊／MgO比変化
図においても，ほぼ同様の傾向がみられる．微量元素組成

でも，両者の間には微妙な差が認められ，下り山・石塚溶
岩グループは長尾山・氷穴溶岩グループに比べて，Rb，Ba，
Nb，Zr，Y，V，Cu，Zn にやや富み，Sr，Ni，Cr にやや
乏しい（図８）．
これに対し，Zr／Y，Rb／Y，Ba／Y，Ba／Zr，Rb／Zr，Rb／

Ba などの液相濃集元素比においては，両者はほぼ同一で
ある（図９）．
SiO２量および FeO＊／MgO比の空間分布をみると，各溶

岩グループ毎の差異が明らかにみてとれる（図１０・１１）．

７． ボーリング掘削の結果
「 の海」に流入した青木ヶ原溶岩の体積を正確に推定
する目的で，当時の「 の海」の中心部と考えられる鳴沢
村，上九一色村境界付近の御殿庭でボーリング掘削が実施
された（荒井・他，２００３；千葉・他，２００４）．
その結果によれば，地表から３２．５mまでが上下のクリ

ンカーが発達した陸上のアア型溶岩，６９．０mまでが陸上
のパホイホイ型溶岩，１００m付近までがハイアロクラスタ
イトを主とする水底火山岩類（水底アア型），１１５m付近
までが枕状溶岩および枕状角礫岩を主とする水底火山岩
（水底パホイホイ型），１２５mまでが再びハイアロクラスタ
イトを主とする水中火山岩（水底アア型），そして１３５m
までが枕状溶岩および枕状角礫岩を主とする水底火山岩
（水底パホイホイ型）であった．最下部には湖底堆積物で
ある珪藻土が出現している．水底火山岩の厚さは６５mほ
どあり，これが青木ヶ原溶岩によって埋め立てられた当時
の「 の海」のボーリング掘削地点付近における水深であ
ったと考えられる．
玄武岩質溶岩の表面形態でみると，まずパホイホイ型溶

岩が「 の海」に流入し，次にアア型，再びパホイホイ型，
そして最後にアア型溶岩が流入し，「 の海」は完全に埋
積された．「 の海」が完全に埋め立てられた後には，ま
ずパホイホイ型の陸上溶岩が，次いでアア型の陸上溶岩が
流下した．
一方，玄武岩の全岩化学組成からみると，地表から２５m

付近までが FeO＊／MgO比が２．１５以下の長尾山溶岩グルー
プ，６９．５mまでが２．１５～２．２５の石塚溶岩グループ，６９．５
m以深が２．２５以上の下り山溶岩グループに属することが
わかる（図１３）．
こうしたことから，この地点では以下のような出来事が

生じたことが推定される．すなわち，まず下り山溶岩グル
ープのパホイホイ型溶岩が「 の海」に流入し，次にアア
型が，再びパホイホイ型が，そして最後にアア型溶岩が流
入して の海を完全に埋め立てた．下り山溶岩グループが
の海を完全に埋積した後，今度は石塚溶岩グループの主

としてパホイホイ型陸上溶岩が流下し，それがアア型溶岩
に変化した後，今度は長尾山グループのアア型溶岩が流下
して，下り山溶岩グループや石塚溶岩グループを覆った．

８． 議論
８‐１ 青木ヶ原溶岩および氷穴溶岩グループIの噴出時期
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図８ 青木ヶ原溶岩
の全岩微量元素組
成の SiO２変化図．
Fig．８． SiO２variation
diagram for whole
‐rock trace element
chemistry of the
Aokigahara lava
flow．
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図９ 青木ヶ原溶岩における全岩液相濃集元素組成比．
Fig．９． Diagram showing whole‐rock incompatible element ratios of the Aokiga-
hara lava flow．

青木ヶ原溶岩の噴出時期は，「日本三代実録」などの信
頼のおける古記録から，平安時代初期の清和天皇の治世で
ある貞観六～七年（８６４～８６５年）であると考えられてい
る（津屋，１９７１；小山，１９９８a）．これに対して，全岩化学
組成や記載岩石学的特徴の類似性から青木ヶ原溶岩のメン
バーと考えられる氷穴溶岩グループ （天神山・伊賀殿山
溶岩）の噴出年代については，すでに述べたようにこれま
で多くの議論がなされてきている．
津屋（１９７１他）は青木ヶ原溶岩に先行して天神山・伊

賀殿山溶岩が天神山・伊賀殿山火砕丘から噴出したと考え
た．一方，宮地（１９８８）は，天神・伊賀殿山スコリア・天
神山溶岩の噴出後伊賀殿山溶岩が流出し，その後天神・伊
賀殿山スコリアの上位に薄い土壌層を形成する程度の時間

間隙があって氷穴溶岩の流出があり，最後にほ
とんど時間を置かず氷穴スコリアの噴出があっ
たとしている．ただし，伊賀殿山溶岩と氷穴溶
岩および氷穴スコリアの関係については言及し
ていない．また，天神・伊賀殿山スコリア，天
神山・伊賀殿山溶岩の噴出時期については，延
暦～貞観年間（８００～８６４年）と考えている．小
山（１９９８b）も宮地（１９８８）と同様に，天神山
溶岩の流出後，天神・伊賀殿山スコリアの噴出
があり，さらに薄い土壌で代表されるほどの時
間間隙の後，氷穴スコリアが噴出したと考えた．
一方，上杉（１９９７）は，天神山溶岩の流出後，
天神・伊賀殿山スコリアの噴出があり，その後
天神・伊賀殿山スコリアの上部に風化帯が形成
される程度の時間間隙の後，氷穴溶岩が流出し，
さらに氷穴スコリアの噴出があって，最後に青
木ヶ原溶岩の流出があったと考えた．上杉
（１９９７）は，氷穴溶岩の上位の氷穴スコリア層
中に８３８年の噴火で神津島天上山からもたらさ
れた白色火山灰が含まれるとした．鈴木・他
（２００４）は，氷穴溶岩および天神山・伊賀殿山
溶岩に覆われる天神・伊賀殿山スコリアの最上
部の炭化木片から１，２９０±９０yB．P．の１４C 年代
を報告し，その噴出年代を約７００年ほどと１６０
年余り古く見積もった．これに対して，高田・
他（２００５）および小林・他（２００５）は，天神・
伊賀殿山スコリアの下位から８３８年の神津島天
井山テフラを見出し，天神・伊賀殿山スコリア
の噴出年代を８３８年から８６４年の間と推定して
いる．
以上のように氷穴溶岩グループの層序に関し

てはまだ共通の認識は確立されていないが，
様々な見解を総合すると次のように考えられ
る．すなわち，氷穴溶岩グループ はこれまで
の天神山・伊賀殿山溶岩にほぼ相当し，その噴
出は天神・伊賀殿山スコリアとほぼ同時期
で，８３８年から８６４年の間であった．一方，氷
穴溶岩グループ の噴出は長尾山溶岩グループ

とほぼ同時期であり，氷穴溶岩グループ Iの流出との間に
は若干の時間間隙が存在した．
８‐２ 溶岩流表面形態と噴出プロセス
パホイホイ溶岩になるかアア溶岩になるかは，（A）溶

岩の温度（石基の結晶度），斑晶量および粘性などの物性
の違い，（B）溶岩の噴出率の違い（変形速度の違い），（C）
流下する斜面の傾斜の違い（変形速度の違い），などによ
って決定される．
ハワイ島火山の溶岩よりも低温（１，０７０～１，０９０℃）で斑

晶に富む（５０～６０vol．％）エトナ火山のハワイアイト溶
岩では，より小さな変形速度（噴出率）でもパホイホイ溶
岩からアア溶岩に変化してしまう．一方，石基輝石の組成
から輝石温度計で推定された青木ヶ原溶岩の固化温度は
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図１０ 青木ヶ原溶岩における全岩 SiO２量の空間分布．
Fig．１０． Map showing the spatial distribution for whole‐rock SiO２content of the Aokigahara lava flow．

図１１ 青木ヶ原溶岩における全岩 FeO＊／MgO比の空間分布．
Fig．１１． Map showing the spatial distribution for whole‐rock FeO＊／MgO ratios of the Aokigahara lava flow．
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１，１２０～１，１４０℃であり（佐藤・他，１９９９ab），ハワイ島火山
のソレアイト溶岩とほぼ同程度に高温である．また，平均
斑晶量は３２vol．％でありハワイ島火山の玄武岩質溶岩よ
りも斑晶に富むが，一般には斑晶量は５０vol％を超えない
と溶岩の粘性やレオロジーに大きな影響は与えないとされ
る．溶岩の全岩化学組成は青木ヶ原溶岩の方が若干 SiO２
に富むので，やや粘性が高いなど溶岩の粘性やレオロジー
にその影響が少しはみられるかもしれないが，その差は小
さく，ハワイ島火山の玄武岩質溶岩と青木ヶ原溶岩にはこ
うしたマグマの物性の面での違いはあまり存在しないとみ
てよいものと思われる．また，青木ヶ原溶岩のパホイホイ
型溶岩とアア型溶岩は，全岩化学組成，斑晶量，鉱物化学組
成などすべての面で差は認められないので，両者を形成し
たマグマの物性にも大きな違いがあったとは考えにくい．
もし，マグマの物性に大きな差異が認められないとする

と，パホイホイ型になるかアア型になるかは，subliquidus
における冷却度（石基の結晶度あるいは粘性）の違いか，
あるいは変形速度の違い，すなわち，溶岩の流下する斜面
の傾斜の違いか，溶岩の噴出率の違いにもっぱら原因する
ことになる．
ハワイ島火山では傾斜２０度あまりの急傾斜の崖がある

と，パホイホイ溶岩がアア溶岩に変化する．一方，傾斜２
度以下の平坦地では，パホイホイ溶岩のシート流やシート
状溶岩膨張などが発達する．また，２～６度の緩傾斜地で
は，傾斜の効果はほとんど効かず，溶岩の表面形態はもっ
ぱら噴出率と subliquidus での冷却度（石基の結晶度）に
依存し，噴出率が大きいか subliquidus における冷却度が

大きくなるとアア溶岩が生成される（Kauahi-
kaua et al．，２００３など）．
青木ヶ原溶岩の流下した斜面の傾斜は，噴

出口近くでは５～１０度とやや急傾斜である
が，大部分の場所では２～４度と小さく緩傾
斜なので，斜面の傾斜は溶岩の表面形態にほ
とんど影響を与えないものと考えられる．し
たがって，青木ヶ原溶岩における溶岩の表面
形態を決定する最大の要因は，噴出率と sub-
liquidus での冷却度であると結論づけられる．
青木ヶ原溶岩でパホイホイ型溶岩が流下途

中にアア型溶岩へと変化する場合には，移動
中に subliquidus での冷却度が大きくなり，石
基の結晶度や粘性が増大したことがその原因
であろう．一方，アア型溶岩がパホイホイ型
溶岩に変化する場合は，局所的な変形速度の
低下が生じたためであると考えられる．これ
に対して，最初からアア型溶岩として噴出す
る場合には，溶岩の噴出率が大きかったこと
が考えられる．青木ヶ原溶岩の長尾山溶岩グ
ループ にみられるような大規模なアア型溶
岩は，噴出率が大きかったために生成された
可能性が高い．ハワイ島火山では，パホイホ
イ溶岩が流出するのは噴出率が５～１０m３／s

以下の場合に限られる（Rawland and Walker，１９９０）．青木
ヶ原溶岩の物性がハワイ島火山と大きく異ならないとする
と，青木ヶ原溶岩でもパホイホイ溶岩が流出するのは５～
１０m３／s 以下の小さな噴出率の場合に限られることが考え
られる．すなわち，青木ヶ原溶岩では，噴出時にパホイホ
イ型になるかアア型になるかは溶岩の噴出率の違いを反映
している可能性が大きい．
ハワイ島キラウエア火山のプウオーオー・クパイアナハ

火口からの玄武岩溶岩の流出は１９８２年に始まり，２０年以
上経過した現在もなお継続しているが，その平均噴出率は
約５m３／s である（Kauahikaua et al．，２００３）．プウオーオー・
クパイアナハ火口からの噴火は，最初の２年半は激しい溶
岩噴泉と火砕丘の形成，ならびにアア溶岩の流出を伴うも
のであったが，その後は主としてパホイホイ溶岩を静かに
溢流させる穏やかなものに変化し，地下の溶岩チューブシ
ステムを利用して，効率よく溶岩を遠方にまで輸送する活
動を続けている．これに対して青木ヶ原溶岩は，噴出量を
１．４km３とし，古記録にあるように，８６４年（貞観六年）６
月中頃から８６６年（貞観八年）１月初め頃まで１９ヶ月余
り活動した（小山，１９９８）とすると，その平均噴出率は約
２８m３／s となる．これは，プウオーオー・クパイアナハ火
口からの溶岩の平均噴出率の５．６倍である．
８‐３ 貞観噴火の推移および溶岩流の形成史
貞観噴火の推移および青木ヶ原溶岩の形成史は以下のよ

うなものであったと考えられる（図１４）．
青木ヶ原溶岩の活動は，８３８年から８６４年の間に生じた

天神山・伊賀殿山火砕丘の形成と氷穴溶岩グループ の流

図１２ 青木ヶ原溶岩の各溶岩グルー
プの全岩 FeO＊／MgO比ヒストグラ
ム．
Fig．１２． Histogram showing the whole
‐rock FeO＊／MgO ratios for each lava
group of Aokigahara lava flow．
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出から始まる．氷穴溶岩グループ はアア型溶岩からなる
ので，この噴火における溶岩噴出率は高かったものと推定
される．
しばらくの休止期をおいて，８６４年に大室山西方の最も

高度の低い位置にあった下り山割れ目火口列から，下り山
溶岩グループの噴出が始まった．貞観噴火は，この下り山
火口列からの噴火で開始された．下り山火口列からは，初
めにパホイホイ型溶岩が流出し，これは本栖湖および「
の海」に流入して，水底パホイホイ型溶岩や水底枕状溶岩
を形成した．パホイホイ型溶岩は，地下の溶岩チューブシ
ステムを利用して遠方まで輸送された可能性が高い．次い
で，溶岩の噴出率の増大とともに流出する溶岩はアア型溶
岩を主体とするものに変化し，本栖湖方面に流下するとと
もに本体は北方に移動し，「 の海」の西半分に流入して
これを埋め立てた．その後流出する溶岩は再びパホイホイ
型に変化した．最後に火口列付近にスパター丘列が形成さ
れ，下り山溶岩グループの活動は終了した．
次いで，高度の高い山頂火口よりの大室山西麓の石塚火

口付近に噴出口が移動し，パホイホイ型溶岩が噴出して北
方へ流下し，下り山溶岩グループを覆った．これらのパホ
イホイ型溶岩の一部は「 の海」の東半分に流入して，そ
の一部を埋め立てた可能性が高い．このパホイホイ型溶岩
も地下の溶岩チューブシステムを利用して遠方まで輸送さ

れたものと考えられる．やがて，噴出する
溶岩には小規模なアア型のものが目立つよ
うになり，最後に火口付近に溶結火砕丘を
形成した．この溶結火砕丘からは小規模な
火砕成根無し溶岩が流出している．
その後，噴火口はさらに高度の高い場所

に移動し，大室山南東麓の長尾山火砕丘群
付近から噴火が始まった．長尾山火口付近
からは，最初にパホイホイ型溶岩が，次に
アア型溶岩が流出した（長尾山溶岩グルー
プ ）．パホイホイ型溶岩は北方の西湖方
面に流下し，おそらくは西湖を埋め立てた
石塚溶岩グループを覆った．やがて噴火活
動は激しさを増し，長尾山火口付近に複数
の火砕丘が形成されるとともに，溶岩噴出
率も増大して，大量のアア型溶岩が北方の
西湖方面および北西の精進湖方面に流下し
た（長尾山溶岩グループ ）．精進湖方面
に流下したアア溶岩は特に規模が大きかっ
た．大量のアア型溶岩の流出に伴って火砕
丘が破壊され，ラフトとなって溶岩ととも
に運ばれた．こうした一連の活動の最後に
現在の長尾山火砕丘が形成された．
長尾山火砕丘の活動とほぼ同時に，南西

側の氷穴火口列付近からパホイホイ型溶岩
（氷穴溶岩グループ ）が流出し，氷穴溶
岩グループ を覆った．
一方，破壊された火砕丘の跡からは大量

のパホイホイ型溶岩が流出し，長尾山火砕丘群と大室山火
砕丘の間の凹地を埋めて大規模な「溶岩湖」を形成すると
ともに，そこから溢れ出して北方および西方に流下した（長
尾山溶岩グループ ）．西方に流下したパホイホイ型を主
とする溶岩流は，根場付近にまで到達している．北方に流
下したシート状溶岩は大規模なハンモック状溶岩原を形成
し，西方は精進湖付近，北方は西湖付近，北東方は鳴沢付
近にまで到達した．鳴沢付近の平坦地へ流下した長尾山溶
岩グループ には溶岩膨張が卓越している．この長尾山溶
岩グループ の流出をもって，青木ヶ原溶岩の活動は終了
した．長尾山溶岩グループの大規模なパホイホイ溶岩は，
地下の溶岩チューブシステムを利用して輸送されたものと
考えられる．
８‐４ マグマ化学組成の時間変化とマグマ供給系
下り山・石塚両溶岩グループと長尾山・氷穴両溶岩グル

ープでは組成変化図上で組成トレンドに若干の違いが認め
られる．このことは，両者を噴出したマグマ溜りが同一で
はなく，それぞれが異なるマグマ供給システムを構成して
いたことを示している．
下り山・石塚溶岩グループを噴出した下り山・石塚火口

列は，地下では西北西－西南西方向に２km余り延びた岩
脈（開口割れ目）からなり，長尾山・氷穴溶岩グループ（氷
穴溶岩グループ を除く）を噴出した長尾山・氷穴火口列

図１３ 青木ヶ原溶岩ボーリング掘削コアにおける全岩 SiO２量および FeO＊／MgO
比の深度変化．
Fig．１３． Variation of the whole‐rock SiO２contents and FeO＊／MgO ratios along the
depth for the core samples of drill‐whole at Gotenniwa in the Aokigahara lava
flow．

陸
上
溶
岩

水
底
溶
岩

富士火山貞観噴火と青木ヶ原溶岩

３１９



図１４ 貞観噴火の推移および青木ヶ原溶岩の形成過程．
１．氷穴溶岩グループ および下り山溶岩グループの噴出．
２．石塚溶岩グループの噴出．
３．長尾山溶岩グループ の噴出．
４．長尾山溶岩グループ ‐ および氷穴溶岩グループ の噴出．
Fig．１４． Diagram showing the process of the Jogan eruption and the formation of Aokigahara lava flow．
１．Eruption of the Koriana lava group and Kudariyama lava group．
２．Eruption of the Ishizuka lava group．
３．Eruption of the Nagaoyama lava group ．
４．Eruption of the Nagaoyama lava group ‐ and Koriana lava group ．

は，地下では北西―南東方向に２km余り延びた岩脈（開
口割れ目）からなるものと推定される．一方，氷穴溶岩グ
ループ を噴出した可能性の高い天神山・伊賀殿山火砕丘
は，北北西―南南東に１km余り延びた火口列からなり，
やはり地下では同方向に延びた岩脈（開口割れ目）からな
るものと考えられる．これら３つの岩脈は，杉型雁行配列
をした一連の開口割れ目系を形成しており，下り山・石塚
火口列と長尾山・氷穴火口列および天神山・伊賀殿山火口
列から噴出したマグマは，それぞれ独立した２つの異なる
地下のマグマ溜りからこれらの開口割れ目系を通って供給
されたものと考えられる．
また，８６４～８６６年噴火では，噴火開口割れ目の地表への

到達は，下り山・石塚火口列のうちの最も標高が低く中心
火道から離れた下り山火口列から始まり，次いで石塚火口，
そして長尾山・氷穴火口列のうちの標高の低い長尾山火口
列，そして最後に最も標高が高く中心火道に近い氷穴火口
列で終わっている．
下り山・石塚マグマ供給系では，最初に FeO＊／MgO比

の高いより分化したマグマが噴出しており，これは長尾山・
氷穴マグマ供給系でも同じである．長尾山火口列では，最初
に噴出した長尾山溶岩グループ の方が次に噴出した長尾
山溶岩グループ ・ よりも FeO＊／MgO比が高く，天神
山・伊賀殿山火口列および氷穴火口列では，先に噴出した氷
穴溶岩グループ の方が氷穴溶岩グループ よりも FeO＊／
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MgO比が高い．このことは，それぞれのマグマ供給系に
対応したマグマ溜りの上部に，より分化した FeO＊／MgO
比の高い玄武岩マグマが存在していたことを示している．

９． まとめ
広義の青木ヶ原溶岩には，８３８年（承和五年）から８６４

年（貞観六年）の２６年の間に噴出した可能性の高い氷穴
溶岩グループ （天神山・伊賀殿山溶岩）が含まれる．氷
穴溶岩グループ は，記載岩石学的性質や全岩化学組成の
点で青木ヶ原溶岩と区別できない．狭義の青木ヶ原溶岩は
８６４～８６６年（貞観六年～八年）に噴出した．
青木ヶ原溶岩は，噴出口の異なる４つの溶岩グループ，

すなわち，下り山溶岩グループ，石塚溶岩グループ，長尾
山溶岩グループ，氷穴溶岩グループからなる．下り山溶岩
グループは，現在はスパター丘からなる下り山火口列から，
また，石塚溶岩グループは溶結火砕丘からなる石塚火口か
ら，長尾山溶岩グループは長尾山火砕丘を初めとする火砕
丘群を構成している長尾山火口列から，氷穴溶岩グループ
は，天神山・伊賀殿山火砕丘からなる天神山・伊賀殿山火
口列および氷穴火口列から，それぞれ噴出した．噴出は，
氷穴溶岩グループ ，下り山溶岩グループ，石塚溶岩グル
ープ，長尾山溶岩グループ ，長尾山溶岩グループ ，長
尾山溶岩グループ の順に行われた．氷穴溶岩グループ
の噴出時期は長尾山溶岩グループとほぼ同時期であった．
下り山溶岩グループは最初にパホイホイ型溶岩，次にア

ア型溶岩，最後に再びパホイホイ型溶岩が卓越する活動を
行った．下り山溶岩グループは本栖湖に流入するとともに，
「 の海」の西半分に流入しこれを埋め立てた．現在の精進
湖はその名残である．石塚溶岩グループはパホイホイ型溶
岩を主とする活動を行い，下り山溶岩を覆うとともに，お
そらくは「 の海」の東半分に流入し，これを部分的に埋め
立てた．現在の西湖はその埋め残し部分である．長尾山溶
岩グループ はアア型溶岩とパホイホイ型溶岩からなり，
西湖付近で石塚溶岩グループを覆った．長尾山溶岩グルー
プ は規模の大きなアア型溶岩からなり，おそらくは噴出
率が最も大きかったものと思われる．長尾山溶岩グループ
は長尾山溶岩グループ を覆うとともに，その主流は精

進湖方面に流下し，石塚溶岩グループと下り山溶岩グルー
プを覆った．長尾山溶岩グループ はパホイホイ型溶岩か
らなり，長尾山溶岩グループ および ，氷穴溶岩グループ
を覆うとともに，西方の根原方面および北東の鳴沢方面

にも流下した．氷穴溶岩グループ はアア型溶岩からなり，
氷穴溶岩グループ はパホイホイ型溶岩からなる．パホイ
ホイ型溶岩は溶岩チューブ・システムを利用して遠方にま
で輸送され，様々な溶岩膨張構造や溶岩洞穴を形成した．
下り山溶岩グループおよび石塚溶岩グループはWNW‐

ESE 方向に延びた延長２kmにおよぶ開口割れ目（岩脈）
から，長尾山溶岩グループおよび氷穴溶岩グループ は
NW‐SE方向に延びた延長２kmにおよぶ開口割れ目（岩
脈）から，また氷穴溶岩グループ はNNW‐SSE 方向に
延びた延長１kmあまりの開口割れ目（岩脈）から，それ

ぞれ噴出した．これら３つの開口割れ目系は杉型雁行割れ
目系を構成している．
８６４～８６６年の噴火では，標高が最も低く中心火道から
最も遠い下り山火口に最初に開口割れ目が到達し，石塚火
口，長尾山火口列，氷穴火口列と，順次高度を増しながら，
中心火道方面に開口割れ目の到達点は移動していった．
青木ヶ原溶岩の各溶岩グループは記載岩石学的には大き

な違いは認められず，斜長石，単斜輝石，斜方輝石，かん
らん石の斑晶からなる斑晶量２８～３８vol％の斑状玄武岩か
らなる．また，斜長石あるいは斜長石と輝石からなる斜長
岩質あるいははんれい岩質の集合斑晶を多く含む．
各溶岩グループの全岩 SiO２量および FeO＊／MgO比は，

下り山溶岩グループが５１．１０～５１．２６wt．％および２．１６～
２．２８，石塚溶岩グループが５１．０３～５１．２４wt．％および２．１６
～２．２５，長尾山溶岩グループ が５１．０５～５１．２２wt．％，２．１４
～２．２１，長尾山溶岩グループ ・ が５１．２１～５１．４６wt％お
よび１．９９～２．１７，氷穴溶岩グループ が５１．１０～５１．２２wt．
％および２．１８～２．２８，氷穴溶岩グループ が５１．２５～５１．４７
wt．％および２．０８～２．１５である．
氷穴溶岩グループ Iを除く長尾山・氷穴溶岩グループ

は，下り山・石塚溶岩グループよりも SiO２に富み，低い
FeO＊／MgO比を有する．一方，氷穴溶岩グループ は，下
り山・石塚溶岩グループと同様に SiO２に乏しく，高い
FeO＊／MgO比を有する．また，長尾山溶岩グループ Iは，
長尾山溶岩グループ II および III に比べて，やや高い
FeO＊／MgO比を示す．
SiO２量変化図では，下り山・石塚溶岩グループは長尾

山・氷穴溶岩グループよりもAl２O３，CaO，Na２O にやや乏
しく，TiO２，FeO＊，MnO，MgO，K２O，P２O５にやや富む．
FeO＊／MgO比変化図においても，ほぼ同様の傾向がみら
れる．微量元素組成でも，両者の間には微妙な差が認めら
れ，下り山・石塚溶岩グループは長尾山・氷穴溶岩グルー
プに比べて，Rb，Ba，Nb，Zr，Y，V，Cu，Zn にやや富
み，Sr，Ni，Cr にやや乏しい．こうした事実は，下り山・
石塚溶岩グループと長尾山・氷穴溶岩グループが，互いに
独立した異なるマグマ供給系を構成していたことを示す．
これに対して，Zr／Y，Rb／Y，Ba／Y，Ba／Zr，Rb／Zr，Rb

／Ba などの液相濃集元素比は両者ともほぼ同じ値を示すの
で，両者の親マグマについては同一であったと考えられる．
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る機会を与えていただくとともに，調査にあたり様々な御
助言・御援助を賜った．また，日本大学文理学部地球シス
テム科学科学生（当時）藪中公裕，杉本直也，浜倉結花，
大学院総合基礎科学研究科大学院生（当時）笠松 舞の諸
君には調査等に協力していただいた．さらに，国土交通省
富士砂防事務所からはボーリング掘削コアの提供を始め，
様々な便宜を与えていただいた．以上の方々に感謝の意を
表したい．
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図版１ パホイホイ型溶岩のトウおよびローブ．A：ハワイ・キラウエア火山プウオーオー・クパイアナハ火口から噴出したパホイホ
イ溶岩にみられるトウ；B：ハワイ・キラウエア火山プウオーオー・クパイアナハ火口から噴出したパホイホイ溶岩にみられる薄
いローブの重なり；C：青木ヶ原溶岩にみられるパホイホイ型溶岩のトウ（長尾山溶岩グループ ；西湖付近）；D：青木ヶ原溶岩
のパホイホイ型溶岩にみられる薄いローブの重なり（長尾山溶岩グループ ；西湖付近）．
Plate１ Toe and lobe of pahoehoe lava．A: toe of pahoehoe lava effused from the PuuOo‐Kupaianaha vent of Kilauea Volcano，Hawaii; B: a
pile of thin lobes of pahoehoe lava effused from the PuuOo‐Kupaianaha vent of Kilauea Volcano，Hawaii; C: toe of pahoe-
hoe lava of the Aokigahara lava flow（the Nagaoyama lava group near the lake Saiko）；D: a pile of thin lobes of pahoe-
hoe lava in the Aokigahara lava flow（the Nagaoyamas lava group near the lake Saiko）．

図版２ パホイホイ型溶岩にみられる縄状溶岩．A：ハワイ・キラウエア火山プウオーオー・クパイアナハ火口から噴出したパホイホ
イ溶岩にみられる縄状溶岩；B：青木ヶ原溶岩・パホイホイ型溶岩にみられる縄状溶岩（石塚溶岩グループ；富士風穴付近）．
Plate２ Ropy structure in pahoehoe lava．A: ropy pahoehoe lava effused from the PuuOo‐Kupaianaha vent of Kilauea Volcano，Ha-
waii; B: ropy pahoehoe lava in the Aokigahara lava flow（the Ishizuka lava group near the Fujifuketsu）．
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図版３ S‐type パホイホイ溶岩と P‐type パホイホイ溶岩．A：ハワイ・キラウエア火山にみられる成層した S‐type パホイホイ溶岩；
B：青木ヶ原溶岩にみられる成層した S‐type パホイホイ型溶岩（下り山溶岩グループ；下り山火口列付近）；C：溶岩膨張により形
成された厚い P‐type パホイホイ型溶岩（長尾山溶岩グループ ；西湖付近）；D：溶岩膨張により形成された厚い P‐type パホイホ
イ型溶岩（長尾山溶岩グループ ；鳴沢ジラゴンノ付近）．
Plate３ S‐type and P‐type pahoehoe lavas．A: a stratified S‐type pahoehoe lava of the Kilauea Volcano，Hawaii; B: a stratified S‐tipe pahoe-
hoe lava of the Aokigahara lava flow（the Kudariyama lava group near its fissure vent）；C: a thick P‐type pahoehoe formed by lava inflation
（the Nagaoyama lava group near Saiko）；D: a thick P‐type pahoehoe formed by lava inflation（the Nagaoyama lava group at Ji-
ragonno in Narusawa）．

図版４ パホイホイ溶岩の溶岩膨張によって形成されたハンモック状溶岩原．A：ハワイ・キラウエア火山プウオーオー・クパイアナ
ハ火口から噴出したパホイホイ溶岩にみられるハンモック状溶岩原；B：ハワイ・キラウエア火山のハンモック状溶岩原にみられる
テュムラス；C：青木ヶ原溶岩のハンモック状溶岩原にみられるテュムラス（長尾山溶岩グループ ；鳴沢―富士ヶ嶺道路）．
Plate４ Hammocky lava flow field formed by lava inflation of pahoehoe．A: hammocky lava flow field of pahoehoe effused from the PuuOo‐
Kupaianaha vent of Kilauea Volcano，Hawaii; B: tumulus in the hammocky lava flow field of Kilauea Volcano，Hawaii; C: tumu-
lus in the hammocky lava flow field of Aokigahara lava flow（the Nagaoyama lava group III along the Narusawa‐Fujigane road）．
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図版５ パホイホイ型溶岩にみられるブリスターとテュムラス．A：ハワイ・キラウエア火山のパホイホイ溶岩にみられるブリスタ
ー；B：青木ヶ原溶岩のパホイホイ型溶岩にみられるブリスター（長尾山溶岩グループ ；西湖付近）；C：ハワイ・キラウエア火
山のパホイホイ溶岩にみられるテュムラス．；D：青木ヶ原溶岩のパホイホイ型溶岩にみられるテュムラス（石塚溶岩グループ；
大室山西麓）．
Plate５ Blister and tumulus in pahoehoe lava．A: blister in pahoehoe lava of the Kilauea Volcano; B: blister in pahoehoe of the Aokigahara
lava flow（the Nagaoyama lava group near Saiko）；C: tumulus in pahoehoe of the Kilauea Volcano; D: tumulus in pahoehoe of the
Aokigahara lava flow（the Ishizuka lava group at the western foot of Mt．Omuroyama）．

図版６ テュムラスの溶岩膨張割れ目の断面にみられる縞状構造．A：ハワイ・キラウエア火山プウオーオー・クパイアナハ火口から
噴出したパホイホイ溶岩にみられる縞状構造．急冷ガラス質の平滑な部分（黒色部）と気泡に富む棘状部からなる．後者は高温で
長時間大気と接していたために赤色酸化している；B：本栖湖畔の下り山溶岩グループのパホイホイ溶岩にみられる縞状構造．
Plate６ Banded structure on the section of fracture of tumulus formed by lava inflation．A: banded structure in pahoehoe lava effused from the
PuuOo‐Kupaianaha vent of Kilauea Volcano，Hawaii，which comprises the alternation of smooth band with chilled black glass and oxidized
reddish spiny band with abundant babbles; B: banded structure in pahoehoe of the Kudariyama lava group at the shore of lake Motosu．
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図版７ 青木ヶ原溶岩にみられる溶岩膨張構造．A：溶岩膨張により作られたテュムラスの断面（長尾山溶岩グループ ；鳴沢道の駅
付近）；B：チューブ状に発達した溶岩膨張構造（長尾山溶岩グループ ；鳴沢ジラゴンノ付近）．左端と右端に花びら（放射）状の
溶岩膨張構造がみられる．溶岩は露頭断面に垂直な方向に移動した．
Plate７ Lava inflation structure in the Aokigahra lava flow．A: section of tumulus formed by lava inflation（the Nagaoyama lava group at
the Narusawa‐Michinoeki）；B: tube‐like inflated lava with a radial lava inflation structure（lava flowed normal to the section of the out-
crop）．

図版８ 青木ヶ原溶岩にみられる溶岩膨張によって形成された P‐type 溶岩（図版７の露頭と同じ）．A：テュムラス状 P‐type 溶岩の断
面（長尾山溶岩グループ ，鳴沢道の駅付近）．水平な気泡列（黒矢印）が２列発達した上部クラストとその下位の中心部がみられ
る；B：チューブ状溶岩膨張（長尾山溶岩グループ ；鳴沢ジラゴンノ付近）．花びら（放射）状の膨張構造が特徴的．
Plate８ P‐type pahoehoe formed by lava inflation in the Aokigahara lava flow（the same outcrop as that in Plate７A and７B）．A: section of
tumulus of P‐type pahoehoe（arrows indicate horizontal raw of vesicles）；B: radial inflated structure of P‐type pahoehoe，just like petals of
flower．
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図版９ パホイホイ型溶岩にみられる天窓（スカイライト）と円形陥没口（ピットクレーター）．A：ハワイ・キラウエア火山プーオ
ーオー・クパイアナハ火口から流出したパホイホイ溶岩の天窓．内部を灼熱した溶岩が流れている；B：青木ヶ原溶岩のパホイホイ
型溶岩にみられる天窓（長尾山溶岩グループ ；西湖付近）；C：青木ヶ原溶岩パホイホイ型溶岩にみられる陥没口（長尾山溶岩グ
ループ ；精進湖付近）．
Plate９ Skylight and pit crater in pahoehoe lava．A: skylight in pahoehoe lava effused from the PuuOo‐Kupaianaha vent of Kilauea Vol-
cano（incandescent lava flows in the lava tube）；B: skylight in pahoehoe of the Aokigahara lava flow（the Nagaoyama lava group near
the lake Saiko）；C: pit crater in pahoehoe lava of the Aokigahara lava flow（the Nagaoyama lava group near the lake Shojiko）．

図版１０ スラブ状パホイホイ溶岩とペースト状パホイホイ溶岩．A：ハワイ・キラウエア火山カポホ火口から流出したスラブ状パホ
イホイ溶岩；B：青木ヶ原溶岩にみられるスラブ状パホイホイ溶岩（長尾山溶岩グループ ；富岳風穴付近）；C：ハワイ・キラウ
エア火山カポホ火口から流出したペースト状パホイホイ溶岩；D：青木ヶ原溶岩にみられるペースト状パホイホイ（氷穴溶岩グル
ープ ）．
Plate１０ Slabby and pasty pahoehoe．A: slabby pahoehoe erupted from the Kapoho vent of Kilauea Volcano，Hawaii; B: slabby pahoehoe of
the Aokigahara lava flow（Nagaoyama lava group near Fugakufuketsu）；C: pasty pahoehoe erupted from the Kapoho vent of Kilauea
Volcano，Hawaii; D: pasty pahoehoe of the Aokigahara lava flow（the Koriana lava group ）．
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図版１１ アア型溶岩．A：ハワイ・キラウエア火山マウナウル火口から流出したカリフラワー・アア；B：青木ヶ原溶岩にみられるカ
リフラワー・アア溶岩の断面（長尾山溶岩グループ ；長尾山付近）；C：青木ヶ原溶岩にみられる厚いラブリー・アア溶岩（長尾
山溶岩グループ ；精進湖付近）；D：ラブリー・アア溶岩を構成する丸味を帯びた大型岩塊（長径５０cm）．
Plate１１ Aa lava．A: cauliflower aa erupted from the Mauna Ulu vent of Kilauea Volcano，Hawaii; B: section of cauliflower aa of the Aokiga-
hara lava flow（the Nagaoyama lava group near the Mt．Nagaoyama）；C: thick rubbly aa of the Aokigahara lava flow（the Nagaoyama
lava group near the lake Shojiko）；D: a large rounded block exceeding５０cm in diameter，constructing rubbly aa．

図版１２ ラフトとブロック溶岩．A：青木ヶ原溶岩にみられる火砕丘のラフト（長尾山溶岩グループ ；精進湖付近）；B：ラフトに
含まれるリボン状火山弾；C：青木ヶ原溶岩にみられるブロック状溶岩に含まれる大型の多面体岩塊（長尾山溶岩グループ ；精進
湖付近）；D：青木ヶ原溶岩にみられるブロック状溶岩（長尾山溶岩グループ ；精進湖付近）．
Plate１２ Raft and block lava．A: a raft of the Aokigahara lava flow，consisting of a piece of pyroclastic cone（the Nagaoyama lava group

near the lake Shojiko）；B: a ribbon‐like volcanic bomb included in the raft;C:a large polygonal block with smooth surface，compris-
ing block lava of the Aokigahara lava flow（the Nagaoyama lava group near the lake Shojiko）；D: block lava of the Aokigahara lava
flow（the Nagaoyama lava group near the lake Shojiko）．
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図版１３ 下り山火口列のスパター丘．A：下り山火口列を構成するスパター丘の分布；B：スパター丘の火口；C：火口内にみられる
大型スパター；D：スパター丘を構成する小型スパター．
Plate１３ Spatter cone of the Kudariyama fissure vent．A: a sketch showing the distribution of spatter cone constructing the Kudariyama fis-
sure vent; B: view of crater of spatter cone; C: a large aggregate of spatters in the crater wall; D: small spatters constructing spatter cones．

図版１４ 石塚火砕丘の火口．A：石塚火砕丘の火口；B：成層したアグルチネートからなる火口壁；C：強溶結部と赤色酸化した弱溶
結部の互層から構成される火口壁．
Plate１４ Crater of the Ishizuka pyroclastic cone．A: view of the crater of Ishizuka pyroclastic cone; B: crater wall consisting of stratified ag-
glutinate; C: crater wall comprising a alternation of densely welded massive part and weakly welded part with reddish oxidized pyroclas-
tic rocks．
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図版１５ 富士風穴にみられる青木ヶ原溶岩・石塚溶岩グループの断面．下位からパホイホイ型，アア型，パホイホイ型の順に重なっ
ている．
Plate１５ Section of lava of the Ishizuka lava group at the pit crater of Fujifuketsu．Pahoehoe，aa，and pahoehoe lavas pile in order upward from
the bottom of pit crater．
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富士火山１７０７年噴火（宝永噴火）についての最近の研究成果

宮地直道＊・小山真人＊＊

Recent studies on the１７０７（Hoei）eruption of Fuji volcano

Naomichi MIYAJI＊ and Masato KOYAMA＊＊

Recent studies on the１７０７eruption of Fuji volcano are summarized．The eruption with large amounts of fall out
tephra，approximately０．７km３DRE was the most recent and one of the most violent eruptions of the volcano．Accord-
ing to the historical documents and geological data，the eruption continued for sixteen days，and the magma discharge
rate was the largest on the first day，December１６，and increased again after nine days．No victims of this eruption
were reported，except those lost by starvation after the eruption because farmlands had been buried．Mudflows oc-
curred repeatedly for more than fourteen years at the downstream of a river flowing from the eastern foot of the vol-
cano，
Three independent magmas，basalt，andesite and dacite，existed before the eruption．Basalt magma might have acted

as a heat source to remobilize the andesite and dacite magmas，and explosive eruption had occurred with fall out
tephra，dacite pumice，andesite scoria，basalt scoria，deposited in this order．
Key Words: Fuji volcano，historical document，magma discharge rate，tephra，１７０７eruption，volcanic hazard

１． はじめに
富士火山の最新の噴火である１７０７年（宝永四年）噴火

（“宝永噴火”）は当時の江戸にも降灰をもたらすプリニー式
噴火で，しかも軽石噴火を伴う玄武岩質噴火であるという
富士火山の噴火史の中でも特異的な噴火であった（Tsuya，
１９５５；宮地，１９８４など）．そもそも富士山のような玄武岩
質火山でプリニー式噴火が発生した事例はニュージーラン
ドの Tarawera 火山１８８６年噴火（Walker et al．，１９８４）など
少ない．また，富士火山の噴火規模は小規模なものが大半
で宝永噴火のように大規模なものは稀ではある（宮地，
１９９３）．
しかし，将来発生するであろう富士山の爆発的噴火に備

えて，事前に大規模な爆発的噴火への対応策を考えておけ
ば，小・中規模の爆発的噴火にも備えることもできる．こ
のような見地から宝永噴火に関する史料の発掘や再検討が
進められ，噴火経緯や災害実態を明らかにされ（小山，２００２，
２００６；角谷・他，２００２など），これに基づくシミュレーシ
ョン結果より大規模な爆発的噴火が発生した際の火山防災
マップが試作された（富士山ハザードマップ検討委員会，
２００４）．
一方，宝永噴火の噴出物についても岩石化学的研究が進

み，宝永噴火を引き起こしたマグマの実態や（藤井・他，
２００２；Yoshimoto et al．，２００４など），宝永噴火に伴い噴出
した岩片の起源などが解明されつつある（安井・他，１９９８）．
そこで，本稿では噴火の推移，噴火を引き起こしたマグマ，

噴火による災害など，宝永噴火に関するこれまでの研究成
果をとりまとめた．

２． 噴火の推移
宝永噴火は１７０７年１２月１６日（宝永四年十一月二十三

日）に富士山南東斜面で発生し，翌１７０８年１月１日まで
の１６日間続いた．噴火の推移は噴火当時に江戸に在住し
ていた知識人や，被災報告を行った降灰域の農民や武士ら
により，詳細な記録が残されている．これらの史料などに
基づけば宝永噴火の推移は以下のようであった（小山，
２００２，２００６）．
１７０７年１０月２８日，東海地方はM８．７の宝永地震に襲
われ，建物の倒壊や津波により多数の犠牲者が出た．富士
山南東麓の現在の静岡県裾野市須山の記録によれば，この
地震の後，富士山の山中では１日に１０～２０回の体に感じ
る地震が発生した．１２月１５日午後からは富士山麓でも体
に感じる群発地震が始まり，１５日夜からはさらに広い範囲
で地震が感じられるようになった．
１２月１６日の午前中には２度の大地震があり，２度目の地
震直後の午前１０～１２時ころ，富士山南東斜面の森林限界
付近から噴火が始まった．最初はすさまじい音とともに黒
雲が火口上空に立ち上り，火口から約１０km以内の地域
には，最大で２０～３０cmの大きさの火砕物が噴煙から落下
して四散し，その内部から高温のガスが噴き出して出火し，
萱ぶき屋根の家屋などが燃えた．この時の噴出物は白色の
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軽石で，軽石は午後４時頃まで噴出した．その後，噴火は
いったん収まったものの夜に入り再開し，火口からは火柱
が上がり火山弾や黒色スコリアが噴出した．この間の一連
の噴火で火口から東北東に約１０km離れた現在の静岡県
小山町須走では家屋の約半数が焼失した．噴火は１７日の
朝６～７時頃少し治まった．

このような噴火の様子は，火口から約１００km離れた江
戸でも確認された．噴火開始直後，富士山上空に青黒い山
のような噴煙が確認されるとともに，爆発にともなう空振
で江戸の町中でも戸や障子が強く振動した．噴煙は偏西風
により富士山上空から東方に流され横浜方面に達し，その
後，噴煙の一部は横浜の北東側に位置する江戸方面に広が
った．江戸は午後１時頃から噴煙におおわれて暗黒になり，
灰色の火山灰が降り出した．夜に入ると灰色の火山灰は黒
色の砂へと変わり，この砂は夜半には降り止んだ．
噴火は１７日の夕方前から再び活発化し，規模はやや小

さくなったものの，２０日の朝までに山麓には直径数 cmの
スコリア質の火山礫を，江戸には粟粒大の黒色の火山砂を
降らせた．２０日の朝以降は小規模な噴火が断続的に続い
た．
噴火活動は１２月２５日の午後３時頃に再び活発化し，や

や規模の大きな噴火が２７日の夜半まで続き，江戸でも２７
日まで降灰した．その後，噴火活動はしだいに終息にむか
い，３１日に麓から火山弾が噴出する様子を見えたのを最後
に噴出物の放出は終了し，１７０８年１月１日未明（午前４時
頃）の爆発音を最後に一連の噴火は終了した．

３． 宝永火口
宝永噴火により富士山南東斜面には山頂側から宝永第

１，２，３火口とよばれる３つの爆裂火口と宝永山とよばれる
小丘が形成された．３つの火口の中では第１火口が最大で，
火口の長径１，３００m，短径１，１００m，火口底の標高は２，４２０
mで火口壁から火口底までの比高は１２５mである．火口
壁には多数の溶岩層，一部溶結した降下テフラ層，転動堆
積物層が積層し，これらの堆積物は北西－南東方向に伸び
る幅約１mの岩脈群により切られる．第１火口底南部から
宝永山の西側斜面にかけての範囲には数１０cm～１m程度
の大きさの牛糞状ないしリボン状火山弾や扁平なスコリア
質の岩塊が分布する．また，火口底の中央部には北側が半
壊した直径１５０m，高さ１５mのスコリア丘があり，スコ
リア丘の表面には１０cm程度の大きさの紡錘形の火山弾が
分布する．スコリア丘の北側には浅い窪地があり，火口壁
から落下した直径数mの溶岩塊が分布する．
宝永山は最高点の標高が２，６９４mの小丘で南～東側が崩

壊しており，崩壊面には宝永噴火で噴出した火砕物の直下
に褐色で不淘汰な古富士火山の火砕物層が認められる．こ
の火砕物層には多数の小断層が認められる（Tsuya，１９５５）．
宝永山の南側にはいずれも長径が約６００mの宝永第２，３火
口が並ぶ．このうち宝永第２火口は火口底の標高は２，２７５
mで火口壁から火口底までの比高は７５mである．第３火
口は火口底の標高は２，１５０mで火口壁から火口底までの比
高は５０mである．第２，３火口のそれぞれの北側の火口縁
は宝永山の斜面に連続する．
これらの火口や地形の変形程度から形成順序を推定する

ことができる．３つの火口のうち第２，３火口の火口縁は宝
永山により変形され，宝永山は第１火口によりその一部が
えぐり取られている．このことから，宝永第２，３火口の形
成後，宝永山が形成され，さらに宝永第１火口が形成され
たと考えられる（Fig．１）．
また，宝永第２火口と接する第１火口縁では，数カ所で

宝永噴火により堆積したスコリアの表面にしばしば白色の
物質が被覆している．これは噴火終了後の噴気活動の際に
噴気中に含まれていた水溶成分が冷え固まり形成された昇
華物と推定される．このことは宝永噴火後も白色物質が認
められる地点では噴気活動が継続していたことを示唆す
る．

図１ 宝永火口と宝永山の地形．
宝永第２，第３火口は宝永山により変形され，宝永山は宝永
第１火口によりその一部が破壊されている．空中写真判読に
は国土地理院撮影のCCB‐７５‐１７を使用した．
Fig．１． Topography of the Hoei craters and Hoei‐san．
Hoei second and third craters are deformed by the Hoei-san（Mt．
Hoei）beside a part of the mountain is destroyed by the Hoei cra-
ter first．Aerial photograph taken by GSI（photo number CCB
‐７５‐１７）．
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図３ １７０７年噴火の初日に噴出した軽石の最大粒径（mm）
宮地（１９８４）による．
Fig．３． Maximum diameter in mm of pumice grain erupted at the first day of１７０７eruption
After miyaji（１９８４）．

図２ 富士１７０７年テフラの分布．
富士山ハザードマップ検討委員会（２００２）を一部改変．
Fig．２． Distribution of ejecta of the Fuji１７０７tephra．
Modified by the committee of hazard map for Fuji volcano（２００２）．
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４． 噴出物の分布
宝永噴火では“宝永スコリア”とよばれる１．７km３（０．６８

km３DRE）の軽石を交えスコリアを主体とする降下テフラ
が噴出し（Tsuya，１９５５；町田，１９６４；宮地，１９８４），溶岩や
火砕流は流出していない．宝永スコリアは宝永火口からほ
ぼ真東の方向に最大層厚を連ねた分布の軸を持つ扇状に拡
散し，南関東のほぼ全域を覆った（Fig．２）．宝永スコリア
は火口から１７０km北東の霞ヶ浦の湖底堆積物や２８０km
東北東の鹿島灘沖の深海底堆積物中からも発見されている
（井内・他，１９８３；町田・新井，１９８８）．分布域の大部分の地
域では噴火の最初期に噴出した白色軽石とこれを覆うスコ
リアが重なって堆積しているが，宝永スコリア層の分布域
の北縁にあたる山中湖北岸や八王子や南縁にあたる箱根や
小田原付近では白色軽石を欠き上位のスコリアのみが堆積
している（宮地，１９８４）．また，現在では噴出物が残ってい
ない，火口の南南東方向にあたる裾野市から沼津市付近で
も降灰があったとする記述が残されている（Shimozuru，
１９８３，小山，２００２）．この降灰は軽石噴火終了後の噴火２日
目であったことからスコリア質火山灰であったと思われ
る．
宝永スコリア層のうちスコリア層を構成する各ユニット

はいずれも層厚が大きい分布域の中央部で最も粗粒で縁辺
部に向かうにつれ細粒になるものの，噴火初日に噴出した
軽石だけは分布域の南縁側で粗粒であった（Fig．３）．この
原因として，噴火初日は上空では強い西風が吹いていたに
も関わらず地上では強い南西風が吹いていたためと考えら
れる（宮地，１９８４）．このように上層と下層で風向が異なる
場合，しばしば層厚と粒径の最大値を連ねた軸の位置は一
致しないことが，有珠山１９７７年噴火をはじめ他の火山の
噴火の際にも多数確認されている（鈴木・他，１９８２など）．
軽石層の分布域のほぼ南縁にあたり火口から約７０km離
れた神奈川県藤沢市付近では最大直径が１cm程度の軽石
が発見されている（宮地，１９８４）．これに近い江ノ島に隣接
した鎌倉市腰越では「二三日昼四ツ過大地震・雷鳴，九ツ
過暗夜に成りて岩石降出し，後砂降る」（「腰越旧志」；鎌
倉市，１９８９）とあり，噴火当初，粗粒な噴出物が降りその
後細粒になったことを裏付けている．
一方，江戸はこの東西にのびる粗粒な軽石の分布軸の北

側にあたり，南西風の風下側に位置する．このため江戸で
は鎌倉とは異なり細粒な火山灰が降った．江戸に噴火初日
に降った火山灰が神田橋門外の甲斐府中藩柳澤邸内の家老
役宅（現在の千代田区神田１丁目）で採取された．分析の
結果，この火山灰は宝永噴火の最初に降った軽石質の火山
灰で，その粒径はシルトサイズであった（宇井・他，２０００）．

５． 宝永スコリアの岩相上の特徴
宝永噴火により噴出した宝永スコリアは色や粒径の変化

から，下位から上位に向けてHo‐I～IV の４層に大別でき
る（宮地，１９８４）．このうち，Ho‐I は気泡に富みやや丸み
を帯びた白色軽石や縞状軽石からなり，黒耀石，ピッチス
トーン，玄武岩や斑レイ岩の岩片，赤色スコリアを含む．

Ho‐I は下位の粗粒な白色軽石を主体とするHo‐Ia と，こ
れを覆う細粒な褐灰色の軽石を主体とするHo‐Ib からな
る．火口の東方４km以内の範囲では，宝永噴火時の地表
面にHo‐Ia の直径３０～７０cmの軽石質ないし石質の岩塊が
めりこんでいる．また，同範囲ではHo‐Ib は直径数１０cm
の岩塊に富みHo‐Ia よりも層厚が大きい（宮地・他，１９８６）．
Ho‐II は緻密で角張った粗粒～中粒なスコリアの互層から
なり，玄武岩を主体とする岩片や赤色スコリアを含み，ま
れに白色軽石を含む．特に最下部のユニットは粗粒なスコ
リアが厚く堆積している．Ho‐III は細～中粒なスコリア質
の火山礫や火山灰の互層からなり，玄武岩を主体とする岩
片や赤色スコリアを含み，まれに白色軽石を含む．Ho‐IV
は中粒で密度が小さなスコリア質の火山礫や火山灰の互層
ないし弱互層からなる．軽石およびスコリアの密度はHo-
I では０．５gcm‐３と小さいが上位に向けて次第に大きくな
り，Ho‐II の上部では最大の１．８gcm‐３となるものの，そ
れよりも上位では再び減少してHo‐IVの上部では１．０
gcm‐３となる（宮地，１９８４）．
このような層序は東京でも確認できる．東京大学本郷構

内の遺跡，薬学部系総合研究棟地点は加賀藩邸跡の遺跡で，
本遺跡の発掘時に盛土に覆われほぼ不かく乱の状態の宝永
スコリアが発見された．宝永スコリアは１７０３年（元禄十
六年）の火災による焼土直上ないし焼土を覆うローム土中
に挟在し，焼土ないしローム土に覆われる（原，２００３）．本
地点の宝永スコリアは約２cmで４つのユニットを識別で
きる．このうち最下部のユニットは層厚０．２cmのシルト
質黄灰色火山灰で，その上位のユニットはいずれもこれよ
りも粗粒な中粒砂サイズである．これらは化学組成や構成
物の特徴から山麓のHo‐I～IV に対応する（藤井・他，
２００３）．江戸でも山麓で確認されたのと同様な噴火初期か
ら末期までの噴出物が確認できたことは，江戸での降灰が
噴火開始以降，約２週間にわたり継続したとする記録と符
号する．
これらの宝永スコリアの各ユニットの堆積物を噴出した

火口は，各噴出物の等層厚線図から概ね推定できる．すな
わち，下位のHo‐I，II は宝永第２，３火口に収斂し，Ho‐IV
は宝永第１火口に収斂することから，これらの火口が噴出
源を考えられる．Ho‐III はいずれの火口か明確な判断を行
うことは困難だが，Ho‐IVと同様の玄武岩質のスコリア
であることから，宝永第１火口から噴出した可能性が高い
（宮地，１９８４）．

６． 噴出率の推移
宝永スコリアの色調や粒径などの岩相変化は，史料の記

述にある噴出物の特徴の変化と符号する．このため，史料
をもとに噴出物に詳細な時間目盛りを加えることができる
（宮地・小山，２００２）．すなわち，最下部のHo‐I の形成時
刻は，噴火開始直後の１２月１６日午前１０～１１時頃から降
灰の色が白色から黒色に変わる同日午後遅く（午後４時頃）
までと推定される．Ho‐II の形成時刻は，粗粒な黒色の噴
出物が堆積しはじめる１６日夕方から，それらが細粒に変
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図４ 宝永火口から１２km離れた須走地区における富士１７０７年テフラの編年，噴出量，化学的性質．
宮地（１９８４）と藤井・他（２００２）を一部改変．
Fig．４． Chronology，volume and chemical characteristics of the Fuji１７０７tephra at Subashiri，distant１２km from the Hoei cratres．
Modified by Miyaji（１９８４）and Fujii et al．（２００２）．

図５ １７０７年噴火の噴出率の推移．
宮地・小山（２００２）による．
Fig．５． Sequence of the eruptive rate of the１７０７eruption．
After Miyaji and Koyama（２００２）．
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化する１７日の午前中までと推定される．また，Ho‐III は
噴火が断続的に活発化と沈静化を繰り返した１７日午前中
～２５日夕方の期間と推定される．そして，Ho‐IVは噴火
が活発化し，その後沈静化して終息する１２月２５日夕方～
１月１日未明の期間と指定される．
以上の結果と史料データと併せて考えると，宝永噴火の

推移及び宝永スコリア層の形成過程は以下のようであった
と思われる．宝永噴火は１２月１６日午前１０～１１時頃，富
士山南東斜面より始まり，立ち上った噴煙からは軽石が富
士山東麓に激しく降り注いだ．軽石噴火は午後４時頃まで
続き，その後一旦終息した．これによりHo‐I が形成され
た．噴火は１２月１６日の夜に入り再び激しくなり，直径
１０cm以上の多数の火山岩塊が山麓の集落に落下し，火口
から約１０km離れた須走村の家屋の半数はこれらの一連
の噴火で焼失した．噴火は１２月１７日の午前中まで続き，
灰色のスコリアが多量に噴出しHo‐II が形成された．その
後，噴火は断続的となり，火山礫と火山灰が繰り返し降り
積もった．このような噴火は１２月２５日まで続きHo‐III
が形成された．噴火は２５日の夕方，再び活発になる．こ
の時期に噴出したと思われる玄武岩質のスコリアからなる
火山礫は粗粒で層厚は大きい．このスコリア層の上位には
より細粒なスコリア層が繰り返し堆積し２７日にかけてHo
‐IVが形成された（Fig．４）．
Ho‐I や Ho‐II のテフラを噴出した第２，３火口の活動が

ほぼ終息した１２月１７日頃，宝永山が形成され，１８日頃か
らHo‐III や Ho‐IVを作るテフラを噴出した第１火口の活
動が始まった．第１火口の主要な活動は２７日までで，３１
日頃には火山弾を噴出して火口底にスコリア丘が形成され
たと思われる．１７０８年１月１日の未明に宝永火口付近で大
きな音がして噴火は終息したといわれている．この大きな
音とは水蒸気爆発に伴う爆発音であることが考えられ，仮
にそうならば第１火口底に作られたスコリア丘は１月１日
未明に発生した水蒸気爆発により半壊したと思われる．
以上のようにして宝永スコリア層中に時間目盛りを加

え，各降下単位群の噴出量を推定することにより，宝永噴
火の噴出率の時間変化を推定することができる（Fig．５；
宮地・小山，２００２）．宝永スコリアの噴出量は層厚－面積曲
線法（鈴木，１９８１）により，全体で１．７km３（０．６８km３DRE），
Ho‐I は０．０５km３DRE，Ho‐II は０．１２km３DRE，Ho‐III は
０．１８km３DRE，Ho‐IVは０．３３km３DRE と見積もられる（宮
地，１９９３）．この噴出量と噴火推定時刻をもとに見積もった
各降下単位群の形成時間をもとに推定した噴出率は，噴火
初日のHo‐Ia が最大で０．０８km３h‐１（２５００m３DREs‐１）であ
ったが，その後は４分の１程度に減少した．ただし１２月
２５日になると噴火は再活発化し０．０４km３DREh‐１（１２５０m３

DREs‐１）と大きかった．噴火の全期間を通じた平均噴出率
は４９２m３DREs‐１となる（Fig．５）．なお，Wilson et al．（１９７８）
に基づき噴出率と噴出量から噴煙高度を推定した結果，最
も噴出率が大きかった噴火初日（Ho‐Ia）で標高１５．２km，
宝永全体の平均値としては標高１０．８kmと見積もられる．

７． 宝永噴火を引き起こしたマグマ
宝永噴火により噴出した宝永スコリアは下位から上位に

向かい化学組成が変化する．すなわちHo‐I はデイサイト
質で，Ho‐II は安山岩質，Ho‐III，IV は玄武岩質であった
（Fig．４；中村・他，１９８６，藤井・他，２００２など）．このため，
宝永噴火は一つのマグマ溜りの結晶分化作用により形成さ
れたマグマが上位から順に噴出したと考えられてきた
（Tsuya，１９５５など）．
しかし，TiO２や K２Oなどの主成分組成がHo‐I と Ho‐II

では連続的に変化するのに対し，Ho‐III と Ho‐IVではこ
れとは異なる傾向を示すことから，宝永噴火では玄武岩質
とデイサイト質・安山岩質の２種類の異なるマグマが地下
に存在していたと考えられるようになった（Yoshimoto et

al．，２００４；Watanabe et al．，２００６）．このうちデイサイト質
および安山岩質のマグマは同一の玄武岩質マグマが結晶分
化し，これに地殻物質がわずかに付加された（Watanabe et

al．，２００６）との指摘もある．新富士火山でデイサイト質マ
グマを噴出したのは宝永スコリアと３０００年前の砂沢スコ
リアのみであり，砂沢スコリアも宝永火口に近接した地点
で噴出したと考えられることから（宮地，１９８８），宝永火口
付近の地下では特にデイサイト質マグマが生成されやすい
条件が整っているのかもしれない．また，そもそも富士山
の山体浅部には安山岩質のマグマ溜りが多数存在し，これ
により深部から上昇する玄武岩質マグマが混合することに
より爆発的噴火が引き起こされる（金子・他，２００４）との
指摘もある．
宝永噴火を引き起こしたマグマの挙動について以下のよ

うなモデルが提案されている．まず，デイサイト質マグマ
あるいはデイサイト質と安山岩質に分化したマグマが存在
し，このマグマの下部を下方から上昇してきた相対的に高
温の玄武岩質マグマが包み込む．玄武岩質マグマの熱がデ
イサイト質・安山岩質マグマに伝わりデイサイト質・安山
岩質マグマ中の水の溶解度が低下して発泡し対流を引き起
こして噴火に至る．これにより最初には密度の小さなデイ
サイト質軽石（Ho‐I）が，ついで安山岩質のスコリア（Ho
‐II）が噴出した．デイサイト質・安山岩質マグマを包み
込んだ玄武岩質マグマはこれらのマグマに熱を奪われたた
め冷却固化した．この結果，Ho‐II に引き続き噴出した玄
武岩質スコリア（Ho‐III）は密度が大きく，この後噴出し
た玄武岩質スコリア（Ho‐IV）は相対的に高温の玄武岩質
マグマ本体に由来するため気泡に富み密度が小さかったと
考えられる（藤井・他，２００２；Yoshimoto et al．，２００４）．
歴史時代に発生した大規模噴火としては宝永噴火のほか

に８６４年（貞観六年）の“貞観噴火”が挙げられる．ただ
し，宝永噴火と貞観噴火とでは噴火様式が大きく異なり，
宝永噴火が宝永スコリアを噴出した火砕物噴火であったの
に対し，貞観噴火は青木ヶ原溶岩を噴出する溶岩流主体の
噴火であった．宝永噴火および貞観噴火の噴出物の鉱物組
織や斑晶中のガラス包有物の面から比較検討した結果によ
れば，両噴火の様式の相違は主として上昇過程での脱ガス
の程度の相違による（佐藤・他，１９９９；飯田・他，２００４）．
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これらの研究によれば，青木ヶ原溶岩は，斑晶鉱物として
はカンラン石，斜方輝石，単斜輝石，斜長石を有し，斑晶
量は２０～３０％で，斜長石の多くは逆累帯構造を呈する．一
方，宝永スコリアの主部を占めるHo‐III，IV のスコリア
は，斑晶鉱物としてカンラン石，斜長石を有し，斑晶量は
１％以下で斜長石の多くは累帯構造を呈する．また，噴火
を引き起こした親マグマの化学組成や揮発成分量はほぼ同
一と推定される．このため貞観噴火では岩脈を通じて上昇
したマグマが地下５００m付近まで停滞し，この過程で結
晶化と脱ガスが進み，これに未分化のマグマが注入されて
噴火が発生したのに対し，宝永噴火では地下深所からのマ
グマの上昇・噴火が短時間のうちに発生したため，結晶化
や十分な脱ガスが生じなかったと考えられる．
なお，宝永噴火に伴い噴出したと予想される火山ガスに

ついて，火山ガス自体は残されていないものの，火山灰に
付着した化学成分の分析が行われている．先に述べた江戸
の甲斐府中藩の家老役宅で降灰直後に採取されたHo‐I の
火山灰に付着している水溶性成分は僅かではあったもの
の，硫酸イオンを主体とし，Cl／S は１．７と高かった．こ
のことは付着成分が高温のマグマに由来することが示す
（宮地・尾口，２００４）．

８． 宝永スコリア層に含まれる深成岩片
宝永噴火では軽石やスコリアに混じり多数の石質岩片が

噴出した．これらの岩片の多くは玄武岩からなる類質岩片
だが，この他にも粗粒な輝石を含む灰色の岩片や優白色の
斑れい岩などの深成岩片が認められる（安井・他，１９９８）．
このうち斑れい岩片は，宝永スコリア層のうちのHo‐I，II
に多く含まれ，Ho‐III では粉砕が進み，粗粒火山灰ととも
に結晶粒として存在する場合もある．
これらの斑れい岩片は，堅硬で中粒な輝石や斜長石から

なる輝石斑れい岩の岩片からなるものと，脆くてカンラン
石や輝石の濃集部が層状構造をなすカンラン石・輝石斑レ
イ岩の岩片からなるものに大別される（安井・他，１９９８）．

このうち前者は Fe‐Ti 酸化物に富む Fグループと，やや乏
しい Pグループに分かれ，後者はOグループと呼ばれる．
これらの斑れい岩はいずれも富士火山の噴出物の全岩化学
組成・微量元素組成を有することから富士火山のマグマの
同源捕獲岩であると考えられる．また，全岩の FeO＊／MgO
の増加に伴い鉱物化学組成が連続的に変化することから，
これらの斑れい岩片は一連の結晶分化の産物と考えられ
る．岩石化学的特徴や岩石組織の特徴から，Oグループは
マグマ溜りや小規模貫入岩体の下部に結晶が沈積した部分
に，Fおよび Pグループはマグマ溜りや小規模貫入岩体の
壁部や内部に結晶が濃集した部分にそれぞれ対応する可能
性が高い（Fig．６）．２０００～２００１年に富士山で発生した深部
低周波地震は地下１０～１５km付近で発生したことから（鵜
川・藤田，２００２），富士山のマグマ溜まりが地下１５km付近
に存在する可能性が高い．宝永噴火のマグマもこの深度に
存在したと仮定すると，宝永噴火によりその一部が捕獲さ
れた斑れい岩体はこれとほぼ同じ，ないしはより浅所に存
在したと考えられる．

９． 宝永噴火による災害
史料によれば宝永噴火では火口に近い地域では火山灰が

厚く堆積しその重みで家屋が倒壊したり，粗粒な火砕物が
落下して火災が発生したりした．また山麓で火山灰が厚く
堆積した地域では農地の復旧が進まず深刻な飢饉が発生
し，富士山から離れた地域でも河川に流入した火山灰によ
り流域では長期間にわたり洪水が続いた．これらの災害に
より多数の犠牲者や被災者が出たと思われるが具体的な数
字は記録されていない．
噴火の様子や当時の住宅への被害の様子は，宝永噴火の

噴出物に埋められた遺跡の発掘結果からも推定できる．御
殿場市滝ヶ原の長坂遺跡は宝永火口から１０km東に位置
し，１９６１年に現在の陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地の北側の宝永
スコリアの採掘場で宝永スコリア層の直下から発見された
農家の跡である（御殿場市文化財審議会，１９６３）．この付近

図６ ハンレイ岩体と１７０７年噴火を引き起こしたマグマとの関
係．
安井・他（１９９８）による．
Fig．６． Relation between the gabbroic body and the magma of the
１７０７eruption．
After Yasui et al．（１９９８）．
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に積もった宝永スコリアの厚さは２．５mで，発掘された
住居は農家と考えられる．この住居跡を見ると，家の内部
には軽石はなく炭の層をはさんでスコリアが積もってい
る．軽石は家の外周付近でとくに厚く，家から離れると薄
くなり一定の厚さになることから，最初に軽石が降った時
にはこの家の屋根は残っており，屋根からころがり落ちた
軽石は家の外周付近に厚く積もったものの，その後スコリ
アが降ったときに屋根が燃え落ち，家の中はスコリアによ
り埋めつくされたと思われる．
火口から１０km東方の須走村では宝永スコリアが３m

近く堆積し，まれに直径１０cm以上の火山岩塊も落下した
ため７５軒中３７軒が焼失し，残りの３８軒も火砕物の重さ
で倒壊した（小山町，１９９８）．宝永スコリアが２m以上堆積
した地域では多数の家屋が倒壊した．御厨地方はもともと
小田原藩や旗本などの領地であったが，藩や旗本が単独で
復旧することが困難なため，噴火の翌年の１７０８年には一
時的に幕府の領地となり復旧が図られた．当時，領民は自
由に土地を離れることができず，幕府から一時的な砂除金
の支給はあったものの復旧のための十分な支援を得られな
かったため，自力で除灰作業を行わなければならなかった．
除灰のためには火山灰を捨てるための土地と運搬手段を確
保しなければならないが，これらが困難であったため，除
灰した火山灰の大部分は近くの中小河川に流された（永原，
２００２）．
御厨地方では３６年後には農地の６～７割が復旧され，４０

年後の１７４７年には大部分の地域は小田原領にもどされた．
ただし，当時の交通の要所で幕府により積極的に復旧が進
められた須走村を除きなかなか復旧は進まず，宝永スコリ

おお み か

アが２．５mも積もった大御神村は明治維新まで幕領のま
まであった（小山町，１９９８）．
富士東麓から箱根火山の北～東縁にそって足柄平野に流

さか わ

れる酒匂川の流域にはスコリアが３０～６０cm堆積し，酒匂
川はこれらの火山灰の流入により川底が浅くなり洪水が頻
発した．とくに，酒匂川中流域の丹沢山地南麓にあたる地
域は，急斜面に堆積した火山灰が降雨により頻繁に酒匂川
へ流入した．さらに上流の富士山東麓では復旧作業時に酒
匂川にそそぐ中小河川に多量の火山灰が捨てられたことも
あり，酒匂川への土砂堆積と洪水氾濫は長期間にわたった．
酒匂川の下流の足柄平野では，酒匂川が氾濫で流れを変え
るたびに農地や住居がくり返し土砂に埋められ破壊され

かな

た．酒匂川に堆積した火山灰の厚さは，足柄平野北部の金
い しま

井島村付近で１７２３年には約６mであったといわれている
（角谷・他，２００２）．
このため，足柄平野の酒匂川周辺の村々も御厨地方と同

様，１７０８年に幕府の領地となり，洪水を抑制するための堤
防の建設や復旧工事がなされた．堤防は度重なる洪水によ
りしばしば決壊したが，足柄平野の入り口に建設された文
明堤により，噴火の約４０年後におおむね流路は安定した．
これにより１７４７年に酒匂川西岸の村々が，１７８３年に東岸
の村々が小田原藩にもどされた（永原，２００２）．
また，宝永スコリアの厚さが１５cm以上の地域では，用

水や小河川に火山灰が堆積して繰り返し洪水が発生した．
これらの地域は，現在の神奈川県西部から東部にかけての
広範囲に及ぶ．洪水が発生しない場合でも水路の排水不良
により田畑が冠水したり，砂が堆積したりしたため水田に
水がたまらず渇水が発生した．この他，江ノ島では火山灰

図７ 富士１７０７年テフラに埋まり焼けた木の幹（カバノキ属）．
土壌中の根部は焼けていないが，軽石に覆われた部分は焼けて
いる．
BS：埋没土壌，P：富士１７０７年テフラの軽石層，S：富士１７０７
年テフラのスコリア層，T：幹．１９８３年に宮地撮影．
Fig．７． Buried and burned stem（Betura sp．）by the Fuji１７０７
tephra．
Root in the soil is not burned beside the stem surrounded by the
pumice layer is burned．
BS: buried soil，P: pumice layer of the Fuji１７０７tephra，S: scoria
layer of the Fuji１７０７tephra，T: stem．Photo by N．Miyaji at１９８３．

宮地直道・小山真人
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により海底が浅くなったうえに磯が埋められたため，海草
やあわび・サザエなどの漁が困難になった（角谷・他，
２００２）．
降灰により富士山の斜面の植生も大きく変化した．富士

まく いわ

山の南東斜面の標高約１，７００mの幕岩一帯は，現在約５
mの宝永スコリアが堆積して荒れ地となっている．１９８２年
に発生した融雪なだれの直後，幕岩付近では沢筋が大きく
侵食され，宝永スコリア層最下部の厚さ約７０cmの軽石層
中からモミ，ツガ，カラマツなどの針葉樹（亜高山帯）や
カエデやサワグルミなどの広葉樹（山地帯）が多数，直立
したり横倒しとなったりして炭化木となった状態で発見さ
れた（Fig．７）．これらの樹木は高温の軽石が落下した際に
折られ，焼けて炭になったと思われる．少なくとも火口の
東方約４kmまでの間にあった森林は粗大な岩塊の落下に
より破壊され，軽石の熱により焼失し，宝永スコリアの下
に埋没したと思われる．なお，これらの樹種から噴火当時
の植生を復元した結果，亜高山帯と山地帯の境界の標高は，
現在の１，８００mよりも１５０m低い１，６５０mであった（宮
地・他，１９８５）．このデータのみで判断するのは危険だが，
江戸時代は現在よりも寒冷であったことが知られており，
宝永噴火時の亜高山帯は現在よりもより低標高まで分布し
ていたのかもしれない．
一方，東斜面の標高１，５００～１，８００mの御殿場口登山道

五合目から須走口登山道五合目にかけての登山道沿いで
も，３～５m積もった宝永スコリアの直下に１０cm程度の厚
さの有機物に富む黒色の土壌層を見ることができる．これ
は噴火前にこれらの地域に植生が繁茂していたことを示
す．これらの地域では噴火後，約３００年が経過した現在も
幕岩と同様，オンタデやフジアザミなどわずかな草本しか
なく，荒れ地のままの状態である．これは，毎年のように

ゆき しろ

晩秋や初冬の大雨時に発生するスラッシュなだれ（雪代）
により宝永スコリア上部の砂礫が積雪とともに移動して地
表が安定せず，植生の復活を阻んでいるためである．

１０． まとめと今後の課題
近年，宝永噴火に関する研究が進み，噴火のメカニズム

や推移，噴火により引き起こされた様々な災害などについ
て以下のような点が新たに明らかにされた．
１）宝永噴火は富士山麓一帯で発生した２日間にわたる体
に感じる群発地震に引き続き開始した，噴火活動は時間の
推移とともに単調に減衰したのではなく，噴火開始９日後
の１２月２５日に再活発化した（小山，２００２，２００６）．地質学
的データと史料データより推定された宝永スコリアの噴出
率は，噴火初日の１２月１６日が最大で２５００m３DREs‐１であ
り，その後は４分の１程度に減少したものの１２月２５日に
なると１２５０m３DREs‐１と再び大きくなった（宮地・小
山，２００２）．噴出率と噴出量から噴煙高度は噴火初日が最大
で標高１５．２km，宝永噴火全体の平均値としては標高１０．８
kmと見積もられた．
２）宝永噴火はデイサイト質と安山岩質に分化したマグマ
の下部を下方から上昇してきた相対的に高温の玄武岩質マ

グマが包み込み，その熱でデイサイト質・安山岩質マグマ
が発泡して引き起こされた．これにより最初に密度の小さ
なデイサイト質軽石（Ho‐I）が，ついで安山岩質のスコ
リア（Ho‐II）が噴出した．デイサイト質・安山岩質マグ
マを包み込んだ玄武岩質マグマはこれらのマグマに熱を奪
われたため冷却固化したため，Ho‐II に引き続き噴出した
玄武岩質スコリア（Ho‐III）は緻密だった．一方，この後
噴出した玄武岩質スコリア（Ho‐IV）は相対的に高温の玄
武岩質マグマ本体に由来するため気泡に富み密度が小さか
ったと考えられる（藤井・他，２００２；Yoshimoto et al．，２００４）．
３）宝永噴火による直接の死者数は明らかではないが，降
灰を除去して田畑を復旧するのに山麓の御厨地方では４０
年以上を要したこともあり，この過程で飢餓による多数の
犠牲者が出たことが予想される．一方，降雨に伴い多量の
宝永スコリアが流入した酒匂川では足柄平野などその下流
域で洪水が頻発したため，大規模な治水工事により河川の
流路が安定するのに約４０年間を要した．また，宝永スコ
リアが１５cm以上降灰した地域では，用水や小河川に火山
灰が堆積し，くり返し洪水が発生した（小山町，１９９８；角
谷・他，２００２）．
一方，今後さらに解決が望まれる課題も多く残されてい

る．前述の通り，宝永噴火は富士山の噴火史の中でも最も
史料が多く残されている噴火で，新たな史料が発見された
り，宝永スコリアに埋没した家屋が発見されたりすれば，
さらに詳しい災害実績や噴火推移の解明が進む可能性があ
る．また，宝永噴火では二次泥流の発生が知られているも
のの堆積物による確認がなされておらず，特に被害が大き
かった酒匂川流域での堆積物の調査に基づく二次泥流の発
生実態の解明が望まれる．さらに，宝永噴火を引き起こし
たマグマの形成メカニズムについては有望なモデルが提案
されているものの，完全に解明されたとはいえない．特に
宝永噴火を引き起こしたデイサイト質マグマについてはそ
の形成メカニズムについてさらに検討が必要である．宝永
噴火は規模，マグマの性質ともに富士山の噴火の中では特
異なものではあったが，このように噴火実態がより詳細に
明らかになることにより，大規模な爆発的噴火に関わる新
たな防災対策を策定することが可能となる．また，宝永噴
火に関するこれらの研究成果は歴史時代および地質時代に
発生した他の大～小規模噴火の発生メカニズムや噴火推移
の解明にも役立つことが期待される．
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航空レーザ計測にもとづく青木ヶ原溶岩の微地形解析

千葉達朗＊・冨田陽子＊＊・鈴木雄介＊・荒井健一＊・藤井紀綱＊・
宮地直道＊＊＊・小泉市朗＊＊・中島幸信＊＊

Analysis of micro topography of the Aokigahara Lava flows，Fuji volcano，by the
Light Detection and Ranging System

Tatsuro CHIBA＊，Yoko TOMITA＊＊，Yusuke SUZUKI＊，Ken‐ichi ARAI＊，Noritsuna FUJII＊，
Naomichi MIYAJI＊＊＊，Shiro KOIZUMI＊＊ and Koushin NAKASHIMA＊＊

We executed detailed surveys and analysis for the micro topography of Aokigahara lava flows erupted in８６４to８６６
on the north western slope of Fuji Volcano using LIDAR（Light Detection and Ranging）system．Data for locations and
elevations obtained by the digital e １ evation mode with １ m（１m‐DEM）mesh are presented solidly by the RRIM
（Red Relief Image Map）system．
New crater at the８６４to８６６eruptions named“Kudariyama crater”was found to the WNW of“Ishizuka crater”by

this analysis．Two crater rows５．７kilometers in length．“Kudariyama to Ishizuka craters”and“Ngagaoyama to Kori-
ike craters”were formed at the northwestern slope of the volcano in the８６４to８６６eruptions．
The linear graben structures on the lava flows ranging，two to five kilometer in length must have been made by the

collapse of the roof of lava tunnels．These structures suggest several lava tunnels must have been existed beneath the
flows．These lava tunnels play an important roll to transport molten lavas from source craters to the front of flows，
especially in large scale eruptions．
Key words: Aokigahara lava flow，DEM，Fuji Volcano，LIDAR，Lava tunnel，RRIM

１． はじめに
富士山の北西山麓に分布する青木ヶ原溶岩は，西暦８６４

～８６６年（貞観６－７年），長尾山付近での噴火により流下
した玄武岩質溶岩流である．この溶岩流は大きく３方向に
流下した．北西方向への流れは本栖湖へ流入し，北方向へ
の流れは，当時富士山北麓に存在した「

せ

の海」（以下，“せ
のうみ”と表記する）に流入し，これを分断して現在の精
進湖と西湖を形成した．また西方向への流れは根原集落付
近にまで到達した（津屋，１９３８，１９６８，１９７１など）．これら
の青木ヶ原溶岩の分布面積は全体で約３０平方 kmに達す
る（図１）．
小山（１９９８a）は，「三代実録」などの古文書から噴火

の経緯について詳細な検討を行い，噴火の開始が西暦８６４
年６月中旬，本栖湖に流入し始めたのが６月下旬，さらに
“せのうみ”に流入したのが８月であること．また，噴火
は少なくとも８６６年１月（貞観七年十二月）まで継続した
ことをあきらかにした．

その後の研究により，青木ヶ原溶岩を流出させた火口に
ついては，長尾山だけでなく，その南側の氷穴火口列，大
室山西麓の石塚火口からも噴出したことが明らかにされた
（小山，１９９８b；小幡・海野，１９９９）．また，鈴木・他（２００１）
は，根原付近に到達した青木ヶ原溶岩の分布や地形から，
大室山東麓に神座風穴火口が存在すると考えた．
２００２年，富士砂防事務所では，青木ヶ原地区の詳細な
地形を明らかにするために航空レーザ計測を行い，その成
果を使用した現地調査を行った．これにより，従来の空中
写真測量の地図を使用した調査では難しかった，青木ヶ原
溶岩の詳細な分布と流下単位や新たな火口などが明らかに
なった．この調査結果については，すでに口頭で発表して
いるが（千葉・他，２００３；鈴木・他，２００３；ほか），本論文
は，この地形・地質調査の成果について報告するものであ
る．
また，航空レーザ計測結果を可視化する手段として，赤

色立体地図画像（千葉・鈴木，２００３）を使用した．本報告

＊〒２１５‐０００４川崎市麻生区万福寺１‐２‐２
アジア航測株式会社
Asia Air Survey Co．，LTD．１‐２‐２，Manpukuji，Asou‐ku，
Kawasaki２１５‐０００４，Japan

＊＊〒４１８‐０００４静岡県富士市三園平１１００富士砂防事務所
Fuji Sabo Work Office，１１００，Misono-daira，Fujinomiya，
Shizuoka ４１８‐０００４，Japan

＊＊＊〒１５６‐８５５０東京都世田谷区桜上水３‐２５‐４０
日本大学文理学部地球システム科学科
College of Humanities and Sciences，Nihon University，３‐
２５‐４０Sakura‐jousui，Setagaya‐ku，Tokyo１５６‐８５５０，
Japan

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．３４９-３６３
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図１ 青木ヶ原溶岩とレーザ計測範囲位置図
青木ヶ原溶岩の概略の分布範囲を黄色で，レーザ計測範囲を黒枠で示す．貞観噴火の割れ目火口を赤い線で，火砕丘をピンクで示
した．国土地理院の１／２，５００地形図「精進」「鳴沢」および数値地図５０m標高から作成した赤色立体地図を背景に使用した．

ではその画像の作成方法についても述べる．この手法によ
り，従来，樹木に覆われて写真で診ることのできなかった
樹海も，詳細に判読を行い地形解析することが可能となっ
た．その後，この手法による地形解析で，八幡平や有珠山
などでも，火口地形が発見されている（和知・他，２００５；
石丸・他，２００６）．
なお，同年富士砂防事務所では“せのうみ”の中央部と

推定される地点で，深度１６０mに達するボーリングを行
い，青木ヶ原溶岩が地表から１３５mまであることを確認
し，その下半分は水中堆積の特徴をもつことを明らかにし
た．さらに，溶岩流の分布などの調査結果とあわせその総
噴出量を約１．３±０．２km３（DRE）と推定した（荒井・
他，２００３）．この値はいくつかの仮定を置いて求められたも
のであり，今後の調査によって修正される可能性がある．
長尾山火砕丘の南東に位置する天神山火砕丘・伊賀殿山

火砕丘は，そこから噴出した天神・伊賀殿山スコリアが
８３８年の神津島天上山テフラを覆うことから，貞観噴火に

極めて近接した８３８年から８６４年までの間に活動したと推
定されている（高田・他，２００４；小林・他，２００４）．
これらの新しい成果を基に，高橋・他（２００３，２００４ab）

は，青木ヶ原溶岩を噴出順に，下り山火口から噴出した下
り山溶岩グループ，石塚火口から噴出した石塚溶岩グルー
プ，長尾山から噴出した長尾山溶岩グループに区分した．
さらに長尾山溶岩グループに覆われる，氷穴火口から噴出
した氷穴溶岩グループを設定した．さらに，表面形態から
青木ヶ原溶岩を Type‐A（パホイホイ型），Type‐B（アア
型），Type‐C（中間型），水底溶岩の４タイプに分類し，こ
の中では特にパホイホイ型が卓越することを示した．

２． レーザ計測による地形図の作成
航空機搭載型のレーザ計測（LIDAR:Light Detection and

Ranging）は，上空からレーザ光線を発射し，地表面との
距離を直接測定するもので，航空機の位置と姿勢をGPS
と IMU（慣性計測装置）で同時に測定することにより，高

千葉達朗・冨田陽子・鈴木雄介・荒井健一・藤井紀綱・宮地直道・小泉市朗・中島幸信
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精度の地形データを取得する方法である（図２）．
さらに，複数の反射パルスを識別することにより，樹冠

部の高さと地面の高さを区別できる．初期反射パルスから
作成するものDSM（Digital Surface Model：被覆物の表層
メッシュデータ）はで，樹林地帯では樹冠部の高度分布を
意味する．DEM（Digital Elevation Model：地盤高のメッ
シュデータ）は，樹木の隙間を通過して地表面に達した最
終反射パルスを使用し，さらに人工構造物などの除去処理
を加えて作成された地形モデルである（図３）．

３． 青木ヶ原樹海での微地形計測
計測条件

青木ヶ原溶岩の分布域を含む富士山北西山麓の約６０平

方 kmについて，航空レーザ計測による１mDEMを作成し，
そのデータをもとに１／２，５００地形図と赤色立体地図を作成
した．データ取得条件は，レーザ発射頻度３３，０００Hz，対
地高度平均９００m，飛行速度７０m／s，スキャン角度±８度，
頻度４７Hz，ラップ率４０％，データ取得間隔平均７３cm
で，６６コースになる．

測定誤差
レーザ計測にあたり，計測精度の確保のためにGPS 基

準局を設置した．GPS 基準局と航空機で同時刻のGPS デ
ータを受信し，地上基準局で求められる誤差成分を利用し
て，移動局の位置を正確に求める連続キネマティック測位
を実施した．また，取得したレーザ計測点の精度評価をす
るために，現地で実測した値とレーザ計測での値を比較し

図３ DSMと DEMの違い．両者の差は樹木高を意味する．DEMには，低木や草の
高さを含むことがある．

図２ レーザ計測原理図

航空レーザ計測にもとづく青木ヶ原溶岩の微地形解析
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た．両者を比較した結果，レーザ計測の誤差は±２０cm（１
σ）以内である事を確認した．なお、樹木部分では低木や
草の高さを含むことがある．

計測時期
青木ヶ原樹海にはヒノキ，ツガ，ウラジロモミなどの常

緑針葉樹を中心とする天然林が分布する（宮脇・菅原，
１９９２）．これらの植生の繁茂状況を考慮し，地表面までレ
ーザ光が届きやすいよう，雪解け直後で樹木の芽吹き前の
２００２年４月１８日と５月３日に計測を実施した．

DSMと DEMの作成
この計測により得られたDEMデータは，総数で約６，０００

万点となる．取得されたデータには，地盤データと被覆物
データが混在しているので，これらの自動分離処理を行い，
地盤の三次元データを作成した．さらに，デジタルカメラ
画像を参照のうえ，樹木や建物データの慎重な除去処理を
行った．このようにして作成された地盤のみのランダムデ
ータから，モデリングを行い TIN（三角形網：Triangle Ir-
regular Network）を発生させた．その TINの作る面と，１m
メッシュの交点の高度を読み取り，最終的な１mDEMデ
ータとした（図４）．その後の等高線図作成にあたっては，
さらに３×３の平滑化フィルター処理を加え，等高線間隔
２mで作成した．

４． 赤色立体地図の作成
既往の地形表現手法の問題点

航空レーザ計測によって取得した１mDEMの量は膨大
であり，しかも数十センチ程度の精度を持っている．この
ようなデータを，どのようにして可視化するのは大きな課
題である．たとえば等高線間隔２０cmの等高線図にする
と，斜面での等高線の接合をさけるために１／５００などの大
縮尺図面とならざるを得ない．これを，現地調査などに携
行するのは難しい．
これは，等高線の表現力が乏しいために生じる問題であ

る．例えば，１／２．５万分の地形図における等高線の間隔は
１０mで，主曲線の線幅は０．１５mmと規定されている．地
形の傾斜が７０度以上になると，図上における隣接等高線
間の隙間がなくなり，崖記号を使用せざるを得なくなる．
一方，傾斜が緩くなって３度程度になると，図上での隣接

主曲線間の間隔は１０mmになり，微地形の表現は困難と
なる（図５）．
DEMデータは，メッシュ上のすべての点にデータが存

在するが，等高線による地形表現では，たまたま等高線の
高度に一致した点を除けば，２本の等高線の間の任意の高
度を持つということしか読み取れない．等高線間隔よりも
起伏の小さい微地形の表現は難しい．
そこで，このような問題点を解消するために，等高線を

使用せずにDEMから計算によって直接画像を作成し，地
形を表現するさまざまな手法が開発されてきた．陰影図・
斜度図・高度段彩図などである．陰影図は，太陽光などの
平行光線による影を計算する画像で，強い立体感を生じる
が，光源方向により強調される地形が変化する．また，こ
の立体感は暗黙のうちに上方向からの光を前提にしている
ので，図面の上下を逆にするとは凹凸が反転して見える場
合がある．斜度図は，傾斜が急なほど暗くなるように調整
した画像であるが，その地点が周囲より相対的に高いのか
低いのか，つまり尾根か谷かの判断はできない．高度段彩
図は，大地形を表現することはできるが，色数の制限によ
り微地形の表現はできない．このように，１枚の画像です
べての地形の特徴を表現できるものはなかった．そのため，
高度段彩＋陰影や高度段彩＋斜度などの組み合わせで使用
されることが多かった．

赤色立体地図
そこで，航空レーザ計測で取得された詳細な地形データ

を現地調査時に利活用しやすくするために，新しい地形可
視化手法を開発した．この後に「赤色立体地図」（RRIM:
Red Relief Image Map）と呼ぶことになった方法は，急斜
面ほどより赤くなるように調整した斜度図に，尾根ほどよ
り明るく谷ほどより暗くなるよう調整した尾根谷度図を重
ねたものである．これまでのどの方法とも異なる全く新し
い方式である．その後，２００５年４月２２日に特許が成立し
た（アジア航測，２００５‐１７４３５４）．この方法では，すべての
DEMデータを取りこぼしなく表現し，１枚の画像だけで
立体感があり，大地形と微地形の特徴を同時に読み取るこ
とが可能である．以下にその方法の概要を紹介する．
・環境光の再現
本手法では，CG表現などを参考に，曇った日の空全体

図４ ランダム標高点群データからDEMデータを作成．
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尾根谷度＝
地上開度－地下開度

２

から届くような環境光の再現を試みている．環境光量を求
める計算は，CGでは膨大であるが，ここでは，地上開度
と地下開度をもとに簡易式で求めている．地上開度と地下
開度は，横山・他（１９９９）によって考案された，新しい地
形可視化パラメータである．「地上開度」は着目点を中心
とするある半径で地形面を切り取り，天頂と地平線とのな
す角度を８方向測定し平均した値である．「地下開度」は
天底から下向きの地平線の角度を８方向測って平均した値
である．これらの値は，それぞれ尾根と谷を個別に抽出す
ることができるが，尾根と谷をひとつのパラメータで表現
することはできなかった（図６）．

・尾根谷度
そこで，この二つのパラメータの差を２で割ることによ

って，尾根谷度という新しいパラメータを定義した．

尾根谷度は，尾根や独立峰でプラスとなり，谷や窪地で
はマイナスとなる性質がある．この値を環境光の量として
使用した．すなわち，尾根谷度と明度を比例させている．
なお，３DCG作成プログラムの表現と比較すると，尾

根の部分が明るくなりすぎ，谷の部分が暗くなりすぎる傾
向がある．この点は地形の特徴を強調するという意味では，
むしろ好都合である．

・赤色立体地図の合成
このようにして作成したグレイスケール画像（a）に，傾

斜を赤の彩度に比例させた画像（b）を乗算合成すること
により，赤色立体地図画像（c）を作成する（図７）．

この方法では，１枚の正射（オルソ）画像だけで立体感
が得られるので，特殊な眼鏡やディスプレイは不要である．
陰影図と違い方向依存性がないので，地図のように机に置
いて，回転させても立体感は消失しない．開度計算の考慮
範囲を変化させることにより，微地形も大地形も表現する
ことができる．また，オルソ画像なので既存の地形図との
重ね合わせやGIS での利用が容易である．また，普通の
カラー画像であるために，特殊なソフトは不要で印刷も可
能．フルカラー画像なので，拡大や縮小によっても立体感
は損なわれないという優れた方法である．
氷穴火口列は従来から存在が知られていたが，樹林の下

にあるために太陽光が届かず，空中写真にはまったく写ら
ない．そのため，従来の航空写真測量による地形図には全
く表現されていなかった．レーザ計測では，真上からのレ

図５ 等高線利用における地形の傾斜と図上での等高線間隔との関係．

図６ 地上開度と地下開度の計算方法
地球の表面を，着目点を中心とする半径＝開度考慮距離で円
形に切り取る．着目点から８方向へ地形断面についてのみ検
討を加える．それ外の方向については，使用していない．
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ーザパルスが火口の穴の底まで届くので，きちんと表現さ
れている．しかし，等高線では凹凸の判別がつきにくいこ
とがある．赤色立体地図の表現を参考にすると，火口列の
凹地形や細い登山道まで位置や形を把握することができる
（図８）．
特に窪地が多い場所では，両者の表現力の差は顕著であ

る（図９，図１０）．

４． 計測・解析結果
青木ヶ原溶岩の分布

レーザ計測と現地調査により明らかとなった，青木ヶ原
溶岩の主要な分布域は，西側の根原方面に流下した溶岩流
を含め，大局的には津屋（１９６８）の分布とほぼ一致するも
のであった（図１１ab）．しかしながら，いくつかの点で，
新知見が得られた．

氷穴火口列起源の溶岩流と天神山・伊賀殿山溶岩流
従来，天神山・伊賀殿山溶岩の分布域とされた地域に，

氷穴火口列から到達する溶岩が認められた（図１２）．天神
山・伊賀殿山溶岩のつくる堤防状の高まりの間の低い部分
を，埋めるように薄い溶岩流が分布する．ただし，噴出年
代が近接していることと，岩質も類似していることから，
両者の識別は難しく，境界は確定的なものではない．

図８ 地形表現法の比較 左上：地形図，右上：オルソ画像，
左下：レーザ等高線図，右下：赤色立体地図．

図７ 赤色立体地図作成方法
解説図
上から，尾根谷度から作成
した環境光による明るさ
（a）．中段は傾斜分布図で，
より赤いほうが急斜面（b）．
下段は，それらの二つを乗
算合成した赤色立体地図
（c）．

図９ 赤池付近のレーザ等高線図
等高線による表現では，環状の孤立した等高線が窪地なのか
峰なのか判断できないことがある．平坦に近い場所には，等
高線が入らない空白域が生じ，何のデータも読み取ることが
できない．

図１０ 赤池付近のレーザ赤色立体地図
図の上辺の濃い赤色部分は基盤の御坂山地，そのすぐ南が国
道１３９号線．中央部から下辺にかけて，赤と灰と白色のまだ
らに見える部分が青木ヶ原溶岩分布域である．溶岩皺の形状
から，溶岩流は図の右側から左に向かって流れ，途中一旦停
止したあと，後続流が南側を巻き込むように追い越している
ことが判読できる．
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北天神火口列
赤色立体地図の判読によって，天神山北方に直線状に配

列した長さ約７５０mの火口列地形を確認した．天神山・
伊賀殿山溶岩は，この火口列の作る高まりをさけて流下し
ており，青木ヶ原溶岩は，火口列の一部を覆うように流れ

ている．現地調査によって，火口付近で赤色スパターを確
認し，大室スコリア（約３０００年前に噴出）に，覆われて
いないことを確認した．このことから，この火口を形成し
た噴火の時期は，約３０００年～１１００年前と考えられる．こ
の割れ目火口の北端の位置は富士山の側火山として最北端

図１１a 青木ヶ原溶岩流分布図
黄色着色部：青木ヶ原溶岩流

図１１b 富士火山地質図（津屋，１９６８）
青木ヶ原溶岩付近抜粋（オレンジ色部分）．
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である（図１３）．
本栖湖東側のキプカ

本栖湖東方の城山付近では，青木ヶ原溶岩が本栖溶岩（津
屋，１９６８のNW１４）の小丘状の高まりを避けて分布する．
この結果，青木ヶ原溶岩の分布域内には窓状に非分布域（キ
プカ）が点在する（図１４）．この地形を正確に把握するこ
とができた．このことは，本栖湖と“せのうみ”の分割が，
すくなくともNW１４溶岩流流下時点までさかのぼること
の地質学的証拠である．

新たな給源火口の発見
航空レーザ計測の成果を表現した赤色立体地図の判読と

それに基づくと現地調査より，石塚火口列の西北西延長上
に連続する噴火割れ目と，その噴火割れ目の北西端にある
最大比高が約２５mの火砕丘を新たに確認した．この火砕
丘を「下り山火口」，この火砕丘の基底部から流下する溶
岩流を「下り山溶岩流」と呼ぶ（図１５ab）．下り山火口の
頂部には直径約１００m，深さ約４０mの火口があり，火口
底と火口縁では赤色スパターが確認された．火口の北東側
では少量の降下スコリアが確認されたものの，その分布範
囲等の詳細は不明である．
下り山火口－石塚火口間は直線状にのびる割れ目状の地

形が認められるが，周辺にはスパター等の火口近傍堆積物
は確認されなかった．この割れ目の伸張方向は地形の最大
傾斜方向と異なること，割れ目が古い溶岩（大室溶岩）の
凹凸を乗り越えて伸びていることから，この割れ目は，貞
観噴火時の火口列形成に伴う噴火割れ目の一部と考えられ
る．
下り山火口以外で貞観噴火で活動した火口や火砕丘の特

徴は以下のとおりである．
石塚火口は，最大比高が約３０mあり，頂部には直径約

５０m深さ約１０mのすり鉢状の火口がある．この火砕丘起
源の降下スコリアは確認できなかった．長尾山は，最大比
高は約１２０mであり，長径２４０m，短径１７０m，深さ約４０
mの北西方にやや開いた馬蹄形状の火口がある．この火
砕丘からは，降下スコリア（長尾山スコリア：宮地，１９８８）
と溶岩流の噴出が確認された．
氷穴火口列は，長尾山南東に位置する噴火割れ目であり，

従来は現地調査より６箇所の火口が存在すると推定されて
いた（津屋，１９６８）．今回，赤色立体地図を解析し現地調査
を行った結果，最大で直径５０m，深さ３０mのすり鉢状の
火口が北西―南東方向に少なくとも２０箇所以上存在する
ことが確認された．また，氷穴火口列の東側には噴火割れ
目起源と見られる小規模なスパター堆積物が，また北側に
は溶岩流が確認された（図１６）．

大室山東溶岩湖の発見
青木ヶ原溶岩の分布域の中で，大室山の東側，背負子山

と神座山と鹿ノ頭に囲まれた，南北１km東西７００mほど
の範囲は，ほぼ平坦な盆地状をなすことが知られていた．
厚い植生に覆われているため，空中写真でも微地形はわか
らなかったが，航空レーザ計測による計測の結果，極めて
平坦であることが明らかとなった（図１７）．さらに，赤色

立体地図より，平坦面のほぼ中央部付近で，東から西に向
かって広がる同心円状の溶岩皺が確認され，本平坦面を構
成する溶岩流は，東の長尾山方向から流入していることが
明らかとなった．さらに，この平坦面の北側に２箇所（神
座風穴群の一部），南側に１箇所の少なくとも３箇所の銚
子口地形が確認された．これらの銚子口地形は標高約
１，２６０mの高度に集中し，平坦面の高度にほぼ一致してい

図１２ 氷穴火口起源の溶岩と天神山・伊賀殿山溶岩流との関係．

図１３ 北天神火口列 黄色：青木ヶ原溶岩 天神山・伊賀殿
山火口列のほぼ北方延長に位置する．
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る．また，北側の神座山には，この平坦部との間に縁取る
ような堤防状の高まりがあり，２箇所の銚子口に収斂して
いる．
これらの特徴と青木ヶ原溶岩全体の分布から，長尾山か

ら流出した溶岩流が，大室山東の窪地に流入し，溶岩湖を
形成したのち，３箇所から溢流，３方向に流下したと考えら
れる．なお，鈴木ほか（２００１）は，青木ヶ原溶岩の分布か
ら，この付近に神座風穴火口を想定せざるを得ないとして
いたが，大室山東溶岩湖の範囲内には，火口地形は確認で
きなかった．

大室山を横断する断層地形
大室山は，約３０００年前に活動した富士山北西山麓で最

大の火砕丘である（宮地，１９８８）．この山体の北東側尾根上
で，尾根にほぼ直交する北西―南東走向，落差約１mの
共役小正断層崖を確認した（図１７）．この断層面の傾斜は
地質図学的に約６５度と求められ，北西側で２本の断層は
石塚火口付近で収束する．南東側では２本の断層は収束寸
前に溶岩湖と接する．この共役断層は，下り山火口と石塚
火口を結ぶ曲線の南東延長線上に位置する．これらのこと
から，貞観噴火の割れ目火口が，大室山の真下を通過した
際に，大室山がルーズであったために，共役正断層を形成
し，２本の断層に挟まれた部分がグラーベン状に沈降した
ものと考えられる．また，落差から開口量を計算し，約１
mと求められた．

図１５a 下り山－石塚火口列の発見（オルソ画像）．

図１４ 本栖湖東方の青木ヶ原溶岩の分布域中に窓状に点在する多数の非分布領域（キプカ）
黄色の着色した部分は，青木ヶ原溶岩の分布．

図１５b 下り山－石塚火口列の発見（赤色立体地図） 黄色：
青木ヶ原溶岩．
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この共役断層は，当初大室山の南東側でも収束していた
と考えられるので，大室山東溶岩湖形成前の地表面の高度
を図学的に求めることができる．その結果，最大深度は約
７０mと推定された（図１８）．溶岩湖の面積は０．３５km２で
あり，その体積は０．０１８km３と推定できる．

溶岩流表面の微地形
本栖湖方面に流下した下り山溶岩流は，溶岩流表面の溶

岩じわ，溶岩堤防，溶岩トンネル等の微地形が非常に明瞭
であるため，下り山溶岩 a～dのユニットに区分できる（図
１９）．
下り山溶岩 aおよび bは，地表に露出しているものの中

で，最も初期に流出したユニットである．溶岩じわを伴う
ものの比較的なだらかな表面地形を有し，本栖湖と精進湖
方向に流下した２つのユニットからなる．このうち精進湖
方面に流れたユニットは，長尾山火口起源の溶岩流に覆わ
れている．
下り山溶岩 aは，下り山溶岩１のうち本栖湖湖岸付近に

のみ分布するユニットで，鳥脚状の分岐を特徴とする．こ
の特徴は水中に流入して形成されたもので，湖岸では溶岩
の断面に急冷により形成された縞状の模様を観察できる
（小幡・海野，１９９９）．
下り山溶岩 dは下り山溶岩 bを覆い，樹枝状の複数のフ

ローユニットが認められる溶岩で下り山溶岩１に比べ，表
面に顕著な起伏が認められる．分布からフローユニット c
の溶岩トンネルの先端から溢流して形成されたと推定され
る．現地での観察によれば，幅の狭い流れが枝分かれを繰
りかえす特徴をもっている．
下り山溶岩 cは下り山溶岩 bを覆い，顕著な表面の起伏

を持ち，溶岩トンネルの天井が陥没した際に認められる窓
（スカイライト）と考えられる凹地状地形が多数観察でき
る．スカイライトを繋げた距離は少なくとも２km以上で
ある．下り山溶岩 cも，地形から溶岩トンネルの先端から
溢流して形成されたと推定される．フローユニットは新し
いものほど火口からの到達距離は短い．これは，溶岩が冷
却固化したことで溶岩トンネルの先端部が閉塞し，さらに
供給された溶岩が，溶岩トンネルの一部からオーバーフロ
ーしたものと考えられる．
スカイライトなどから一連の溶岩トンネルと思われる場

所は大室山東方の溶岩湖から北方の鳴沢氷穴にかけての範
囲などにも認められ，その距離は推定部分も含め２～５km
に達する（図２０）．
一方，溶岩皺や溶岩堤防の形状などから長尾山から噴出

した長尾山溶岩は火口から概ね北方の山麓に流下している
ものの，富岳風穴の西方では西方に流動しており，これは
溶岩流が東西に伸びる「せのうみ」の湖岸線に沿って東か
ら西に流れた結果と推定される．
また，富士河口湖町，御殿庭の標高約９６３m地点で実

施されたボーリングによれば青木ヶ原溶岩の層厚は約１３５
mあり，青木ヶ原溶岩の基底面の標高と西湖の最深部の
標高（約８２９m）とほぼ同じであった（荒井・他，２００３）．
また，掘削深度６９～１３５mには枕状溶岩やハイアロクラス
タイトが確認されていることからこの範囲に「せのうみ」
が存在したことは明らかである．
この結果および電気探査結果より「せのうみ」の範囲は

図２１と推定され，「せのうみ」の湖面の面積は０．００９km２

となる．

図１６ 大小２０以上の火口が認められる氷穴火口列．
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図１８ 大室山を横断するグラーベン状凹地と噴火割れ目の関係の模式図．

図１７ 大室山の北東側尾根の２本の共役正断層と大室山東溶岩湖．
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５． 考察
長大な割れ目火口の形成

今回，航空レーザ計測による樹木を除去した１m DEM
データと，それから作成した赤色立体地図を使用した地形
判読と現地調査より，貞観噴火時の噴火口の位置やその形
状が明らかになった．従来，貞観噴火の火口は，長尾山，
氷穴火口列，石塚火口，神座風穴火口とされていたが（鈴
木・他，２００１），今回の調査の結果，「下り山－石塚火口列」
と「長尾山－氷穴火口列」の雁行する２本の火口列で発生
した噴火であることが明らかになった．これら２つの火口
列の総延長は水平距離で約５，７００m，標高差は約４３０mに
及ぶ．また，各火口列はゆるく左に弧を描いており，それ
ぞれの北西側端部には，長尾山火砕丘や下り山火口の大き
な火口が位置し，スコリアや溶岩流を噴出させた（図２２）．
なお，西側の火口列の南東端は，大室山の斜面にグラーベ
ン状の断層あることから，大室山の南東の溶岩湖付近まで
達していたことは確かであろう．長尾山－氷穴火口列の北
西端は，長尾山北西の溶岩湖に埋没しており，正確な位置
は不明である．
富士山で歴史時代に発生した溶岩流を伴う，中・大規模

噴火ではしばしば長大な火口列が形成された．９３７年（承
平七年）の噴火（小山，１９９８a）では，富士火山の北側斜
面の標高１，８００～２，９００mにかけての，剣丸尾火口，牛が
窪火口，橘橋火口列の総延長３．５kmの雁行する３列の割

れ目火口列で発生した（鈴木・他，２００１；藤田・他，２００２）．
その後，ほとんど時期を同じくして，山頂をはさんで反対
側の，南東斜面でも３km以上の長さの火口列が形成され
たことが明らかにされた（山元・他，２００５）．したがって，
南北を併せた火口の総延長距離は約１０kmに達する．こ
の噴火は，剣丸尾第１溶岩や不動沢溶岩など０．０８km３の
溶岩や火砕物が噴出する中規模噴火であった．また，１０３３
年（長末五年）の噴火（小山，１９９８a）でも９３７年噴火と
同程度の長大な火口列が形成された（山元・他，２００５）．こ
の噴火は，０．０３km３の溶岩や火砕物が噴出する中規模噴火
であった．このように噴出量が１．３km３と大規模噴火であ
った貞観噴火をはじめ，中規模噴火であった９３７年噴火や
１０３３年噴火など，歴史時代の溶岩流の噴出を伴う中・大
規模噴火ではしばしば５km以上の長大な火口列が形成さ
れてきた．
仮にこのシステムに変化が無いとすれば，今後，富士火

山で溶岩流の噴出を伴う中・大規模噴火が発生した場合
も，長大な火口列が形成される可能性が高いと考えられる．

溶岩トンネルによる溶岩輸送システム
青木ヶ原溶岩分布域には，多数の溶岩洞窟があり，一部

は観光利用も行われている（鳴沢氷穴，富岳風穴，蝙蝠穴
など）．津屋（１９７１）は，これらの洞窟には溶岩トンネル
の特徴をもつものがあることを指摘した．その後溶岩洞窟
研究会によって多数の報告がなされているが，しかし，そ

図１９ 下り山溶岩流のユニット区分 紫：下り山溶岩 a，深緑：下り山溶岩 b，
オレンジ：下り山溶岩 c，黄色：下り山溶岩，緑：石塚溶岩，水色：長尾山溶岩
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れらの相互の連結関係や，溶岩トンネルシステムの全体像
は不明であった．
今回の調査では，青木ヶ原溶岩分布域内に，これまでの

報告にはない多数の窪地を判読することができた．これら
の窪地の分布状況や，周辺の微地形の特徴から，長大な溶
岩トンネルの存在が推定される．これまでの報告や，現地
調査結果を考慮しながら注意深い判読を行い，溶岩トンネ
ルの位置推定を試みた（図２０）．長さ約５kmに及ぶもの
を含め，青木ヶ原溶岩上の広範囲で認定した．
青木ヶ原溶岩の最大到達地点は精進湖付近で，長尾山か

らの直線距離が約８kmである．噴火開始後２週間で“せ
のうみ”に達しており，仮に長尾山から流出したとすると，
せの湖の湖岸までの距離が約５kmであるから，その平均
速度は時速１５m程度となる．この速度は，ハワイ島のキ

ラウエア火山の溶岩流などで観察されている速度と類似し
ている．Macdonald and Abbott（１９７０）は，表面の冷却を
伴いながら平坦面を移動するパホイホイ溶岩の場合，その
移動速度は時速数～数１００mと報告している．ただし，多
量の溶岩が火口から遠方まで流下するには，パホイホイ溶
岩の中に形成された溶岩トンネル内を溶岩が移動するほう
が熱量の消費が抑えられてより効率的と考えられる．実際，
ハワイ島キラウエア火山のプウオーオー・クパイアナハ火
口から１９８３－１９９４年噴火で噴出したパホイホイ溶岩の中
には網目状に入り組んだ約１０kmに及ぶ溶岩トンネルが
複数形成され，その先端から多量の溶岩が海中に流入した
ことが知られている（Kauahikaua et al．，２００２）．今回，青
木ヶ原溶岩の表面で発見された複数の溶岩トンネル列は，
大規模噴火の場合，溶岩の遠方移動に溶岩トンネルが重要

図２０ 左図：青木ヶ原溶岩中に認められる溶岩トンネル
右図：下り山火口に続く窓状のスカイライトと推定される溶岩トンネルの位置

図２１ せのうみの位置の復元図 破線：推定湖岸，細破線：水深５０mの等深線，赤丸：ボーリング
地点
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図２２ 貞観噴火火口位置図

な役割を果たしていたことを強く示唆する．従って，特に
大規模な溶岩流が発生した場合，溶岩トンネルの形成位置
を早期に確認し，進路や到達位置を推定する必要がある．
このため今後，溶岩流のシミュレーションの高度化を計る
際には溶岩トンネルによる移動システムも考慮することが
望まれる．

６． まとめ
富士山の西暦８６４～８６６年噴火（貞観噴火）で噴出した

青木ヶ原溶岩について航空レーザ計測を行い，赤色立体地
図を作成し，溶岩表面の微地形を解析した結果，以下の点
が明らかとなった．
１．溶岩の主要な分布域は，津屋（１９６８）の分布域とほぼ一
致した．ただし，従来，天神山・伊賀殿山溶岩の分布域
とされた地域に，氷穴火口から伸びる溶岩流地形が認め
られた．

２．大室山と長尾山の間に貞観噴火の際に形成された溶岩湖
と考えられる平坦な地形を確認した．北東側２箇所，南
西側１箇所の溢流点がある．溶岩湖と接する大室山の東
側斜面には２本の共役正断層が認められた．これらの断
層の位置と角度などから，溶岩湖の最大層厚は約７０m
と推定される．

３．長尾山火口から北に向かって流れた溶岩流は，標高
１，０００m付近でおおきく西方に流下方向を変化させる．
これは溶岩流が古代湖「せのうみ」の湖岸線に沿って東
から西に流れた結果と推定される．この結果とボーリン
グ調査や電磁探査結果を総合して「せのうみ」の湖岸線
の位置をある程度推定することができた．「せのうみ」の
湖面の面積は０．００９km２と推定される．荒井・他（２００３）
はこのデータなどからいくつかの仮定をおき貞観噴火の
噴出量が富士山の歴史時代の噴火では最大の約１．３±
０．２km３（DRE）であると推定した．

４．石塚火口の西北西１，５００mの地点で最大比高が約２５m
の火砕丘を新たに確認し，「下り山火口」と名づけた．両
者の間にも割れ目火口地形が確認された．また，大室山

を切る共役断層の中心線は，この割れ目火口の延長線上
に位置しているため，大室山の南方に達していた可能性
が高い．この結果，貞観噴火では「下り山－石塚火口列」
と「長尾山－氷穴火口列」の北西－南東方向に雁行した
２列の噴火割れ目で発生した噴火であることが明らか
になった．これら２つの火口列の総延長は水平距離で約
５，７００m，標高差は約４３０mに及ぶ．

５．下り山火口からは本栖湖および精進湖方向に下り山溶岩
a～dが流下した．このうち最上部の下り山溶岩 cの表
面には溶岩トンネルの天井が陥没した際に認められる窓
（スカイライト）と考えられる凹地状地形が長さ２km
以上にわたり観察できる．同様の凹地形は青木ヶ原溶岩
の複数の地点で認められ，この中には長さが５km以上
に及ぶものもある．青木ヶ原溶岩は玄武岩質のパホイホ
イ溶岩からなり，このような溶岩トンネル列は溶岩が効
率的に遠方に移動する上で重要な役割を果たしたと考え
られる．

６．北天神火口列の発見
天神山北方の標高１，２００m付近で直線状に南北に並ぶ小
火口群が確認査された．これまで富士山で確認された側
火口では最も北に位置ずる．活動の時期は，大室スコリ
アに覆われていないので，約３０００年前よりは新しい活
動である．天神山・伊賀殿山火口列の北方延長上に位置
しているようにも見える．
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富士五湖湖底ボーリングコアに記録された富士火山活動史

輿水達司＊・内山 高＊・山本玄珠＊＊

Volcanic history of Mt．Fuji recorded in borehole cores
from Fuji Five Lakes surrounding Mt．Fuji

Satoshi KOSHIMIZU＊，Takashi UCHIYAMA＊and Genjyu YAMAMOTO＊＊

Mt．Fuji is the largest composite stratovolcano of the Quaternary Sub-Era in Japan，which has spewed a tremendous
amount of volcanics since the prehistorical age．The present feature of Mt．Fuji is geologically divided into two se-
quence layers; those formed before and after about１１，０００yB．P．called the Older Fuji Volcano（OFV）and the Younger
Fuji Volcano（YFV），respectively．It was observed that the most part of distribution of volcanics near Mt．Fuji is com-
posed of YFV．Therefore，it was hard to observe OFV in the area of surrounding Mt．Fuji．Further，it is geohistori-
cally recognized that the five lakes located at the northern foot of Mt．Fuji such as Yamanaka，Kawaguchi，Sai，Shoji
and Motosu Lakes，were formed and transformed by lava and tephras spewed in the volcanic activities of Mt．Fuji．In
order to understand detail geohistorical characteristics of Mt．Fuji volcano and environmental history of the five
lakes，borehole cores were extracted from Yamanaka，Kawaguchi and Motosu Lakes，respectively．Based on the stra-
tigraphy and petrological investigation for these borehole cores，we previously reported that geological information of
OFV as well as YFV were confirmed for each borehole cores as described in detail by Koshimizu and Uchiyama
（２００２）．Because the borehole cores from around Lake Motosu gave us successive eruption information as lava flow
from OFV to YFV in the length of１７５m of their borehole core，we investigated radiocarbon age determina-
tion and geochemical analysis for these samples．At Narusawa area near Lake Motosu where we performed an analy-
sis of borehole core mentioned above，Miyaji et al．（１９９５）also investigated the stratigraphy and petrological character-
istics of borehole cores whose ages covered from latest OFV to YFV and its length is２０１m．Thus，we attempted to
correlate based on this geological information for two borehole cores; Motosu and Narusawa．The Motosu bore-
hole core has more information in its age than the Narusawa one，as the lava flows history from Mt．
Fuji aged from Ca．３０，０００yBP．The borehole core from around Lake Motosu proved to be one of the most useful geo-
logical tools to provide detailed understanding of Mt．Fuji volcanic history from borehole cores around and at the foot
of Mt．Fuji．
Key words: Mt．Fuji，Lake Motosu，Narusawa，Older Fuji Volcano，Younger Fuji volcano，borehole core，volcanic
history

１． はじめに
富士山の火山活動について一般には約１１０００年前を境に

して，それ以前を古富士火山，それ以降を新富士火山のス
テージに区分されている（津屋，１９７１）．新富士，古富士の
それぞれの時代に活動した噴出物や堆積物の分布をみた場
合，古富士時代の多くは新富士の溶岩や火山灰等に覆われ
ている．そのため古富士時代の噴出物や堆積物が地表で確
認できるのは，富士山の東麓や南麓の一部に限られている．
この事情により，富士山の噴火史，とりわけ古富士時代を
含めた噴火史を正しく理解するためには，山麓を含む富士
山地域においては，野外調査のみならずトレンチやボーリ

ング調査が有効な手段となる．そこで，我々はこの数年間
に，山中湖，河口湖の湖底や本栖湖の湖畔などから，地下
数十～二百メートルのボーリングコアを採取し地球科学・
環境科学的検討を行ってきた．
本報告では，山梨県環境科学研究所により富士五湖地域

において採取されたボーリングコア試料の層序の概要を述
べ，その上でこれらコア試料の中で富士山起源溶岩類が比
較的連続して記録されている本栖湖湖畔のコア試料につ
き，岩相・岩石学的な観察に加え，年代及び化学組成等の
面から検討し，周辺への対比を試みたので以下に報告する．

＊〒４０３‐０００５山梨県富士吉田市上吉田字剣丸尾５５９７‐１
山梨県環境科学研究所
Yamanashi Institute of Environmental Sciences，５５９７‐１，
Kenmarubi，Kamiyoshida，Fujiyoshida，
Yamanashi ４０３‐０００５，Japan

＊＊〒４１０‐０８２２静岡県沼津市下香貫八重１２９‐１
沼津工業高校
Numazu Technical High School，１２９‐１ Shimokanukiyae，
Numazu，Shizuoka ４１０‐０８２２，Japan

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．３６５-３７４
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２． 富士五湖周辺のボーリング掘削の意義
富士山の火山活動史については，Tsuya（１９６２），町田

（１９６４），宮地（１９８８），上杉・他（１９９２）などの詳細な研
究があるが，火山活動と山麓の湖の形成過程との関連，ま
たその形成時期等には未解決な問題が残されている．さら
に，富士山の火山活動の中で古富士火山の噴出物は，関東
ローム層を構成し関東平野に広く分布しているが（町田，
１９７１，１９７７），富士山の山体においては新富士火山の噴出物
に覆われているため，その露出は東麓では御殿場付近に，
西麓では白糸の滝，富士宮付近などに限られている（図
１）．そのため，富士山の過去の噴火史，とりわけ古冨士
を含めた噴火史を理解するために，富士山地域においては
野外調査のみならず，トレンチやボーリング調査が有効と
なる．
ところで，富士山麓地域におけるボーリング掘削は，地

下水や温泉開発等の場合以外のいわゆる学術ボーリングと
しては，従来の成果として山中湖や鳴沢村等の報告が知ら
れている（遠藤・他，１９９２；宮地・他，１９９５，１９９８，２００１）．こ
れ以外にも最近，富士スバルライン沿いの四合目付近にお
いて，防災科学技術研究所の地震計等の計器類埋設を目的
にしたボーリングコアが，また北麓側の滝沢林道沿いなど
において，東京大学地震研究所が中心で行った調査および
火山観測の計器類の埋設に関係するボーリングコアが，そ
れぞれ採取され解析が試みられている（吉本・他，２００４）．
このように，ボーリングコア試料を材料にした場合，富

士山の地下構造や詳細な火山活動史等の解明の上で有効な
情報が得られる．
一方，我々はこの数年間に，山中湖，河口湖の湖底や本

栖湖の湖畔などから，地下数十～二百メートルのボーリン
グコアを採取した．これら試料中には後述するような過去
の富士山の活動情報も具体的にとらえられた（輿水・内
山，２００２）．確かに富士山の過去の活動を詳しく知ろうとす
る場合，山腹においてボーリング掘削した方が，我々が実
施した富士五湖などのような一般には富士山の火山噴火の
噴出火口から離れる山麓地域の場合に比べ，より多くの噴
火記録を把握できる可能性は高い．しかし，山腹の場合に
は噴出の後，一度堆積したものがその後の噴火で流される
ことも，あるいは噴出物の固結の程度が乏しい場合には，
その後の降雨・降雪などで泥流として移動することも考え
られる．これに対し，湖の堆積物の場合，特別な場合を除
いて，下位より上位に向かって歴史的に古い時代から新し
い時代にわたる堆積物が，順に重なっている．しかも一度
堆積したものが別の場所に移動することは，例えば大規模
地震などによる地殻変動や土石流の湖へ大量流入などのよ
うな極端な場合を除いて，ほとんどない．確かに山腹にお
いて記録される噴火が，必ずしも全て山麓の湖まで及ぶこ
とはない，という欠点は否めない．しかし，山麓の湖周辺
には現在もかなりの数の人間が生活する舞台になってお
り，このような場所における将来の噴火の影響を，過去の
富士山の噴火から検討しようと考えた場合，われわれが進
めてきた富士五湖のボーリングコア試料から，もたらされ

る情報の有効性は高い．

３． 富士五湖周辺のボーリングコア
山梨県環境科学研究所では，富士五湖の湖底ボーリング

掘削に先立ち，先ず富士五湖の湖底堆積物につき音波探査
及び磁気探査により分布状況を把握し（輿水・他，１９９８），
その上で，山中湖，河口湖，本栖湖の湖底堆積物につき，
ボーリングコア採取し（図１），岩相や年代等を中心に検
討してきた（内山・輿水，２００１；輿水・他，２００４など）．以
下に，山中湖底，河口湖底，本栖湖畔から採取されたボー
リングコア試料の地質構成の地域による特異性と，各々の
コア試料から得られた年代的な成果を中心に述べる．なお，
富士山麓の地下水の循環や富士五湖の水の起源についての
最近の成果については以下の文献を参考にされたい（Ko-
shimizu and Tomura，２０００；輿水，２００５）．
３‐１ 山中湖底のボーリングコア
山中湖は概ね東西方向に延びる細長い湖で，面積は６．８９

km２，標高９８２m，最大水深１４．３m，平均水深９．４mであ
る（山梨県，１９９３）．富士山の噴火活動による溶岩流のうち，
鷹丸尾溶岩流によって堰き止められ現在の湖が形成され
た，と考えられている（田場・他，１９９０）．この湖のほぼ中
央部付近に最深部がある．この湖盆中央部付近の最深部は，
概して平坦でかつ広がりのある地形になっており，この最
深部付近においてボーリングが実施されている（田場・他，
１９９０）．その長さは２．５５mで，この試料を基に山中湖の成
因や形成史が論じられ，珪藻組成の解析から約１８５０年前
に急激な環境変化が起こり山中湖が形成された，としてい
る（遠藤・他，１９９２）．
その後，山梨県環境科学研究所は１９９８年１２月に，小杉・

他（１９９２）が実施した所とほぼ同じ地点において，約１７．６
mのボーリングコア試料を採取した（図２）．その岩相は
シルトや砂などの細粒堆積物に多数のスコリアが挟在す
る．ただし，湖底表層及び深度１１．４m付近から，それぞ
れ下位に向かって約２mはスコリアの存在が乏しく，特
に１１．４m以深の細粒堆積物は，いわゆる黒ボク土である．
これは炭素１４年代測定によって得られた値を考慮すると，
町田（１９６４）の指摘する「富士黒土層」に年代的にも矛盾
しないものである．なお，この年代を含め以下に本論文で
報告する放射性炭素年代は，（株）地球科学研究所に委託
し得られたものであり，加速器によって測定された年代に
ついては暦年代に補正したものを，また β線計測により
得られた年代は補正１４C年代を示す．また，深度１４m付
近からは約１４０００年を示す，古富士時代に遡る値が得られ
ている．このような年代値等から見積もられる堆積速度や
挟在する層位・層相等を基にすれば，深度０．８m付近に
認められるスコリアの時代としては江戸宝永年間の可能性
が高い．しかも確かに灰白色の軽石が伴わないものの本ボ
ーリングコア中で最も表層部にあたるスコリアであること
を併せて考慮すれば，１７０７年に活動した宝永噴火によるも
のとして大きな矛盾はない．なお，遠藤・他（１９９２）によ
れば，我々とほぼ同じ地点から採取したコア試料の深度
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５０cm付近において，層厚１５cmの宝永テフラの存在を報
告している．しかも，この最下部には白色軽石が含まれて
いる，としている．このような互いのコア試料中において，
宝永テフラの深度や構成に違いが生じた原因として，同じ
湖の中の概ね同じ地点からの採取試料という場合であって
も，全く同一地点からの採取でないことに起因しているの
かもしれない．なお，遠藤・他（１９９２）のコア試料中には，
湖底表層から８枚の降下スコリア層を確認しているが，湖
底表層から２枚目のスコリア層の深度は約１．６mであり，
このスコリア層に上述の我々の宝永スコリアを対比するに
は，深度の相違が大きく，無理があるように思われる．
なお，このコア試料につき湖底表層部から深度１１．４m

までにわたり珪藻化石が比較的豊富に含まれ，これら珪藻
組成の変遷を基に，山中湖の環境の変化を検討した（Yoshi-
zawa，et．al．，２００４）．すなわち，深度１１．４m～９．２mには Epi-

themia sorex，Cocconeis placentura といった付着性・底性珪
藻が高い割合で観察されることから河川・湿原の環境が推
定される（第１ステージ）．深度９．２m～６．０mには，Aula-

coseira glanulata，Aulacoseira subarctia，Cyclostephanos du-

bius 及び Stephanodiscus sp．などプランクトン性の珪藻が
優占種であることから湖の環境が推定される（第１ステー
ジ）．深度６．０m～２．５mは，ほとんどが Flagiralia pinnata

で構成され，その他の珪藻も含め付着性・底性珪藻が主体
であることから，この時期は再び河川・湿原環境が推定され
る（第２ステージ）．深度２．５m～０mは，Aulacoseira granu-

lata，Cyclotella radiosa，Cyclostephanos dubius 等のプラン
クトン性の珪藻が高い割合で観察されることから，現在を
含む湖の時代（第２ステージ）ということになる．このよ
うに，コア試料中に少なくとも２回の湖の時代が繰り返し
ていたことが判明した．このうち，深度２．５m以降の時

図１ 富士山の地質図（津屋，１９７１を簡略化）および山梨県環境科学研究所が掘削したボーリングコア地点（輿
水・他，２００４）．
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代におけるYoshizawa，et．al．，（２００４）の第２ステージの
湖が，前述した遠藤・他（１９９２）の言う現在の湖に対応す
るものである．
３‐２ 河口湖底のボーリングコア
河口湖は概ね南西－北東方向に長軸が延び，東部におい

て南東方向に屈曲する細長い湖盆形状を呈し，面積は５．９６
km２，標高８３２m，最大水深１６．１m，平均水深９．３mであ
る（山梨県，１９９３）．湖の西－北－東の三方を新生代新第三
紀の御坂層群よりなる山地に囲まれ，湖の南方のみ富士山
に向かって開いている．この南東部の湖岸に新富士火山旧
期の船津溶岩および中期の東剣溶岩（津屋，１９７１）が分布
している．湖の中央部には“鵜の島”と呼ばれる湖底の高
まりが認められる．
ボーリングは，この鵜の島南西約１．５km地点の西側湖

盆域のほぼ中央において実施し，湖底下約８８mの長さの

試料が採取された（図３）．このコア試料の深度約１５m
まではシルト・粘土等の細粒堆積物を主とし，スコリアが
挟在する．しかし，スコリア等のテフラの挟在する割合は，
上述した山中湖に比べ乏しい．湖底表層から深度２m付
近までは降下スコリア層は認められず，深度２m付近か
ら深度６m辺りまでに，層厚数mm～２cmを主体とする
スコリアが十数枚，また深度３．７５mには約２０cmの厚さ
のスコリアが認められる．深度６mより下位の約１３mま
での深度にはスコリア層は殆ど認められない．１３m付近よ
り下位の約１５mまでの深度には，約１０枚のスコリア層が
確認される．このうち，深度３．７５m付近に認められるス
コリアは，その層厚が河口湖コア試料中では最大であり，
しかもその前後の年代や広域テフラ等の層位の情報を加味
すると，その起源を大室スコリアと判断して大きな矛盾は
ない．約１５m～５２mまでの間には，二枚の安山岩質玄武

図２ 山中湖ボーリング位置図およびコア柱状図．
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岩溶岩が認められる．その下位の深度約５２m～８８mは砂・
礫等の粗粒の堆積物を主体としている（野尻・他，２００３）．
現在までに我々が明らかにした炭素１４年代測定値から，

二枚の溶岩の活動年代を見積もると，深度約１５m～３０m
の溶岩は約１８０００年から２１０００年の間の，また深度約３３
m～５１mの溶岩は約２３０００年より幾分古い時期，あるい
はそれ以前の，いずれも古富士の時代に位置づけられる．
なお，この考察の根拠になる放射性炭素年代については，
前述したように加速器によって測定された年代については
暦年代に補正したものを，また β線計測により得られた
年代は補正１４C年代を示した（図３）．このようにコア試
料中に観察される古富士時代の溶岩については，河口湖付
近の陸上部には確認されていないものである．
３‐３ 本栖湖畔のボーリングコア
本栖湖は標高９００．５mに位置し，東西約２．５km，南北

約２kmで，面積（４．８３km２）としては富士五湖の中で３
番目であるが，最大水深１２２．１mおよび平均水深６７．９m
ともに第一位の湖である（山梨県，１９９３）．本栖湖は，かつ
て西湖および精進湖とともに一つの大きな湖を形成し，貞
観６年（西暦８６４年）以前の溶岩流により先ず本栖湖が分
離し，その後の貞観６年から２年に及ぶ青木ヶ原溶岩の流
出により，現在の西湖，精進湖とともに本栖湖の三湖に分
断された（津屋，１９７１）．なお，これら三湖の水位は，ほぼ
同一の標高を示している．本栖湖の北側，西側，南側には
御坂層群が分布し，湖東側に新富士火山の旧期の溶岩が，
さらにこれを覆って青木ヶ原溶岩が分布している（図４）．
我々は，本栖湖畔における旧期の溶岩（本栖溶岩流 II）

と青木ヶ原溶岩の分布境界付近において，ボーリングコア
を採取した（図４）．このコアは長さ約１７３mで，砂・泥
を所々に挟みながら地表部から深度約１６８mまでは，基

図３ 河口湖ボーリング位置図およびコア柱状図．
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本的に溶岩主体で構成されている．深度２２m付近には灰
黒色の砂～砂礫が，４４m付近には茶褐色の砂礫や砂質シル
トが，６８m付近，８８m付近，１６０m付近には砂層が認められ
る．また，コア試料中の１４５m付近に，富士山起源と思
われるスコリアが認められる．さらにその下位の深度１６８
m以下には，厚さ４．６m程の縞状構造の発達したシルト・
粘土層が認められ，この中に４層準に約１cm～数mmの
厚さの黒色スコリアが挟まる．さらにその下位に再び１６８
mよりも上位と肉眼的に類似する溶岩が認められる．こ
れらコア試料中における深度１６８m付近の溶岩直下の堆
積物中に挟在する植物片から，約１９０００～２００００年の年代
測定値を得ている．この値により，その上位に発達する溶
岩は，新富士火山のみならず，古富士火山のステージまで
遡る可能性が示唆される．また，深度１６８mの下に挟ま
る堆積物中の下部には扁平型火山ガラスを含むテフラが確
認でき，この火山ガラスの形態と屈折率（n＝１．４９８～１．５０２）

からATテフラと判断した．このことより，この堆積物の
下位に位置する溶岩の年代は約３万年あるいはそれよりも
古いものと考えられる．なお，ボーリング地点を含む本栖
湖周辺の陸上部には，古富士時代の溶岩類は分布していな
い．
以下に本栖湖コア中の溶岩の特徴につき述べる．
３‐４ 本栖湖畔ボーリングコアの溶岩の岩石学的特徴
本栖湖畔のボーリングコアの主構成をなす溶岩類のう

ち，深度４３mよりも浅い部分については概ねアア溶岩で
あり，これに対し深度４５m以深については概してパホイ
ホイ溶岩に大別される．これらの境界にあたる深度４３m
～４５mには砂礫の堆積物が挟まる（図４）．
このうち，表層部に近いアア溶岩類の中で，深度２２m

付近までは，長柱状，あるいは短柱状の斜長石を２０％～
４０％程度含む．このうち，長柱状の斜長石は７mmある
いは８mmという比較的大きいサイズを，しばしば示すと

図４ 本栖湖ボーリング位置図およびコア柱状図．
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いう特徴が認められる．また，短柱状の斜長石は１mm～
２mm以下を主体とするが，深度２７m～３０mの溶岩のよ
うに，まれに３mm～４mmの大きいサイズも認められる．
これは本ボーリング地点付近に分布する津屋（１９７１）の本
栖湖溶岩 （NW１３）の岩質や産状（山本・他，２００３）に
類似している．深度２２m～３０m付近の溶岩は無斑晶で多
孔質であり，３mm程度の短柱状の斜長石を３％以下含み，
その他に１mm以下のカンラン石，斜方輝石を含むがその
量は斜長石より劣る．これは調査地域南方の津屋（１９７１）
の猪頭溶岩 （NW９）に類似した岩質である．また，そ
の下位の深度３８m～３９m付近の溶岩については，黒色を
呈し，ほぼ完全に無班晶などの岩質的特徴からして，この
溶岩は津屋（１９７１）の猪之頭溶岩 （NW８）に類似する．
深度４５m以下の溶岩類については，全体的にパホイホ

イ溶岩であり，２mm～３mm程度の斜長石を概ね２０％～
３０％含み粒径が揃っており，またカンラン石については３
mm程度のサイズが卓越し，その含有割合は概ね２％～
３％という特徴を示す．しかし，深度５３m～５５m前後に
おける溶岩では輝石含有量が多く，しかも斜長石も３０％
～４０％と多くなる．また，深度９５m以下においては，溶
岩中に直径１cm～３cmのガブロノーライトの捕獲岩を多
量に含む特徴を示す．この捕獲岩については，深度４３m
以浅の溶岩には認められず，また深度４５m以下の場合で
も特にこの９５m以深の溶岩に特徴的に認められるもので
ある．なお，深度１６８m以下に４．６mの堆積物を挟み，そ
の直下１７３m付近に認められる溶岩についても，その岩
石学的特徴は概ね上述した深度４５m～１６８mの溶岩類に
似る．以上に述べた４５m以深の岩質の特徴は，５mm以上
の粗粒な斜長石を含まず，比較的粗粒なカンラン石の斑晶
に富むとされる津屋（１９７１）の古富士火山の溶岩の特徴に
類似する．また，４５m以深の岩質は本調査地域南方の山
本・他（２００３，２００４）によって古富士溶岩とされた猪之頭溶
岩 （NW７）とも類似している．また，ガブロノーライト
の捕獲岩は，南部フォッサマグナ地域では，富士山の宝永
火山および古富士火山の末期の滝之上溶岩からの産出が確
認されている（津屋，１９７１；山本・他，２００２）以外にはない．
３‐５ 本栖湖ボーリングコアの岩石化学的特徴
３‐５‐１ 本栖湖畔ボーリングコアの化学分析
本栖湖畔より採取したボーリングコア（Mo‐２）から１５

試料（図５）の溶岩について，蛍光X線分析法により主成
分及び微量成分を測定した．主成分元素の分析については，
試料をアルミナ乳鉢で粉末にし，０．４g前後秤量し，この
１０倍量の四ホウ酸リチウムと混合し，剥離剤として臭化
リチウムを加えた．この混合試料を白金ルツボに入れ，（株）
東京科学製のビードサンプラーNT‐２，０００にて１，５００℃で
２４０秒間溶融し，４８０秒間混合した後，冷却して測定用ビー
ドガラスを作成した．測定には波長分散型蛍光X線分析
装置（RIGAKU RIX３，１００）を使用した．以上の分析手法
は，基本的に高橋・周藤（１９９７）の方法に従った．
３‐５‐２ 本栖湖畔ボーリングコアの化学分析結果
ボーリングコア試料中の溶岩類の深度と化学分析結果に

つき検討するために，柱状図とともに主成分および微量元
素を示した（図５）．
ボーリングコアの浅い部分から検討すると，２０m付近ま

での溶岩は本栖湖溶岩 （山本・他，未公表資料）とほぼ
同様な主成分，微量成分を示し，２２m～３０m，３８m～３９m
のいずれも猪之頭溶岩 ， の値とほぼ同様な値を示して
いる．また，４５m～１６８mまでの溶岩は，宮地・他（１９９５）
の鳴沢のボーリングの最も深部の古富士火山最末期のA１
溶岩や山本・他（２００４）の古富士火山の溶岩とされる猪之
頭溶岩 と同様な値を示す．
さらに，本栖湖ボーリングコアのうち，４３mより上位の

分析値を系列１，４５mより下位のそれを系列２として，我々
が化学分析を実施した結果を例えば SiO２‐K２O，SiO２‐TiO２
につき図示したところ，系列１と系列２が明瞭に区分され
る（図６，７）．その上で，富樫・他（１９９７）による新富
士・古富士火山の溶岩類の化学組成領域を考慮して場合，
系列１（本栖湖ボーリングコアの深度４３mまでの溶岩類）
は新富士の，系列２（同コアの深度４５m以深の溶岩類）は
古富士の火山活動に対応すると判断して大きな矛盾はな
い．しかも，系列２のグループの中でも，深度１７３m付近
の溶岩については，K２O，TiO２ともに乏しく，その化学組
成からも系列２の中で，その他の溶岩類とは明瞭な相違が
理解できる（図６，７）．
ところで，富樫・山崎（１９８９）や富樫（１９９０a，b）は富

士火山の活動をステージ１（８００００～２００００年前），ステー
ジ２（２００００～１００００年前），ステージ３（１００００～４０００年前），
ステージ４（４０００年前～現在）の４つに区分した．これを
層序的に言えば概ねステージ１，２が古富士火山，ステー
ジ３，４が新富士火山となる．ステージ１はAl２O３に富み
（１８‐２０wt％），インコンパティブル元素に乏しく，低いRb
／Y，Zr／Y 比を示し，ステージ２ではややAl２O３が減少し
（１６‐１８wt％），インコンパティブル元素がやや増大し，新
富士火山になるとAl２O３に乏しく（１５wt％前後），インコ
ンパティブル元素に富むようになり，高いRb／Y，Zr／Y
比を示すようになる（富樫・山崎，１９８９；富樫，１９９０a，b；
富樫・他，１９９１）．
高橋・他（１９９１）はこれをさらに細分化し，古富士火山

を６６０００年 前 以 前，６６０００～５００００年 前，５００００～２２０００年
前，２２０００～１００００年前の４期に分けた．高橋・他（１９９１）
によれば，古富士火山の火山岩は比較的一定の化学組成を
持つとし，６６０００年以前の火山岩は SiO２が多く（５２‐５５wt
％），FeO＊（全鉄量），MgO，MnO，K２O（０．４３‐０．５６wt％），
TiO２（０．１２‐０．１７wt％），P２O５（０．１２‐０．１７wt％）に乏しく，
Al２O３（１９．０‐１９．９wt％），Na２Oに富み，やや高いK２O／TiO２
（０．４１‐０．６８），Rb／Y（０．２９‐０．４０），Zr／Y（２．７７‐３．４７）比
を示す．６６０００～２２０００年前の岩石は FeO＊／MgO（１．４５‐
２．１２）比が低く，K２O／TiO２（０．３０‐０．６２），Rb／Y（０．１４‐０．４２），
Zr／Y（２．０４‐２．９３）比が低い．２２０００～１００００年前の岩石は
FeO＊／MgO（１．７２‐２．６８）比が高くなり，Rb／Y（０．１３‐０．４２），
Zr／Y（２．１２‐３．１８）比も高めとなって，新富士火山の噴出
物に類似してくるとされる．
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これらの先行研究の成果に，今回の本栖湖ボーリングコ
アに関するデータを当てはめると４３mより上位は新富士
火山の特徴を示し，それより深いところは古富士火山の特
徴を示している．特に高橋・他（１９９１）の組成変化と比較
すると４５m～１６８mまでは１００００～２２０００年前までの古富
士火山の溶岩にあたり，１７３m付近については，より古い
時代の溶岩の化学組成に類似している．
本栖湖湖畔のボーリングコア試料を掘削した地点から東

方約７km地点の鳴沢地域からは，防災科学技術研究所の
地震計機器埋設に伴いコア試料が採取され，既に宮地・他
（１９９５）により岩石記載に加え，蛍光X線分析を含む地球

科学的研究が実施されている．そこで，今回報告する本栖
湖ボーリングコアと比較してみると，特に４５m～１６８m
の溶岩については，化学組成の面では，この鳴沢井戸の古
富士末期の溶岩とされるA１グループの溶岩（宮地・
他，１９９５）と類似している．しかし，本栖湖ボーリングコ
アにおいては，深度５５mより下位の溶岩類には輝石含有
量が多く，この点で鳴沢コアのA１グループとは岩石記載
上幾分異なる．このことから，本栖湖コアの深度４５mよ
り下位の溶岩類のうち，深度５５mよりも下位の溶岩は鳴
沢コアのA１グループよりも，さらに古い時代に遡る可能
性がある．

図５ 本栖湖ボーリングコア中の溶岩の蛍光X線分析．
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本栖湖コアの深度１７３m付近の溶岩については，その
上位層準からの放射性炭素年代及び広域テフラ（AT）の
存在を考慮すれば，鳴沢コアのA１グループよりも明らか
に古いステージの活動に位置づけられる．化学組成からも
この考えに矛盾はない．このように，我々が採取した本栖
湖湖畔のコア試料に認められる基底部付近の溶岩は，富士
山北麓地域のコア試料の中で溶岩類が比較的連続的に採取
されている試料の中で，最も古い時代に遡ることになりそ
うである．

５． ボーリングコアの構成の地域特性
前項までに述べたように，我々が富士山北麓地域の湖あ

るいは湖畔域において掘削したボーリングコアのうち，山
中湖底，河口湖底，本栖湖畔のいずれからも，陸上部の調
査からは容易に観察できない古富士時代の火山活動が確認
できた．すなわち，山中湖コアからは１４０００年前以降のス
コリア主体の，河口湖コアからは２３０００年前以降の溶岩及
びスコリアの，また本栖湖コアからは概ね３００００年前以降
の溶岩主体の富士山起源の火山活動が認められた．確かに
これらのコアに記録された情報の年代幅が異なるために，
互いのコアの構成を単純に比較することは厳密には問題が
あるかもしれない．しかし約１４０００年前以降に限って，こ
れらのコア中に記録された構成を比較した場合，富士山の
活動様式の反映が富士山頂からの方向に応じた特徴として
理解される．すなわち，富士山頂から北西方向には溶岩活
動が概して多く，一方東側方向には溶岩活動は乏しく，む
しろ富士山起源の降下火山灰の活動影響が多く認められ
た．河口湖の位置する北方向には，その量や頻度は少ない
ものの火山灰，溶岩類が混在している．
このことは，内閣府が中心に作業をすすめ平成１６年に

完成された「富士山のハザードマップ」に示された富士山
の噴火様式の方向に関する特徴とも矛盾しない．このハザ
ードマップは，その作成に際し，特に最近二千～三千年間
における富士山噴火の記録を中心に詳細な検討が基礎をな
すものである．これに対し，この数年間にわたり富士五湖
湖底を中心に掘削されたボーリングコアにつき，我々が試
みた検討内容の特異性としては，調査ポイントが湖および

その周辺域に限定されるものの，富士山噴火の長期にわた
る情報が比較的連続して記録されている試料を材料にして
いることである．この視点から明らかにされた富士山噴火
の方向による特徴や影響等が，ハザードマップの成果と大
きな矛盾がなく，しかも富士山噴火の活動様式の方向によ
る特徴という点で，ある程度長期にわたり同じような傾向
を示すということが示唆されるのかもしれない．この点に
ついては今回の我々の検討結果のみならず，富士山麓から
採取された既存ボーリング試料なども含め，今後さらに詳
しく検討すべき重要な課題と思われる．

６． まとめ
富士山北麓の富士五湖地域を中心に掘削したボーリング

コアのうち，山中湖底，河口湖底，本栖湖畔のいずれから
も古富士時代に遡る富士山の活動記録が確認できた．山中
湖コアからは，１４０００年前以降のスコリア主体の，河口湖
コアからは２３０００年前以降の溶岩及びスコリアの，また本
栖湖コアからは概ね３００００年前以降の溶岩主体の富士山起
源の火山活動が認められた．このようにコア採取地点の違
いに応じて，コア中に認められる富士山起源火山活動の特
徴の相違が認められた．
このうち，溶岩類の活動が顕著に認められる本栖湖コア

につき，岩石観察および化学分析による検討をしたところ，
このコア試料は富士山北西麓における溶岩の活動が現時点
では最も長期にわたって記録されており，今後周辺溶岩類
との比較検討する上で重要な役割を果たすと思われる．

図６ 本栖湖ボーリングコア中の溶岩の SiO２と K２Oの関係． 図７ 本栖湖ボーリングコア中の溶岩の SiO２と TiO２の関係．
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富士山の地下水・湧水

土 隆一＊

Groundwater and Springs of Fuji Volcano，Japan

Ryuichi TSUCHI＊

Fuji Volcano，３７７６m in altitude，is a stratified one of a conical type，situating on the Pacific coast of central Japan．
It began to form at ca．１００，０００y．B．P．and continued to erupt huge quantities of basaltic lavas and volcanic ashes through
the activities．Its activities have been divided into two stages before and after ca．１１，０００y．B．P．The old stage，or the
“Ko‐Fuji”，is characterized by frequent volcanic mudflows and ashes，and the new stage，or the“Shin‐Fuji”，is by
eruptions of large quantities of basaltic lavas at the initial phase which are flowing down to most of the foot areas．
There are many springs on the foot of Fuji Volcano．Among them，large scale ones，such as“Kakida‐gawa”，“Waku-

tama‐ike”，etc．，are located，respectively，at the ends of the above‐mentioned large quantities of basaltic lava flows．
On the other hand，there is no permanent river on Fuji Volcano．Most of the rainfall and melted snow have，therefore，
been considered to be percolating into underground，turning to groundwater，and beginning to spring on the foot．At
the phase of eruption，the temperature of basaltic lavas will attain as high as１２００℃ or so．Therefore，the surface and
bottom of the lava flow are cooled rapidly，and crushed，and become clinker‐like ones．However，the central or mid-
dle part of the lava flow gets cold slowly and solidifies densely．At high altitudes，the lava becomes thin and many
parts of the lava are crushed．Therefore，the rainfall and melted snow tend to percolate into underground at the
heights，and the groundwater is stored in crushed parts between the lava layers in the foot area where the slope is
smooth，and is pushed out from the end with the pressure of water which sinks in one after another．Thus，the main
springs around the foot of Fuji Volcano are not derived from underground rivers flowing on the Ko‐Fuji mud-
flows but ground waters with high pressures from heights．
By the oxygen and hydrogen isotope analyses of spring water，the origin of spring was presumed to be rainfall，

which fell in and above the altitude of ca．１０００m of Fuji Volcano before ca．１５years．This means that it takes ca．１５
years for the rainfall，which fall above the halfway of Fuji Volcano，tending to springs at the foot．
Based on the flows of two rivers along the west foot，the amount of springs or ground waters in the west side of Fuji

Volcano is estimated as１．７６×１０６m３／day，and the total amount of ground waters in Fuji Volcano is estimated as（１．７６
×３．７８＝６．５５）×１０６m３／day or２４×１０８m３／year．In this case，however，on the west side of Fuji Volcano，we can esti-
mate rain falls of the foot areas，２５００mm／year in ca．９６km２，which are not in the ground waters but flowing into the
rivers as surface waters of４３０，０００m３／day．So，the amount of ground waters of the west side of Fuji Volcano is esti-
mated as１，３３０，０００m３／day，and those of total Fuji Volcano can be estimated as５，０３０，０００m３／day．

１． はじめに
富士山（３７７６m）はおよそ１０万年前，駿河湾北岸の愛

鷹火山の北西側，小御岳火山の裾野に誕生し，玄武岩質溶
岩と火山灰などの火山砕屑物を繰り返し噴出し，それらが
成層してできた円錐型火山で，表面の傾斜は山頂では３０°
近くに達するが，中腹以下では５°前後のきわめて緩やか
な傾斜をもつ広い裾野がひろがる．底面の直径はおよそ
３５－４０km，山体は北西－南東にやや伸びる形を示すが，
体積はおよそ１２００－１４００km３に達する．日本の火山の体

積の平均が４０km３ということを考えると，富士山はいか
に大きいかがわかる．その誕生から考えてもまだ若い火山
のためか，表面に大きな谷も少なく，常時水の流れている
ような河川も見られない．一方，山麓一帯には，御殿場周
辺の湧水群，三島湧水群，柿田川，吉原湧水群，富士宮湧
水群，忍野八海など，数多くの湧水が知られ，これらのこ
とから，富士山には多量の雨や雪が降り，それらが地下に
しみ込んで地下水を涵養し，やがて湧水として湧き出して
いると考えられてきた．以下に，富士山の地下水・湧水の
メカニズムを中心にこれまでわかってきたことを述べる．

２． 富士山の降水量
富士山は南方上空から眺めると，海岸から直接聳え立つ

独立峰といってよい．富士山頂では西北西の風が卓越する
が，本州南岸を台風が通過したり，本州南岸に前線が停滞

＊〒４２２‐８０３５静岡市駿河区宮竹１‐９‐２４ 土隆一研究事務所
静岡大学名誉教授・地球科学
Prof．Emer．Shizuoka Univ．，Miyatake１‐９‐２４，
Suruga-ku，Shizuoka ４２２‐８０３５，Japan

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．３７５-３８７
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したりすると，海からの南東の風がしばしば大雨をもたら
す．山本（１９７１）は吉村（１９６８）が推定した富士山付近の
降水量分布図を使い，富士山の年総降水量を約２２億m３と
見積もっている．
山麓の代表的地点の降水量観測によると，東側の御殿場

（標高４６８m）で年２８３５mm（平年値１９７９－２０００）と最も
多く，ついで，西側の白糸（５３０m）で年２２７５mm，南側
の吉原（６５m）で年２０９８mm，最も少ないのが北側の河
口湖（８６０m）で年１５６５mmの順になっている（図１）．
中腹以上では確かな降水量を得ることは難しいが，藤村
（１９７１）は数年間の観測により，東側の太郎坊（１２８２m）で
年４８４９mmと最も多いことを指摘している．また，国交
省富士砂防事務所の平成１～１６年間の観測によると，西側
の御中道（２３５０m）では年１２００－４１００mm，平均年２５７１
mm，南側の五合目（２３９５m）では年２２００－３６００mm，平
均年２８０９mm，が得られているが，７０日前後の欠測が毎年
のように知られるので，西側・南側の中腹では年３０００mm
を超す可能性も高い（図２）．なお，富士山の降水量分布
に関しては藤村（１９７１）の図の方がより実際に近いように
思われるが，それによっても年総降水量はおよそ２２億m３

と見積もられる．

３． 富士山の湧水とその分布
富士山麓には多くの湧水が知られ，なかには愛鷹火山や

箱根火山に由来するものもあるが，富士山の地下水に由来
するものだけでもその数は１００を数える（図３）．なかで
も，三島楽寿園小浜池，柿田川，富士宮浅間大社湧玉池，
白糸の滝，猪之頭湧水，忍野八海などは古くから有名で，
富士五湖も昔から湖底の湧水が知られている．富士山中腹
にも湧水はいくつか知られるが，いずれも規模は小さい．
ところで，これらのうち規模の大きな湧水の位置を見る

と，いずれも新富士旧期溶岩流（津屋，１９７１）の末端にあ
るように見える（図４）．新富士旧期溶岩流は１１，０００～８，０００
年前の富士山の大規模噴火（宮地，１９８８）によって，山頂
付近の火口から御殿場付近を除く山麓一帯に，古富士泥流
をおおって流下した大量の玄武岩溶岩流で，中期・新期溶
岩流に比較して，厚く，しかも広域に裾野まで分布し，こ
れによってほぼ現在の富士山の輪郭がつくられたと考えら
れる．そして，三島溶岩流の末端には小浜池と柿田川，大
宮溶岩流の末端には湧玉池，白糸溶岩流の末端には白糸の
滝というように，それぞれ規模の大きな湧水が多数ではな
く１－２見られる．

図１ 富士山麓の主な湧水の分布と山麓の年
降水量平年値（mm）（１９７９－２０００）．山頂
の平均最高積雪量（cm）（S３３－H１６）も
併せて示す．
Fig．１． Distribution of main springs（●）on the
foot of Fuji Volcano．Annual precipitations
（mm）（average values for１９７９‐２０００on ４
locations at the foot areas（○），and an aver-
age value of snow falls（cm，１９５８‐２００４）at
the top of Fuji Volcano are also shown．
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図３ 富士山に由来する湧水の分布図（静岡県のわき水マップ，静岡県，２００２，から作成）．
Fig．３． Distribution map of springs originated from Fuji Volcano．（Elected from a map of springs，Shizuoka Prefecture（２００２））．

図２ 富士山の東・西・南側斜面の年降水量と平均値
東側斜面の年降水量●は藤村（１９７１）による．西側斜面の年
降水量△と南側斜面の年降水量□は国交省富士砂防事務所の
観測（H１－１６）による．
平均値はそれぞれ●▲■で示す．
なお，吉原，白糸は静岡県気象月表による．
Fig．２． Annual precipitations（mm）on the east，west and south
slopes of Fuji Volcano．Data for the east slope（●）are after Fu-
jimura（１９７１），and those for the west（△）and south slopes are
being made by the Ministry of Land Infrastructure and Transport
Mt．Fuji Sabo Office．Those of Yoshihara＆Shiraito are being
made by the Meteorological Agency．
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図４ 富士山の新富士旧期溶岩流の分布と山麓の主な湧水．
１．小御岳火山 ２．古富士泥流 ３．御殿場泥流
Fig．４． Distribution map of the Shin-Fuji Oldest Basaltic Lava Flows
and main springs in the end areas of those basaltic flows．

４． 富士山の地下水・湧水のメカニズムとこれまでの研
究

御殿場から三島に至る，愛鷹山と箱根山にはさまれた南
北の谷間は，やや平坦な台地で，その上を黄瀬川が流れて
いる．この台地は新富士旧期溶岩流の１つ，三島溶岩がつ
くる台地である（図５）．三島溶岩は現在の山頂あたりか
ら約３５kmにわたって三島まで流下したもので，三島湧
水群も柿田川もこの三島溶岩の末端に位置し，小浜池や水
泉園では溶岩の間から湧水しているのがよくわかる．そし
て，これらの湧水は，富士山頂の雪融け水が地下にしみ込
んでここまで流れ，湧出したものと古くから信じられてき
た．三島溶岩の地下水については，蔵田（１９５１，１９５２，１９６７）
がはじめて詳しい研究をおこない，そのほかに，志村
（１９６０），落合・川崎（１９６８，１９６９）などの研究がある．こ
れまでの研究によると，富士山の雪融け水と降雨はすぐに
地下へしみ込んで地下水となり，クリンカー状のがさがさ
に破砕された溶岩中に入り込み，水の浸透しにくい古富士
泥流層の上を地下川として流れ，末端で湧出するとされて
きた．このほかの研究としては，富士山全体を不透水基盤

が基底にひろがる地下水体として捉え，山頂の涵養から山
腹の流動，そして山麓の湧水帯とする考え（山本，１９７０）が
ある（図６）．
柿田川は国道１号線のすぐ南側の湧水が水源となり，狩

野川に合流するわずか１．２kmの川であるが，日量１００万
m３以上の豊富な湧水が流れている．ここでは溶岩が近く
に露出していないので，これまで不明の点があったが，水
源のすぐ北側，清水町運動公園におけるボーリング調査に
よって湧水のメカニズムがわかってきた（土，１９９３）（図
７）．地下の状況を見ると，地表から深さ２５mまでは沖
積砂礫層で，深さ２０mのところに天城側火山カワゴ平の
約３０００年前の噴火で飛来した軽石の層がはさまれている．
深さ２５mから７０mまでは１０層の三島溶岩層があり，そ
の下はまた砂礫層になっている．これら溶岩層の間のクリ
ンカー部分と下位の砂礫層からは，何れも地表近くまでの
高い水圧を持った地下水が湧き出している．溶岩層の間の
地下水の水質はそれぞれよく似ていて，何れも富士山系の
地下水と考えることができる．水源から下流３００mにわ
たって川底から湧水の湧き出すのが昔は見られたといわれ

図５ 三島溶岩台地末端の地形．等高線（点線）は標高mを示
す．（１：２０，０００地形図「三島宿」明治２０年により作成）
小浜池周辺の三島湧泉群と柿田川の位置を示す．
Fig．５． Topography of end areas of the Mishima basaltic lava flow
in the vicinity of Mishima City．The topography was written by
an old map [Mishima-shuku，１；２０，０００（１８６７）］．Locations of
Kohama-ike and Kakidagawa Springs are shown in the map．
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るので，この間に溶岩層が順次末端になって終わっている
と推定される．湧水は約３０００年前の軽石層を突き破って
湧き出しているので，かつては湧水池だったと思われる柿
田川が現在のような河川として流れるようになったのは，
およそ２０００年前頃からと思われる．
上述したように，柿田川の水は溶岩層の間の被圧地下水

が主であるが，そのほかに，表層砂礫層中の表層自由地下
水，軽石層の下の被圧地下水，溶岩層の下の砂礫層の被圧
地下水，と何系統かの地下水が混ざり合ったものである．

表層の地下水や軽石層の下の地下水，溶岩層の下の地下水
には，愛鷹山や箱根山からの地下水が流入または混入して
いる可能性がある．
このように，湧水の主体はいくつも重なっている溶岩層

間のクリンカー状に破砕された部分の被圧地下水であるこ
とがわかったが，玄武岩溶岩層の中心部はゆっくりと緻密
に冷え固まって水も透さず，表層と下底はクリンカー状に
なり，高所へ行くほど溶岩層はより薄く，より傾き，クリ
ンカー部分が多くなるという溶岩層の構造を考えて見る
と，高所ほど降雨と雪融け水は溶岩層間に入り易く，山麓
では被圧地下水体として溶岩層間に蓄えられ，高さによる
水圧で溶岩末端から押し出されるように湧き出す湧水のメ
カニズムが明らかになってきたように思われる（図８，９）．
このような湧水の状況は小浜池（土，１９８５），湧玉池
（土，１９９２）でも同様であった．また，黄瀬川は三島溶岩の
上を流れているが，このことは玄武岩溶岩流には水を透さ
ない部分があることを明らかに示している．

５． 小浜池の水位と周辺の降水量および富士山頂積雪量
の関係

つぎに，小浜池の水位変化について，富士山東側の降水
量，富士山頂の積雪量との関係を検討してみる．ここでは
山頂積雪量が多くて３m近くに達した１９８３（昭和５８）年
の日観測の例を示す（図１０）．三島溶岩の地下水に関係す
る降雨は富士山南東斜面，愛鷹山東斜面，箱根山西斜面，
御殿場～三島溶岩台地の範囲内にある．それらを代表する
ものとして御殿場，三島の２地点の降水量を見ることに
する．両者は富士山南東側として一括してもよい位で，殆
どの場合，同時に降雨がある．
ところで，上記２地点に大雨があるとその直後に小浜池

の水位が顕著に上昇することがわかる．例えば８月１４日
から１７日までに三島で２８９mm，御殿場で６０２mmの大雨
があったが，小浜池の水位は三島の降雨量よりも多い４３
cmも上昇している．このように，水位の上昇量は三島の
降雨量よりもはるかに大きいので，少なくとも三島の降雨
の影響だけではない．御殿場は多くの場合三島より降水量
は多い．しかし，常に流れている小浜池の水位を上昇させ
るには，実際に調べて見ると三島の降水量の３０倍も多い
降水量を必要とする．富士山では御殿場から太郎坊に向か
って降水量はさらに増大する．富士山東側に大雨があった
場合，小浜池の水位が顕著に上昇することはグラフにも実
際にも明瞭に表れる．
以上の事実を説明するためには，小浜池に湧水する地下

水は富士山の水源から被圧地下水として末端の小浜池に通
じ，水源付近の大雨による地下水圧の増加によって，溶岩
末端で直ちに湧水量の増加となってあらわれると考えるの
がもっともよさそうである．つまり，おそらく富士山の中
腹以上からの地下水圧によって末端では押し出されるよう
に湧水すると考えられる．もしそうだとすれば，小浜池に
湧水する三島溶岩中の水脈はある範囲で独立した地下水系
ということになる．そして，地下水の流下速度もこれまで

図６ 富士山の地下水についてのこれまでの考え
上：富士山の地下水体モデル（山本，１９７０）
中：古三島川（地下川）の断面概念図（蔵田，１９５１，１９６７）
下：三島溶岩層間の被圧地下水の流れについての筆者の考え
Fig．６． Representative ideas on the mechanism of water springs on
the foot areas of Fuji Volcano．
（Upper）：A model of groundwater body in Fuji Volcano
（Yamamoto，１９７０）
（Middle）：An underground river（unpressured waters）in the
Mishima lava flow（Kurata，１９５１，１９６７）
（Lower）：An idea on water springs at Mishima by pressured
ground waters within the Mishima lava flow．（Tsuchi，１９９２）．
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古富士泥流層の上を流れる“地下川”として予想されてき
た“７５日”よりはるかに遅い筈である．
つぎに，富士山の積雪量との関係を見てみよう．実際に

は山頂の降雨量や，降雪量，融雪量を知りたいが，現在の
ところ山頂の毎日の積雪量のみを平成１６年までは知るこ
とができる．昭和５８年について見ると，融雪の始まる時
期と小浜池の水位が上昇を始める時期はきわめてよく一致
する．そして，雪が全部融け終わると同時に，小浜池の水
位上昇は止まり，その後，水位は漸減する．しかし，その
頃は梅雨や台風の時期ともなるので，大雨があるとそのつ
ど水位は上昇する．秋になって積雪が始まると，例え雨が
降っても水位は低下してゆく．昭和５９年春，多量の降雪
があり，中腹以下では忽ち融雪したにもかかわらず，小浜
池の水位には何の影響も与えなかった．このようなことか
らも，小浜池湧水の水源は富士山南東側の中腹以上にある
と考えてよい．

６． 湧玉池の湧水
富士宮浅間大社境内にある湧玉池は富士山の雪融け水に

由来する自然湧水として古くから知られている．湧玉池か
ら流れ出ている神田川の年平均流量，平成６年からは湧玉
池の地下水の年平均水位と白糸の年降水量の関係を示した
のが図１１である．この平成年間では白糸の降水量は１５００
～３９００mmと年によって上下するものの，特に減少傾向
にあるようには見えない．そして，湧水量の増減は年降水
量の多少とゆるやかに相関し，通常の河川とは明らかに異

なり，被圧地下水である湧水の流れをよく表している．同
じような被圧水による湧水の例として，柿田川の年平均地
下水位と御殿場年降水量，西湖の年平均水位と河口湖観測

図８ 玄武岩溶岩の重なりとその間の地下水の流れの模式図．
Fig．８． An idealized sketch for flowings of pressured underground
waters within overlapping basaltic lava flow beds and unpressured
underground waters within surface volcanic ash beds．

図７ 柿田川源流部の地質断面図
（土，１９９３）．
（▽は代表的な湧水圧の高さ，ヘ
キサダイヤグラムはその層位の湧
水の水質を示す）
Fig．７． A geologic profile of the source
area of the Kakidagawa Spring on
the end of the Mishima basaltic flows
at the Shimizu‐cho area（Tsuchi，
１９９３）．▽：Hights of the pressured
ground waters．Hexadiagrams of some
springs are also shown．
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所の年降水量の関係をあわせて示した．富士五湖のうちで
は排水路，発電用取水など人工的影響が最も少ないものと
して西湖を選んだ．なお，平成３年は富士五湖異常増水の
影響が表れている．また，平成１０年は富士宮異常湧水の
あった年でこの年の相関は特に顕著で，湧玉池の湧水は富
士山南西側斜面の降水量の多少にかなり関係があることを
示している．
湧玉池の湧水の状況を見ると，池のすぐ北側に迫る大宮

溶岩（富士宮溶岩）の間から，湧き出していることがわか
る．大宮溶岩は同じく新富士旧期溶岩の１つで湧玉池はそ
の末端にあたっている．大宮溶岩の厚さは，電気探査から
３０～６０mと推定され，その下位に古富士泥流層が分布す
る．湧玉池の湧水の湧き出し方は柿田川の場合と同様であ
った．図１２に湧玉池付近の地質断面図を示す．ここでは
湧玉池の背後，北東側に大宮溶岩の末端の一部が迫り，７
層の玄武岩溶岩層からなっている．地下水は下部の溶岩３
層の間のクリンカー部分と，古富士泥流層と溶岩層の間の
クリンカー部分および火山灰層中を被圧地下水として流れ
ている．地下水は湧玉池水面より１７５cm高い地下水圧で
湧玉池に流出していた（土，１９９２）．
湧玉池湧水の水位に関しては，背後の溶岩層中に掘られ

た観測井により，湧玉池より１７５cmほど高い地下水面が，
その後富士宮市によって毎日観測されている．これを平成
１０－１２年について示したのが図１３である．この図を見る
と，湧玉池の地下水位は白糸の降水量の半分以上も上昇し
ている．例えば，平成１０年８月２６－２９日に白糸で５０３mm
の降雨があったが，湧玉池の地下水位はその時３７cmも上
昇している．このことは，湧玉池の地下水位上昇は池の周
囲の雨量よりもはるかに多量の雨が関係していることを示
す．湧玉池の面積はおよそ２５００m２，水深を１mとすれば
池の容積は２５００m３になる．そして，地下水位が１m上下

すると神田川の流量７万m３の増減に相当する（図１３）．
地下水位の上下は湧玉池の水位の上下におよそ比例するの
で，富士宮に１００mmの降雨があると，湧玉池には２５００
m３の１／１０にあたる２５０m３の水が供給され，池の水位は１
mで７万m３に相当するので，２５０m３であれば，その１／２８０
にあたる３．５mmほど上昇することになる．常時流れてい
る湧玉池の水が１０cm上昇するためには７０００m３の水，あ
るいは２８００mmの降雨が必要なのである．
このように，湧玉池の水位も富士山南西斜面の融雪・積

雪および水源付近の多量の降水と関連し，それらによって
地下水圧が高められ，その増減を通じて湧水量が増減する
と考えた方がよい．富士宮付近の雨よりも多量の雨が湧玉
池水位に関係するということは，水源は富士山南西側中腹
以上にあることを示唆している．

７． 白糸の滝，富士五湖，御殿場湧水群
富士山西麓にある白糸の滝は富士山の溶岩の崖から湧水

が噴き出して白いすだれのように見えることから，“白糸
の滝”と名づけられ，国の天然記念物に指定されている．
ここには新富士旧期溶岩流の１つ，白糸溶岩が山頂付近か
らここまで流下してきている．滝の基盤をよく見ると，泥
質火山灰中に火山礫をまじえた古富士泥流層がつくる崖が
あり，その上に白糸溶岩が３層のっている．そして，湧水
は溶岩層間と溶岩層と古富士泥流層の間から噴き出すよう
に湧き出していることがよくわかる（図１４）．この湧水の
メカニズムもこれまでのものと同じで，富士山西側の中腹
以上で白糸溶岩層の間にしみ込んだ地下水が，上からの水
圧によって押し出されるように末端で噴き出したものであ
る．富士山に大雨が降った時や，融雪の時期６月頃の勢い
のよい滝の噴き出し方はそれをよく物語っている．
以上述べてきたように，富士山麓の多くの湧水のうち，

図９ 富士山の溶岩層間の被圧地下水の流れの模式的断面図．
Fig．９． An idealized profile of Fuji Volcano（North‐South），with flowing down and making springs by pressured underground waters．
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小浜池など規模の大きな湧水は何れも新富士旧期溶岩流の
末端の中央近くに位置し，限られた数で分布していること
は注目すべきで，層状に重なった玄武岩層のある範囲が地
下水脈になっているため，末端の限られたところへ湧水す
ると考えられる．現在のところ，地下水路の幅がどれくら
いかについては未詳である．富士五湖も昔から湖底に湧水
が知られ，旧期溶岩流が御坂山地山麓の凹所まで流下し，
末端から湧水してつくられたと考えている．平成３年秋の
富士五湖異常増水の際，河口湖観測所では９月１９日に２０８
mmの降雨があったが，その後２日間は降雨がなかったに
もかかわらず西湖では２日後の２１日までに２m近く水位
は急上昇し，その後も少しずつ増水して１０月中旬には水
位は９m近くに達した．このような短時日に大きな水位

上昇は富士山高所における大雨が被圧地下水となって湖底
からの多量の湧出を考えないと説明できないように思われ
る．
また，旧期溶岩流の分布していない御殿場付近にも多く

の湧水が知られている．御殿場南部には水神池や中清水湧
水など旧期溶岩の末端からの湧水も２－３知られるが，他
の地域には火山灰，礫をまじえた御殿場泥流が広く分布し，
層間の粗粒部分を通じて湧水していると考えている．この
ためか規模の大きな湧水は見られない．
なお，地下水については富士宮北東の木伐山付近の調査

の際，ここでは地表に露出している古富士泥流層を１１０m
ほど掘削したところ，４０m以深のやや粗粒の火山泥流層部
分にはじわじわとしみ出すように地下水が出てくるのが見

図１０ 小浜池の水位の日変化と御
殿場，三島の降水量および山頂積
雪量の関係．
昭和５８（１９８３）年について示す．
小浜池の水位は三島市楽寿園の観
測による．
Fig．１０． Daily levels of the Kohama-
ike Spring in１９８８，with daily snow
falls at the top of Fuji Volcano，and
daily precipitations at Gotenba and
Mishima（Obervations were made
by the Mishima Rakujuen Park Of-
fice and the Meteorological Agency）．
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られた（土，１９９６）．量的な問題を別とすれば，溶岩の割れ
目や中期・新期溶岩層間にも地下水は見られると思ってい
る．

８． 富士山の湧水の同位体組成とそれによる水源高度，
涵養年数の推定

湧水の水質分析によりヘキサダイヤグラムをつくって見
ると，富士山起源の湧水は何れもCa‐HCO３型が卓越し，高

濃度を示す（図１５）．そして，箱根火山，愛鷹火山，天守
山系など周辺の山地からの水とはっきり区別することがで
きる．また，バナジウム含有量も多く，地下水の滞留時間
が長いことを示唆する．酸素同位体の δ１８O は軽いほど標
高の高いところの降水に由来するが，小浜池は－８．２‰，柿
田川は－８．６‰，湧玉池は－８．５‰を示し，中部日本の平地
の平均である－６．５～－７．０‰より軽く，標高約１０００mま
たは，より高所の降水に由来すると考えてよい（早稲田・

図１１ 湧玉池年平均地下水位・神田川年平均
流量と白糸降水量．
平成１－１６年について示す．柿田川と西湖に
ついても併せて示す．
Fig．１１． Averaged water levels of Kanda
River derived from the Wakutama-ike Spring，
with annual precipitations at Shiraito，those of
underground water levels of Kakida Spring，with
annual precipitations at Gotenba，and averaged
water levels of Lake Sai，with annual precipita-
tions at Kawaguchi-ko in１９８９‐２００４．
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図１２ 大宮（富士宮）溶岩の構造と湧玉池の湧水．
ここでは溶岩層は７層からなり、下位に古富士泥流層がくる．
矢印は地下水の流れを示す．
Fig．１２． A geologic profile of the Omiya basaltic lava flow and
the Wakutama-ike Spring．

中井，１９８３；安原・風早，１９９５）．湧水には山頂付近の融雪
水や降水は勿論，湧水の近くでは表層地下水や昨日の雨も
入り込んでいるに違いない．しかし，主体は１０００mかそ
れ以上の高さからの降水と考えるべきであろう．
トリチウム３H（半減期１２．４年）濃度は小浜池で５．４TU，

柿田川で５．０TU，湧玉池で４．５TUの値を得た．トリチウ
ムは１８５４年より前の通常の雨水には１０TU含まれるとさ
れたが，１９６３－６４年の原水爆実験により１０００TUまで増加
し，やがて次第に低下して，２０００年頃の降雨には５TU前
後が含まれるようになった．それらを考慮した降水のトリ
チウム濃度の経年変化のグラフにあてはめてみると，これ
らの湧水はいずれも１５年前後の年数を経た水と考えるこ
とができる．

９． 富士山の地下水涵養量
富士山の総降水量は，周辺の降水量分布から年２２億m３

が見積もられている．これとは別の方法で地下水・湧水の
総量を調べられないかと考え，芝川と潤井川の流量観測を
試みた．富士山麓にはいくつかの河川が知られるが，この
うち芝川と潤井川は富士山西側斜面の湧水等を源流とし，
それらを集めて流れる川で，この２つの河川の流量の合計
は，富士山西側斜面の湧水の総量をおよそあらわしている
と考えてよい．そこで，富士山の底面積を旧期溶岩流の分
布にもとづいて東西南北（EWSN）に４区分し， N２４６km２，
E２４３km２，S１６０km２，W２２４km２，計８７３km２となった（図
１６）．なお，図をできるだけ簡単にするため，三島溶岩流
南端部１５km２と猿橋溶岩流の富士吉田以遠はここでは除

いてある．また，それぞれの区域の代表的降水量観測地と
して，御殿場（標高４６８m）（２７８９mm，３０年間平均値），
白糸（標高５３０m）（２２３２mm），吉原（標高６５m）（２１４８
mm），河口湖（標高８６０m）（１５２６mm）を使い，また，降
水の影響が予想される周辺山地の富士山側斜面は必要に応
じて考慮することとした．ただ，降水量観測地はいずれも
富士山麓をとったとはいえ，中腹以上の降水量を十分考慮
しない点に問題はあるが，これらの観測地は長期の降水量
観測が続けられ，それぞれの区域の山麓中央部に位置して
いるので，現段階ではとりあえずこれらの値を使うことと
した．
つぎに，２つの河川について１９９３年８月から１９９４年８

月まで１年間の流量を観測した．なお，流量観測は応用地
質（株）に委託し，建設省河川砂防技術基準に示された方
式でなされた．その結果，２つの河川流量は，芝川町橋本
で芝川の平均流量９５万m３／日，富士宮市黒田で潤井川の
平均流量１４９万m３／日が得られた．この両者の値の合計２４４
万m３／日から，西側の天守山地からの流入量１９万m３／日
と芝川・潤井川流域の地下水の取水・流入量４８．６万m３／
日を除いて，合計１日あたり１７６万m３となった（土，２００４）．
また，幸いにも，１９９３－９４年は白糸の降水量が最近１０－１５
年間の平均に近い値であった．
そこで，富士山のWNES４区分の底面積比１：１，１０：

１，０．８：０．７１と，それぞれの地域の山麓平均降水量の比１：
０．６８：１．２５：０．９６を掛け合わせたものは，Wを１とすれ
ばN０．７５，E１．３５，S０．６８，計３．７８となる．これにより，富
士山西側斜面の地下水涵養量１７６万m３／日の３．７８倍であ
る６６５万m３／日，約２４億m３／年が富士山全体の湧水量，ま
たは富士山の地下水涵養量に近い値と思われる．なお，西
側斜面の湧水量１７６万m３／日に対して，北側斜面は０．７５
倍の１３２万m３／日，東側斜面は１．３５倍の２３８万m３／日，南
側斜面は０．９６倍の１２０万m３／日となる．
この値が湧水量の正確さをどの程度あらわしているかと

いう点については，河川流量にもとづく試算は初めての試
みであり，井戸による地下水の汲上げ量と河川への放流量
のより詳しい検討など，より確からしさを増すよう今後も
検討を続けたいと思っている．
ところで，富士山西側斜面からの湧水流入総量は１７６万

m３／日と述べたが，実際には中腹以下の降水は溶岩層間に
入りにくく，表流水や表層不圧地下水として両河川に流入
すると考えられるので，ここではそれらを除く必要がある．
西側斜面の標高８００m以下の面積は９６km２，その区域の
降水量は年平均２５００mm，蒸発散量を３５％とすれば，流
入する表流水等は４３万m３／日となり，１７６万m３から４３万
m３を除いた１３３万m３／日が富士山西側斜面の被圧地下水
涵養量にあたり，そして富士山全域がもしこれと同じ割合
だとすれば，１３３万m３／日×３．７８≒５０３万m３／日が富士山全
体の被圧地下水涵水量と考えたい．

１０． あとがき
以上，富士山の地下水とそれに関係する主な湧水につい
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て，湧水のメカニズムを中心に述べてきた．富士山の地下
水，湧水の特徴は，１）水量の豊富なこと，２）水温は１２°
－１５℃と平均気温よりやや低いほぼ一定な低温であるこ
と，３）よく濾過されたためか鉱物成分がほど良く溶け込
んで美味しいこと，など人々にとってよいことばかりであ
る．それに長年月の間溶岩層間に蓄えられ，高さによる水
圧で湧き出す被圧地下水であることは，何年間もの降水量
の平均的な水圧で押し出されることになるので，少雨が２

－３年続いてもあまり減少しないし，反対に大雨の年が続
いても河川の水量と違ってそれほど変化せず，水害なども
滅多に起こらない．
一方，小浜池，柿田川などでは湧水量の減少が心配され

ているが，これは黄瀬川・大場川流域水循環システム対策
協議会（１９９８）の報告書を見ても，流域の地下水利用量と
湧水量を加えたものが毎年ほぼ一定であることや，年末年
始の湧水量が一時的に上昇することを見ても，地下水利用

図１３ 湧玉池の地下水位日変
化と白糸降水量・富士山頂積
雪量．
平成１０－１２年の３年間につ
いて示す．平成１０年は富士
宮異常湧水が表れている．
Fig．１３．Daily undergroundwater
levels related to the Wakutama
-ike Spring，with daily precipi-
tations at Shiraito and daily
snow falls at the top of Fuji
Volcano in１９９８‐２０００．
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図１４ 白糸の滝の湧出メカニズムのスケッチ
Fig．１４． An idealized sketcoh of Shiraito‐no‐taki Spring at
Shiraito．

図１５ 主な湧水の水質と同位体濃度．
小浜池，柿田川，湧玉池の３湧水について示す（土，２００２）．
Fig．１５． Water analyses，values of Tritium and δ１８O for the Ko-
hama‐ike，Kakidagawa and the Wakutama‐ike Springs in１９９３
＆１９９５．

図１６ 新富士旧期溶岩流の分布に基づく富士山の東西南北４
区分とそれぞれの底面積，および山麓の代表的降水量と山麓
の河川．
１．古富士泥流層 ２．周辺山地の富士山側斜面

Fig．１６． Four areal divisions of E，W，N，S for Fuji Volcano based
on distributions of the Shin‐Fuji Oldest Basaltic Lava Flows，with
respective areas of the base．Main annual precipitations（mm）in
the foot areas，and main rivers along the foot area are also
shown．１：Ko‐Fiji mud flows，２：Fuji Volcano-side slopes of sur-
rounded mountains．

量の増加によることは明らかである．溶岩流が別ならば地
下水系も別と考えてよいが，同じ溶岩流ならば上流側で取
水しても下流側で取水しても互いに水圧でつながっている
ので，圧力が減る点では同じである．通常の河川水とどの
ように違うかをよく考え，湧水・地下水の有効利用に当た
って，上流側と下流側はより一層協力し合う必要があると
思っている．
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富士山の地下水とその涵養プロセスについて

安原正也＊・風早康平＊・丸井敦尚＊

An Isotopic Study on Where，When，and How Groundwater is Recharged
in Fuji Volcano，Central Japan

Masaya YASUHARA＊，Kohei KAZAHAYA＊ and Atsunao MARUI＊

Isotope tracer methods were used to determine recharge elevations for groundwater in Fuji volcano and evapora-
tion processes taking place on its flanks．The δ１８O variations of precipitation with elevation yielded different precipita-

tion lines for the north and other flanks．The leeward north flank precipitation is more isotopically depleted than that
on the windward flanks．The recharge‐water lines were calibrated by the spring，shallow well，and cavern waters of
local origin for the respective flanks．Based on the recharge‐water lines，recharge elevations for groundwater sam-
ples were found１４００‐２７００m a．m．s．l．on the north flank and１１００‐２２５０m a．m．s．l．on the other flanks．Higher re-
charge elevations on the north flank may be attributed to the distribution of permeable lava flows of younger age
originating in upper areas on the north flank．These recharge areas on the flanks should be preserved from future
development to prevent further depletion and deterioration of groundwater resources in the Fuji volcano area．
On the other hand，there found to be a marked off‐set in δ１８O between the precipitation and recharge‐water lines at
a given elevation for each of the flanks．The difference ∆ in δ１８O between the precipitation and recharge‐water
lines at a given elevation probably results from isotopic enrichment caused by evaporation during infiltration in re-
charge areas．In the elevation range１０００‐３０００m a．m．s．l．，∆ ranges from１．５to３．４‰ for the leeward north flank．
For the windward south flank，∆ ranges from１．３‰ at ３０００m a．m．s．l．to ２．７‰ at ６００m a．m．s．l．Based on these
∆ values，we calculated annual evaporation losses（evaporation rate）as a function of elevation using the Rayleigh‐
type equation．The evaporation rate ranges form１２to２８％ of the annual precipitation for the north flank and from
１１to２４％ of the annual precipitation for the south flank．At a given elevation，the evaporation rate from the
north flank is２to７％more than that from the south flank，and is attributed to a longer duration of sun-
shine and lower humidity in a summer period on the north flank than on the south flank．
Key words: Fuji volcano，groundwater，isotopes，recharge elevation，evaporation rate

１． はじめに
日本を代表する火山である富士山（標高３，７７６m）は静

岡・山梨両県の県境に位置する（図１）．太平洋に面した
孤立峰である富士山には年間を通じて大量の降水がもたら
される．山本（１９７１）によれば総降水量は年間２２億トン
にのぼる．雨あるいは雪として山麓にもたらされる膨大な
降水は，スコリアや溶岩などの透水性の良い火山噴出物で
覆われた地表から速やかに浸透・透過して地下水となる．
地下水は山体内を流下し，山麓下部にもたらされ，そこに
地下水資源に富んだ地帯を形成する．地下水の一部は地表
に現れ，柿田川湧水や白糸の滝をはじめとする多数の大規
模な湧水を形成している．
このような富士山の水文地質と地下水については，いろ

いろな手法に基づいて多数の研究が行われてきた．その結
果，山体の水理構造，地下水の賦存状態，水質組成とその

形成過程，流動プロセスさらには滞留時間等について興味
ある事実が明らかになってきている（たとえば，蔵田，
１９６７；津屋，１９６８；山本，１９７０；池田，１９８２；土，１９９２a；吉
岡・他，１９９３；中井・他，１９９５；丸井・他，１９９５；檜山・
他，１９９５；高山，１９９５；佐藤・鈴木，１９９６；佐藤・他，
１９９７；Koshimizu and Tomura，２０００）．また，地下水全般
に関する数多くの優れたレビューも行われている（たとえ
ば，山本，１９７１；濱野，１９８８；北川，１９９２；山本，１９９２；
土，１９９２b；山本，１９９９；富士山の地下水と人間活動総合
調査研究委員会編，２００２）．
しかし一方で，地下水の涵養標高を始めとする富士山の

地下水涵養プロセスを詳細に検討した研究例はみあたらな
い．山麓のどの地域（標高）にもたらされた降水によって
地下水が主に涵養されているのか，すなわち富士山の東西
南北山麓における地下水の平均涵養標高の推定は，山体内
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図１ 富士山の概要と天水試料の安定同位体組成測定地点．等高線の間隔は５００m．“南東側”を除く斜面区分は概ね山本（１９７０）に
従う．地点番号１０９以降は，土（１９９２a）ならびに吉岡・他（１９９３）の同位体データが存在する地点．
Fig．１． Mt．Fuji and locations of sample sites for isotope analysis．Elevation contour interval is５００m．Mt．Fuji is roughly divided into the
north，south，east，west，and southeast flanks according to Yamamoto（１９７０）．Stable isotope data from sample site１０９onward are from Tsuchi
（１９９２a）and Yoshioka et al.（１９９３）．

図２ 富士山の標高別面積分布．森林限界の位置も表示．
Fig．２． Area（km２）and percentage（％）of Mt．Fuji flank for each５００‐
m elevation interval．Also shown is timberline elevation．
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図３ 富士山の模式断面図と地下水流動系（土，２００４を一部改変）．図中の番号については本文参照．
Fig．３． Schematic cross section showing hydrogeologic structures and groundwater flow in Mt．Fuji（partly modified from Tsuchi，２００４）．For
details，see text．

図４ 富士山北麓の新富士火山新期溶岩流（青木ケ原溶岩流）
と西湖．溶岩中を流動する地下水は西湖に湖底湧水として流
入し，湖水の主要な涵養源となっている．
Fig．４． View of lava flows of the present（younger）Fuji volcano
in front and Lake Sai in background．Groundwater in these per-
meable lava flows，mostly left uncovered with volcanic ash and
other pyroclastics，discharges directly into Lake Sai，being a pre-
dominant source of recharge to lake water．

部での水の三次元的な流動プロセスの解明はもちろん，将
来の山麓開発に対する地下水資源の保全を考える上でも不
可欠な情報である．そこで，本稿においては，多数の天水
（降水・地下水）試料の安定同位体組成に基づき，山麓に
おける地下水の平均涵養標高，さらには降水浸透時におけ
る蒸発による水の損失等，富士山の地下水涵養プロセスに
ついて総合的な解明を試みた．同様の目的ならびに手法に
基づいた同位体水文学的研究は，著者らによって近隣の八
ケ岳火山においてすでになされている（Yasuhara et al．，
１９９３；風早・安原，１９９４）．この八ケ岳の結果とも随時比較
しながら，富士山の地下水涵養プロセスについて議論を進
めてゆきたい．

２． 富士山の地下水と水理地質
大型の成層火山である富士山は，玄武岩質の岩石からな

る標高３，７７６mの円錐形をした活火山である．富士山域の
面積は，黄瀬川流域を含むと約１，０００km２におよぶ．この
うち標高１，５００m以下の山麓が全面積の約９０％を占める
（図２）．森林限界は２，０００～２，４００m付近にあるが（宮脇・
菅原，１９９２），それ以上の亜高山帯や高山帯が占める割合は
全体の５％以下にすぎない．
富士山の周辺には御坂山地，天子山地，丹沢山地が位置

しており（図１），これらの地域は新第三紀中新世の海底
火山噴出物（いわゆるグリーンタフ）や堆積岩によって構
成されている．中新統の基盤上に形成された第四紀の富士
火山の地質については，津屋（１９６８）や土（２００１）に詳し
い．現在の富士山の下には古富士火山，小御岳火山が存在
し（図３），新富士火山（狭義の富士山）の噴出物の厚さ
は最大１，５００m足らずとされている．富士山の斜面には標
高１，７００～１，８００m付近に地形傾斜の変換点がある．これ
より高いところでは何枚もの新富士火山新期～中期の粘性
の高い溶岩が火山灰やスコリアと互層して，急傾斜の斜面
を形成している（土，２００１）．低標高部には，古富士泥流，
新富士火山旧期溶岩類，山麓扇状地堆積物が緩斜面を形成
している．ちなみに，富士宮地区や三島地区では，新富士
火山噴出物は４０～６０m程度の厚さである（土，１９９２b）．
透水性に富む新富士火山噴出物の下に位置する古富士火

山は，大規模な面的な広がりを有する難透水性の火山泥流
（古富士泥流）によって特徴づけられる．このため，現在
の富士山は，巨視的に見れば新富士火山噴出物が地下水を
溜める帯水層であり，受け皿となる古富士火山の上に乗っ
ているという二重構造をしている．その様子を図３に模式
的に示した．地下水は古富士火山の上を斜面下方へと流れ，
山麓下部で一部が湧水として湧出する（図３の ）．この
ような古富士泥流と新富士火山噴出物との境界部に形成さ
れた湧水の代表例としては，白糸の滝（図１の地点１１）を
挙げることができる．さらに，新富士火山噴出物も一様で
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図５ 水に基づく富士山の鉛直区分（山本，１９７１を一部改変）．
Fig．５． Mt．Fuji flank divided into three zones on the basis of quantity of water．Partly modified from Yamamoto（１９７１）．

表１ 降水試料の採取地点と安定同位体組成．
Table１． Isotope ratios of precipitation together with details of sample sites and periods．

図６ ２合目湧水（図１の地点３３；標高１，６２０m）．高標高山麓
に位置する湧水の一例．
Fig．６． Sample collection from high‐elevation spring at site ３３
（Fig．１；１，６２０m a．m．s．l．）．

はなく，溶岩流（厚さは数mから６０m程度）や火山灰層，
火山砂礫層やスコリア層が何重にも重なって構成されてい
る．地下水は，主に溶岩流のクリンカー部，節理，さらに
は火山砂礫層，スコリア層を通じて斜面方向へと流動する
（図３の ）．新富士火山噴出物である溶岩流の末端に位置
する湧玉池（図１の地点１３），柿田川（同地点１７），忍野
八海（同地点２０）などの湧水は，このようなメカニズム
によって形成されていると考えられる．北麓の富士五湖も，
青木ヶ原溶岩流や鷹丸尾溶岩流（いずれも新富士火山新期
溶岩類）などを通じて地下水が供給されている（図３）．
図４は西湖の南西岸における青木ヶ原溶岩流を示してい
る．潜水カメラを使った調査によって，西湖の湖底に露出
した溶岩流の末端からは常に地下水が湧き出ていることが
確認されている（丸井・他，１９９５）．
以上のような地下水流動によって，富士山の低標高部に

は水に富んだ地帯が形成されることになる．山本（１９７１）
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は富士山麓の標高８００m以下を「豊水域」としている（図
５）．この豊水域には無数の湧水が形成され，山麓全体か
らは一日当たり４８０万トン（１９７０年前後）もの地下水が
地表に湧出している（山本，１９７３）．より標高の高い山麓は，
「無水域」（標高２，０００m以上）あるいは「乏水域」（標高
８００～２，０００m）に区分される（山本，１９７１）．無水域と乏水
域は，もたらされた降水が浸透・透過して地下水を補給す
る涵養帯の役目を果たしている．ただ，粘土化した火山灰
層あるいは緻密な溶岩流が局所的に難透水層の役目を果た
す場合などには，無水域や乏水域にも湧水が形成される（図
３の ）．このような湧水として代表的なものは，滝沢林
道二合目湧水（図１の地点８３；標高１，４７５m），水ヶ塚（同
地点８８；標高１，４３０m），太郎坊（同地点８７；標高１，２５０
m），上井手林道湧水（同地点９１；標高１，１５０m）である．
さらに高い標高１，６２０mには二合目湧水（同地点３３）が
存在する（図６）．これらはいずれも一日当たりの湧水量
が数トンからせいぜい数十トン程度と豊水域の湧水と比べ
て水量が著しく少なく，溶存成分濃度も低いことが特徴で

ある．また，浅井戸であるが，富士山頂の標高３，７２５mに
は銀明水（図１の地点１０１）が見られる．図７と図８に銀
明水の外観と，地下水試料採取の様子を示した．これら高
標高山麓部や山頂部に位置する恒常的な湧水や浅層地下水
は，後述する地下水涵養線（第６章）の決定に際して重要
な意味をもつ．
最後に，最近の調査の結果，これまで難透水層と考えら

れてきた古富士泥流層や古富士火山溶岩中にもかなり豊富
な地下水があることがわかってきた（図３の ）（たとえ
ば，山本，１９９２）．新富士火山噴出物中の地下水と比較して
流速は遅く，また水質・同位体組成も異なるようであるが
（中井・他，１９９５），現時点ではその詳細な実態は不明であ
る．このような深い部分の地下水は，長い年月をかけてい
ずれは駿河湾などの海底に湧出するものと想像される．

３． 富士山の水文気象環境
伊藤（１９６４）によると，気温については，年平均値では

南麓は北麓より同一標高で比較して最大０．７℃程度高いも

図７ 富士山頂の浅井戸（銀明水）の外観．図１の地点１０１（標
高３，７２５m）．
Fig．７． Appearance of Ginmei‐sui on top of Mt．Fuji（ca．３‐m
deep shallow well at site１０１in Fig．１；３，７２５m a．m．s．l．）．

図８ 銀明水の採取．神職が柄杓で井戸水を汲んでいる様子．
Fig．８． Groundwater sampling from Ginmei‐sui．Formally‐dressed
Shinto priest ladled water in a respectful manner．
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図９ 富士山とその周辺地域における年平均降水量の分布（木澤・他，１９６９を簡略化）．
Fig．９． Annual precipitation in the study area，simplified from Kizawa et al．（１９６９）．

のの，夏期にはほぼ等しいか，あるいは反対に北麓の方が
若干高くなる．また，北麓は南麓に比べて，特に夏期にお
いて雲量が少なく日照時間が多くなり，湿度も低い．すな
わち，南麓が海洋的であるのに対し，北麓は内陸的気候を
示す．山頂の年平均気温は‐６．６℃である（伊藤，１９６４）．
富士山とその周辺地域の降水量分布についてはいくつか

の観測・研究例がある．図９は，木澤・他（１９６９）による
３０ヶ年平均の年降水量の分布である．御殿場を中心とし
た富士山の東麓，ならびに天子山地の東～南東側斜面にお
いて降水量が特に多いことがわかる．富士山の南麓や西麓
での降水量も比較的多いが，対照的に河口湖から富士吉田
にかけての北麓では少ない傾向が顕著である．東麓の標高
５００m以上の地域での年降水量は２，７５０mmを超えてお
り，特に標高１，２５０m付近の太郎坊では４，８５０mm／年と
されている（藤村，１９７１）．山頂付近の年降水量は３，０００mm
を超えると言われているが（宮脇・菅原，１９９２），強風のた
め雨滴の補足が難しく，その正確な値については現在のと
ころ不明である．

木澤・他（１９６９）によると，富士山麓に日降水量が２０
mm以上の集中的な降水（大雨）があった時の気圧配置型
別百分率では，最も多いのは低気圧が南岸を通過する場合
（５２％）であり，これに台風の場合（１４％）と日本海上に
低気圧や前線がある場合（１１％）が続く．低気圧が南岸を
通過する場合（南岸低気圧型気圧配置）と日本海上に低気
圧や前線がある場合（東高西低型気圧配置）に予想される
地表近くの風の流線は図１０のようになる（木澤・他，１９６９）．
台風の雨域もその東側に特に発達する．したがって，台風
が本州の南岸沿いに進む場合にも，それに伴う降雨時には
図中の実線と同様の流線が出現するものと推定される．す
なわち，富士山麓に大雨をもたらす風系は，ほとんどが図
１０の実線・破線のどちらかのパターンに従うものと考え
てよい．このため，風の流線（図１０）と先の年降水量分
布（図９）とは当然ながら極めて整合的な傾向を示す．南
東風に対して風上側となる東麓の降水（水蒸気）は主に相
模湾から，同じく南風に対して風上側となる南麓と西麓の
降水（水蒸気）は駿河湾から供給されることになる．富士
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山北麓の水蒸気の主な供給源は相模湾であるが，富士山東
麓における水蒸気団の斜面上昇によってまず東麓で大量の
水蒸気が降水として失われてしまい，その先の河口湖を中
心とした北麓はいわゆる雨陰（山陰）に置かれる．この結
果，北麓では年降水量が顕著に少なくなるものと考えられ
る．
一年を５月～１０月の夏期とそれ以外の冬期に区分し，気

象庁（１９９３）や同アメダス（準）平年値データ（～２０００
年）から６ヶ月ごとの降水量を検討すると，年降水量の実
に６５～７３％が夏期にもたらされることが読みとれる．北
麓の河口湖，上九一色の両観測点では，年降水量に占める
夏期の降水の割合は７０％を超えている．また，東麓の御
殿場や西麓の白糸観測点でも７０％近い高い値を示す．南
～南東麓の観測点である吉原や三島では相対的に低い値を
示すが，それでも夏期の降水が６５％程度を占めている．こ
のことから，富士山麓における地下水の主涵養期は５月
から１０月の夏期であり，この期間にもたらされる梅雨や
台風による大雨が富士山の地下水形成に主として貢献して

いるものと考えてよかろう．

４． 降水の安定同位体組成
地下水の涵養プロセスを明らかにするためには，富士山

麓における降水の同位体組成分布を正確に知ることが不可
欠となる．そこで，山麓全域に降水採取装置を配置した（図
１１）．１９９３年８月から１９９４年８月初旬までのほぼ一年間，
山頂（地点A）を基点として，東麓（地点H），南麓（地
点 E，F，G），西麓（地点 I），北麓（地点B，C，D）の合
計９地点において，嶋田・三條（１９８７）タイプの採取装置
を用いて降水の採取を行った．降水採取装置はすべて，樹
冠を始めとする上空遮蔽物の影響がない地点に設置した．
各地点の標高および採取期間は表１のとおりである．山頂
の地点Aならびに南麓新五合目の地点 Eにおける降水採
取装置の設置状況を図１２，図１３（以上，地点A）ならびに
図１４（地点 E）に示す．降水採取装置には，集まった試
料からの二次的な蒸発を防ぐ工夫がなされているが，その
詳細な構造については風早・安原（１９９４）を参照されたい．

図１０ 富士山とその周辺地域における地表面近くの風の流線（木澤・他，１９６９）．実線の矢印は低気圧が遠州灘上にある場合，破線の
矢印は華北や日本海上に低気圧や不連続線がある場合．研究地域に２０mm／日以上の降水がもたらされる場合には，どちらかの流線
が出現する確率が極めて高い．
Fig．１０． Predominant wind directions when precipitation greater than or equal to２０mm／day occurs（Kizawa et al.,１９６９）．Most of moisture
supply to the Mt．Fuji area is derived from Sagami Bay and Suruga Bay through southeasterlies and／or southerlies．
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図１１ 降水採取装置の設置地点．
Fig．１１． Locations of precipitation sample sites．

降水試料の水素同位体比（δD）は亜鉛バッチ法により，
また酸素同位体比（δ１８O）は CO２‐H２O平衡法に基づいて
測定した．得られた δD値と δ１８O 値（年平均値に相当）を
表１に，また両者の関係を図１５に示す．北麓の地点Cの
試料には人為による不純物の混入が明らかに認められた．
したがって，同地点の測定値は以後の議論から省くことに
する．さて，降水の δDと δ１８O は，

δD＝８ δ１８O＋１５．１ （１）

の関係をもつことがわかる（図１５）．標高３，７３０mの地点A
の山頂降水が，全測定地点の中で最も軽い同位体組成（‐１０２．３
‰δD；‐１４．７‰δ１８O）を有する．また，南麓（地点 E，F，
G）と北麓（地点B，D）においても，それぞれ標高が高く
なるほど降水の同位体比は低くなる．これらは，いわゆる
同位体高度効果によるものと解釈される．
南麓の標高１，０００mの地点 Fと，東麓でほぼ同じ標高

に設置した地点H（標高８５０m）および西麓の地点
I（標高７８０m）では，降水は δD値で‐６２．８～‐５９．７
‰，δ１８O 値で‐９．７～‐９．３‰と極めて似通った値を
示す（図１５，表１）．このことから，標高１，０００m
前後の一標高だけでの比較ではあるが，東麓・南
麓・西麓における降水は，同位体的にはほぼ同じで
あるとみなしてよいものと判断する．
一方で，東麓・南麓・西麓の降水に比べて，北麓

の降水の同位体組成が明瞭に軽いことが注目され
る．北麓の標高１，０１０mの地点Dでは‐７８．３‰δD，
‐１１．７‰δ１８O と，その他の山麓のほぼ同標高と比べ
て δD値で１５‰以上，また δ１８O 値で２‰以上軽い
値を示す．さらに標高２，０００m以上の高標高部でも，
北麓の地点B（標高２，２８０m）は南麓の地点 E（標
高２，３９０m）より δD値で約１６‰，また δ１８O 値で
１．７‰程度軽い値を示す．第３章でも述べたように，
富士山麓においては，雨量が大きい降水（大雨）の
大部分は太平洋からの気流（水蒸気）によってもた
らされる．南東（相模湾）および南（駿河湾）から
の湿った水蒸気を含んだ気流は，東・南・西麓に衝
突後，上昇しながら同位体的に重い降水をまずこれ
らの山麓に降らせる．こうして，水蒸気団は徐々に
軽い同位体組成をもつようになり，南東および南か
らの気流に対してともに雨陰側に位置している北麓
において，同位体的に最も軽い降水を最後にもたら
すことになる．富士山北麓において観測された同位
体的に軽い降水は，以上のようないわゆる雨陰効果
（rain‐shadowing effect）によって説明できよう．内
陸効果が重要とならない規模の限定された地域にお
ける同様の現象は，Siegenthaler and Oeschger（１９８０）
によってスイス・アルプスにおいて，またハワイ島

のキラウエア火山山麓（Scholl et al．，１９９６）や八ケ岳山
麓（Yasuhara et al．，１９９７）においても観測されている．
図１６に，降水の δ１８O 値とその標高の関係を北麓と東・

南・西麓に分けてプロットした．先に述べたとおり，両降水
線の間には，標高１，０００m，２，０００m，３，０００mにおいて δ１８O
値でそれぞれ２．１‰，１．３‰，０．６‰の顕著な差が認められ
る．北麓における降水の同位体高度効果を表す，いわゆる
降水線（precipitation line）の傾きは‐０．１２‰／１００m，一方，
東・南・西麓での降水線の傾きは‐０．１８‰／１００mと北麓に
比べてかなり大きくなる．富士山より約３５km北の内陸
部にある八ヶ岳の東麓では，降水線は‐０．３‰δ１８O／１００m
程度の傾きを示す（風早・安原，１９９４）．富士山の東・南・
西麓と八ヶ岳の東麓は，ともに夏期の地下水の主涵養期に
は卓越風の風上側斜面に相当するが，海洋に面した富士山
の降水線の傾きは内陸部に位置する八ヶ岳のそれに比べて
かなり小さいことがわかる．

５． 地下水の安定同位体組成
１９９２年から１９９４年のそれぞれの年の８月を中心とした
夏期に地下水（湧水，井戸水，風穴水）を採取し（図１），
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試料の安定同位体組成を測定した．同位体組成の測定方法
は降水のそれと同じである．風穴水とは，風穴内部にでき
た池の水や天井からの滴下水を意味する．採取した井戸の
スクリーン深度を考慮すると，得られた井戸水試料は，湧
水や洞穴水試料と同じく新富士火山噴出物中に賦存する地
下水であると判断される．これらに加えて，土（１９９２a）
と吉岡・他（１９９３）による同位体組成測定値（地点は図１
参照）も利用して以下の議論を行うことにする．ただし，
上記既存データのうち，古富士泥流層中の地下水とされる
朝霧地域の深度１０３～１４５mの試料（中井・他，１９９５）につ
いては考察から除外した．また，考察にあたっては，愛鷹
山と箱根火山に挟まれた黄瀬川流域を南東麓として区分し
て議論を進める．
まず，地下水の δDと δ１８O との関係を図１７に表す．こ

れら両者の関係は，

δD＝８ δ１８O＋１３．５ （２）

の直線で近似される．図１７には降水の δDと δ１８O の関係
（式（１））も破線で示してある．地下水の場合には，δD軸
切片すなわち d‐value が降水のそれ（１５．１‰）に比べて１３．５
‰と若干小さくなるものの，両直線は傾き８を有して d‐
value もほとんど一致する．この事実は，富士山麓におい
ては，浸透時の蒸発プロセスがほぼ同位体的平衡条件下で
進行しており，動的同位体効果をほとんど伴わないことを
強く示唆している．
富士山の地下水の d‐value（１３．５‰）は，早稲田・中井

（１９８３）による中部日本の太平洋側での地表水の測定結果
（１０‰前後）とはほぼ整合的である．しかし，八ヶ岳山麓
における地下水（δD＝８ δ１８O＋７；安原・風早，１９９４）と
比較してみると，両地域の d‐value には明瞭な差があるこ
とが注目される．ともに夏期（５月～１０月）の主涵養期に
南～南東風が卓越する水文気象環境下におかれ，また両火

図１２ 富士山頂の降水採取装置（図１１の地点A）．後方に見え
るのは富士山測候所．
Fig．１２． Precipitation collector on top of Mt．Fuji（site A in
Fig．１１）．Upper center is the JMA meteorological observatory．

図１３ 富士山頂の降水採取装置（図１１の地点A）からの試料
水の回収作業風景．降水採取装置には直径７cmのロートが
取り付けられている．また，同装置には，集まった試料から
の蒸発が最小限となるような工夫がされている．試料の回収
時には水量の計測も併せて行った．
Fig．１３． Collection of precipitation sample at site A．Precipitation
collector with a funnel of７cm diameter was designed to mini-
mize sample evaporation．Volume of water was also measured．
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図１４ 富士山南麓新五合目の降水採取装置（標高２３９０m；図
１１の地点 E）．地点A以外では，直径９cmのロートを受口
部に使用した．
Fig．１４． Precipitation collector，lower left in the figure，at２３９０m
elevation on the south flank（site E in Fig．１１）．Funnels of９cm
diameter were used for those at sites B to I．

図１５ 降水の酸素同位体比と水素同位体比（ともに年平均値）
の関係．地点Cの試料には相当量の不純物の混入が認められ
たので，同地点の値は以後の議論から除外する．
Fig．１５． Stable isotope ratios for precipitation（volume‐weighted
annual mean）．As precipitation sample from site C proved to
be contaminated with alien substance，data of site C is eliminated
in further discussion．

山は近接するにもかかわらず，富士山と八ヶ岳ではこのよ
うに d‐value に明らかな違い（それぞれ，１３．５‰と７‰）が
見られる．両山麓の地下水の主たる涵養源となる降水をも
たらす気団の起源や動き，さらには海岸からの相対的な距
離の違いを反映しているのではないかと考えられる．
図１８に，各山麓の地下水の δ１８O 値の分布範囲を示す．

この図から二つの傾向が読みとれる．まず，北麓の δ１８O
値（‐１１．８～‐８．６‰）がほかの山麓に比べて低いことであ
る．これは，前述のとおり，雨陰側に位置する北麓にもた
らされる降水の同位体組成そのものが軽いことに一因があ
ると推定される．同様の，主涵養期の卓越風向に対する山

麓の地理的位置の相違に起因すると考えられる地下水の同
位体分布の違いは，榛名火山（Sato et al．，２００３）や摩周火
山（安原・他，２００５）でも指摘されている．二つ目は，地
下水は南東麓において最も高い δ１８O 値（‐９．１～‐６．４‰）
を示すことである．同地域は西を標高１４５８mの愛鷹山，東
を標高１１０８mの箱根外輪山によって挟まれている．した
がって，南東麓の地下水は，富士山系に加えて愛鷹山系と
箱根山系からの地下水の供給を受け，これらの水の混合に
よって形成されるものと考えられる．ここで，愛鷹山系と
箱根山系から供給される地下水は，山体標高がともに１５００
m以下と低いために，富士山からもたらされる地下水に
比べてかなり重い同位体組成をもつものと推定される．こ
のことが，富士山からのみの供給を受けているほかの山麓
に比べ，南東麓の地下水がより高い δ１８O 値を有する原因
と判断される．中井・他（１９９５）も同様の推論を行ってい
る．なお，東麓，南麓，西麓の地下水は，北麓と南東麓と
の中間的な δ１８O 値（‐１０．９～‐７．５‰）を示している．

６． 地下水の平均涵養標高
地下水の δ１８O 測定値に基づき，富士山麓における地下

水の平均涵養標高の推定を試みた．東・南・西麓の地下水
の δ１８O 値と標高の関係を図１９に，また図２０には北麓に
おける地下水の δ１８O 値と標高の関係をそれぞれプロット
した．井戸水試料についての測定値は，スクリーンの下端
深度に対応する標高に対してプロットを行った．図１９に
は南東麓の測定値も示してあるが，同地域の地下水は富士
山系，愛鷹山系，箱根山系の三系統の地下水の混合によっ
て形成されると考えられるため（第５章），平均涵養標高
の考察からは除外した．
東・南・西麓においては，標高８００～１，０００m付近の地

下水の同位体比は，それより高い標高に存在する地下水の
δ１８O 値より明らかに小さいことがわかる（図１９中の太い
網線）．同じ傾向は北麓においても認められる（図２０）．
降水の同位体高度効果から判断すると，δ１８O 値が小さいほ
ど標高が高い地域で涵養された地下水であると考えられ
る．すなわち，富士山の山麓における地下水流動系に“階層
構造”が存在することをこの現象は示唆している．標高８００
～１，０００m域の地下水は，標高１，０００～１，４００m域のそれと
比較して，より標高が高い山麓部にもたらされた降水に起
源があるということである．同様の結果は八ヶ岳の東麓に
おいても得られている（Yasuhara et al．，１９９３；風早・安
原，１９９４）．
さて，井戸１０１（標高３，７２５m，深さ約３m）は山頂部

に位置している（図１，図７）．このため，井戸周辺の微地
形も考慮して，井戸水の涵養域の平均標高を３，７３０mと明
確に決定できる．また，南麓の地点３３の湧水（図６；標
高１，６２０m）は，周辺の地形や地質から判断して小規模な
地下水流動系をもつと考えられる．同湧水の導電率が５０
µS／cm とほかの湧水と比べてかなり小さいことも，その
涵養域が湧水点のごく近傍の限られた範囲であることを示
している．地点６２の湧水についても同様である．このよ
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うな涵養標高を正確に推定できる局地起源の地下水を対象
として，東・南・西麓で涵養される地下水の δ１８O 値と標
高の関係を直線で近似し，いわゆる地下水涵養線（recharge
‐water line）を求めた（図１９）．北麓については，山頂部

の井戸１０１と風穴 F‐２（標高１，０００m）の二点を直線で結
んで地下水涵養線とした（図２０）．風穴 F‐２上の土壌・溶
岩のかぶりは１０～２０m程度と，鉛直浸透水が混合するの
に十分なほど厚い．そこで，滴下水によって形成される風

図１６ 降水の酸素同位体比年平均値と標高の関係．
このいわゆる降水線は，北麓とその他の斜面（東
麓，南麓，西麓）では明らかに異なった勾配を
示す．
Fig．１６． Relation between volume‐weighted annual
mean δ１８O values for precipitation and elevation of
collection．Data for δ１８O variations in elevation pro-
duce two regression lines，or precipitation lines，
with different gradients: solid line for the north
flank; broken line for the south，east，and west
flanks．

図１７ 地下水（湧水，井戸水，風穴水）の酸素同
位体比と水素同位体比の関係．降水の関係（図
１５）も参考のため破線で示した．
Fig．１７． Stable isotope ratios for groundwater from
springs，wells，and caverns．Regression line for pre-
cipitation（Fig．１５）is also shown for reference．
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図１８ 各山麓における地下水（湧水，井戸水，風穴水）の酸素同位体比の分布範囲．土（１９９２）ならびに吉岡・他（１９９３）のデータ
も含む．
Fig．１８． Range of δ１８O values for groundwater in the respective flanks．Also included are isotope data from Tsuchi（１９９２a）and Yoshioka et

al．（１９９３）．

図１９ 東・南・西麓における地下水の酸素同位体比と標高の関係ならびに地下水涵養線に基づく地下水の平均涵養標高の推定結果．
地下水涵養線については本文参照．△は与えられた標高における降水線と地下水涵養線の同位体比の差．降水線は図１６のそれと同
じ．南東山麓の同位体比のデータも示す．
Fig．１９． Relation between δ１８O values and elevation，together with estimated recharge elevations for groundwater samples in the south，east，
and west flanks．Recharge‐water line was calibrated using samples of local origin having well‐defined recharge area．△ is difference in δ１８O
values between precipitation and recharge‐water lines at a given elevation．Precipitation line is the same as that in Fig．１６．Isotope data for
southeast frank groundwater are also indicated．

穴 F‐２内の恒常的な池から採取した本試料の δ１８O 値は，
その地点（標高）における鉛直浸透水（涵養水）が有する
同位体比の年平均値に相当すると考えてよいものと判断し
た．図１９と図２０を比較すると，北麓の地下水涵養線が，

東・南・西麓の地下水涵養線より同位体的に軽い方向にシ
フト（標高１，０００mで１．３‰程度）していることがわかる．
この原因についての詳細な議論は，Yasuhara et al．（１９９７）
もしくはYasuhara et al.（２０００）を参照されたい注１）．
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富士山のそれぞれの山麓の地下水の平均涵養標高は，地
下水のもつ δ１８O 値に対応する地下水涵養線上の標高値か
ら得られる．すなわち，図１９において，東麓，南麓なら
びに西麓の地下水の平均涵養標高はそれぞれ１，２５０～
２，２００m，１，１００～２，０００m，１，６００～２，２５０mと求められる．
いずれの山麓においても，標高８００～１，０００m付近の地下
水が各山麓の地下水の中で最も高い涵養標高を示してい
る．また，山麓毎に比較すると，西麓の地下水が最も高い
平均涵養標高を有し，その最高標高と最低標高の差は６５０
m（＝２，２５０m‐１，６００m）とほかの山麓に比べて狭い．反
対に，南麓の地下水が相対的に最も低い標高で涵養されて
いることになる．一方，北麓の地下水の平均涵養標高は，
図２０から１，４００～２，７００mと求められる．全体的な傾向と
して，北麓では，東麓，南麓ならびに西麓と比較して，地
下水はより高い標高の山麓で涵養されていることがわか
る．とりわけ，標高１，０３０mに位置する地点２７の湧水と
標高９３０mの地点１０５の井戸水（図１）は，平均涵養標高
がそれぞれ２，７００m，２，６００mと求められ，富士山麓にお
いて得られた地下水の中で最も高い地域にもたらされた降
水にその起源があるものと推定された．なお，１９９１年７月
に採取した地点２６の試料は，前日もしくは当日にもたら
された降雨に原因があると見なされる一時的な滴下水であ
ったため，考察から除いた．
各山麓について得られた地下水の平均涵養標高の分布を

簡略化して図２１に表す．同全体図から，森林限界（標高

２，０００～２，４００m付近）をほぼ上限とする山麓の中腹部に
もたらされる降水が，富士山の地下水の涵養にとって最も
重要であることが読みとれる．図２１は同時に，標高２，５００
m付近から頂上にかけての山体上部が，地下水の涵養に
対しては量的に大きな役割を果たさないことを示してい
る．山頂部を含む標高の高い部分の面積が急減すること（図
２），また降水量は必ずしも標高とともに増加しないこと（図
９）に主たる原因があるものと考えられる．加えて，標高
２，８００～２，９００m以上の地域では地下浅部に永久凍土が広
がっている（樋口・他，１９７４）．鉛直下方に水を通さないこ
の永久凍土の存在が，山麓上部での降雨浸透・地下水涵養
プロセスになんらかの影響を及ぼしている可能性がある．
山麓毎の平均涵養標高の違いについては，帯水層となる新
富士火山噴出物の分布やその水理学的性状の地域的な相違
に一因があるものと推定される．特に，北麓においては，
山麓上部で噴出し，山麓の下部まで続く新富士火山新期溶
岩類が広く分布している．透水性が良いと考えられるこの
ような表層部の溶岩流を通じて，山麓のより高標高部で涵
養された地下水が効率的に山麓下部にもたらされること
に，北麓での平均涵養標高が他の山麓に比べて相対的に高
い原因を求めることができるかもしれない．

７． 蒸発率の算出
図１９と図２０中には降水線が示してあるが，これら降水

線と第６章で議論した地下水涵養線の間には，同一標高で

図２０ 北麓における地下水の酸素同位体比と標高の関係ならびに地下水涵養線に基づく地下水の平均涵養標高の推定結果．
Fig．２０． Same as Fig．１９，but for groundwater in the north flank．
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比べて酸素同位体比に明瞭な違いが認められる．この違い
は，降水が山麓において浸透する際に生じる蒸発によって，
残った水すなわち浸透水（涵養水）の δ１８O 値が高くなる
ことに原因があるものと考えられる．以下，降水線と地下
水涵養線の間の δ１８O 値の差に基づき，富士山の北麓と南
麓における蒸発率（降水量に占める蒸発損失量の割合）を
求めてみる．
降水のもつ酸素同位体比（δ１８Op）とその地点で涵養さ

れる地下水の有する酸素同位体比（δ１８Or）との差（△＝δ１８Or
‐δ１８Op）を，北麓と南麓の各標高について求めた．結果を
表２に示す．△値は北麓で１．５～３．４‰，南麓で１．３～２．７
‰である．また，山頂においては１．０‰である．
蒸発時に生じる同位体分別効果は気温の影響を受ける．

本稿では，伊藤（１９６４）の結果から，蒸発が最も盛んに生
ずると考えられる夏期（５月～１０月）の平均気温（T）を
富士山の北麓と南麓で標高別に算出し，それぞれ計算に用
いた（表２）注２）．
降水が地下に浸透する際に，レイリー蒸留過程で降水の

一部が蒸発で失われたとすると，

１－１０‐３△＝Fα‐１ （３）

の関係が成立することが知られている．ここで，Fは蒸発
しないで残った降水の割合（０＜F＜１），αは水の液気二相
間の同位体交換平衡時の酸素同位体分別係数であり，Kaki-
uchi and Matsuo（１９７９）によって得られた関係，

（４）

が適用できる．蒸発率 E（％）は，

E＝（１－F）x１００ （５）

で表される．式（３）～（５）を用いて，夏期の平均気温下で蒸
発が起こったと仮定した場合の蒸発率を算出した．その結
果を表２に示す．標高３，６００mの山頂部での蒸発率は８％
と求められる．一方，北麓では１２％（標高３，０００m）～２８％
（標高１，０００m），南麓では１１％（標高３，０００m）～２４％（標
高６００m）という蒸発率が得られた．標高と蒸発率の間に
明瞭な関係が見られなかった八ヶ岳での研究例（風早・安
原，１９９４）と異なり，富士山では南北両山麓とも標高が低
くなるほど蒸発率は増加している．また，同一標高で比較

図２１ 同位体的に求めた富士山の地下水の平均涵
養標高分布（概略図）．涵養域の決定にあたっ
ては，局地的な地質構造，降水量分布，試料水
の有する水文学的特性も考慮した．
Fig．２１． Isotopically‐determined recharge elevations
（hatched areas）for groundwater in the flanks of
Mt．Fuji．Interpretation of source area of recharge
to groundwater also included some consideration of
local geologic structures，precipitation patterns，and
sample types．
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すると，北麓での蒸発率の方が南麓での蒸発率より大きい．
この詳細な理由は現在のところ不明であるが，北麓では南
麓に比べて特に夏期において日照時間が長く，気温も若干
高くなるうえに湿度も低い（伊藤，１９６４）ことに原因があ
るのかもしれない．
以上のように，富士山麓においては，浸透時に蒸発によ

って失われる降水は全体の８～２８％程度と見積られる．た
だ，森林限界以下の山麓では，植生からの蒸散による損失
も加味しなければならないため，降水のうち大気中へと失
われる水の割合は実際にはこれらの数字をある程度上回る
ものと考えられる．北川光雄は南麓の富士宮市全域（標高
１００m付近から山頂までを含む）における蒸発散量を降水
の２４％程度と見積もっている（土，１９９２bに引用）．この
水収支に基づく結果と比較すると，表２の南麓の標高６００
m（蒸発率；２４％）から山頂（同；８％）にかけての損失
量は，蒸発分だけとしてはそれなりに妥当な見積もりかと
も思える．本稿で提示した同位体に基づく蒸発率の算定法
は，これまで評価が極めて難しかった山麓からの広域蒸発
損失量をダイレクトに推定する新たな手法として，雪氷学
や山岳・森林水文学における今後の役割が期待される．気
象観測データに基づく蒸発（散）量の実測あるいは推定結
果とも比較・検討することによって，その精度についての
検証が当面の課題になるものと考える．

８． おわりに
天水の安定同位体組成に基づき，富士山麓における地下

水の平均涵養標高の推定を行った．本研究を通じて，標高
１，１００m付近から森林限界より多少高い標高２，７００m付近
までの山麓の中腹部にもたらされる降水が，新富士火山噴
出物中を流動する地下水の涵養に対して最も重要であるこ
とが明らかとなった．降水浸透時の蒸発プロセス（蒸発率
およびその地域分布）に関する新たな知見も得られた．富
士山の地下水は，人為的な影響によって，その質・量とも
に現在深刻な状態に置かれていることが指摘されている
（たとえば，山本，１９９２；土，１９９２b；安原，２００３）．本研究
によるこれらの結果は，山麓開発に対する富士山の地下水
資源の保全を将来にわたり総合的に考える上で不可欠な情
報となろう．
富士山の地下水に関しては，本調査以降も新しい同位体

データの蓄積がみられる（たとえば，日向，１９９７）．また，昨
今の温泉ブームは富士山とその周辺地域においても例外で
はなく，深度１，０００m級の温泉井が多数掘削されている．
これらの深井戸から得られた古富士火山あるいは第三紀基
盤中の深層地下水試料についても，同位体測定値が整備さ
れつつある（安原，未公表データ）．涵養標高推定値や蒸
発率算定値の精度に関する検討，さらにはこれらの新しい
同位体データをも加味したうえでの富士山の三次元的な地
下水流動系についての総合的評価は，近いうちに稿を改め
て行う予定である．

注記
注１）図１９には，地点１９と８２の湧水（図１）から求めた

表２ 富士山の北麓と南麓における蒸発率（E）の同位体的概算結果．
Table２． Calculated evaporation rate（E：％ of annual precipitation）in the north and south flanks of Mt．Fuji using the Rayleigh‐type equa-
tion．
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愛鷹山における地下水涵養線も細実線で示してある．
富士山の東・南・西麓の地下水涵養線と比較して，愛
鷹山の地下水涵養線は同位体的に軽い方向，すなわち
図中でより左側に位置する．愛鷹山は富士山に比べて
開析が進んでいるために，地下水の涵養源となる降水
をもたらす水蒸気を含んだ気団が，深く長い谷の中で
複雑な挙動をすることにその原因があるのかもしれな
い．

注２）ここで，降水線と地下水涵養線はいずれも年平均値
を代表するものである．したがって，蒸発率の算定に
あたっては厳密には気温も年平均値を用いるべきであ
る．しかし，実際には富士山の南北両山麓とも標高
２，６００m以上では５月～１０月の夏期以外の月の平均気
温はマイナスとなり（伊藤，１９６４），蒸発は無視し得る
状態になる．このため，すべての標高について，近似
的に夏期の平均気温を適用して蒸発率の算定を行っ
た．ちなみに，年間を通じてすべての月平均気温がプ
ラスである南麓の標高１，０００mにおいて，夏期平均気
温と年平均気温を用いて後述する式（３）～（５）に基づい
てそれぞれ蒸発率を計算したところ，前者では
２０．９％，後者では１９．７％とほとんど差は見られなか
った．北麓の標高１，０００mでも同様で，夏期平均気温
を適用した場合が２８．３％，年平均気温の場合は２６．６％
であった．このように，年間の蒸発率の見積もりに夏
期の平均気温を適用した場合でも，得られる結果に有
意の差は生じない．
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大沢崩れと富士山の土石流

花岡正明＊・冨田陽子＊＊・伊藤誠記＊＊

Osawa Kuzure（failure）and debris flows in Mt．Fuji

Masaaki HANAOKA＊ ，Yoko TOMITA＊＊ and Motoki ITO＊＊

“Osawa Kuzure（failure）”is a huge collapse site，located on the western slope of Mt．Fuji．It is one of the largest
failure sites in Japan and stretches２．１km from the immediately below the peak with a maximum width of５００m，and
a collapsing soil volume of some７５million m３．While it is not clearly known when it started to expand，the large sedi-
ment discharge from the Osawa failure site happened around１，０００years ago（C‐１４age）．
Since ancient times a gigantic amount of sediment frequently caused sediment disasters in the lower reaches along the

Osawa River，some of the deposited sediment is again discharged at the time of flooding，raising the riverbed of the Urui．
From May １ until July１２，１９７２，４debris flows occurred continually，vast quantities of debris accumulated in the al-

luvial fan，and mud flowed down the Urui River to the river mouth at Tagonoura Port．
From the aerial photogrammetry，the state of expansion of this failure site in the last３４years．The collapse at the

site is mainly in the area between an elevation of３，５００m and３，２００m，discharging about５．０２×１０６m３total sediment
and an average of１４８×１０３m３of sediment every year．
According to the３４years analysis it become clear each cross section of collapsing slopes are based on the same an-

gle．So on the assumption that collapsing rate is same as last３０years，it is possible to presume the from of Mt．Fuji
of points at time of before and later１００and２００years from now．
To analyze the mechanism of occurrence and movement of debris flow，Volcano Fuji Sabo Office has set the obser-

vation instruments，mainly CCTV cameras at Iwadoi，raingauges and velocity meters．As it is extremely difficult to
forecast the occurrence of a debris flow simply based on the accumulated rainfall and rain intensity，it is essential to
detect a debris flow and to quickly convey such information to ensure the safety of local people．Volcano Fuji Sabo Of-
fice commenced the direct observation of debris flows and introduced a centralized monitoring system using optical fi-
ber cable in１９８７．At present，１８CCTV cameras are installed and the images are transmitted to the Volcano Fuji Sabo
Office for workers engaged in Sabo work，as well as the Fujinomina Municipal Office via optical fiber cable．
The pictures of descending debris flows are recorded for analysis of the discharge，flow velocity and flow rate．The

time of the occurrence and scale of a debris flow and its relationship with the rainfall level are estab-
lished based on the analysis and are used for the formulation of Sabo master plans，facility plans，etc．
It is one of big characteristic that the debris flow from Mt．Fuji occurs not only at times of flooding，but frequently

in early winter and late spring．The season when about７０％ of large-scale debris flows happen in Osawa River at Mt．
Fuji，is from late March until May and from November to early December，when usually there are few debris flow
occurrence in Japan．The other side，debris flows hardly occur in the rainy season and typhoon．The debris flows oc-
cur in the continuous rainfall of about１５０mm in the time of early winter and late spring，the other side，may not oc-
cur in the continuous rainfall of about６００mm in the time of summer．It is considered that it would depend on exis-
tence of frozen soil layer at high elevation，above３，２００m．The seasonally movement of frozen soil layer would change
permeability of mountain body of Mt．Fuji and it would lead appearance of surface water flow，which would be-
come trigger of debris flow on early winter or late spring．
According to the result of analysis of observed ５ large scale debris flow cases，large numerical value were re-

corded of volume of sediment deposit，discharge，and velocity．

＊〒９４４‐００５１新潟県妙高市錦町２‐６‐８
独立行政法人土木研究所土砂管理グループ
雪崩・地すべり研究センター
Snow Avalanche and Landslide Research Center，Erosion and
Sediment Research Group，Public Works Research Institute
（Incorporated Administrative Agency）
２‐６‐８Nishiki‐cho，Myoukou‐shi，Niigata，９４４‐００５１ Japan

＊＊〒４１８‐０００４静岡県富士宮市三園平１１００
国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所
Volcano Fuji Sabo Office，Chubu Regional Bureau，Minis-
try of Land，Infrastructure and Transport．１１００Sanpeidaira，
Fujinomiya‐shi Shizuoka，４１８‐０００４Japan

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．４０７-４２５
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When November２２nd２０００，debris flow has occurred in Osawa，many data have been acquired，not only flowing pic-
tures and measurement of sediment，but also mud sampling tests in the down stream．Sediment balance system from
the water resource until the river mouth has been clear．We can analyze the sediment concentration and Manning's co-
efficient of roughness，and they have been confirmed appropriate numerical values．
And almost of debris flows in mountain torrents at the southwest piedmont，except Osawa River，had formed by

“Slush Flow”，which is eroding soil rocks and trees，frequently in early winter and late spring．
Key words：Debris flow，Osawa failure，Occurrence mechanism of Debris flow，Runoff mechanism of Debris flow

図１ 富士山の南西山麓と大沢川位置図．
Fig．１． Map of the southwest mountain side and the Osawa river of Mt．Fuji．

花岡正明・冨田陽子・伊藤誠記
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１． 土石流の発生状況
１‐１ 大沢川の概要
富士山は非常に若い火山であり，下刻された明瞭な谷地

形をもつ渓流は少ない．円錐型の山体は放射状に平行して
山麓まで流下する，幅数百mと非常に細長い形状の浅い
渓流が数多く存在する．「八百八沢」と呼ばれるほど数多
くの放射谷を形成するが，１０km足らずの間に日本最高点
から山麓まで標高差３，０００mを一気に流下する．さらにお
よそ４０kmで海に達するため，非常な急勾配から急激に
緩い勾配に変化することが富士山の渓流のもう一つの特徴
である．さらに谷底は溶岩で覆われている区間も多く，谷
が浅いため流域の境界が明瞭でなく，しばしば流路が変更
され，また雨水は山体に浸透しやすいため，普段は流水が
全く見られない点も特徴である．
谷が山頂まで連続しているのは大沢（剣ヶ峰大沢），吉

田大沢など数渓流のみで，この中でわが国において有数の
大規模な崩壊地である大沢崩れを有する大沢川は，しばし
ば土石流を発生している特異な渓流である．「剣ヶ峰大沢」
とも言われるように富士山には「吉田大沢」，「表大沢」な
ど「大沢」と呼ばれる谷はいくつかあるが，剣ヶ峰大沢は
別格で，富士山を形成する溶岩層を２０数枚も深く侵食し
た明瞭な谷地形をなしている．土石流として下流に運搬さ
れた膨大な土砂により，標高９００mから６００mまでの山
麓には広さ約５km２の大沢扇状地を発達させている．（図
‐１参照）
大沢川の流域区分は図２に示すように地形と標高に応じ

て，源頭部，峡谷部，中流部，岩樋部，扇状地と区分され
る．大沢川が潤井川となる大沢川橋までの流路延長は約
１４kmで，河床勾配は山頂から五合目付近までが最大勾配
４５°以上，五合目から岩樋終端（標高約９００m）までが約
１１°，扇状地末端までは約２°，下流端の勾配１／２２である．
潤井川に流入した洪水は富士宮市から富士市を流下し田子
の浦に注ぎ，また時には芝川に流入し富士川に注ぐことも
あった．かつて大沢扇状地へ流入した洪水は土砂の氾濫堆
積によって流路を変え，江戸時代以降では３分の２の割合
で潤井川へ，残り３分の１は芝川方向に流入していた．（図
１）
現在，上流部に堆積していた源頭域からの崩壊土砂は，

降雨や融雪による流水によって，岩樋部を通過して扇状地
にほとんどの土砂が堆積するが，一部は流水とともに下流
に流れ人家や道路・橋梁を直撃し，河道に流出した土砂は
さらに下流に運搬され洪水や河口閉塞をもたらし，浮遊土
砂は駿河湾にまで達する．
本節ではこの大沢川に関わる，大沢崩れと土石流の発生

状況について主に記述する．
１‐２ 大沢崩れの概要
大沢崩れは富士山の西斜面の山頂直下から５合目付近の

標高２，２００mまで延長約２．１kmにわたり，最大幅約５００
m，最大深さ約１５０m，面積約１km２の崩壊斜面となって
いる．全崩壊土量は推定７，５００万m３と推定され，現在も
膨大な土砂を生産して続けている．大沢崩れの全景につい

ては，本書の口絵を参照されたい．
このような大規模な崩壊地ができるきっかけは大地震や

大雨であることが多いが，大沢崩れが形成された原因と時
期は明らかでない．溶岩の流下した形状から標高３，１００m
付近は約２，１００年前にはすでに相当大きな谷であったと推
定される．
現在の大沢の谷地形形成に先立って，古くからこの位置

にかなり深い谷が形成されていたことは，多くの資料から
推察することができる．この谷を「古大沢」と呼び（岩塚・
町田，１９６２），激しい侵食のおきている現在の大沢と区別す
る．大沢崩れが発達したことで形成された大沢扇状地の下
に，より広い範囲に広がる上井出扇状地が埋もれている．
この扇状地は北側の深沢川及び南側の足取川にまで及ぶ
が，その頂部の一つは大沢川の方向から分布しているもの
もあり，大沢川と同じく富士山西側斜面で谷の侵食が起き
ていたことを示唆する地形といえる．その堆積物中に約
３，０００年前の降下スコリア層（大沢スコリア）が挟まって
いるので，富士山の形成史上において古い扇状地ではない．
堆積物の分析から，上井出扇状地を形成した時の土砂の氾
濫・堆積状況は，現大沢扇状地に比べると粒度も小さく層
理が発達している穏やかなものであったと判断できる．そ
の後，大沢崩れの激しい崩壊がはじまり，土石流が頻繁に
谷を流下するようになったことは，大沢扇状地頂部にあた
る岩樋出口右岸（標高８５０m付近）における段丘状をな
す地形と乱雑な土石流堆積物の状況からも推察される．こ
の堆積物中には斜面崩壊もしくは，流下する土石流に取り
込まれたとみられる木片が挟まれており，１４Cによる年代
測定では，９５０±６０yBP という値が得られており（岩塚・
町田，１９６２），大沢崩れの形成開始の時期を検討する上で，
おおよその目安として重要と考えられる．また，最近実施
された大沢堆積物の調査によっても，現在の大沢堆積物の
直下の土壌層における１４C年代測定の結果が，１，０００年前
までしか確認できず，大沢崩れからの土砂流出が約１，０００
年前以降に活発化したと推定される．
一方，富士山の崩壊を記載した主な古記録を，表１に示

した．これらはいずれも富士山のどの斜面が崩れたのかは
記していないが，現在の地形から見れば，崩壊斜面が現在

図２ 大沢川縦断図．
Fig．２． Vertical section of the Osawa river．
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の大沢崩れである可能性が強いものと考えられる．
以上のような年代測定結果，古記録調査等を総合的に判

断すると，大沢崩れの拡大が開始した年代はおおよそ
１，０００年前と推定される（町田，１９９１）．そして，その契機
は地震などによって与えられ，突発的であった可能性も考
えられる．

１‐３ 最近における大沢崩れの崩壊及び土石流の発生状
況とメカニズム

大沢崩れは現在も活発に崩壊を繰り返している．そのメ
カニズムは，以下のように考えられている．源頭部の地質
は，脆いスコリア降下噴出物やクリンカ層などの火山砕屑
物と溶岩が何層にも互層を形成しており，一般に凍結融解
や降雨・強風・乾燥等により，溶岩のまわりのやわらかい
火山砕屑物が先に流れ出し，不安定となった溶岩部が次い
で崩れ始める．このような崩壊現象が厳冬期を除き常時継
続・反復され，崩壊地が拡大していく．図３は大沢崩れの
標高３，５００m付近の写真であるが，１００mを超える切り立
った急崖は，一部オーバーハングしている．
またこれまでの観測・調査により，大沢崩れの土石流は，

一般的に次のようなメカニズムで発生すると考えられてい
る．現在，標高３，２００～３，５００mの側方斜面が主に崩壊し

ているが，崩壊土砂はすぐに大沢崩れから下流へ流出せず，
標高２，７００～３，１００mの渓床に一旦堆積する．これらがそ
の後の豪雨，スラッシュ雪崩などを原因とし，土石流化し
流下すると考えられている．大沢源頭部に続く峡谷域は急
峻で深く狭い谷底が続き，その下流は中流部及び岩樋部（岩
の樋のように溶岩を下刻した河道が連続する）となる．そ
の区間は深い谷地形は見られないが，河床勾配が急な狭い
河道が連続する．源頭部で発生した土石流は流速を保ち，
途中で氾濫・堆積をほとんどせずに扇状地まで一気に流下
する．
１‐４ 土石流による災害
大沢崩れなど富士山南西山麓の渓流から生み出される土

砂は，ふだん表流水のない河道を融雪期や豪雨期に土石流
となって裾野を襲い，田畑・家屋等に直接的な被害を与え
ながら堆積する．一旦河道内に堆積した土砂は洪水流によ
り再び下流へ運ばれ，潤井川の河床上昇，さらに田子の浦
港の土砂堆積を引き起こし，古来より沿川住民は甚大な被
害をたびたび受けてきた．それらの歴史は古記録や地名等
からうかがえる．
大沢扇状地の下流に位置する潤井川の上流流域は，大沢

から流出した土砂が運搬されてきた堆積地であり，この一
帯は大石ヶ原とも呼ばれ，１３世紀の終わり頃に大石寺が
建立された．
中世以来，潤井川下流一帯を水田化するために灌漑用水

が整備され，「二本樋」と呼ばれる厚原伝法用水により江
戸時代には約３，０００石の田地が創出された．二本樋は潤井
川から取水し途中多くの沢を横断せねばならず，しばしば
出水による被害を受け，特に大沢からの流出土砂が樋に溜
まり，その重みで掛樋が落下する被害をしばしば受けた．
さらに下流東海道本線富士駅周辺の鹿島平野では灌漑用水
を潤井川から３本引いて確保し，その結果，約６，５００石の
新田開発に成功した．用水路の維持管理のために，毎年春

表１ 富士山崩壊を記した古記録．
Table１． Old record which described the Mt．Fuji collapse．

図３ 大沢崩れ右岸の３，５００m付近の急崖の状況．
Fig．３． The right bank of Osawa Failure at about an elevation of３，５００m（July，１９９９）．

標高3,500m付近（1999年7月撮影円内に人）

１１８１年（養和元年）此年富士峰崩（立川寺年代記）．
１３３０年（元徳二年）元徳２年１０月７日地震，富士絶

頂，崩事数十丈也（神明鏡）．
１３３０年（元徳二年）元徳２年１０月７日地震，富士絶

頂，百余丈崩（桜雲記）．
１３３１年（元弘元年）御醍醐天皇元弘元年７月７日地

震，富士の絶頂崩事数百丈なり（太平記）．
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の彼岸に用水を止め，溜まった土砂を浚いあげる「堀浚い」
など，これらの用水の管理は多くの労力を要する重要な作
業であったが，大沢からの土砂流出の影響を灌漑用水が大
きく受けていたことが窺われる．
他方富士山麓で春先に頻発する土石流は「雪代」と呼ば

れ，融雪期に突発する広域的な土砂災害として恐れられて
きた．特に天保５年５月（１８３４年）に発生した雪代災害
は，南西山麓の富士・富士宮並びに北麓の富士吉田など富
士山麓の各地に被害がおよぶ未曾有の大災害で，「富士山
大荒」として被害状況が江戸に伝わり瓦版が出されるほど
であった．
寺社の記録や沼津藩主など領主の幕府への届書によると

大雨に加え気温の上昇により積雪が急激に融け出し，南西
山麓では５月７日正午頃と午後２時頃に突然雪の固まりを
含んだ雪代が相次いで発生し，激しい勢いで大木や大岩を
巻き込みながら流れ下った．後日晴天時には森林帯には遠
方からもわかる痕跡が見えたと報告があり，富士山体上部
から発生した雪代は「焼砂」と呼ばれた土砂を多量に含ん
だ洪水と化し山麓を襲い，田畑や人家を流出させ下流では
田畑の埋没や潤井川の河床上昇に伴う氾濫による被害をも
たらした．
届書には誇張が，瓦版には伝聞情報の合成により事実の

誤認や憶測が多いことに注意しなければならないが，記録
そのものの信憑性が高い「案主富士氏記録」によると，特
に激しく被災した弓沢川流域の栗倉・二又集落，欠畑沢（阿
幸地付近），源道寺また野中周辺のような潤井川との合流
点における被害状況が記載されており，日中に発生したた
め幸いにして人身にかかわる被害は少なかったが，住民た
ちの常識の枠をはるかに越えるものであったことを示して
いる（若林２００２）．
雪代災害の２年後に描かれた「富士山焼砂押し出し絵図」

（図４）は山体の詳細な写生と正確な焼砂氾濫地が記載さ
れており非常に貴重な資料であるが，雪代が現在の新幹線

図４［富士山焼砂押流荒地絵図］（岩本村文書）静岡県歴史文
化情報センター提供に一部加筆．
Fig．４．“The pictorial map of the slush snow avalanche in Mt．
Fuji”（Iwamoto village's document）Touched in the map offer by
Shizuoka history culture information center．

表２ 大沢川における土石流一覧表．
Table２． The table of the debris flows in the Osawa river．
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の新富士駅近辺まで達していたことがわかる．
また江戸時代以来，富士山西麓の原野はおもに関係集落

の入会地として，草刈場や萱などの採取地に利用されてい
た程度であったが，戦後には富士山西南麓が開拓地として
利用されることとなり，昭和２０年代後半には酪農経営に
切替えられ現在は「朝霧高原」と名を換えて広大な酪農地
帯に変貌した．さらに昭和３０年代の経済成長に伴った富
士山麓の開発もあり，大沢扇状地及びその下流における土
地利用は急速に高度化し，土石流による災害が顕著となっ
てきた（表２参照）．
以下に近年の土石流による主な災害を示す．
昭和４７年（１９７２年）５月１日及び５日の両日に合わせ

て３００mmを超える降雨があり，それに加えて異常高温に
よる融雪及び雪崩により源頭部に堆積していた土砂が一気
に流下し，相次いで大規模な土石流が発生した．その土砂

は扇状地に多量に堆積し，さらに泥流は潤井川を経て河口
の田子の浦港まで達し多量の土砂が堆積した．さらに６月
８日，７月１２日にも豪雨に見舞われ土石流が発生し，富士
宮市街地で河川施設，道路，橋梁，水道管，取水堰に被害
を生じた（図５）．さらに，７月１２日に発生した土石流で
は潤井川が氾濫し，特別養護老人ホーム白糸寮に土砂が流
入し避難をする事態に至った．また昭和５４年（１９７９年）
に発生した土石流は流出した土砂量はわずかなものであっ
たが，扇状地及び下流河道に堆積した土砂は下流河川に再
移動し，河床を上昇させ，洪水氾濫による被害が生じた（図
６）．
昭和５４年以降，大沢崩れからの土石流による前述のよ

うな顕著な災害は発生していないが，大規模な土石流は近
年もしばしば発生しており，特に平成１２年（２０００年）１１
月に発生した土石流はピーク流量が観測史上最大規模であ
った．これらの土石流は，大沢扇状地における砂防施設の
整備が進んだことにより，下流へ被害を与えることは少な
くなってきている．

図５ 土石流氾濫状況（富士宮市上井出，１９７２年）．
Fig．５． Sediment runoff at Kamiide，Fujinomiya city in１９７２．

図６ 洪水氾濫状況（滝土橋下流神田川町，１９７９年）．
Fig．６． Flood at Kanda-gawa-cho in１９７９．

図７ 大沢源頭部の３０年間での崩壊拡大部．
Fig．７． Portion which collapse expanded in３０years．

国土交通省
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２． 土石流発生源
２‐１ 過去３０年間の大沢崩れ計測結果
大沢崩れは，急峻な斜面であることにに加えて日常的に

崩落が発生しているため，崩壊地内部には容易に立ち入る
ことはできない．そこで国土交通省富士砂防事務所は積雪
がほとんどなくなる毎年９月頃に空中写真を撮影し，その
空中写真から図化機を用いて地盤の高さを詳細に計測して
いる．この計測結果を前年度と比較することによって，一
年間の崩壊の拡大量や渓床の堆積量などを把握している．
過去３０年間（昭和４５年～平成１２年）（１９７０～２０００年）の
崩壊地の拡大状況を図７に示す．
黒い部分が崩壊拡大部で，標高３，２００～３，５００m付近の

両岸が最も活発に崩壊しており，この付近では年平均で約
５００m２程度崩壊面積が拡大している．その結果大沢崩れ
は，この付近で両側へふくらんだ形となっている．過去
３０年間で，標高３，４００m付近の急崖部は両岸とも約３０m

後退し，大沢崩れの幅は最大で６０m広くなった．
次に，過去３４年間（１９７０～２００４年）の崩壊地の変動量

の計測結果を図８に示す．大沢崩れ全体では斜面からは約
３６２万m３が生産され，渓床からの生産量約１４０万m３を
合わせると，計約５０２万m３の土砂が下流へ流出している．
大沢崩れにおける渓床の経年変化を見ると，昭和４７年
（１９７２）が変動量が最も大きく，１年間に約８０万m３の土
砂が５回の土石流によって流出した．また，年間約２０万
m３以上の土砂流出があると，その後の数年の間は渓床低
下に休止期間が生じるように見える．
また図９にあるように斜面単元と渓床単元に分けて変動

量を分析すると，各斜面単元では，標高３，４００m付近の両
斜面からそれぞれ８０万～１００万m３の崩壊量があったこと
が分かる．
２‐２ 平成１６年（２００４年）１２月５日に発生した富士山

大沢崩れからの土石流
平成１６年１２月５日に，前日の夕方から降り続いた雨に

より，午前３時～５時ごろにかけて継続して土石流が発生
し，大沢崩れから１０数万m３の土砂が流出した．この土
砂流出は，空中写真測量や航空レーザ計測などにより，土
砂量や地形変化が詳細に調査されたため，大沢崩れにおけ
る土石流の典型事例としてここに紹介する．
この土石流は太平洋岸を東進した低気圧による降雨によ

るもので，連続雨量は大滝で１６２mmにのぼり，５日３：００
頃から急激に降雨が増加して４：００からの間に最大時間雨
量は３１mmである．山頂の気温は４日２３時頃から急激に
上昇し１２月としては初めて０℃を上回る高温となり，降
水のピークと重なった夜半頃には３℃を上回るようになっ
た．
富士山の山体はスコリアで覆われているため夏期には，

降雨は速やかに浸透し，表面流が発生しにくいのが特徴で

図８ 年度別流出土砂量．
Fig．８． The amount of runoff sediment by year．

図９ 大沢崩れの地盤高の変動．
Fig．９． Change of the foundation quantity of the Osawa failure．
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あるが，初冬から春期は凍土層で地盤が覆われるために，
表面流が発生しやすい状態になると考えられている．発生
した表面流は，大沢崩れの渓床に堆積している大量の土砂
を土石流化させると考えられる．今回土石流が発生した際
の気温は，土石流が発生する数時間前に氷点下から０℃以
上に上昇している．この間に大沢崩れでは湿雪～雨が降っ
たものと考えられ，浸透能が低下した地盤において表面流
の発生を促したものと考えられる．
大沢崩れの土石流発生前後の変化ははっきりと識別で

き，土石流発生前にはY字型に窪んだ渓床付近（標高３，０００
m付近）に大量に堆積していた岩屑が，土石流発生後に
はほとんど無くなっている．さらに詳細に空中写真を判読
すると，右岸斜面での表流水によるリル・ガリ侵食と渓床
部での激しい洗掘の状況が読み取れ，大きな斜面崩壊はほ
とんど発生していないことがわかる．そして，大沢崩れか
らの流出土砂量を把握する目的で，土石流の発生前（平成
１６年１０月２２日撮影）と発生直後（同１２月７日撮影）を
空中写真測量によって同一地点（２×１mメッシュ，計
１６，７３２点）の標高差を計測して計算を行った結果，大沢
崩れから１９万m３の土砂流出が生じたことが判明した，ま
た，主たる土砂生産源はY字型に窪んだ渓床付近で，１７
万m３以上もの土砂量が洗掘されており，土石流は斜面崩
壊に起因したものではなく，渓床堆積物が流動化したもの
であると考えられる．
このような今回の土砂流出は，近年の大沢崩れの土砂流

出のメカニズムの典型例であると考えられる．図９に１９９１
年から９年間に３回の土石流が発生した前後の地盤変動を
示したが，崩壊－堆積－流出の現象の同様な反復がよくわ
かる．

２‐３ 大沢崩れの過去と未来の推定
過去３０年間の大沢崩れの変化と大沢崩れの典型的な土

砂移動形態を解説した．
ここでは，これらの土砂移動現象が将来にわたり続いて

ゆくと仮定した場合の将来の富士山のイメージを，過去
３０年間の計測結果をもとに以下の手法で２００年後までを
推測した．
源頭部斜面の最大傾斜方向に複数の断面線を設定し，昭
和４６年（１９７１年）と平成１４年（２００２年）の空中写真
から横断測量を実施した．
この結果，左岸側（上流から見て左側）には顕著な急崖
部があり，活発に崩壊していることが判明した．さらに
詳細な地形測量により斜面の最も急な方向の縦断図が設
定できたので，その遷急線をもって経年的な変化を解析
したところ，基底面より上部が同じ割合で後退している
傾向がつかめた（図１０参照）．このため，今後もこの部
分が一定の過去３０年間の拡大速度で崩壊し，後退して
ゆくと仮定した．
侵食が現在最も激しい源頭部の左岸では今後１００年間で

最大幅１００mの崩壊拡大が見込まれる．これは今後１００年
間に，１，０００万m３もの土砂生産が見込まれることを示し
ている．
２００年前～２００年後までの推定を図１１に示す．
２００年前
最も侵食の激しい場所で最近３０年間では年平均１mと

いう崩壊の拡大速度を適用すると，２００年前には源頭部は
現在よりかなり谷幅が狭かったと考えられる．また，谷底
も現在よりも浅かったと思われる．
１００年前

図１０ 断面測線位置と崩壊拡大予測断面図．
Fig．１０． Location of cross section and cross section of collapse expanding calculation．
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源頭部の右岸（上流から見て右側）は，ほぼ１００年前の明
治４１年（１９０８年）に撮影された写真から復元したもので
ある．また左岸は，３０年間の計測による崖部の拡大速度（年
平均１m）を適用している．源頭部の谷幅は現在より１００
m以上も狭く，渓床には現在よりも多くの土砂が堆積し
ていたものと考えられる．
現在の大沢崩れ
現在の大沢崩れは，左岸側が急傾斜で崩壊が活発である．
渓床部は，下流で溶岩や滝が連続して見られるが，上流側
には岩屑が大量に堆積している．
１００年後
１００年後の姿も，同様の崩壊の拡大速度を適用して作成し
ている．右岸の崩壊縁辺部は，現在斜面勾配がほぼ均一で
あり，それほど拡大していないと思われるが，左岸は活発
な岩盤崩壊で大きく拡大すると考えられる．また渓床での
下方侵食も進み，小さな滝がいくつか出現すると考えられ
ている．
２００年後
源頭部の左岸はさらに拡大し，大沢崩れは全体的に大きく
扇型に開いた形となると考えられる．御中道付近の渓床で
は下方侵食と側方侵食が進んだ結果，深くて大きな峡谷が
出現すると考えられる．
なお，今回の予測は，あくまで過去３０年間の計測結果

に基づいて，徐々に崩壊が拡大していくことを想定したも
ので，東海地震などの大地震や火山活動が発生すると大規
模な岩盤崩壊が発生し，谷底には大量の土砂が堆積すると
考えられる．東海地震の想定震度は，大沢崩れ付近では震
度６強（７００gal 以上）と予測され，将来の大沢崩れは今
回の予測と大きく違った姿をしている可能性も考えられ
る．

３． 土石流発生機構に関する考察

３‐１ 大沢川における土石流観測の開始と土石流監視シ
ステムの導入

「山津波」「山抜け（やまぬけ）」と呼ばれていた土石流が
新聞誌上に登場したのは，１９６７年（昭和４２年）９月に富士
山北麓，西湖の北岸で発生した「足和田土石流災害」から
である．おりしも，富士山の直轄砂防が着手される契機と
なった「富士山大沢崩れ対策懇談会」が開催された年であ
った．土石流は主に山間地で突発的に発生し，瞬時にすさ
まじい被害をもたらし被災者のうち生存者が少ないため，
当時はその実像が不明な「幻」の現象であった．そんな中
で富士山大沢川では，１９７２年に建設省富士砂防工事々務所
職員（当時）が土石流の映像を８mmカメラによる撮影に
成功し，土石流の実態に関わる非常に貴重な情報を初めて
もたらした．このように大規模な土石流が頻発する大沢川
は，土石流の実態を直接観測するのに好条件であるため，
富士砂防事務所は「幻の土石流」の発生，流下，堆積等の
機構の解明に必要なデータを収集する観測機器を順次配置
して，積極的に調査・研究に取り組んでいる．
まず１９７０年に土石流の発生条件を解析するためテレメ

ータ雨量計を，標高１，７００mに位置する大滝のほか上井出
（標高１，２００m），富士宮出張所（同５００m），富士砂防工
事々務所（同１９０m）に設置し，１９８２年に五合目に相当す
る標高２，３５０mの御中道観測所を設置した（図１参照）．
また扇状地の最上流に位置する標高約９００mの岩樋は，

中流部から扇状地へ流入する土石流を観測できる適地であ
り，１９７６年に床固工の水通断面を撮影する８mmカメラ
を，翌年に水位計および流速計を設置し，土石流の発生と
規模を把握する常時観測を始めた．機器による土石流計測
は精度が十分でなく，後日撮影した土石流の映像を量水標
表示から水位・流速などを詳細に判読し，流量を算定し量
的に把握している．
他方，大沢川扇状地の対策工事は長い年月を要し，下流

図１１ 大沢崩れの過去・現在・未来．
Fig．１１． The past，the present and the future of the Osawa failure．

２００年前 １００年前 現 在 １００年後 ２００年後
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図１２ 大沢川・南西野渓 土石流監視システム 情報のフローチャート．
Fig．１２． Flowchart of Debris flow observing system information in OSAWA River and South East Mountain hills in Mt．Fuji．

域の住民に対する当面の安全確保として警戒避難体制の構
築が検討されたが，前述のように雨量解析による発生予測
基準雨量の設定が困難であった．そこで流下状況を直接把
握して避難の判定を可能にするため，１９８２年より光ファイ
バーケーブルを伝送回線としたCCTVカメラによる土石
流監視システムの整備を進めてきた．CCTV（Closed Circuit
Television Camera：閉回路テレビカメラ）は事務所からの
カメラアングル，ズーム，照明点灯等の遠隔操作が可能で，
普段流水のない大沢川における水位，流量，濁り具合，巨
礫・流木の混入などの詳細な土砂流出状況をリアルタイム
で視覚的に把握でき，さらに常時伝送される画像は流量や
雨量が基準以上に達すると自動的に録画され，データが一
元的に保存・管理できる．１９８５年には全国の砂防河川に先
駆け，岩樋観測所のCCTVカメラと事務所との約１６km
が光ファイバーケーブルで結ばれた．
また１９９１年１１月に発生した土石流の一部が扇状地を通

過し下流域へ流下したことから，大沢川橋にCCTVカメ
ラを増設し流路工内の流下状況を把握し下流域の安全が向
上するとともに，扇状地施設の効果が分析できるようにな
った．
さらに避難に要する時間的な余裕をより長く確保するた

め，２０００年に大滝林道沿いに電源を延伸し，岩樋から４．５
km上流の標高１，４９０m地点の大滝観測所が増設され，峡
谷域から中流部に流入した直後の流出状況の監視・観測が
できるようになった．また昼間だけであるが御中道調査工
事の現場の映像を送信している．
現在，南西野渓を含め１８台のCCTVカメラ画像および

気象・水位等の観測情報は砂防工事現場等の安全管理対策
に活用されるとともに，富士宮市役所と富士市役所に画像
情報を提供し警戒避難対策に役立てられている（図１２参
照）．
自然条件下の現地観測においては，霧や雨滴による視程

障害や落雷及び結露など機器のトラブルも頻発し，確実に
発生を検知する方策を講じる必要がある．そのために昼光
用高感度カメラ，赤外線カメラが導入されているほか，ワ
イヤーセンサーおよび超音波または電磁波を用いた水位お
よび流速計を併設し，対比確認および録画を開始するセン
サーとして活用している。さらに２０００年より土石流が引
き起こす地震波の加速度を計測して土石流を検知する振動
センサーを，岩樋上流の渓岸に設置している．これらによ
り精度の高い効率的かつ定量的な観測のため，集中的かつ
多重的な土石流観測を行っている．
さらに岩樋は湾曲が著しく土石流が偏流するため，より

正確な流量を計測するため，過去にスクリーンダムが設置
されていた約５０m下流側の地点を直線流路に改造し，土
石流観測橋を設けて各種センサーを集中的に設置した．
他方，ビデオ画像からの判読・計測は非常に労力がかか

るため，画角を固定したカメラの動画像の濃淡を処理する
時空間微分法（オプティカルフロー）を用いて画像処理を
行い，流下する土石流の流速と流量を自動的に計測できる
ようにしている．
３‐２ 土石流発生時期と発生限界
富士山大沢川における土石流発生の大きな特徴は発生時

期にあり，特に富士山麓において晩春に発生し，古くから
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「雪代（ゆきしろ）」，最近は「スラッシュ雪崩」とも呼ば
れて恐れられてきた土砂災害をもたらす現象がみられる．
図１３に示したように，我国において規模の大きな土石

流の発生事例がほとんど見られない３月下旬～５月，１１月
～１２月初旬に約７割が発生し，反面，全国で６割近くが
発生する６月～１０月の梅雨期や台風に伴う豪雨に見舞わ
れる出水期にはほとんど発生しない（社団法人全国砂防協
会（２００３））．

この発生時期の特異性に関しては土石流の発生限界にも
顕著な相違が表れている．初冬及び晩春の時期においては
連続雨量が１５０mm程度の比較的少ない雨量でも発生しや
すい傾向がある一方で，夏期では６００mm近い多量の雨量
でも土石流が発生しない場合もある（図１４参照）．
過去に発生した土石流を晩春及び初冬期（４～６月，１０

～１２月）および夏期（７～９月）に区分し，土石流の発
生・非発生降雨を連続雨量と１時間雨量によりプロットす
ると，土石流の発生限界雨量に違いがあることが分かる（図
１５）．
３‐３ 土石流発生条件の考察
この要因は我国で唯一標高３，２００mを超える高標高に土

石流の発生源が存在することに起因すると考えられる．特
に富士山に存在することが注目されている凍土層の分布域
が季節において変化することが，土石流の発生しやすさと
関係しているか検討してみた．
図１６は，大沢崩れ左岸に設置した地温計による地温デ

ータである．地温計が０℃以下の値を示したときに，地盤
が凍結したと考えると，１１月～１２月中旬および４月～６
月初旬に０℃を挟む地温の日変化が生じており，凍土層の
凍結・融解作用が活発な時期であると推測される．このこ
とから凍土層の存在する期間においては，土石流発生頻度
が集中しており，以下のような仮説が考えられる．大沢崩
れの斜面は，多孔質なスコリアや節理に富んだ玄武岩質溶
岩から形成されており，透水性が大きい．そのため，凍土
層の存在しない夏期は，降雨はほとんど山体内に浸透し，
土石流が発生するためには相当量の降雨量が必要となる．
一方，表面から融解した凍土はある深さに不透水層を形成
し，降雨は浸透できずに表面流となり小降雨でも堆積物を
流動させ土石流が発生する（冨田・小泉・松本・山下・佐
光・内柴（２００３））．
この課題については，従来から発生事例が少なかった

１１月中旬から１２月初旬に大規模な土石流が近年頻発する
傾向と，地球温暖化との関連も含め今後も検討を進める必
要がある．

４． 土石流の流出機構に関する解析

図１３ 月別土石流発生回数．
Fig．１３． The monthly numbers of debris flow occurrence．

図１４ 月別土石流発生雨量及び非発生雨量（御中道雨量観測
所）．
Fig．１４． Monthly debris flow occurrence rainfall and monthly non-
occurrence rainfall（Ochudo rainy observation station）．

図１５ 富士山大沢川 土石流発生限界雨量．
Fig．１５． Critical rainfall to provoke the debris flow in Oh-
sawa River，Mt．Fuji．
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－動態及び量的解析
４‐１ 近年大沢川で観測された土石流の諸元
近年，流出土砂量１０万m３以上の５回の大規模な土石

流が発生した．土石流観測システムはこれらが流下する画
像を収録しており，土石流の流出量を詳細に計測し，その
動態及び性状を解析している．
大沢川の主要な土石流観測結果の概要を表３に示した．
これらは１回の土石流で扇状地に堆積する土砂量が数万

～３０万m３に及び非常に規模が大きく，最大流速は時速
６０km近いうえ，ピーク流量は毎秒１００m３から３００m３を
こえる大きなもので、わが国の土石流常襲渓流の中で非常
に大きい値を記録している．これらは遊砂地及び沈砂地に
より土砂が捕捉されたため，下流域および周辺へ被害はな
いが，遊砂地における現地粒径試験によると２mを越え
る溶岩の巨礫が多量に含まれる．
４‐２ 土石流の一貫した量的把握の事例－２０００年１１月

２１日に発生した土石流
ここではビデオ観測の他，下流河道において同時に実施

された採水試験による土砂濃度計測，空中写真判読，遊砂
地・沈砂地の堆砂測量，現地粒径試験および現地踏査を実
施し，総合的に土石流の性状が把握できた事例として，２０００
年（平成１２年）１１月２１日に発生した土石流を報告する．

１１月２０日から２１日未明にかけて静岡県内に降った大
雨の影響で２１日午前３時ごろに大沢川で土石流が発生し
た（図１７）．御中道（標高２，３５０m），大滝（標高１，７００m），
上井出（標高１，２００m）の雨量観測データによると，２０日
～２１日付近の土石流発生時までの連続雨量は御中道１９５
mm，大滝２６０m，上井出１８２mmで、２１日０：００頃から
急激に降雨が増加して１：００～３：００までの間に最大時間
雨量は御中道２７mm，大滝４６mm，上井出３６mmと，ピ
ークを迎えている．さらに最大１０分間雨量については御
中道１５mm，大滝１７mm，上井出１３mmと１：００～１：１０
及び３：００～３：１０にこの時期としては極めて大きい降雨
強度であった．
これらの降雨状況から推測すると，大滝周辺に局地的な

強雨域が存在していた可能性が高く，２１日３時頃に土石流
が発生した可能性が高いと推定される．
富士山測候所の気温変化をみると土石流発生１週間前

１４日から１７日まで氷点下の状態が続き，さらに２０日ま
でに－１３℃まで低くなり，その後土石流発生時までは気
温は再び０℃まで急激に上昇している．
今回の土石流発生降雨の降雨規模を評価するために，２４

時間雨量，時間雨量の年超過確率評価を行った結果，とも
に２年超過確率規模程度であった．

表３ 近年大沢川で観測された土石流の諸元一覧．
Table３． The observed main debris flows in Ohsawa River，Mt．Fuji．

図１６ 地中温度測定結果（富士山大沢崩れ左
岸）．
Fig．１６． Observation result of underground tem-
perature along Ohsawa Collapase（２００１／９～２００２
／９）．
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岩樋下流端に設置してある監視カメラが午前３時２１分
に水深７．５mに達する非常に大きな土石流のピークを捉
え，このときの流量は今まで観測された最大のピーク流量

のおよそ５倍に当たる毎秒１，４２３m３であったと推定され
ている．図１８はピーク２分前に巨礫が水通いっぱいに流
下する状況である．

図１８ 大沢川で発生した主な土石流の流量変化（岩樋）．
Fig．１８． Hydrograph of the main debris flows in Iwadoi of Ohsawa River，Mt．Fuji．

図１９ 岩樋・大沢川橋の各地点における流量変化（２０００年１１月２１日土石流）．
Fig．１９． Hydrograph in Iwadoi and Ohsawagawa bridge（２０００／１１／２１debris flow）．

図１７ 大沢川 ２０００年１１月２１日土石流の流下状況（岩樋観測所３：
１９最大ピークの２分前，水通高は１．８m）．
Fig．１７．２０００／１１／２１Debris flow Iwadoi（Iwadoi debris flow Observation
Site）．
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この土石流は空中写真比較によると大沢川源頭部に新た
な崩壊が発生したのではなく，大沢川源頭部の日常的な斜
面崩壊によって渓床に堆積していた土砂が低気圧に伴う大
雨により流出したとみられる．
土砂移動の概況は，土石流発生前は源頭域では大沢渓床

部のほぼ全区間に土砂が堆積しているのに対し，発生後は
左岸側の標高３，３００m付近と右岸側の標高３，１００m付近
を頂部として，３の滝までの渓床堆積土砂に段丘状の堆積
物が残存するものの，ほぼ全面で浸食を受け渓岸が露岩し
た状況にある．峡谷はほぼ全域で侵食傾向にあり，中流部
もほぼ全域で侵食傾向にあり，特に，６号治山床固～５号
治山堰堤付近の侵食が著しい．岩樋部の狭窄部では河床か
ら１０数m程度の高さまで土石流の流下痕がみられる．
岩樋におけるビデオ観測の判読結果より総流量は３８万

m３で，ほぼ１時間のうちにほとんどが流出した．現地に
残った流下痕跡の分析により発生直後から峡谷部において
も毎秒１，０００m３前後のすでに大きな流量を持っており，流
下過程でその流量をほとんど変化させることなく扇状地ま
で流下してきたことが明らかとなった．土石流は遊砂地及
び沈砂地により土砂のほとんど全部が捕捉されたため，大
沢川橋では毎秒２００m３に減勢していた（図１９）．
扇状地での堆積土砂量は２８万m３で，堆積土砂測量に

加え５０m３に及ぶ大がかりな現地粒径試験を実施し，量質
両面から詳細な堆積状況が把握され，後日，精度の高い再
現シミュレーションが実施できた（花岡・水田・増田・田
島・石崎・井上（２００２））（花岡・萩村・田中・中村・石倉・
溝口（２００１））．
４‐３ ２０００年１１月２１日の大沢川土石流の土砂収支（発

生源～河口）
下流河道において同時に実施された採水試験による土砂

濃度計測に基づき土砂収支をとりまとめ，土石流濃度と土
砂収支の整合性等を検討した．この際，流出土砂量と堆積
土砂量を取り扱うには堆積土砂の空隙率が肝要となるが，
源頭部から下流河道間の各区間における堆積土砂の空隙率
及び容積濃度を，現場密度試験及び既存調査結果に基いて
設定した．その結果，源頭部から河口までの実容積の土砂
収支は図２０に示されるような，発生源から河口まで精度
よい土石流の一貫した土砂収支が測定された非常に貴重な
データとなっている（花岡・中村・吉田・下田・溝口（２００２））．
４‐４ 土石流観測に基づく土石流特性値の検証
さらに，岩樋終端の土石流ハイドロと土砂収支計算によ

る岩樋終端の通過土砂量から土石流濃度を算出すると，土
石流濃度は４７％となり，高橋式により求めた土石流材料
の内部摩擦角は φ＝２１°と推定され，一般に言われる値に

図２０ ２００２．１１．２１大沢川土石流の土砂収支（発生源～河口）．
Fig．２０． Sediment balance of debris flows２０００．１１．２１in Ohsawa River，Mt．Fuji．
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比較すると小さめであるが妥当な値である．さらに土石流
観測において求められた岩樋終端の水位－流量からは，マ
ニングの粗度係数は n＝０．０５と算定され，土石流で一般的
に用いられている係数に近い．総合的に整合性をチェック
したところ土石流に関する特性値等は妥当と考えられ，信
頼性の高い土砂収支が得られたと考えられる．
以上より，近年大沢川等で発生している流出土砂量３０

万m３程度までの土石流に対しては，砂防施設が有効に機
能し，貴重な土石流の発生・流出に関するデータが得られ
ている．しかし，計画規模（総流出土砂量１５０万m３）の
土石流に対する効果は確認されておらず，地域の安全度を
確保できるより有効な砂防計画や施設設計を策定するため
には十分とはいえない．また，いまだ未解明な点が多い発
生機構等を解明し，発生時期や流量を予測できるよう，現
地観測を中心とする監視・観測を行ってデータを収集する

必要がある．

５． 大沢崩れ以外の土石流
富士山は特異な地質・地形および気象などの自然条件か

ら，他に類を見ない極めて特徴的な土砂生産・流出特性を
有している．ここでは，これら大沢崩れ以外からの土石流
について概説する．
５‐１ 大沢以外の富士山の渓流の特徴
富士山の円錐型の山体に「八百八沢」と呼ばれる数多く

の放射谷を有するが，支川が羽状に合流する一般の河川形
態ではなく，普段は流水のない浅い渓流が平行して山麓ま
で流下し，幅数百mの細長い流域下流に扇状地を形成し
ているが，下刻された明瞭な谷地形をもつものは少ない．
標高２，５００m以上の山腹上部では頂上直下に谷頭をも

ち，谷頭ほど幅広く底の浅いスプーン状の谷が四方に流れ

図２１ 富士山南西野渓の流域概要．
Fig．２１． Outline of Valley of South-West in Mt．Fuji．
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図２２ スラッシュ雪崩の堆積状況（滑沢，１９９２年１２月）．
Fig．２２． Deposition of a slush snow avalanche（Namesawa River，１９９２／１２）．

下り，この谷から続く渓流は一般に標高３，０００～２，３００m
付近で谷地形が不明瞭となり，そこに一時的な堆積空間を
つくっている．
富士山の渓流では谷地形が山頂まで連続しているのは大

沢（剣が峰大沢）以外には，吉田大沢，足取川，風祭川，
弓沢川のみである．
一方，標高２，７００m以下を上限とする森林限界付近から

下方の標高２，６００～２，３００m付近に谷頭をもち，山腹中部
（標高２，５００～１，５００m）を流下する渓流は，北，西及び南
向き斜面によく見られ一般に幅が狭くて深い谷地形をな
し，その下流の山麓部は幅の狭いやや浅い谷となる．
また，標高２，０００m以下の緩斜面内に谷頭をもち山麓部

（標高１，５００m以下）を流下する渓流は，東麓，北麓，西
麓に多く新しい噴出物の多い北西麓や南東麓の緩斜面には
見られず，いずれも幅と深さの小さい小規模な谷である．
このように，富士山麓一帯は谷地形が未発達であるため，

土石流及び洪水が氾濫や流路変更・分流を生じやすい状況
にある．さらに下流においても普段は流水が見られない水
無川であるため河道が小さく，また河床勾配が急勾配から
急激に緩い勾配となるため土砂が堆積しやすく，しばしば
洪水による被害を被っている．
これに対し地形特性から砂防堰堤を設置する適地がな

く，河道周辺を堀削し流出した土砂を捕捉する沈砂地の設
置及び流路の崩壊・侵食や氾濫を防止する砂防設備などを
設置している．
５‐２ スラッシュ雪崩
富士山周辺においてはしばしば土砂災害が発生している

が，大規模な土砂流出は，大沢崩れを発生源とする土石流
を除き，渓岸侵食などによる小規模な土砂移動現象がほと
んどである．初冬あるいは春期のスラッシュ雪崩を原因と
する土石流が多数報告されている．

富士山では標高２，０００m付近より上流を発生源とし，多
量の表土や岩塊・立木などを巻き込んで流下する，特に水
分の多いシャーベット状の雪崩がしばしば発生する．この
ようなスラッシュ雪崩は「大量の水を含んだ雪が流動する
雪崩」として定義されている．スラッシュ雪崩は流動性に
富み，しばしば土石流・泥流状態となり人家・財産が集積
する山麓に到達したため，山麓ではこれを「雪代（ゆきし
ろ）」と呼び，「春一番が吹くと，富士山に雪代が起こる」と
古くから言い伝えられた．過去には，山麓の全域に及ぶよ
うな広範囲にわたり土砂を流出させたこともあり，永禄２
年（１５５９年），天保５年（１８３４年）における土砂流出の記
録が残されている．
富士山でスラッシュ雪崩が発生する基本的な条件は，１）

表層地盤が凍結し，難透水層を形成していること，２）地下
への浸透を上回る融雪水・降水が供給され，雪層中あるい
は融解土層中にそれを不安定化させるに十分な水位が形成
されること，の二つである．これらの条件に該当する時期
は，初冬あるいは春先に低気圧や前線が通過して大量の暖
かい降水をもたらした時などである．過去のスラッシュ雪
崩は，富士山頂気温が０℃前後，総降水量１００mm程度以
上での発生が多いようである．ただし，時には総降水量
１００mmに満たない場合のときでも発生することがあり，
スラッシュ雪崩発生の予測を困難にしている．
なお，スラッシュ雪崩は発生当初は水を含んだ雪と土砂

の混合物であるが（図２２），移動に伴い周囲の土砂を巻き
込み，さらに摩擦熱や気温・地温により融雪が進むといわ
れ，下流域に流出する頃には夏期に発生する土石流と同様
な外見・性状を示すことがある．
５‐３ 近年の土石流事例
５‐３‐１ 平成８年３月３０日風祭川で発生した土石流
１９９６年（平成８年）３月３０日に富士山全域でスラッシ
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ュ雪崩が発生し，それらを起因とした土石流または土砂流
も誘発され富士スバルラインで３カ所が寸断されるなど，
土砂の直撃または堆積による大きな被害が生じたほか，潤
井川水系風祭川においても土石流が下流まで流下し，流出
土砂は沈砂池工にまで達した．
風祭川は富士山頂まで谷地形が明瞭で潤井川合流点まで

主流路長約２２km，平均河床勾配１／６．９の急勾配で流域
面積４４．１km２の渓流であり，富士山周辺の渓流と同様に，
下流部を除き降雨時や融雪時期以外は枯れ沢である．
土石流の発生前後の各気象観測所で観測された気象のデ

ータによると，当日は総降水量が最大で１３７mmで積雪深
は９８cm，気温が夜半に８℃も急激に上昇し‐０．８℃に達し，
最大風速は山頂で毎秒２４．１mと強く，融雪期において土
石流が発生しやすい条件であった．雨量規模については１
時間雨量，日雨量とも５年確率よりもはるかに小さな値で
発生しており，スラッシュ雪崩に起因する土石流が通常の
土石流と比べて特異な現象であることがわかる．
航空写真及び現地調査の結果よりスラッシュ雪崩の発生

源は，標高２，５００m～３，０００m程度の地点から発生して，
谷筋に沿って流下した．
林道が横断する標高１，４５０mより下流では河道内に立木

及び直径３０cm程度の礫の堆積が残存し，また下流では雪
崩や土石流の流下した痕跡がないことから，雪崩は林道ま
でで一旦停止したとみられる．河道内にはスラッシュ雪崩
に含まれていた多量の水分により，粒径の小さなスコリア
を主とする土砂は堆積しておらず，スラッシュ雪崩のしぼ
り水が下流に流下する際，小径のスコリアのみが流出し泥
水となって流れ下ったと考えられる．この泥水によって標
高８００～９００m地点において長さ約７００mにわたって，両
岸の渓岸が高さ４～６m，奥行き２～３m，侵食・崩壊して
おり，土石流の土砂生産区間と考えられる．ここから移動
した侵食土砂量はおおよそ２５，０００m３程度と推定され，土
石流のピーク流量は，現地調査の結果から毎秒３５m３とみ
られる．

その下流から主要地方道大糸滝公園線までおおよそ２．５
kmの全域にわたる区間では，粒径の細かいスコリアが河
道幅４～６mの河道一面に堆積厚１～２mでもって堆積
し，堆積土砂量はおおよそ２２，５００m３程度と推定される．
主要地方道大糸滝公園線より下流の流路内では土砂の堆

積がほとんど認められず，渓流に流入した土砂は沈砂地で
すべて堆積した．堆積土砂には大きな粒径の石礫は含まれ
ておらず細粒分を多く含み，堆積した土砂は約１３，３００m３

であった（図２３）．
５‐３‐２ 平成４年１２月８日猪の窪沢支流栗の木沢で発生

した土石流
平成４年（１９９２年）１２月８日にも，同じく富士山の全

域にわたりスラッシュ雪崩が発生し，すべての方向に中腹
まで達したが，特に富士スバルラインなどで多量の土砂が
堆積し大きな被害を生じた．この一連のスラッシュ雪崩の
一部は土石流となって潤井川水系猪の窪（いのくぼ）沢支
流栗の木沢を１０km流下し，下流域の集落区域に到達し

図２３ 風祭川沈砂地工における堆積状況（除石工事時に撮影）．
Fig．２３． Deposit of Debris flow in Kazamatsuri River Sand Pocket．

図２４ 平成４年１２月８日 栗の木沢での土石流発生状況．
Fig．２４． Occurrence of the debris flow on December８，１９９２，Kuri-
noki River．
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図２５ 竹沢川標高１，８４０mの左岸方向へのオーバーフロー状況．
Fig．２５． Overflow to direction of left bank at about an elevation of１，８４０m in Takezawa River．

た．なお，このスラッシュ雪崩と同時刻頃，隣の大沢崩れ
でもスラッシュ雪崩が発生している（図２４）．
栗の木沢は富士山西麓の流域面積８３．３km２を占める猪

の窪沢の支流であり，大沢川の北に隣接する富士山頂から
の流域を源流域とする普段は枯れ沢である．今回の土石流
は，栗の木沢上流域の滑沢（なめさわ），及び仏石流し（ぶ
つせきながし）から発生したスラッシュ雪崩が土石流化し，
栗の木沢まで到達した．
気象状況としては１２月７日未明，太平洋上を北上した

低気圧は，静岡県東部地方に大量の降水と強風をもたらし
た．大滝観測所（標高１，７００m）では，連続雨量２５１mm
最大時間雨量３６mmを記録した．また，最高気温は御中
道観測所（標高２，３５０m）において４℃を観測した．山頂
から標高約２，５００m付近まで，例年に比較して広い範囲に
わたって積雪がみられたこともスラッシュ雪崩が多発した
原因と考えられる．栗の木沢で流下中の土石流を目撃した
富士砂防工事々務所職員（当時）によると，みぞれのよう
な雪を含んだ土石流が流下しているのが確認されている．
この土石流は施工中も含め数基の栗の木沢砂防えん堤に

より土砂が捕捉された（建設省富士砂防工事事務所（１９９２），
安間（１９９２），国土交通省富士砂防工事事務所（２００１））．
５‐３‐３ 平成１２年１１月２１日足取川支川竹沢で発生した

土石流
平成１２年（２０００年）１１月２１日に大沢川で土石流が発

生した同時期に，大沢川の南に隣接する足取川支川の竹沢
で土石流が発生した．巨石を含み渓床の樹木をなぎ倒しな
がら高速で流下し，北山・上井出両林道を破壊・寸断して，
約５．８km下流の標高約８５０m付近で停止した．前述の栗
の木沢及び風祭川で発生した土石流に比べ，巨石や流木を
多量に含む規模の大きい土石流であった．
足取川支川竹沢は角木沢との合流点までの主流路長８．５

km，流域面積約４．１km２，平均河床勾配１／５の急勾配で，

流域形状の特徴として流域幅が最大８５０m程度と極端に
細長い．渓床や渓岸には溶岩が数多く露岩し，その上層を
スコリア等が覆うように分布し，河道は浅く河床と周辺の
比高は数mから数１０m程度と比較的開析が進行していな
い．
１１月２０日から２１日未明にかけて静岡県内に降った連
続雨量２６０mm，最大時間雨量３７mmの大雨の影響で２１
日午前３時ごろに大沢川で大規模な土石流が発生した．降
雨状況から推測すると，大滝周辺に局地的な強雨域が存在
していた可能性が高く，大沢川では２１日３時頃に土石流
が発生したことから，竹沢においてもほぼ同時刻に発生し
た可能性が高いと推定される．
富士山測候所の気温変化をみると土石流発生１週間前の

１４日から１７日まで氷点下の状態が続き，さらに２０日に
－１３°Cまで低くなりその後土石流発生時には気温は再び
０°Cまで急激に上昇している．
空中写真判読及び現地調査の結果では，明瞭な崩壊地は

見られず，標高２，４００～２，５００m付近では幅１m，深さ０．５
m程度の流水の流下痕跡程度で，この下流は渓岸が著し
く侵食され，幅２～３m，深さ１m程度に拡大し，標高
２，２００m付近の河床勾配約３５°の約１００mの区間で渓岸の
土砂を巻き込みながら，土石流と化した可能性が高いと考
えられる．
この土石流はさらに渓岸沿いの土砂及び樹木を巻き込み

ながら流下し，標高１，９５０m付近では土石流が尾根を乗り
越えて分流しているのが確認された．標高１，４６０mの上井
出林道下流付近から堆積をはじめ，標高１，４００m付近の屈
曲部と１，２８０mの上井出林道から下流などで，礫径０．５～
１．０m程度の大きな礫が高さ２～３m，幅５～１０m，長さ数
１０mにわたって堆積しておりている．標高９６０m及び８６０
m付近において流木が河道を閉塞し細粒土砂が堆積して
おり，標高８６０m付近より下流は土砂流が流下した痕跡

花岡正明・冨田陽子・伊藤誠記
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が見られ，これより約４km下流にある足取沈砂地工まで
到達している．また河道の屈曲部や分流箇所において多数
の流木の堆積が見られる．
今回の土石流は，スラッシュ雪崩や崩壊に起因せずに，

渓岸浸食によって土石流が発生し，上流域の表土が凍結し
浸透能が低下している状況の中で，大きな降雨によって表
面流が発生して，これが急勾配の渓流を一挙に下流し，渓
岸を激しく侵食して発生したものと推定された．南西野渓
の場合には渓床が露岩している箇所が多いので，渓岸のス
コリアの侵食に伴って発生した土石流であると考えられ
る．また，途中の標高１，９５０mで分流するといった，谷地
形が不明瞭である南西野渓の渓流特性をあらわにした．
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富士山宝永噴火（１７０７）後の長期間に及んだ土砂災害

井上公夫＊

Distribution of Sediment-related Disasters after the Hoei Eruption
of Fuji Volcano in１７０７，based on Historical Documents

Kimio INOUE＊

The Hoei eruption in１７０７，is one of the most voluminous and explosive（Plinian）eruptions in the whole his-
tory of the Fuji Volcano． Many historical documents described this eruption，because Fuji Volcano is located to about
１００km west of Edo（old name of Tokyo），relatively near from the city．After the Hoei eruption，sediment-related dis-
asters occurred frequently in the area of thick pyroclastic fall deposits．The distribution and characteristics of the de-
posits and associated sediment-related disasters were investigated on the basis of historical documents，conducted by
the Committee for Hazard Maps of Fuji Volcano．
２６localities of sediment disasters were detected and classified into three types:
a）Destruction of houses by accumulation of thick and hot pyroclastic deposits，
b）Gigantic mudflow（lahar）caused by heavy rain，
c）Floods caused by clogging of channels．

Type a）disaster was detected at ４ localities．The pyroclastic fall deposits of the Hoei eruption were mainly distrib-
uted to the east area of Fuji Volcano．The eastern foot of Fuji Volcano，the Mikuriya area，was heavily damaged by
fall deposits of１‐３m thick．In Subashiri，which was the nearest village to the Hoei craters，many houses were burnt
down and buried because of the accumulation of thick and hot pyroclastic fall deposits．
Type b）disaster was recorded at１２localities．In Tanzawa Mountains，which is located to the northeast of the

Mikuriya area，and was covered by the fall deposits of３０‐６０cm thick，rainfalls often generated debris flows and mud-
flows，which streamed down along River Sakawa and its tributaries，and overflowed into the Ashigara alluvial plain．
Particularly，in August１７０８，a typhoon caused many voluminous collapses of fallout deposits on steep valley slopes，
and gigantic mudflows rushed down along River Sakawa．These mudflows broke the banks at Garase and O-
guchi in the mouth of the Ashigara plain，and generated huge floods，which covered５０％ of the Ashigara plain．
Another mudflows，which occurred along River Minase，Takizawa and Hisari，overflowed into the Yamakita basin，

which is located to the northwest of the Ashigara plain，and built natural dam．The Yamakita village，situated in the
basin，was submerged in this dam lake．River improvement works were carried out to save the submerged village at
December１７０９．
Type c）disaster was recorded at１０localities．In distal areas，Hiratsuka，Fijisawa and Yokohama，where the tephra

thickness is１５‐３０cm，fine tephra clogged up several irrigation channels and caused floods．
Type b）and type c）sediment-related disasters repeated for long time． For example，in the Ashigara alluvial plain，

gigantic floods occurred in A．D．１７１１，１７３１and１８０２． About one hundred years were necessary for the damaged
areas to recover entirely from the disasters．
Key words: Hoei eruption，histrical document，River Sakawa，pyroclastic fall deposits，sediment-related disasters，
Ashigara alluvial plain

１． はじめに
宝永四年（１７０７）の富士山の宝永噴火では，大量の降下

火砕物（宝永スコリア）が富士山の東麓斜面に厚く堆積し，
冬の強い季節風に乗り，遠く江戸まで降下・堆積した．特

に，上中流域を降下火砕物で覆われた酒匂川流域では，１００
年近くの長期間にわたって，大規模な土砂氾濫・堆積被害
があったことが知られている（開成町，１９６５；本多，１９７２；
酒井，１９７５；瀬戸，１９８２など）．
筆者らは富士山ハザードマップ検討委員会の下で，降下

火砕物の分布状況と噴火後の土砂災害（直接被害と二次被
害）の実態を調査した（南・他，２００２；井上・他，２００２；角
谷・他，２００２；富士砂防事務所，２００３；井上，２００５）．検討委
員会では，現実的な防災シナリオを作成するために，宝永

＊〒１０２‐００９３東京都千代田区平河町２‐７‐４砂防会館別館６F
財団法人 砂防フロンティア整備推進機構
Sabo Frontier Foundation，２‐７‐４Hirakawacho，Chiyoda‐ku，
Tokyo １０２‐００９３，Japan

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．４２７-４３９
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噴火後に各地で発生した土砂災害の実態を古文書・絵図な
どによって，詳細に調査する必要があった．そのため，災
害の発生状況の地域特性を把握するとともに，復旧事業の
実施状況，人口の推移や収穫量の変化等，地域社会に与え
た影響を分析した．本論では，広範な火砕物降下域の中で
長期間にわたって起こった土砂災害の実態を報告する．

２． 調査方法
降下火砕物の分布状況と噴火後の土砂災害（直接被害と

二次被害）の実態を明らかにするため，郷土史料の収集整
理，郷土史家への聞き込み等を繰り返し行った．そして，
土砂災害に関する記述（土手普請願い，川浚い普請願い）
と，土砂災害を推定できる記録（年貢割付状，村鏡図など）
を調査史料から抽出し，明治１９～２２年（１８８６～１８８９）の
１／２万の旧版地形図（正式図）上に記入した．また，現地
調査をもとに土砂災害の事例を整理した．
これらの調査結果をもとに，１）富士山東麓（御厨（ミク

リヤ）地域），２）丹沢山地・酒匂川中流域，３）足柄平野・
酒匂川下流域，４）酒匂川流域以東，の各地域での土砂流入

と氾濫・災害状況を整理した．また，酒匂川流域に堆積し
た降下火砕物による不安定土砂量を算出した．なお，調査
史料では，空から降ってきた降下火砕物（宝永スコリア）
に対し，焼け砂，砂降り，降灰，富士砂，黒砂などの諸々
の表現が当てられている．本稿ではそれらの堆積物を「降
下火砕物」と表現する．

３． 土砂災害はいつどこで起きたのか―土砂災害のタイプ―
宝永噴火以後，繰り返し発生した土砂災害（直接被害と

二次被害）等の発生箇所を示したのが Fig．１であり，土砂
災害地点・発生年月日等を示したのが Table．１である．降
下火砕物・宝永テフラ（火山灰）は上空の季節風（偏西風）
によって，富士山の東側に堆積した．当然，富士山に近い
ほど厚く堆積し，粒径が大きく，また，それらは大雨や強
風が吹いても移動しにくい．富士山から遠く離れるにつれ
て次第に堆積層も薄くなり，粒径も小さくなる．粒径が小
さくなると，風や雨によって移動しやすくなる．このため，
丹沢山地以東では３００年近く経過した現在，地表面付近に
残っている宝永テフラ（火山灰）はほとんど認められない．

図１ 富士山宝永噴火後の主な土砂災害発生地点（富士砂防事務所，２００３を一部修正）．
Fig．１． Main localities of sediment-related disasters after the Hoei eruption of Fuji Volcano

Modified from Fuji Sabo Office（２００３）．
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宝永噴火による土砂災害の調査では，土砂災害地点だけ
でなく，降下火砕物の堆積厚の記録も詳細に調査した（富
士砂防事務所，２００３；井上，２００６）．古記録による堆積深の

記録は統一した基準もなく曖昧であり，文書の作成目的に
よってもまちまちである．吹き溜まり等の条件によっては，
同じ村内でも数値に大きな差異がある．ばらつきは多いも

表１ 富士山宝永噴火後の主な土砂災害発生地点一覧表（富士砂防事務所，２００３を一部修正）．
Table１． Main localities of sediment-related disasters after the Hoei eruption of Fuji Volcano．

富士山宝永噴火（１７０７）後の長期間に及んだ土砂災害
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のの，下鶴（１９８１）の等層厚線の形態とほとんど同じであ
った．このため，図１の等層厚線は下鶴（１９８１）の図を使
用した．
下鶴の等層厚線をもとに，酒匂川流域（５９７．４km２）の

降下火砕物の堆積量を求めると，４．５６億m３（平均堆積深
７６cm）となった．宮地（１９８４，１９８８）は現地調査により堆
積物の厚さを整理している．これらの図を比較すると，宮
地の方が少なく，下鶴の７２％程度である．
噴火直後より，降下火砕物が厚く堆積した地域では，
１）高温の降下火砕物による家屋の焼失，
２）降下火砕物の重さによる家屋の倒壊，
３）田畑・草地への降灰による作物・飼料・燃料の不

作と森林の荒廃，
４）降下火砕物および土砂の二次移動による用排水路

の埋積，
５）本流への土砂流入と河床上昇による氾濫，

などの災害が地域住民を襲った．さらに，降下火砕物に
よって森林の荒廃がいっそう進み，山地からの土砂流出を
容易にし，下流域において４）や５）を引き起こす要因と
なった．

４． 富士山麓での被害
４‐１ 高温の降下火砕物による家屋の焼失
宝永噴火は大きく４時期に分けられる（宮地，１９８４，

１９８８）．宝永火口は第一，第二，第三まであり，そのうち，
白色・灰色の軽石を噴出した最初の噴火は，古文書記録な
どから継続時間は４～６時間とされている．最初の軽石は
他のフォールユニットの粒子に比べて粒経が大きい．この
ため，降下堆積後も長時間高温状態を保っていたものと考
えられる．それ以後の噴火は黒いスコリア質の焼け砂とな
った．最も宝永火口に近かった須走村（静岡県小山町，地
点番号 ，以下同）では，蹴鞠ほどの大きさの焼け石（高
温の降下火砕物）が地に落ちた．そして，粉々に砕けて燃
え上がったといい，黄色で塩味がしたという記録が残って
いる（小山町，１９８８）．須走村の集落７５軒のうち，３８軒が
降下火砕物の重みで倒壊し，残りの３７軒が焼失した．
この須走村の被害について，小田原藩による見分報告に

は，
「須走村砂一丈溜る．高札場砂にて埋まり，札覆の屋根計
り少し見る．……村中焼，残家共砂に埋り，屋根少し見ゆ
る．……浅間神社鳥居半分過砂にて埋まり，……拝殿は屋
根計り少し見へ，御本社軒際まで埋ると云へとも潰れす．
名主甚太夫土蔵三つまで焼ける」
と記してある（「近世小田原史稿本」下）．
また，須走村より南の中畑村長坂（地点番号 ）では，

昭和３６年（１９６１）３月１５～１６日，噴火直後焼失したと見
なされる人家が発掘された（御殿場市文化財調査委員
会，１９６３）．この人家は，噴火当時９２軒・６８０人の住民があ
った中畑村のうちの１軒で，黒色の小豆・麦粒ほどの砂が
１．８～２．０m，その下に直径１．０～１．５cm位の軽石層が堆積
していた．さらにその下部には間口５間（約９．０m），奥

行き３間（約５．４m），５坪（約１６．２m２）の住居があった．
家の中には軽石はなく，家の周囲に厚い軽石層があること
から，噴火時に降った軽石が屋根から落ちて軒先に積もり，
その後家が焼けたものと推測される．屋内跡から鎌，鍬，
茶碗，包丁，鋏，毛抜き，硯，煙管の雁首，錠前といった
当時の生活用具が発見された．
４‐２ 降下火砕物の重さによる家屋の倒壊
小田原藩は噴火直後に被災地の見分を行っている．その

被害状況報告書「小田原領見分の次第」（「近世小田原史稿
本」下）によれば，須走村に隣接する芝怒田（シバンタ，
静岡県御殿場市）村では，女・子供は避難し，男だけが残
っている状況であった．倒壊した家屋が１１軒であるほか，
吹き溜まりのような場所では家屋は完全に埋没したか，屋
根の上部だけがやっと見える状態であった（中野，１９７８）．
降下火砕物が２～３mと厚く堆積した富士山麓では，顕

著な土砂流出の記録は確認できない．この地域では生活基
盤を奪われたため，住民の多くは小田原や沼津・三島へと
流出し，小田原藩や幕府によって「亡所」とされた．この
ため，被害状況が記録されることも少なく，記録自体もほ
とんど残っていない．また，厚く堆積した降下火砕物は粒
径が大きく，雨水は火砕物の間を浸透し，表流水が発生す
ることは少なかった．河谷の急斜面部分を除いて，富士山
の山麓は緩傾斜地であり，そのままでは降下火砕物があま
り移動しなかったものと判断される．
４‐３ 田畑・草地への降灰による作物・飼料・燃料の不

作と森林の荒廃
農作物等への被害は降下火砕物による直接的な被害であ

った．こうした被害の状況については，小田原藩などに対
する救済願いの文書等に多くの記録が残っている．
噴火が始まった旧暦の十一月二十三日（新暦の１２月１６

日，以下同じ）という時期は，ちょうど畑に蒔いた麦がち
らほら芽を出し始める時期である．降下火砕物が１尺（３０
cm）以上堆積した地域では，ほとんどの村で麦作が全滅
状態となった．前掲の小田原藩報告書によれば，富士山か
ら１１kmと距離は近いが，やや南によっている川柳新田
（静岡県御殿場市）では，「砂の深さ５～６寸（１５～１８cm）
というところでも，秋に蒔いた麦の種が砂に埋まって収穫
皆無であった」と報告されている．また，山野に降り積も
った砂のために，秣（マグサ，馬の飼料）や日々の燃料に
も欠乏する状態となった．
富士山東麓の御厨（ミクリヤ，御殿場市・裾野市・小山

町付近）地方では，標高が高いため，畑作を中心とする村
がほとんどであった．そのため，生活基盤が元々脆弱で，
現金収入を入会山野での薪炭・秣の採取と生産に依存して
いた．また，竹之下～古沢～須走の道筋は，相模・駿河・
甲斐３国を結ぶ街道であった．このため，人馬の往来も多
く，地元の村々では馬を飼って駄賃稼ぎを行い，農業生産
力の低さを補っていた（永原，２００２）．そのため，降下火砕
物による秣場の壊滅は致命的な被害であった．
現在でも富士山南東斜面は厚い降下火砕物で覆われ，カ

ラマツの高木の連続した林分によって識別される森林限界
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の標高は１，３００～１，４００mである（岡，１９９２）．当然，宝永噴
火以前の村絵図等では「木立境」がもっと上に記されてい
る．このような降下火砕物による森林の荒廃も，その後の
土砂流出を引き起こす大きな要因となったと考えられる．
４‐４ 降下火砕物および土砂の二次移動による用排水路

の埋積
御厨地方においては，「御厨上郷の分砂強く降，溜る所

は青竹の葉少しも是れなく，総て竹木茎計りなり，御厨上
郷砂多く，砂溜り村々水是れなく難儀に及ひ，遠方よりし
て水を汲み用ゆ」（「近世小田原史稿本」下）というように，
降下火砕物の一次堆積とその後の二次移動によって，用水
に苦労したという記録が残っている．
また，同じく，「佐野，瀬木川（駿河湾に流れる黄瀬川

を指す）の水，御殿場，二枚橋，深沢，西田中六十町の用
水にて是ある所に，砂にて埋り水なし，当地平地の様に見
る」とも記されている．このように，用水路はすぐに砂で
埋まり，人々の生活に大きな影響を与えた．ただ，この種
の被害は富士山麓よりもさらに東方，神奈川県内の酒匂川
流域，特に丘陵地出口付近において顕著であった．

５． 丹沢山地と酒匂川中流域における土砂災害
丹沢山地や酒匂川中流域では，降下火砕物が２～１尺（６０

～３０cm）も堆積した．急傾斜な谷壁斜面から，降雨の度
毎に堆積した火砕物が崩落し，大量の土砂が酒匂川の本流
や支流に流入した．降下火砕物の分布軸上にあたる都夫良
野村（ツブラノ，神奈川県山北町）などでは，住民の大部
分が離散した．住民が減少したことによって，人家や田畑
の上に堆積した降下火砕物を人為的に除去することはほと
んどできなかったと思われる．
宝永五年（１７０８）の「虫沢村年貢割付」によれば，丹沢

山中で酒匂川の支流虫沢川流域（神奈川県松田町，地点番
号 ）では，破砕物の厚い堆積と虫沢川の土砂氾濫により，
噴火翌年の年貢が免除されている（松田町教育委員
会，１９７７）．これは，虫沢川の谷壁斜面から供給された土砂
が翌年の出水期に流下・堆積し，田畑を埋没・流失させた
ためと考えられる．
また，山北１０か村（川村山北・皆瀬川・都夫良野・湯

触（ユフレ）・川西・山市場・神縄（カンナワ）・世附（ヨ
ヅク）・中川・玄倉（クロクラ）・地点番号 ）からは，宝
永七年（１７１０）五月に，「奥山家往還道御普請人足見積り」
が出されている．この工事見積りで村々は，「出水や山よ
り落ちてきた石砂により街道の通行が困難になった」と訴
えている．たとえば，そのうちの皆瀬川村では，「長五百
七十八間（約１，０４０m），皆瀬川村の分，奥山家より往還
度々の雨にて山より石砂落込天候故，通路罷かならず候に
つき，石砂取り退け，元の如く道作り申し候，この人足百
五十一人，但し一人につき三間半（約６．３m）拵（コシラ）
え」と，道路復旧工事に必要な労働量を書き上げている（『山
北町史』史料編・近世，No．２４７）．
この見積り書は，噴火より２年半ほど後に提出された願

書である．つまり，この地域では斜面から多量の降下火砕

物が崩落して斜面下方へ移動し，降雨時に土石流や泥流と
なって各支流から酒匂川本流に流入し続けていた．そして，
これらの土砂移動が各地で河道閉塞と河床上昇を引き起
し，その後の土砂・洪水氾濫の主因となったと見なされる．
なお，丹沢山地の多くは当時，大山・阿夫利神社（神奈

川県伊勢原市）の社有林であった．この地域では，のちの
大正１２年（１９２３）９月１日の関東地震時に震度５～６の激
震を受け，無数の崩壊や土石流が発生している（井上，２０
００，２００１）．また，その２週間後，９月１２～１５日の豪雨によ
り，大規模な土石流が発生した．このため，門前町の大半
が流出し，阿夫利神社の社務局も全壊した．阿夫利神社の
関係者に関東地震時や富士山宝永噴火後の土砂災害につい
て，聞き取り調査や関係史料の調査を行った．しかし，こ
の時の土砂災害によって，それ以前の貴重な神社史料が流
失してしまったということであった．
阿夫利神社の研究家によれば，昭和初期頃まで，丹沢山

地の山麓各地に黒い宝永の火山砂が残っていた．お盆には
宝永の火山砂を集めて小さな塚を作り，礼拝する風習が残
っていたという．

６． 酒匂川下流の足柄平野における土砂災害
酒匂川下流域の足柄平野では，噴火翌年の宝永五年六月

二十二日（１７０８年８月８日）に大規模な土砂洪水氾濫が
発生した．酒匂川の上・中流域全体に降下火砕物が厚く堆
積し，降雨の度に谷壁斜面や支流から多量の土砂が酒匂川
に流入した．それまでに各地で河道閉塞や河床上昇が進行
していたため，このような大きな災害を引き起こしたもの
と考えられる．突発的な豪雨に起因する土石流や，過度な
土砂供給によって，河床はさらに上昇し続けた．これ以降，
下流の足柄平野では噴火後１００年近くにわたって，土砂洪
水氾濫が繰り返し発生することになる．
酒匂川における一連の土砂洪水氾濫の被害状況について

は，すでに地域史研究の一環として，その成果が明らかに
されている（本多，１９７２；酒井，１９７５；瀬戸，１９８２；開成町，１９６５；
南足柄市郷土資料館，１９９３；下重，２００５など）．
酒匂川の治水に関しては，足柄平野を洪水氾濫の危険か

ら守るため，小田原藩は江戸時代の初期から谷地形を利用
して，春日森堤，岩流瀬（ガラセ）堤，大口堤を構築して
きた．平野への出口の狭窄部に位置する岩流瀬堤は，突き
出し堤として建設された．これは，洪水の際の流路を南に
誘導して岩盤の露出部にぶつけ，直接大口堤にぶつかるこ
とを防ぐためであった．その後，本流の中心を大口堤の対
岸側（北側）に導流させた．一方，大口堤はこの地域で最
も重要な堤防で，足柄平野の東側に酒匂川の流水を誘導し
ていた．この堤防が決壊すると，酒匂川右岸の穀倉地帯は
泥の海と化してしまう．これらの堤防が相互に機能的に働
くことで，足柄平野を土砂洪水氾濫から守っていた．
宝永噴火（１７０７）直後から享和二年（１８０２）六月までの

土砂洪水氾濫事例を整理し，被害範囲の変遷をもとに４期
に分けて図示したのが Fig．２である．なお，氾濫範囲の地
名の推定にあたっては，明治１９～２２年（１８８６～１８８９）測

富士山宝永噴火（１７０７）後の長期間に及んだ土砂災害
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図２ 足柄平野における宝永噴火後の洪水範囲
（富士砂防事務所，２００３を一部修正）．
Fig．２． Flood area in Ashigara alluvial plain after
Hoei eruption．
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図の１／２万の旧版地形図（正式図）を使用した．旧版地形
図から集落名を読み取り，等高線や酒匂川の流況（網状流
路となっている）を判断して，４時期の洪水流下範囲図を
作成した（富士砂防事務所，２００３）．
それらの結果から判断すると，大口堤や下流の堤防工事

の進捗状況や破堤場所にもよるが，洪水・氾濫流は一般的
な傾向と同じく，古代や中世における酒匂川の旧流路を流
下した．
６‐１ 第１期（１７０８～１７１１年）
噴火翌年の宝永五年六月二十二日（１７０８年８月８日）の

台風襲来によって，大口堤・岩流瀬堤ともに決壊したため，
大洪水・土砂氾濫が発生した．このため，足柄平野の酒匂
川下流右岸（西側）地域が主な被災範囲になった．この時
の洪水・氾濫は大口堤が築かれる以前，江戸期より前の流
路を流れ下ったと推定される．また，この時決壊した大口
堤はその後まもなく修復されたが，大口堤を守るべき岩流
瀬堤の修復は享保十一年（１７２６）まで実施されなかった．
６‐２ 第２期（１７１１～１７３１年）
噴火より９年後の正徳元年（１７１１）には，いまだ岩流瀬

堤が修復されておらず，大口堤は激流の直撃を受けて再び
決壊し，今度は酒匂川左岸（東側）の村々に大被害をもた
らした．決壊箇所より下流の酒匂川流路が，それまでの大
量の土砂流出により河床が上昇したままになっていた影響
もあったと判断される．大口堤による流路の固定がなくな
った酒匂川は足柄平野中央部で，出水ごとに流路を次々と
変えながら流下し，「新大川」と呼ばれた（瀬戸，１９８２）．
足柄平野の扇頂部から酒匂川右岸中流域に位置する班目

（マダラメ）村・千津島村・壗下（ママシタ）村・竹松村・
和田河原村（いずれも神奈川県南足柄市）は，洪水氾濫の
常襲地帯であり，「大口水下水損六カ村」と呼ばれていた．
新川の河床になってしまった水損六カ村の住民は，平野に
近接する高台に避難しながら，幕府に大口堤修復の嘆願書
を出した．しかし，大口堤を閉め切る復旧工事はすぐには
実施に移されなかった．また，水損六カ村以外の村でも土
砂洪水氾濫の被害を受けることになり，周辺微高地への避
難を余儀なくされた．
この間，被害の少なかった酒匂川の左岸の村々は，酒匂

川が旧本流の西側を流れるようになったため，用水路に水
が確保できなくなった．このため，水損六カ村など右岸集
落の東端を流れていた用水路を拡幅変更して，左岸村々の
堰（用水路）へ通水した．しかし，避難していた右岸の人々
が徐々に帰村しだし，田畑の復旧が進行してくると，再び
左岸への通水が不足するようになった．こうして，用水の
確保をめぐって，酒匂川右岸と左岸の村々の対立が激化す
ることになった．このような状況は，大口堤が岩流瀬堤と
ともに完全に修復される享保十一年（１７２７）まで続いた．
６‐３ 第３期（１７３１～１８０２年）
土砂洪水氾濫防止の要である大口堤・岩流瀬堤は，幕府

の支配勘定格田中休愚（キュウグ），および代官の蓑笠之
助正高により，次第に堅固に再構築された．しかし，享保
十六年（１７３１）五月には，支流・川音川と酒匂川との合流

点左岸の堤防（三角土手）が決壊し，洪水流は足柄平野の
東側を流れるようになった．このため，新たに左岸流域の
村々が洪水・土砂氾濫の被害を受けることになった．
６‐４ 第４期（１８０２年～）
享和二年（１８０２）の出水では岩流瀬堤のみ決壊したが，

大口堤周辺では大きな決壊はなかった．しかし，下流域の
数ヶ所で決壊したため，足柄平野の南部においては，古代
（平安時代）の酒匂川流路と推定される箇所を洪水流が流
下することになった．
６‐５ 金井島村における土砂氾濫と復興
宝永五年六月二十二日（１７０８年８月８日）の出水によ

る金井島の土砂堆積厚は６mに及んだ．しかし，金井島
村などの足柄平野北部の村々に対し，江戸幕府は「降砂は
空地へ捨てよ，空地のない場合には田畑の隅や屋敷の隅に
片付けよ，来年の春までに片付けて耕作に間に合わせよ」
と，川には捨てないで耕地を復旧するように命じた．もち
ろん，村内に降下火砕物や氾濫堆積土砂を片付ける未開発
地や空地はなく，作業は遅々として進まなかった．このた
め，「丸砂の上に水垢をためて」という作業を行ったとい
う．大雨のたびに流れ出る泥水を降砂の上に流し込んで目
詰まりを起こさせ，畦で囲んだ区画の中に泥水を引き込み，
泥が沈殿すると上澄みの水を排出する．次の泥水を引き込
んで作業を繰り返すことによって，耕作土（泥）の厚みを
増加させるといった気の遠くなるような作業であった（瀬
戸，１９８２）．Fig．３は，大口堤のすぐ下流に位置した金井
島村（神奈川県開成町）における年貢上納高の推移を示し
たものである．宝永噴火前に３４０石の年貢米を納めていた
金井島村は，噴火後まったく農業生産を続けることができ
なくなり，１０年間はほとんど年貢を納めることができなか
った．３５年を経過した延享二年（１７４５）でも，田方の年貢
米上納高は噴火前の３分の１程度しか回復しておらず，噴
火後の土砂災害の影響が長期化し始めていた．納永（年貢
金）とは，畑作などによって得られた作物を換金して納め
た租税である．噴火から３０年後には納永が噴火前の金額
に達しているが，単純に畑作が噴火前の状態に戻ったと解
釈することはできない．水田の復旧が進まず，畑成田（検
地帳に登録されている田を畑として再開発）による収穫し
か期待できなかった状況を物語っており，その点を加味し
て理解する必要がある．

７． 山北村・皆瀬川村と皆瀬川開削工事
神奈川県山北町史編さん室より刊行された『山北町史』

史料編近世や『やまきたの絵図』によって，近世の山北町
の状況が村・小字単位で詳細に記載されており，宝永噴火
による被災状況やその後の復興過程が明らかにされつつあ
る．
Fig．４に示したように，中でも皆瀬川村は降灰分布の中

心軸上に位置したため，宝永の焼砂（火山砂礫）が層厚
６０～７０cm堆積し，復旧に時間を要した．また，その後も
土砂災害・洪水が繰り返され，被災住民の懸命な復興への
努力を多くの史料から読み取ることができる．
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ところで，元禄十六年（１７０３）の元禄地震の前までの皆
瀬川村は，本村のほか６村の枝村（深沢・市間・湯ケ沢・
高杉・人遠・八丁）に分かれており，家数は合計５８軒，人
口は５４０人，村の石高は１１６．９石と比較的豊かな村であっ
た．当時，年々川成永荒は，そのうちわずか０．２石しかな
かった（『山北町史』史料編・近世，No．３）．ところが，宝
永四年（１７０７）十二月六日の砂降り被害の書上げ（同前
No．４，１９４）によれば，家数８０軒のうち降下火砕物によっ
て潰れた家数が１２軒（小百姓７軒・無田５軒）と記載さ
れている．宝永五年六月二十二日の洪水後，翌年（１７０９）
七月十一日には，同じく皆瀬川村の飢人は３９０人おり，扶
持米が合計３９石余（１人につき米１合を１０日間）支給さ
れている（同前，No．２４１）．また，宝永以前山北村絵図を
見ると，山北村の中心部を流れる皆瀬川付近の地形状況が
良くわかる．特に，噴火前の皆瀬川は現在の山北町の中心
部を流れていた．しかし，宝永噴火および宝永五年六月二
十二日の土砂災害後，皆瀬川の流路が問題化する．
山北村域では皆瀬川だけでなく，北から酒匂川に合流す

る滝沢川や尺里（ヒサリ）川からも土砂流出が続いていた．
これらの土砂流出によって，山北村内に大量の土砂が流入
し，田畑・屋敷の水没が進み，天然ダム状態となり生活が
できなくなった．たとえば，山北村名主の記録である「二
階堂家伝来旧記書」（山北村岸・般若院書）にはその様子
が記されている（山北町地方史研究会，１９６０）．
「西風にて川村山北通り降り，道によりては両脇にこぼ

れ砂少々の場所もこれあり，当村中を相流れ通り候，皆瀬
川水源の儀は，四里奥より流れ出で，両側に小沢数多く御
座候て，両側は高山にて大雨の節は砂押し流れ出で，川敷
おびただしく高く相成り，高さ一丈二尺位（約３．６m）堤
切れ込み，村中湖水の如く相成り申し候，……」
なお，同記録によると，元禄十六年十一月二十三日（１７０３

年１２月３１日）の元禄地震によって，皆瀬川源流部で多く
の崩壊地が発生し，翌宝永元年（１７０４）・同二年（１７０５）に
山北町域に水害を引き起こしている．さらに，２年後の宝
永四年（１７０７）の富士山噴火による降下火砕物が元禄地震
の崩壊土砂と一緒になり，半年後の宝永五年（１７０８）六月
の大雨で土石流が発生し，大量の土砂が山北村へ押し出し
たことがわかる．
この復旧工事として，まず，川浚い普請による皆瀬川の

復元から始めようとしたが，山北村名主の弥五右衛門は，
「上流に大量の降砂が残っている限り，川浚いでは抜本的
な水害対策にならない」として，皆瀬川を荻原より真っ直
ぐ酒匂川へ付け替えることを幕府に願い出た．
この工事は幕府に認められ，津藩（藩主藤堂高敏）の助

役（お手伝い普請）により，宝永六年十一月九日から皆瀬
川の堀割（瀬替）工事が開始された（『山北町史』史料編・
近世，No．２４３）．この工事は，ほぼ１週間の短期間で十一
月十六日に完成した．堀割の長さは１６０間（約２８８m），
川底の幅５間（約９m），深さ５～８間（約９～１５m）であ
った．この工事によって，皆瀬川は山北村の手前，岩流瀬・

図３ 金井島村の年貢上納高の推移（角谷・他，２００２）．
Fig．３． Change of land tax in Kanashima village in Ashigara alluvial plain（Sumiya et al．，２００２）．
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大口両堤より上流で直接酒匂川に流入することとなった．
さらに半年後の宝永七年（１７１０）八月に全工事が完成し，
旧皆瀬川の河川敷は川村山北の住民に配分された（同前
No．２４８）．
しかし，山北村中心部の集落では瀬替工事によって，逆

に生活用水を皆瀬川から得られなくなってしまった．この
ため，水不足に陥った川村山北から川村向原（ともに神奈
川県山北町）の住民は，用水堰を作る必要に迫られた．山
北村などの名主は被災民と共同して，酒匂川本川上流の瀬
戸に用水堰「川入堰」を作り，酒匂川の左岸に水路を掘る
難工事を実施した（酒井，１９７５；瀬戸，１９８２）．この水路の一

部は現在でも酒匂川の左岸に認められる．のち，この堰の
完成を記念して，元文二年（１７３７）に記念碑が建立されて
いる（東名高速道路の高架下に現存）．
山北町史編さん室（１９９９）によれば，宝永噴火前の「相

模国足柄上郡山北村絵図」（鈴木友徳氏蔵，Fig．５）と天保
七年（１８３６）十月の「相模国足柄上郡山北村絵図」（同，Fig．６）
を比較すると，上記の瀬替えや土地利用の変遷がよく理解
できる．

８． 酒匂川流域以東における土砂災害
既存の研究では，酒匂川以東における土砂災害について

図４ 山北町の酒匂川と皆瀬川付近（井上，２００５）．
Fig．４． River Sakawa and River Minase in Yamakita Town（Inoue，２００５）．
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図６ 天保七年（１８３６）相模国足柄上郡山北村絵図（宝永噴火後，鈴木友徳氏蔵）．
Fig．６． Old map in Yamakita area（after the Hoei eruption）．

図５ 相模国足柄上郡山北村絵図（宝永噴火以前，鈴木友徳氏蔵）．
Fig．５． Old map in Yamakita area（before the Hoei eruption）．

井上公夫

４３６



詳細に研究されてこなかったが，近年いくつかの成果が出
てきており，土砂災害の事例が明らかに成りつつある．た
とえば，噴火口から６０km以上離れた神奈川県の南部，あ
るいは東部地域においても，噴火直後より「川浚い普請（工
事）願い」の出されていた点が判明してきている（角谷・
他，２００２）．これらの訴えによれば，細粒の降下火砕物が用
排水路などに徐々に流入し，水田耕作などに支障をきたし
たという．
以下，被災状況が明らかにされた地点ごとに，１）降砂

量，２）土砂災害等の被災状況をまとめて説明する．
８‐１ 二宮町 塩海川（葛川）流域
１）降砂量

中里村（神奈川県二宮町）にて，１尺３～４寸（約４０
cm）．出典は，宝永四年十二月「恐れながら書付をもっ
て願い上げ奉り候御事」（『二宮町史』資料編１＜原始古
代中世近世＞No．３５）．

２）土砂災害等の被災状況
a）宝永五年（１７０８）四月：噴火翌年の梅雨時期の土砂
災害－地点番号
塩海川（幅４間，深さ６尺）は，井之口村（神奈川県

中井町）から塩海橋までの間，井之口川，塩海川，宇田
川と名前を変えながら流れる長さ２里（約７．８km）の
川である．この川が山谷から流入した砂によって５尺（約
１．５m）ほど埋まり，河床が高くなり，その砂の一部が
田地にも流入するようになった．当時，この塩海川には
上流から下流まで３３か所の堰があり，８０町歩ほどの水
田を潤していた．降雨のたびに山地斜面の砂が川に押し
流され，用水堀を埋め，その一部は田地へも流入した．
そのため，宝永五年（１７０８）五月に流域の井之口・五分
一・一色・中里・二宮の５カ村が川浚いを願い出ている
（『二宮町史』資料編１＜原始古代中世近世＞No．４２）．
b）享保三年（１７１８）九月：噴火より１１年後の大雨によ
る災害－地点番号
降下火砕物が塩海川，打越川，不動川，長谷川へ流れ

込み，その結果，中里村全体の５７％（村高７０２石のう
ち３９７石余）の水田で水腐れ被害が発生した（同前
No．２２９）．
８‐２ 平塚市 金目川流域
１）降砂量

北金目村（神奈川県平塚市）にて，７～８寸（約２１～２４
cm）．出典は，宝永五年閏正月「砂降り後北金目村柄書
上覚」（『平塚市史』３，No．６３）．

２）土砂災害等の被災状況－地点番号
金目川は秦野市春嶽山を源流とし，秦野市曽屋にて水

無川と合流する．河口付近については特に花水川と称す
る．本流は「暴れ川」の異名を持ち，近世初期から明治
初年までの主な洪水被害と普請実施状況によると，１０年
に１度の割合で堤防が決壊している．
まず，噴火より１ヵ月後の宝永五年正月，酒匂川，金

目川，鈴川，玉川，小鮎沢，飯山川などの下流域はいず
れも東海道に交接していたため，幕府の命令により諸大

名による御手伝い普請が実施された．金目川の砂浚いは，
岡山藩・小倉藩・熊本新田（高瀬）藩・鳥取新田藩など
によって行われた（『平塚市史』４，No．４６）．
しかし，流入した大量の降下火砕物が一回限りの工事

ですべて取り除けるわけではなく，特に流域の田畑は「永
荒引」のままであった．さらに降雨によって引き続き降
下火砕物が諸河川に流入し，河床に堆積した．このため，
一度砂浚いを行った場所でも再度浚う「後浚い」の必要
性が生じた．
この後浚いのため，宝永六年七月二十一日に再び幕府

によってお手伝い普請が命じられた．この時は，金目川
下流の花水川，大根川，玉川の各川筋の砂浚いと花水川
の瀬替え工事であった．さらに，宝永七年二月二十六日
には，再度３大名にお手伝い普請が命じられている．こ
のように，３年連続してお手伝い普請が命じられている
ことから，砂浚い工事はそう簡単に終わらなかったこと
が判明する．
金目川（含む花水川），鈴川，玉川の瀬替え工事は，享

保七年（１７２２）ようやく完成する（『平塚市史』４，No．４８）．
なお，金目川の下流である花水川での普請については，
『大磯町史』に関連史料が収録されている（『大磯町史』１
＜資料編古代中世近世（１），No．１１５～１２１＞）．
８‐３ 秦野市 大根川・善波川流域
１）降砂量

曽屋村（神奈川県秦野市）１尺４～５寸（約４２～４５cm）．
出典は，「横野区有文書」（秦野市，１９８８）．

２）土砂災害等の被災状況－地点番号
大根川は大住郡南矢名・北矢名両村（ともに神奈川県

秦野市）内を流れ，真田村（神奈川県平塚市）に入り，
下流で善波川と合流したのち鈴川へと合流する．
元禄地震（１７０３）によって，すでに大根川の土手が崩

れており，その後の富士山噴火の降下火砕物が河床に堆
積したために一層氾濫しやすくなっていた．落幡村（秦
野市）の水田では排水できないまま「水腐れ」となり，「水
湛田」となった．宝永四年の砂降り後には，多量の土砂
流入により４９町（約４９ha）分が「水腐れ」と書き上げ
られている．
特に，真田村と落幡村の村界を流れる大根川は川幅が

狭いため，出水のたびごとに堤が押し切れ，川沿いに「損
地」が生じていた．元禄地震で大根川沿いの堤が決壊し，
宝永三年（１７０６）に川瀬直しの御普請が実施されていた．
ところが，富士山の噴火のために大根川にも降砂が流れ
込み，河床が押上げられた．
こうした状況は正徳元年（１７１１）の御普請によって一

旦回復するが，その後も氾濫と普請の繰り返しであった．
元文五年（１７４０）の普請で復旧なったと思ったのもつか
の間，翌寛保元年（１７４１）十月にはまた川普請の願書が
出されている．この時の願書によると，川上の砂が流下
し，深さ４尺（約１２０cm）余り埋まって，水引きが悪
くなったという．工事見積りも出されているので，わず
か１年の間に村の力だけでは対処できないほどの土砂堆

富士山宝永噴火（１７０７）後の長期間に及んだ土砂災害
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積があったと推察できる．
一方，宝永五年四月，丸島村内の鈴川と大根川で砂浚

いが実施され，翌六年七月にも砂浚いが行われた．しか
し，大根川と鈴川との合流点付近はその後も度々湛水場
となり，水腐永荒の被害が続くことになる（秦野市，
１９８８）．
８‐４ 平塚市 鈴川流域
１）降砂量

西富岡村（神奈川県伊勢原市）１尺２寸（約３６cm）．
出典は，宝永五年閏正月「西富岡村等富士山噴火砂降検
分書上帳」（『平塚市史』２，資料編近世（１），No．２２８）．

２）土砂災害等の被災状況－地点番号
鈴川からは，矢崎・入山瀬・大句・西海地・城所の５

カ村が共同の用水（城所用水）を引いていた．宝永五年
三月，城所村隣村の小鍋島村（もともと雨水を利用して
いた）では水田耕作のために水が必要であったが，砂降
りによって囲い水もできなくなっていた．そのため，渇
水に苦しみ鈴川の水を引水利用できるよう奉行所に願い
出ている（『平塚市史』４，資料編近世（３），No．６４）．
８‐５ 秦野市 菖蒲川（四十八瀬川）流域
１）降砂量

菖蒲村・八沢村・柳川村・三廻部村（いずれも神奈川
県秦野市）１尺３～４寸（約３９～４２cm）．出典は，宝永
七年三月「菖蒲川工事につき三廻部村他四か村普請願」
（『秦野市史』２，No．１４３）．
２）土砂災害等の被災状況－地点番号

三廻部・菖蒲・堀斎藤・堀沼城・千村の５ヶ村は，下
流で酒匂川支流川音川に合流する菖蒲川の治水工事を幕
府代官伊奈半左衛門忠順へ願い出た．丹沢山地を埋めた
降下火砕物が，雨とともに次第に流下し，まとまって菖
蒲川に入ったため，川底が上がり，小雨でもたちまち溢
れ出す状態であった．願書では，「水が方々へ流れ出し，
川筋が定まらない」と述べている．５カ村は，「川筋を
決めて掘り分ける」ことを願い出た．普請願書に書き上
げられた予定によれば，普請後５年間で砂埋り地を再開
発し，年貢を上納できるようにすると計画されている．
８‐６ 藤沢市域
２）土砂災害等の被災状況－地点番号

江ノ島の下之坊知行所村々の名主・年寄から出された
被害訴えによれば，降下火砕物のために沿岸の海底が浅
くなり，生活の糧であった漁業がすっかりできなくなっ
たという．特に，江ノ島は沖合漁業よりもエビ・アワビ・
サザエ・海苔・ワカメなどの海草を取る磯漁を主として
いたので，その被害は甚大であった（『藤沢市史』，第二
巻，No．６）．
８‐７ 町田市 野津田村
２）土砂災害等の被災状況－地点番号

野津田村（神奈川県町田市）は鶴見川の上流部に位置
する．長さ７０間（約１２６m）・幅２８間（約５０．４m）の福王
寺溜井（現在の薬師池）が村内の水田７町歩余の用水源
となっていた．

富士山の噴火後の降雨により多量の降下火砕物が河川
に流れ込み，河床上昇を引き起こし，さらにそれらの土
砂が溜池にも流れ込み，溜池の水量を低下させた．その
ため，宝永五年（１７０８）七月，野津田村と大塚村（藤沢
市）の名主が連名で領主である旗本多賀主税に対して，
溜池の浚い人足に扶持米を支給して欲しいと訴え出た．
しかし，この訴えは取り上げられず却下された．それで
も住民たちは江戸まで出向き嘆願し続け，同年十二月，
再び堰の普請に関する願書を多賀の上司に当たる御留守
居久貝正方に提出した．
ようやく，宝永六年二月に福王寺溜井の浚い普請が野

津田村・大塚村とさらに周辺３カ村からの人足によって
実施に移された．残念ながら，この普請の規模について
は見積り書が残っていないので明らかではない（町田市
史編纂委員会，１９７４）．

９． 河村城跡の天地返し
山北町教育委員会では，『河村城跡史跡整備マスタープ

ラン（基本構想）』に基づき，河村城跡の現況整備と古絵図
の関係を明らかにするため，平成１５年（２００３）７月より
トレンチ調査を実施している（安藤，２００３）．ここでは非常
に見事な「天地返し」が見られた．河村城跡は，南側を流
れる酒匂川と北側の山北町の市街地に挟まれた丘陵地で，
中世には河村城が築かれていた（Fig．４）．この上に，富士
山宝永噴火で６０～７０cmにも達する焼砂・火山砂礫が堆積
し，耕作不能の地となった．自然堆積の場所では，丘陵地
の耕作土・黒土の上に，数 cmの白い軽石層が堆積し，そ
の上にスコリア質の火山砂礫が厚く堆積している．しかし，
被災民の叡智には驚かざるを得ない．６０～７０cmにも達す
る焼砂と耕作土を「天地返し」している．史料では天地返
しという文字は見ていたが，実際に天地返しの断面を発掘
したのは初めてであろう．機械力のない時代に人力だけで
１m以上も掘削をし，下の耕作土・黒土と焼砂を天地返し
て畑を復元するという知恵の発想がすごい．大変な労力と
時間がかかったと思う（井上，２００５，２００６）．ぜひ，河村城
跡の史跡整備計画にあたっては，天地返しの露頭を復元し
て頂きたい．

１０． むすび
本稿をまとめるにあたっては，富士砂防事務所から貴重

な調査結果を引用させて頂いた．現地調査の史料調査時に
は地元の教育委員会や地元の方々に大変お世話になった．
また，図表の英文化にあたっては，高橋真理，角谷ひとみ
さんにお世話になった．記して感謝致します．
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富士山の火山活動の監視

－宝永噴火シナリオと火山情報－

宮下 誠＊・中禮正明＊＊・宇平幸一＊＊＊・
林 豊＊＊＊＊・瀉山弘明＊・藤井敏嗣＊＊＊＊＊・

村上 亮＊＊＊＊＊＊・鵜川元雄＊＊＊＊＊＊＊・白土正明＊＊＊＊＊＊＊＊・
山里 平＊・横田 崇＊

Surveillance of activity of Fuji volcano，Japan
－Scenario of the１７０７Hoei Eruption and Volcano Information－

Makoto MIYASHITA＊，Masaaki CHUREI＊＊，Kohichi UHIRA＊＊＊，
Yutaka HAYASHI＊＊＊＊，Hiroaki KATAYAMA＊，Toshitsugu FUJII＊＊＊＊＊，

Makoto MURAKAMI＊＊＊＊＊＊，Motoo UKAWA＊＊＊＊＊＊＊，Shomei SHIRATO＊＊＊＊＊＊＊＊，
Hitoshi YAMASATO＊，and Takashi YOKOTA＊

During２００１‐２００３，the Fuji Working Group of the Coordinating Committee for Prediction of Volcanic Eruption
（CCPVE）carried out an investigation into possible precursors of eruptions at Fuji volcano and proposed the appropri-
ate way of issuing volcano information by the Japan Meteorological Agency（JMA）for Fuji volcano．
The Fuji Working Group compiled previous studies on the last eruption in１７０７（Hoei eruption）and applied a dike

intrusion model in order to simulate the time sequence of precursors of the eruption．The group also evaluated the de-
tection capability of present seismic and geodetic observation networks around the volcano and described how the vol-
canic activity of the１７０７Hoei eruption is observed by today's observation networks．
The sequence of precursors of the Hoei type eruption can be divided into three stages．The seismic swarm includ-

ing earthquakes with magnitude（M ）of １ to ２ starts １ to ２ months before the eruption（Stage ）．The seismic ac-
tivity becomes vigorous（M ＝３）２weeks before the eruption and slight tilt changes might be observed several days
before the eruption（Stage ）．On the day before the eruption，big earthquakes（M ＝５）occurs and remarkable ground
deformation must be observed also by GPS（Stage ）．
JMA will issue Volcano Observation Information，Volcanic Advisory and Volcanic Alert corresponding to the Stages
， and ，respectively，based on the scenario above．

＊〒１００‐８１２２東京都千代田区大手町１‐３‐４
気象庁地震火山部火山課
Volcanological Division，Seismology and Volcanology
Department，Japan Meteorological Agency，
１‐３‐４Otemachi，Chiyoda，Tokyo，１００‐８１２２，Japan．

＊＊〒９５０‐０９０８新潟市幸西４‐４‐１
新潟地方気象台
Nigata Local Meteorological Observatory，
４‐４‐１Saiwainishi，Niigata，９５０‐０９０８，Japan．

＊＊＊〒９８３‐０８４２仙台市宮城野区五輪１‐３‐１５
仙台管区気象台
Sendai District Meteorological Observatory，
１‐３‐１５Gorin，Miyagino，Sendai，９８３‐０８４２，Japan．

＊＊＊＊〒３０５‐００５２茨城県つくば市長峰１‐１気象研究所
Meteorological Research Institute，
１‐１Nagamine，Tsukuba，Ibaraki，３０５‐００５２，Japan．

＊＊＊＊＊〒１１３‐００３２東京都文京区弥生１‐１‐１
東京大学地震研究所
Earthquake Research Institute，University of Tokyo，
１‐１‐１Yayoi，Bunkyo，Tokyo，１１３‐００３２，Japan．

＊＊＊＊＊＊〒３０５‐０８１１茨城県つくば市北郷１ 国土地理院
Geographical Survey Institute，
１ Kitagou，Tsukuba，Ibaraki，３０５‐０８１１，Japan．

＊＊＊＊＊＊＊〒３０５‐０００６茨城県つくば市天王台３‐１
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１． はじめに
富士山は，１７０７年（宝永４年）に噴火して以来，約３００

年平穏を保っている．
現時点では，富士山の将来の噴火の時期や規模を予測す

ることは非常に困難であるが，広大な山麓では多くの人々
の生活や経済活動が営まれ，交通の幹線や首都圏も直近で
あるため，仮に噴火した場合には，他の火山とは比較にな
らない多大な被害や影響が生じるおそれがあり，防災対策
に特に万全を期しておく必要がある．
そのため，気象庁では，１９８７年に富士山山頂に地震計を

設置して以来富士山の火山活動の監視を行っている．現在
は，東京大学地震研究所及び防災科学技術研究所の地震計
や傾斜計のデータ分岐も受けて，富士山の火山活動を気象
庁本庁火山監視・情報センターにおいて２４時間監視して
いる．
２０００年１０月から１２月，及び２００１年４月から５月にか
けて，富士山直下深さ約１５kmを震源とする深部低周波
地震が多発した．浅部の地震活動や地殻変動等に特段の変
化はなく，噴火が切迫している状況ではないと判断された
ものの，改めて富士山が活火山であることが再認識される
と共に社会的には大きな反響をもたらした．この年（２０００
年）は，有珠山や三宅島の噴火災害があり，全国的に火山
防災に対する関心が高まっていた．特に有珠山の噴火にお
いてはあらかじめ作成されていた火山防災マップ（ハザー
ドマップ）の有効性が示されたこともあって，富士山の周
辺自治体で火山防災マップ作成の気運が盛り上がった．そ
して，２００１年７月に国及び関係する都県，市町村により富
士山ハザードマップ作成協議会（２００２年６月に富士山火
山防災協議会に名称変更）が設置され，富士山の火山防災
に関する本格的な検討が進められた．富士山火山防災協議
会には，これらの内容を専門的見地から検討するため，学
識委員と行政委員から構成される富士山ハザードマップ検
討委員会が設けられ，火山防災マップの作成検討が行われ
た．
一方で，文部科学省科学技術・学術審議会測地学分科会

火山部会は，富士山における観測研究体制の整備の検討を
開始し，２００１～２００３年度に大学や研究機関，気象庁等によ
って富士山の火山観測研究体制が強化された．
気象庁・火山噴火予知連絡会は，２００１年５月２８日，富

士山ワーキンググループ（以下，富士山WG）を設置し，
富士山の火山活動の変化の現れ方や火山情報等に関する検
討を開始した（気象庁，２００３）．
本報告は，富士山WGにおいて議論された内容につい

てその概略を述べるとともに，その成果を具現化するもの
としての噴火シナリオを想定した富士山の火山情報の発表
の考え方と防災対策についても簡単に述べる．

２． 宝永噴火のシナリオ作成
富士山で将来想定される噴火における前兆現象に関する

検討をおこなうため，まず，富士山WGは，活動の推移
が比較的よくわかっている宝永４年（１７０７年）の噴火（以

下「宝永噴火」）について古文書等の史料解析や地質調査等
の研究成果に基づいて，宝永噴火前後の活動経過について
整理し，噴火様式の変化を含む時間経過を推定するととも
に，宝永噴火のマグマ供給系の考察を行った．
２‐１ 宝永噴火の概要と活動経過
宝永噴火に際しては，噴火以前にかなり明瞭な前兆現象

が発生していたことが分かっている，富士山WGでは過
去の宝永噴火の推移あるいは前兆に関する研究成果（例え
ば，小山，１９９８；２００２；宮地，１９９３）に加えて未公表の最新
の研究成果に基づき，その経過について，とりまとめた．
その結果によると，宝永噴火前後の推移は以下のとおりで
ある．
噴火発生の１～２ヶ月前には，山腹のみ有感となるよう

な地震活動があり，十数日前からは山腹のみ有感となる地
震が多発するようになり，ほぼ毎日鳴動もあった．１日前
には山麓でも有感となる地震が増加し，半日前から噴火前
にかけてさらに活発となり，規模の大きい地震も数回発生
した．噴火は微動や空振を伴う大量の軽石等を噴出する噴
火で始まり，噴煙は成層圏に達したと見られる．半日後に
は，噴出物が軽石からスコリアに移行した．噴出率は噴火
初日（１７０７年１２月１６日）から翌朝まで最大で，その後
は盛衰を繰り返しながら噴火が続いた．２５日夕方から２７
日にかけて再び活発化し，この間の噴出量は一連の噴火の
総噴出量の約半分に相当する．３１日から１月１日未明に
かけて数度の爆発的噴火の後，一連の噴火は終息した．
２‐２ 宝永噴火の火山活動プロセスの推定
富士山WGは，以上の史料解析・地質調査成果をもと

に，宝永噴火においてどのような火山学的な現象が起こり，
どのように推移してきたかを検討した．これは，前述した
ような宝永噴火と同等の前兆現象があったとして，現在の
観測体制でどのようなタイミングで異常が捉えられ，火山
情報が発表できるかを推定するために不可欠であり，様々
な火山学的検討が行われた．
まず，宝永噴火におけるマグマ供給系のモデル化を試み，

宝永噴火に前駆した地殻変動を見積もるため，富士山の山
体直下のマグマ供給系を仮定した．他の火山では，静穏期
に地下にマグマが蓄積される過程が地殻変動観測で捉えら
れている場合もある（例えば，伊豆大島や三宅島；渡辺，
１９９８；西村・他，２００２等）．しかし，富士山の場合は地下
のマグマ供給系について，地球物理学的に明確な知見が得
られていない．そこで，上述の宝永噴火における活動経過
や低周波地震の活動域，他の火山の事例等を参考にして，
図１に示したような富士山の山頂直下に球状のマグマ溜
りと，山頂から宝永火口付近まで及ぶダイク（板状のマグ
マ）からなるモデルを想定した（図１，中禮・他，２００２；鵜
川・中禮，２００２による）．
ここで，マグマ溜りは低周波地震の震源域である深さ

１５km（Nakamichi et al．，２００４）に存在するとし，南南東
方向の長さ３km（走行は火口列の配列，長さは山頂直下
から宝永第３火口までの水平距離に対応）のダイクが垂直
に貫入するとした．ダイクの厚さは，宝永噴火の初期の噴
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出率がかなり大きい（約７×１０６m３DRE／h）ことを考慮し，１
mとした．それでも噴火直前のダイクの総体積は３×１０７m３

となり，宝永噴火の総噴出物量（約７×１０８m３DRE）より
はかなり少ないが，噴火開始後も深部マグマ溜りからのマ
グマ供給が続くと考えれば説明可能である．そして，宝永
噴火前に地震活動が加速的に活発化するという推移に対応
するようにマグマの移動速度を仮定した．具体的には，次
のようなものである．
・ステージ ：噴火の２ヶ月前から，マグマ溜りから既存
の火道を通ってマグマが上昇し始め，約２週間前に深さ
１０km付近に達し，そこからダイク状に貫入する
・ステージ ：その後もダイクの貫入は継続し，噴火の十
数日前にはダイク頭部が深さ５kmに達する

・ステージ ：噴火前日には深さ１kmに達する．
・ステージ ：マグマが地表に達し，噴火に至る．
・ステージ 以降：噴火に伴い大量の物質が地表から噴出
し，ダイクやマグマ溜りの圧力が急激に減少する．
このモデルから期待される噴火開始直前における地殻変

動量を図２，地殻変動の時間変化の一例を図３に示す．こ
こで，２００２年当時の地殻変動観測網を仮定した場合では，
観測される地殻変動量は，ステージ （噴火十数日前から
噴火前日）の後半で，傾斜計で検出し得る程度の微小な変
化量（数 µrad 程度，１µrad＝１×１０‐６）に達し，ダイク頭部
が深さ１kmまで達する想定の噴火前日（ステージ ）に
は，数点のGPS 観測点で数 cm程度の変化が現れ始める
ことになる．そして，噴火直前（ステージ ）には図２
に示すように，大きな地殻変動が観測されることが想定さ
れる．
なお，上で示したモデルよりも浅部に宝永噴火相当の数

億m３オーダーのマグマ溜りがすでに存在していて，さら
にそれが浅部に貫入して噴出するモデルも考えられるが，
その場合はマグマ溜りからのマグマ貫入が上のモデルより
も浅部で始まることになるので，以上のシミュレーション
よりも大きな地殻変動が観測されることが期待できる．

噴火開始後（ステージ 以降）は，マグマ溜まりの減圧
によって山体は収縮に転じ，図３右に示すように地殻変動
の変化傾向が反転する観測点も現れ始める．
一方，林・小山（２００２）は，宝永噴火の前に発生した火

山性地震の規模（マグニチュード）を史料から得られた震
度に距離減衰式を適用して推定した．ここでは，上述のマ
グマ貫入モデルを仮定して応力変化が大きくなると考えら
れる領域を地震の震源域と想定した．すなわち，主として
成長するダイクの先端付近で震央が山頂火口下の深部マグ
マ溜り直上から宝永火口付近直下に移動した浅い地震活動
と仮定した．具体的には，ステージ の噴火の１～２ヶ月
前では，マグニチュード（M）２級の地震を含む活動から
次第にM３前後の地震を含むようになったが，ステージ
の噴火十数日前から１日前にはM３前後の地震も起き

るようになった．ステージ の噴火前夜から噴火当日の午
前（噴火の数時間前）までの間の地震は，最大のもので
M５前後が２回，このほかにM４程度の地震も十回程度発
生した．噴火の数時間前から噴火開始直前までの地震活動
は，最大の地震がM５前後で２回発生したと推定できる．
以上のシミュレーション等によって，宝永噴火時の様々

な現象を概ね統一的に解釈できるようになり，それをもと
に現在の観測網であればどのような現象が観測されるかを
推定することができた．結果を表１～２にまとめて示した．

３． 宝永噴火シナリオに準拠した火山情報の発表形態と
その活用法

気象庁は，火山活動に応じて，緊急火山情報，臨時火山
情報，火山観測情報の３種類の火山情報を防災機関等に伝
達する責任を負っている．活動的な火山においては，過去
の経験則に基づいて，火山性地震の回数等の発表基準を定
めている火山もある．しかし，富士山では，気象庁は火山
情報を発表した経験がなく，明確な発表基準は定めていな
かった．そこで，他の火山における事例等も参考に，富士
山での火山情報発表の手がかりとなることが想定される現
象をとりまとめた（富士山ハザードマップ検討委員会，
２００４）．それによると３種類の火山情報は以下のような場
合に発表することになる．
火山観測情報は，火山活動の変化を周知する必要がある

段階に発表する．浅部での規模の小さい火山性地震の一時
的な多発や微動の発生があった場合，深部での規模の大き
い地震の発生やゆっくりとした深部での膨張等がそれに相
当する．
臨時火山情報は，火山活動が活発化して注意する必要が

ある段階に発表する．浅部での火山性地震が増加，微動の
継続的な発生等がそれに相当する．
緊急火山情報は，中～大規模噴火の可能性が高く警戒が

必要な段階で発表する．しかし，噴火前に気象庁が緊急火
山情報を発表したのは２０００年の有珠山噴火及び三宅島噴
火だけである．これらの火山は噴火に至る前兆が比較的明
確であるという経験則があり，いわば例外的な火山である
といってよく，多くの火山では噴火前に緊急火山情報を発

図１ 宝永噴火のダイク貫入モデル模式図．
Fig．１． A magma intrusion model for１７０７Hoei Eruption．

富士山の火山活動の監視－宝永噴火シナリオと火山情報－
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表するのは容易ではない．しかし，富士山の場合でも，有
感地震を伴うような群発地震と同時に地殻変動が加速する
ような現象が見られれば噴火前に緊急火山情報を発表する
ことは可能であろう．
以上の考え方に基づいて，次に我々は，前述の地震活動

の経緯やモデルで推定された地殻変動量を基に，もし宝永
噴火が現地点で発生したとして，時間的推移を含め，噴火
前に発表し得るであろう火山情報について検討した．その

結果，宝永噴火シナリオに準拠した火山情報の発表の流れ
は以下のとおりである．
まず，山中のみで有感となる地震活動（M２級）が活発

化した時（宝永噴火の１～２ヶ月前，ステージ ）は，火
山観測情報を発表し，火山活動状況を周知する．気象庁や
関係機関は火山観測体制を強化することになろう．
M３程度の地震活動が活発になり，次第にそれが加速し

ていく段階（噴火十数日前～，ステージ ）では，臨時火

図２ 宝永噴火マグマモデルに基づく噴火直前までの地殻変動量．左：水平変動．右：傾斜変動．■は２００２年段階での観測点の配置．
それぞれの格子点における変化方向と変動量，及び傾斜方向（下がる方向）と変動量を示す．
Fig．２． Horizontal displacements and tilt changes just before the１７０７Hoei eruption assuming a model shown in Fig．１．

図３ 宝永噴火マグマモデルに基づく噴火直前までの地殻変動量の時間変化の例．時間軸のゼロは噴火開始時刻．
Fig．３． Examples of temporal changes of a baseline and tilt change at a station before the１７０７Hoei eruption assuming a model shown in
Fig．１．
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４
回
／日
鳴
動
．

山
中
の
み
で
有
感
と
な

る
地
震
活
動
が
多
発
，

鳴
動
が
ほ
ぼ
毎
日
あ
っ

た
．

ダ
イ
ク
の
貫
入
が
継
続

し
，
ダ
イ
ク
の
頭
部
は
深

さ
約
５
km
に
達
す
る
．

ダ
イ
ク
先
端
部
付
近
の
地

震
，
震
源
は
山
頂
南
東
数

km
（
今
の
宝
永
火
口
直
下
）

周
辺
の
深
さ
約
５
km
付
近
．

・
傾
斜
計
に
わ
ず
か
な
変
化
，

G
PS
に
よ
る
地
殻
変
動
検
知

さ
れ
ず
．

M
３
程
度
の
地
震
を
含

む
地
震
活
動
．

１５
日
昼

１
日
前

地
震
が
数
回
（
須
山
７

～
１０
回
，
吉
原
１４
時

過
ぎ
か
ら
度
々
）．

山
麓
で
有
感
と
な
る
地

震
が
増
加
．

ダ
イ
ク
の
貫
入
が
継
続

し
，
ダ
イ
ク
の
頭
部
は
深

さ
約
１
km
に
達
す
る
．

ダ
イ
ク
周
辺
で
の
浅
い
地

震
，
震
源
は
山
頂
南
東
数

km
（
今
の
宝
永
火
口
直
下
）

周
辺
の
深
さ
約
３
km
付

近
，
規
模
の
大
き
い
地
震
も

２
回
含
む
．

・
富
士
宮
１
－
御
殿
場
間
が
約

３
cm
の
縮
み
，
富
士
山
U
－

小
室
間
は
変
化
な
し
．
吉
原
等

で
顕
著
な
傾
斜
変
化
．

M
２
級
・
M
３
級
の
地

震
を
半
日
で
数
回
含
む

地
震
活
動
．

１５
日
夜

～
１６
日
朝

（
０５
時
頃
）

半
日
前

地
震
多
数
（
須
山
数
知

れ
ず
，
山
之
尻
た
え
ず

揺
れ
る
，
小
田
原
１２

回
），
夜
中
～
未
明
に

東
京
・
名
古
屋
・
下
伊

那
郡
で
も
地
震
が
２
回
．

・
山
麓
で
有
感
と
な
る

地
震
が
急
増
し
，
一
日

に
数
十
回
と
な
っ
た
・

夜
中
～
未
明
に
か
け
て

２
回
の
規
模
の
大
き
い

地
震
．

・
富
士
宮
１
－
御
殿
場
間
約
４

cm
の
縮
み
，
富
士
山
U
－
小

室
間
は
約
２
cm
の
伸
び
が
観

測
さ
れ
る
．
吉
原
等
で
の
傾
斜

変
化
継
続
．

M
５
程
度
の
地
震
２

回
，
M
４
程
度
の
地

震
十
回
程
度
，
M
３

級
・
M
２
級
の
地
震
数

十
回
以
上
を
含
む
地
震

活
動
．

１６
日
朝

数
時
間
前

麓
で
は
大
地
震
，
下
伊

那
郡
・
東
京
で
も
地

震
．

規
模
の
大
き
い
有
感
地

震
が
発
生
し
た
．

ダ
イ
ク
の
貫
入
が
継
続

し
，
ダ
イ
ク
の
頭
部
は
地

表
直
下
に
達
す
る
．

ダ
イ
ク
形
成
の
最
終
段
階
の

地
震
で
，
断
層
面
走
行
北
北

西
－
南
南
東
の
正
断
層
型
ま

た
は
横
ず
れ
型
な
ど
の
規
模

の
大
き
い
地
震
２
回
を
含

む
，
震
源
は
山
頂
南
東
数

km
（
今
の
宝
永
火
口
直
下
）

周
辺
の
深
さ
約
３
km
付

近
．

・
富
士
宮
１
－
御
殿
場
間
で
約

５
cm
の
縮
み
，
富
士
山
U
－

小
室
間
は
約
４
cm
の
伸
び
が

観
測
さ
れ
る
．
吉
原
等
で
の
傾

斜
変
化
さ
ら
に
継
続
．

M
５
程
度
の
地
震
２
回

を
含
む
地
震
活
動
．

午
前

（
１０
時
頃
）

噴
火
直
前

麓
で
再
び
大
地
震
，
東

京
で
も
地
震
．

再
び
規
模
の
大
き
い
有

感
地
震
が
発
生
し
た
．

・
富
士
宮
１
－
御
殿
場
間
で
約

５
cm
の
縮
み
，
富
士
山
U
－

小
室
間
は
約
７
cm
の
伸
び
が

観
測
さ
れ
る
．
吉
原
等
で
の
傾

斜
変
化
継
続
．

表
１
宝
永
噴
火
直
前
ま
で
の
ダ
イ
ク
貫
入
モ
デ
ル
に
基
づ
く
地
殻
変
動
・
地
震
活
動
の
推
定
結
果
．

Ta
bl
e１
．
C
ru
st
al
m
ov
em
en
ta
nd
se
is
m
ic
ac
tiv
ity
be
fo
re
th
e１
７０
７
H
oe
ie
ru
pt
io
n
si
m
ul
at
ed
fr
om
a
m
od
el
sh
ow
n
in
Fi
g．
１
．

１
）
新
暦
に
換
算
し
た
年
月
日
．
括
弧
内
は
，
お
お
よ
そ
の
ス
テ
ー
ジ
境
界
の
日
時
．

２
）
小
山
（
２０
０２
），
気
象
庁
（
２０
０３
）
に
よ
る
．

３
）
深
さ
は
標
高
１
，０
００
m
を
基
準
．
４
）
地
殻
変
動
量
は
，
ス
テ
ー
ジ
以
前
と
比
較
し
た
変
動
量
．
５
）
林
・
小
山
（
２０
０２
）
に
よ
る
．

富士山の火山活動の監視－宝永噴火シナリオと火山情報－
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ス
テ
ー
ジ

年
月
日

１
）

時
刻

噴
火
開

始
時
と

の
時
間

史
実

２
）

史
実
か
ら
解
釈
し

た
火
山
現
象
（
推

定
）
２
）

想
定
す
る
ダ
イ
ク
貫
入
モ
デ
ル

３
）

地
震
活
動
と
地
殻
変
動
の
状
況
（
推
定
）

マ
グ
マ
の
動
き

地
震
発
生
要
因
と
震
源

マ
グ
マ
の
動
き
に
伴
う

地
殻
変
動

４
）

地
震
活
動

５
）

１７
０７
年

１２
月
１６
日

１０
－
１２
時
頃

～ １６
日
夕
方

（
１８
時
頃
）

噴
火
開
始

か
ら
半
日

後
ま
で

・
鳴
動
と
と
も
に
黒
雲

上
が
る
．

・
東
麓
で
降
砂
，降
礫
，

江
戸
で
白
い
砂
が
降

る
．

・
噴
火
微
動
，
空
振
を

伴
っ
て
，
軽
石
の
噴
出

が
宝
永
第
２
・
３
火
口

か
ら
噴
火
開
始
．

・
噴
煙
は
成
層
圏
に
達

し
た
．

プ
リ
ニ
ー
式
噴
火
開
始
．

大
量
の
ス
コ
リ
ア
，
火
山

灰
等
噴
出
．
深
部
マ
グ
マ

溜
り
か
ら
急
激
な
マ
グ
マ

流
出
．

（
０
．０
４８
km

３
D
R
E）

・
噴
火
を
境
に
富
士
山
全
体
が

急
速
に
収
縮
す
る
地
殻
変
動
．

・１
７
日
朝
ま
で
に
，
富
士
吉
田

－
富
士
宮
２
，
富
士
宮
１
－
御

殿
場
間
で
ほ
ぼ
１０
cm
の
収

縮
．

マ
グ
マ
活
動
に
伴
う
地
震
頻

発
．
規
模
の
大
き
い
北
北
西

－
南
南
東
走
向
の
オ
ー
プ
ン

ク
ラ
ッ
ク
型
地
震
発
生
．
震

源
は
山
頂
南
東
数
km
（
今

の
宝
永
火
口
直
下
）
周
辺
の

深
さ
約
３
km
付
近
．

６
日
夕
方

～ １７
日
朝

（
０８
時
頃
）

半
日
～
１

日

・
火
柱
・
空
振
・
震

動
・
雷
の
目
撃
な
ど
，

江
戸
の
降
砂
が
黒
く
な

る
．
・
１７
日
朝
雷
鳴
一
時

お
さ
ま
る
．

・
火
柱
・
空
振
・
地

震
・
微
動
・
火
山
雷
が

発
生
，
噴
出
物
が
軽
石

か
ら
ス
コ
リ
ア
に
移
行

し
た
．

・
宝
永
第
２
・
第
３
火

口
の
噴
火
活
動
は
１７
日

朝
一
時
的
に
小
康
状
態
．

噴
火
継
続
．
深
部
マ
グ
マ

溜
り
か
ら
の
マ
グ
マ
の
流

出
継
続
．１
７
日
マ
グ
マ
の

流
出
量
低
下
．

（
０
．１
６８
km

３
D
R
E）

・
富
士
山
全
体
が
収
縮
す
る
傾

向
は
少
し
ゆ
る
や
か
に
な
り
継

続
．

・１
８
日
朝
ま
で
に
，
富
士
吉
田

－
富
士
宮
２
，
富
士
宮
１
－
御

殿
場
間
で
１０
cm
強
の
収
縮
．

比
較
的
規
模
の
大
き
い

（
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

（
M
）５
程
度
の
）
地
震

を
含
む
地
震
活
動
．

１７
日
朝
～

１９
日

１
～
３
日

・
１７
日
夜
頃
地
震
頻

発
・
大
地
震
．

・
江
戸
で
断
続
的
に
降

砂
や
空
振
．

・
１７
日
夜
に
規
模
の
大

き
い
有
感
地
震
が
発
生
．

・
宝
永
第
１
火
口
か
ら

噴
火
開
始
．
た
だ
し
，
噴

火
は
一
様
で
な
く
強
弱

有
り
．

噴
火
再
開
．
深
部
マ
グ
マ

溜
り
か
ら
の
マ
グ
マ
流
出

再
開
．

（
０
．２
５１
km

３
D
R
E）

・
富
士
山
全
体
が
収
縮
す
る
傾

向
は
ゆ
る
や
か
に
継
続
．

・２
０
日
夜
半
ま
で
に
，
富
士
吉

田
－
富
士
宮
２
，
富
士
宮
１
－

御
殿
場
間
で
約
１５
cm
の
収

縮
．

マ
グ
マ
活
動
再
開
に
伴
う
地

震
頻
発
．
規
模
の
大
き
い
北

北
西
－
南
南
東
走
向
の
オ
ー

プ
ン
ク
ラ
ッ
ク
型
地
震
発

生
．
震
源
は
山
頂
南
東
数

km
（
今
の
宝
永
火
口
直
下
）

周
辺
の
深
さ
約
３
km
付

近
．

２０
日
～

２５
日
夕
方

（
１８
時
頃
）

４
～
９
日

・
江
戸
で
の
空
振
や
降

砂
の
量
が
減
る
．

・
２１
日
か
ら
東
麓
で

連
続
的
な
地
震
．

宝
永
第
１
火
口
か
ら
の

噴
火
の
規
模
が
小
さ
く

な
り
，
強
弱
の
有
る
噴

火
を
繰
り
返
し
た
．

深
部
マ
グ
マ
溜
り
か
ら
の

マ
グ
マ
流
出
継
続
．

（
０
．３
４４
km

３
D
R
E）

・
富
士
山
全
体
が
収
縮
す
る
傾

向
は
継
続
．

・２
５
日
昼
ま
で
に
，
富
士
吉
田

－
富
士
宮
２
，
富
士
宮
１
－
御

殿
場
間
で
約
２０
cm
の
収
縮
．

２５
日
夕
方
～

１７
０８
年
１
月

１
日
未
明

９
～
１６
日

東
麓
で
空
振
や
地
震
が

激
し
く
な
る
．
江
戸
で

も
時
折
降
砂
が
あ
る

が
，
２８
日
以
降
は
み

ら
れ
な
く
な
る
．
３１

日
夜
～
１
月
１
日
に
や

や
爆
発
的
噴
火
し
た
後

に
噴
火
終
息
．

宝
永
第
１
火
口
か
ら
の

噴
出
が
活
発
化
す

る
．３
１
日
夜
ま
で
に
ス

パ
タ
ー
丘
が
形
成
さ
れ

る
が
，
そ
の
後
の
噴
火

で
中
央
部
が
吹
き
飛

ぶ
．

深
部
マ
グ
マ
溜
り
か
ら
の

マ
グ
マ
流
出
１
月
１
日
未

明
ま
で
継
続
．

（
０
．６
７６
km

３
D
R
E）

・
富
士
山
全
体
が
収
縮
す
る
傾

向
は
２５
日
頃
か
ら
再
び
拡
大
．

・３
０
日
夜
半
ま
で
に
，
富
士
吉

田
－
富
士
宮
２
，
富
士
宮
１
－

御
殿
場
間
で
３０
～
４０
cm
の
収

縮
．

比
較
的
規
模
の
大
き
い

（
M
５
程
度
の
）
地
震

を
含
む
地
震
活
動
．

表
２
宝
永
噴
火
過
程
の
ダ
イ
ク
貫
入
モ
デ
ル
に
基
づ
く
地
殻
変
動
・
地
震
活
動
の
推
定
結
果
．

Ta
bl
e２
．
C
ru
st
al
m
ov
em
en
ta
nd
se
is
m
ic
ac
tiv
ity
at
th
e１
７０
７
H
oe
ie
ru
pt
io
n
si
m
ul
at
ed
fr
om
a
m
od
el
sh
ow
n
in
Fi
g．
１
．

１
）
新
暦
に
換
算
し
た
年
月
日
．
括
弧
内
は
，
お
お
よ
そ
の
ス
テ
ー
ジ
境
界
の
日
時
．
２
）
小
山
（
２０
０２
），
気
象
庁
（
２０
０３
）
に
よ
る
．

３
）
深
さ
は
標
高
１
，０
００
m
を
基
準
．
噴
出
量
合
計
は
宮
地
（
１９
９３
）
に
基
づ
き
，
岩
石
量
（
D
R
E）
に
換
算
．
た
だ
し
，
テ
フ
ラ
層
の
堆
積
密
度
１
．０
g／
cm

３
，
岩
石
密
度
２
．５
g／
cm

３
を
仮
定
．

４
）
地
殻
変
動
量
は
，（
表
１
の
）
ス
テ
ー
ジ
以
前
と
比
較
し
た
変
動
量
．

宮下 誠・中禮正明・宇平幸一・林 豊・瀉山弘明・藤井敏嗣・村上 亮・鵜川元雄・白土正明・山里 平・横田 崇
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山情報を発表し，注意喚起を行う．その後半には傾斜計に
わずかな変化が観測されることも想定される．
さらに地震活動が活発になり，GPS でも明瞭な変化が

観測され，震源の浅い山麓で有感となる地震（M５級を含
む）が多発した時点（噴火前日，ステージ ）では，明ら
かにマグマが浅部に貫入してきていることがわかるので，
緊急火山情報を発表することができるであろう．
以上の流れに基づいて富士山ハザードマップ検討委員会

において，国・関係機関・県・市町村等がとる防災対策の
基本的な考え方が検討された．その中で，広域での避難等
の防災対策が必要な富士山においては，１日前の緊急火山
情報発表時点で一気に全住民の避難等の防災対策をとるこ
とは問題が多く，それより前の時点で災害時要援護者を避
難させる等の対策をとる必要があるとの意見が出た．気象
庁はこれまでも火山活動が進行する中で新たに火山活動が
活発化したと考えられる現象が観測された場合には臨時火
山情報や緊急火山情報発表後に改めて同種の火山情報を発
表することがある．つまり，臨時火山情報発表後に新たに
噴火の可能性が高まったと判断されるような現象（ただし，
緊急火山情報を発表するほどの現象ではない現象）が見ら
れれば，改めて噴火の可能性が高まったとの臨時火山情報
を発表することも想定可能であろうとの結論に達した．具
体的には，火山性地震が増加して臨時火山情報をすでに発
表している時点で，明瞭な地殻変動が観測されるようにな
ったり，噴気活動が活発化する等の表面現象が見られたり
して，噴火の可能性が高まったと判断される場合がそれに
相当する．宝永噴火シナリオであれば，マグマが浅部に上
昇して，地震活動の加速とともに傾斜計にマグマが浅部へ
移動するような変化が認められると想定される噴火数日前
（ステージ の後半）がそれに相当する．
以上のように，宝永噴火シナリオに準拠すれば，火山観

測情報→臨時火山情報（注意喚起）→臨時火山情報（噴火
の可能性高まり）→緊急火山情報の順に，噴火前に気象庁
から火山情報が発表されることになる．
そして，富士山ハザードマップ検討委員会に引き続いて

富士山の防災対策を検討した富士山広域防災検討会（２００５）
は，最終的に以下のとおり，気象庁のそれぞれの火山情報
に対応する防災行動をとりまとめ，中央防災会議において
決定された（中央防災会議，２００６）．
○臨時火山情報（注意喚起）
登山自粛の呼びかけ．情報収集連絡体制．

○臨時火山情報（噴火の可能性高まり）
臨時火山情報避難範囲（ハザードマップにおける火口分

布領域を包括する範囲）の避難勧告又は指示．災害時要援
護者の事前避難．警戒体制の確立．
○緊急火山情報が発表された場合
緊急火山情報避難範囲（ハザードマップにおける溶岩流

３時間以内到達可能性範囲等を包括する範囲）の避難勧告
又は指示．地方自治体災害対策本部等の設置等．
当然ながら，富士山の将来の火山活動がどのように進行

するかは現時点では不明確であり，上記の順番に噴火前に

必ず火山情報が発表されるとは限らないことに注意は必要
である．

４． 富士山における観測網と監視
前述した宝永噴火シナリオ以外の富士山の噴火プロセス

について検討するため，富士山WGは，宝永噴火以外の
富士山の噴火事例や，海外の玄武岩質の火山で長い静穏期
の後の噴火を近代的な観測で捉えた事例について調査し
た．
しかし，宝永噴火以外の富士山の噴火については，噴火

に至る過程を詳細に示す資料はなく，海外の玄武岩質の火
山で長い静穏期の後の噴火を近代的観測で捉えた事例もな
かった．しかし，富士山に類似した，玄武岩の大型火山であ
るエトナ山や，マウナロア山などの多くの火山では，地震活
動の活発化と地殻変動の異常が噴火直前２，３ヶ月前から
１，２日前までに捕捉された事例が報告されている（Bonac-
corso，２００１；Lockwood et al．，１９８７）．したがって，富士山
で将来起きる非爆発的な噴火についても，類似火山と同様
に，（宝永噴火のときのように顕著なものではない可能性
はあるが）地震活動の活発化や地殻変動の異常といった前
兆現象が捉えられる可能性があると考えられる．
そこで，富士山WGでは，富士山の定常的な活動，あ

るいは噴火に至る過程でのマグマの貫入に伴う地殻変動や
地震活動の検出に必要な地震及び地殻変動観測網について
の検討を行った．
４‐１ 地震観測網の検知能力
富士山WGでは，現在の観測網で山頂部を含めて富士

山全域を対象にどの程度のマグニチュード以上の地震が捉
えられるか，そしてそれは火山活動監視上十分であるか等
を考察した．
富士山の地震活動は静穏であるため，現実に発生してい

る地震活動のデータは少ないことから，シミュレーション
によって地震検知能力を調べた．具体的には２００２年当時
計画していた観測網（現在の観測網におおむね相当）にお
いて，各観測点のノイズレベルを実測若しくは仮定した上
で，水平緯経度２分刻みのグリッド上（深さは５，１０，１５
kmの３通り）に震源を仮定して，それが検知可能かどう
かを計算した．ここで，P波着震時は，渡辺（１９７１）の式
によって計算される最大振幅がノイズレベルの５倍以上と
なった場合，S波着震時は，渡辺最大振幅がノイズレベル
の３倍以上となった場合に計測できるという条件（例えば，
岡田・小原，２０００）で，それぞれの着震時に理論走時の２％
以内の誤差をランダムに与えて，シミュレーション計算を
行った．
その結果，深さ５kmの場合M０．２，深さ１０kmの場合

M０．５以上の地震の震源がほぼ富士山全域にわたって良好
に決定できることがわかった．深さ１５kmの場合は，M
０．５の地震の震源決定誤差は大きい（±１km程度）もの
の地震の発生状況の把握は可能であることがわかった．
一方，富士山WGでは，マグマが新たな通路を形成し

ながら地殻変動と地震活動を伴いつつ貫入したと考えられ
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る国内の火山周辺で発生した，地殻変動を伴う群発地震活
動の事例１２例について，地殻変動と地震活動の規模を調
べた．その結果，マグマ貫入量が１０７m３オーダーの群発地
震の場合は，地震活動としてモーメントマグニチュード
Mw＝３～６程度のエネルギーが放出されていることがわか
った．
前述したように富士山の現在の観測網は，M０．５程度の

地震の震源決定が可能であることから，最大地震のマグニ
チュードが２クラスの規模の小さい地震活動であっても十
分な数の震源を決定できると考えられ，前述した地震観測
網は，この程度のマグマ貫入があれば，地震活動の変化と
してそれをとらえる能力が十分にあると考えられる．
もちろん，地域によっては地震の検知能力に差があり，

また詳細な地震活動の把握のためには，観測の強化を進め
る必要があることはいうまでもない．
４‐２ 地殻変動観測の検知能力
伊豆半島東方沖の群発地震活動や三宅島の噴火の初期に

貫入したマグマが約１千万m３と考えられるので，富士山
WGでは，富士山においても，噴火前にこれと同程度の量
のマグマがマグマ溜りに蓄積し，噴火時に山体内の不特定
の場所からダイクとして貫入することを想定し，地殻変動
の観測網の検知能力を調べた．
その結果，マグマの深さが１０km程度よりも浅ければ，１

千万m３のマグマ蓄積あるいはマグマ貫入によって，地表
における変位は最大で数mmを超え，また傾斜変化も最
大で１µrad を超えることがわかった．概ね５km格子内に
各１点GPS 観測点があれば，マグマの蓄積あるいはダイ
クの貫入が富士山の山体のどこで起こったとしても，その
おおよその位置と大きさが把握できると考えられる．また，
即時的にデータを評価できる傾斜計や歪計が適切に配置さ
れていれば，速やかに異常を検出することができると考え
られる．
なお，マグマ供給系やダイクの位置や形状をより詳細に

モデル化するためには，マグマ活動による変位，傾斜，歪
等をさらに稠密に観測することが重要である．また，火山
活動の推移に応じた評価を行うため，準備過程から噴火ま
での全過程を連続的に把握できる観測網にすることが重要
である．

５． 今後の課題
富士山の将来想定される噴火に備え，観測体制がようや

く整備されてきた．しかし，高地に設置した観測点は雷災
等による欠測も多く，その維持には多大な労力を要してい
る．今後も安定稼動のための様々な工夫を行いながら，デ
ータの精度を評価しつつ，地下のマグマの動きを評価する
ための観測網のあり方を検討し，観測体制強化を継続して
いくことが望ましい．
大学等研究機関によって富士山の火山体構造探査，低周

波地震の研究等基礎的な研究が進められている．しかし，
低周波地震の震源域とマグマだまりとの関係はまだ明らか
となっていないなど，富士山の地下の様子はまだ不明な点

が多く，富士山直下におけるマグマ蓄積過程を解明してい
く必要がある．その上で，来るべき噴火に向けたシナリオ
のより具体的な検討を進めていく必要がある．
富士山の火山防災の検討が進められ，気象庁の発信する

火山情報と防災対策との関係が明確化される等，気象庁に
対する期待は大きく，またその責任は重いものがある．今
後も監視体制の強化とともに基礎研究成果の進展と防災へ
の積極的な活用を進めていくことが望まれる．
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富士山の火山防災マップと防災対策の展望

荒牧重雄＊

Volcanic Disaster Mitigation Maps of Fuji Volcano
and Overview of Mitigation Programs

Shigeo ARAMAKI＊

Occurrence of low frequency volcanic earthquake swarms in winter of２０００and spring of２００１directly beneath Fuji
volcano prompted a nation‐wide drive to promote volcanic disaster mitigation program for the future eruption of Fuji
volcano．Committees were formed to review the volcanological records of the volcano and investigate the feasi‐
ble plans for disaster mitigation．This was the first case of the involvement of the national government（cabinet office）
in volcanic disaster mitigation．Main emphases included creation of a series of hazard maps and guidelines for volcano
monitoring，communication，evacuation and other emergency plans．Based on volcanological data especially for the past
eruptions in the last２２００‐３２００years，efforts were made to prepare maps based on numerical simulation and other
quantitative methods．The area most likely the future vent will be formed extends from the summit crater in the
directions NW and SE．Hazard maps include lava flows，ballistic projectiles，pyroclastic flows，pyroclastic falls，de-
bris flows，and other volcanic phenomena．During the review，an estimation of economical damages during an erup-
tive event comparable to the１７０７（Hoei）eruption of Fuji volcano was made．It was estimated that the economic loss
including damages on houses，life lines，roads，railways and airways，various manufacturing industries，tourism etc
may amount to２．５trillion yen（２００billion US dollars）．However，loss of human life will be almost nil．
Relatively small scale maps were prepared for the general public informing the basic data of future eruptions．A se-

ries of detailed maps were made for the specialists who will be involved in emergency action．It was emphasized that
larger scale hazard and risk maps should be made in the immediate future by the local governments，such as cities，
towns and villages based on smaller scale maps prepared by the present committee．
Finally，committee reports stress that many volcanic areas in Japan are the places of active tourism which draw mil-

lions of tourists．Many national parks are the sites of recreation and people benefit from volcanic environment a great
deal．Thus the negative side of volcanic activity is closely linked with the vast positive merits．It is emphasized that
the public education of volcanic phenomena are very important for mitigating disasters while it will at the same time
enhance greatly the promotion of environmental education and outdoor recreation．
Key words: Fuji volcano，hazard maps，volcanic disaster mitigation

１． 富士山・火山防災のきっかけ
富士山の火山防災関連の動きには，２０００年１０月に始ま

った低周波地震の群発が転回のきっかけを与えた．それに
先立つこと１０年くらい前から，旧建設省富士砂防工事事
務所を中心として，委員会などを設置し，富士山の火山防
災へ向けて，一般住民への周知の努力が続けられていた．
しかし，地元の抵抗は大きく，災害予測図が不可ならば，

せめて噴火実績マップを配布したいという関係者の努力で
さえ，拒絶反応に遭う有様であった．このような反応は，
富士山に限ったことではなく，たとえば有珠山の２０００年
噴火に先立つこと数年以前までの，地元識者の反応も似た

ような状態であった．
富士山をめぐる否定的な雰囲気が醸成された原因のひと

つは，「富士山大爆発－－運命の１９８３年９月X日」という
題の本が出版されたことであるといわれる（相良，１９８２）．
この本の著者の論旨は，富士山が１９８３年の９月のある日
に大噴火をするであろうということであるが，その論拠は
現代の火山学の理論あるいは通説とはかけ離れており，学
術的には議論に値しないものであると考えられる．
この本の出版は，それなりに地域住民に衝撃を与えたら

しく，うわさによると，観光客の顕著な減少を引き起こし
たという．もし事実ならば，地域の観光産業の関係者にと
っては悪夢のような記憶として残ったことであろう．
しかし，有珠山においても，２０００年３月の噴火に先立つ

数年以内には，地元の識者の中には，火山防災の問題を前
向きに受け止めようとの発言が出てきたように，富士山北
麓においても，２０００年後半には，地方自治体の首長が「前
向きに火山防災に取り組む・・・」旨の発言がなされるよ

＊〒４０３‐０００５山梨県富士吉田市上吉田字剣丸尾５５９７‐１
山梨県環境科学研究所
Yamanashi Institute of Environmental Sciences
５５９７‐１，Kenmarubi，Kami‐yoshida，Fuji-Yoshida，Yamanashi
Prefecture，Japan

富士火山（２００７）荒牧重雄，藤井敏嗣，中田節也，
宮地直道 編集，山梨県環境科学研究所，p．４５１-４７５
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表１ 富士山火山防災協議会の構成（富士山火山防災協議会規約から抜粋）．
Table１． Memebr list of the Council of Volcanic Hazard Mitigation（Excerpt form Committee Memorandum）

本協議会は，富士山の火山防災に関係する，以下の都県，市町村，国の防災関係機関により構成する．
東京都，神奈川県，山梨県，静岡県，小田原市，秦野市，南足柄市，山北町，箱根町，富士吉田市，上九一色村，山中湖村，富士河
口湖町，鳴沢村，富士宮市，富士市，御殿場市，裾野市，小山町，内閣府（防災担当），総務省（消防庁），国土交通省（河川局，気
象庁，関東地方整備局，中部地方整備局，東京管区気象台）

うになってきた．
ちょうどその頃（１０月から１２月にかけて），富士山直

下で低周波地震が群発したのであった（鵜川，２００７，他）．
また翌年の４月末から５月の初めにかけても低周波地震が
多発した．震源の深さに特に変化はなく，また異常な地殻
変動が観測されていないことから，火山噴火予知連絡会に
おいて，ただちに噴火等活発な火山活動に結びつくもので
はないとの見方が示された．
マスコミがこの地震を大きく取り上げだしたのは２００１

年になってからであるが，騒ぎが大きくなってゆくと，国
の機関が防災対策についての調査に乗り出してきた．こう
して発足したのが，内閣府におかれた「富士山火山ハザー
ドマップ検討委員会」である．

２． 内閣府を中心とした火山防災対策の調査・策定の動
き

２００１年７月に，国および関係する都県，市町村により
「富士山火山防災協議会（最初は富士山火山ハザードマッ
プ作成協議会と呼ばれたが，２００２年６月に名称を変更し
た）」が設置され，火山防災対策の確立と，それらの基礎と
なる火山ハザードマップや火山防災マップの作成などを行
うこととなった（表１）．富士山火山防災協議会の諮問に
基づき，「富士山ハザードマップ検討委員会」が設けられ
た（表２）．表１，２から明らかなように，このプロジェク
トは内閣府，総務省，国土交通省の３部局が平列して事務
局となっているが，実際の運営は，内閣府（地震・火山災
害担当）が中心となって行われた．
火山防災に関するこのように大掛かりな検討プロジェク

トは日本では最初のケースであり，とくに，国レベルの機
関が多数関与する例では，唯一のものといえる．
それまでにも世間の耳目を集めた噴火の事例は数多くあ

り，ハザードマップも３０余の火山については作成済みで
あったのだが（中村，２００５），いずれも都道府県レベル，あ
るいは市町村レベルの事案として処理されてきた．このよ
うな行政の取り組みは，「災害対策基本法」の考え方をそ
のまま踏襲したものと理解される．災害対策基本法には，
ハザードマップという言葉は使われていないが，マップは
「地域防災対策」の一部であるというように解釈が可能で
あろう．
なお，「ハザード」という語は，火山活動によって発生

する物理的な破壊作用に限られ，人命の喪失や，経済的な
損害まで含める「リスク」という語とは，厳密には区別さ

れる．そこで，検討委員会の最終報告書などでは，「ハザ
ードマップ」の代わりに「防災マップ」と表記することに
している（荒牧，１９９３）．
将来の富士山の噴火活動を考えると，宝永４年（１７０７

年）のような大噴火が起きると，山梨・静岡・神奈川県か
ら東京都を含む広域に大きな被害を与えることが予想され
る．このような規模の大噴火の災害を防ぐためには，複数
の都県が協力し，さらに国レベルの諸機関が関与して，防
災対策を検討する必要があると考えられ，このような枠組
みが作られたのである．
プロジェクトの実施に当たっては，まず富士山の火山活

動についてのこれまでの科学的知見をまとめることから始
まったが，現状の知識では大変不足であることがすぐに明
らかになった．そこで急遽，必要最小限の現地調査が行わ
れ，同時に過去の噴火災害の記録の収集も行われた．調査
には，国内のほとんどすべての調査コンサルタント会社が
動員され，短時間に多くの資料が集められた（末尾の謝辞
を参照）．関係者の熱意のおかげで，予想に反して，富士
山の過去の噴火活動は多くの様式を含むことが判明し，例
えば火砕流も複数例発見され，玄武岩質の火山として，富
士山では火砕流はあまり発生しないであろうという，これ
までの予断を覆すにいたったことがある．
富士山には例外的に，側火口が多いことが特徴であるが，

これを利用して過去の噴火事例を多数同定し，少数例なが
ら出来るだけ定量的な噴火活動の見積もりをしようとの努
力がなされた（宮地，博論）．また，溶岩流などの流れ現
象を中心として，数値シミュレーションを活用し，危険区
域を定量的に推定することに力を注いだ．ハザードマップ
作成作業の相当部分は，１９９２年（平成４年）に発行された
国土庁による「火山噴火災害危険区域予測図作成指針」の
内容を発展させて実行された．実際には１９９２年当時，す
でに富士火山もケーススタディのひとつとして，かなりの
数のハザードマップが試作されたのだが，上に述べた理由
で，地元地方自治体が積極的に，国からの補助金を受けて
マップを作成するにはいたらなかったのであった．
２００２年６月には，検討委員会は協議会へ中間報告書を
提出し，それに基づいて地方自治体や地域住民への説明・
調整が繰り返し行われた．２００４年６月末には，富士山火山
防災協議会へ最終報告を提出し（富士山ハザードマップ検
討委員会，２００４），検討委員会は解散した．
この報告書の提出を受けて，２００４年１１月に協議会は富

士山火山広域防災検討会へ広域防災対策の諮問を行い，同
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検討会は２００５年９月に最終報告書を提出した（富士山火
山広域防災対策検討会，２００５）．この検討会と同時に，富士
山火山共生ワーキンググループが作られ，防災と同時に火
山の恩恵を十分に活用し，火山と共生する方策について検
討を行った．
これらの報告書は本文だけでも総計４３０ページ以上にの

ぼるが，そのすべては，ハザードマップも含めて，内閣府
のホームページからダウンロードすることが可能である
（表３）．
これら全ての調査検討の成果を踏まえて，中央防災会議

は，２００６年２月に「富士山火山広域防災対策」のとりまと
めを行った．２００１年の改編以来，国の防災政策の最高機関
である中央防災会議の席上では，これまで，火山災害に関
する重要な計画が議題に上ることはなかった．「富士山火
山広域防災対策」の策定は，近年の日本の火山防災政策の
重要な一里塚となったわけであるが，見方によっては，そ
れまで火山災害は，他の自然災害と比べて，あまり重視さ
れてこなかったということもできるだろう．
以上に述べた調査活動はすべて，国レベルの委員会であ

ったがために，広域にわたる，原則的，概括的な議論に限
られるという制約があった．作られた防災マップも富士火
山全域をカバーする，小縮尺のものに限られ，防災のガイ
ドラインも包括的なものに止まった．その反面，投入され
た予算や時間に比例して，調査・研究の範囲が広げられ，
個々の火山について作られた従来のマップに比べて，掘り
下げた議論がある程度可能となったわけであった．
このような制約を踏まえて，２００５年９月には，山梨・静

岡両県にまたがる富士山麓の１７市町村を網羅した「環富
士山火山防災連絡会」が発足した．今後は，この連絡会が
中心となって，地方自治体レベルでの，細かく配慮の行き
届いた地域防災計画が策定されてゆく予定である．
以下に，各報告書の内容を総合してまとめてみる．

３． 富士山の火山活動の特性と防災上の注目点
富士山に関する最近の火山学的研究は，１９３５年から１９７１

年頃までにいたる津屋弘逵による広範で精力的な研究の後
は，しばらく見るものがなかった．わずかに，町田（１９６４）
などによるテフラ層序の観点から見た研究や，宮地（１９８８）

表２ 富士山ハザードマップ検討委員会の構成（肩書きは就任当時の役職）．
Table２． Member list of the Review Committee of Volcanic Hazard Mitigation（RCVHM）．

委員長 荒牧 重雄 東京大学名誉教授
副委員長 新谷 融 北海道大学大学院農学研究科教授
委員 池谷 浩 （社）砂防学会理事
〃 石川 芳治 京都府立大学農学部助教授
〃 石原 和弘 京都大学防災研究所教授
〃 井田 喜明 東京大学地震研究所教授
〃 鵜川 元雄 防災科学技術研究所固体地球研究部門総括主任研究員
〃 宇都 浩三 産業技術総合研究所地球科学情報研究部門火山活動研究グループ長
〃 小山 真人 静岡大学教育学部教授
〃 林 春男 京都大学防災研究所巨大災害研究センター教授
〃 廣井 脩 東京大学社会情報研究所所長
〃 藤井 敏嗣 東京大学地震研究所教授
〃 水山 高久 京都大学大学院農学研究科教授
〃 宮地 直道 農業技術研究機構野菜茶業研究所葉根菜研究部土壌肥料研究室長
〃 山崎 登 NHK解説委員
〃 吉井 博明 東京経済大学コミュニケーション学部教授
〃 布村 明彦 内閣府参事官
〃 務台 俊介 総務省消防庁防災課長
〃 岡本 正男 国土交通省河川局砂防部砂防計画課長
〃 小宮 学 国土交通省気象庁地震火山部管理課長
〃 北崎 秀一 山梨県総務部長
〃 田邉 義博 静岡県防災局長
〃 友井 国勝 神奈川県防災局長
オブザーバー

神奈川，山梨，静岡の各関係県市町村，東京都，防衛庁運用局，文部科学省研究開発局，農林水産省林野庁，国土交通省
（総合政策局観光部，関東地方整備局，中部地方整備局，国土技術政策総合研究所危機管理技術研究センター，東京管区気
象台，国土地理院）

事務局を内閣府，総務省，国土交通省に置く．

富士山の火山防災マップと防災対策の展望
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表３ 富士山防災関係報告書ダウンロード元のアドレス．
Table３． URLs of down‐loadable committee reports．

富士山ハザードマップ検討委員会報告書
http：／／www．bousai．go．jp／fujisan‐kyougikai／

富士山火山防災マップ
http：／／www．bousai．go．jp／fujisan‐kyougikai／fuji_map／index．html

富士山火山広域防災対策検討会報告書
http：／／www．bousai．go．jp／fujisan／w_g／kentou／houkoku／index．html

の研究などが見られるだけであった．２００１年以降の火山防
災プロジェクトの発足によって，火山学的研究は勢いを盛
り返し，現在でもその勢いは継続中であり，本書「富士火
山」の骨格をも成している．
本プロジェクトにより，特に緊急的に実施された調査研

究には次のようなものがある．
１． 側火口の分布と活動様式（宮地，１９８８，未発表資料
など）．

２． 最近２２００年間に流出した溶岩流の調査．
３． レーザー地形測量，ボーリング，地質・岩石学的
調査などによる北西山麓地域の精査（成果の詳細に
ついては，千葉・他（２００７）；高橋・他（２００７）などを
参照）．特に貞観噴火による，青木が原溶岩の分布，
展開の順序，噴出火口，表面地形，岩石学的特長，「せ
の海」の埋め立て機構などの解明が進展した．

４． 最近の山頂噴火．２２００年前以降は，山頂からマグ
マ物質を噴出する噴火活動は認められなかった．

５． トレンチ掘削などによる山麓におけるテフラ調
査．

６． 火砕流堆積物の調査．これまで断片的にしか知ら
れていなかった火砕流堆積物は，主に北側から南西
側斜面にわたって，多数発見された．田島・他
（２００７），山元・他（２００７）などによれば，高高度の
山腹火口あるいは山頂火口からの火砕噴火にともな
って生じたもので，火山防災上重要な意義を持つ．

７．１７０７年（宝永４年）の大規模な火砕噴火に関し
て，史料の再検討を含めて，その詳細が取りまとめ
られた（宮地・小山，２００２，２００７など）．

宮地（１９８８）によれば，新富士火山の活動は表４のよう
に５期に分けられ，それぞれの期では，顕著に異なった活
動様式が卓越したことが分かる．将来の噴火活動を予測す
る立場から言えば，当然最新期の第５期，最近２２００年間
の活動と同じ様式の噴火活動が最重要視される．検討委員
会は，第５期に注目し，参考として第４期，２２００年前から
３２００年前までの時期の活動をも考慮することとした．第５
期の特徴は，全ての噴火が山腹・山麓の側火口からおきた
ことであり，また第４期には，２９００年前の山体崩壊による
土石なだれの発生や，山頂火口からの大規模な溶岩噴泉の
活動などが含まれる．
過去の噴火の規模（噴出物の量）の頻度分布を見ると，

図１に見られるように，地震におけるGutenberg‐Richter の
プロットと同様の関係が成立することがわかる．従って，
出現頻度としては，小規模の噴火が最も大きく，大規模の
噴火が発生する確率は小さいということがわかる．
火山防災の実用的見地から，噴火の規模を次の３段階に

分けて考察することとした．
小規模噴火 噴出量 ０．０２km３以下（DRE）
中規模噴火 ０．０２～０．２km３

大規模噴火 ０．２km３以上
それぞれの規模に対応した噴火のシナリオを検討した．

大規模噴火の例として検討したのは，宝永噴火と青木が原
溶岩にそれぞれ相当する噴火の２例である．

災害を引き起こす火山現象（加害現象）には多くの種類
があり（国土庁，１９９２，表２－４－１），それぞれが異なった
物理モデルに基づいた解析が必要である．富士山の火山災
害においては，検討委員会の成果物としては次のような体
裁をとることとした．
１． 火山防災マップを作成する事象
溶岩流，降灰（プリニー式噴火による火砕物降下），
噴石（投出岩塊），火砕流・火砕サージ，融雪型火山
泥流，降灰後の降雨による土石流

２． 災害実績図のみのとどめる事象
岩屑なだれ（debris avalanche），雪泥流（slash flow）

３． 文章などによる記述にとどめる事象
水蒸気爆発，火山ガス，空振，火山性地震，地殻変動，
洪水氾濫，津波

噴火シナリオは加害現象の多様な組み合わせを想定し，
数多くのケースについて考察したが，図２に示すようなイ
ベントツリーを参考として，防災担当者の理解を深めるこ
とをねらった．火山災害は，自然災害の中でも例外的に加
害現象の種類が多く，また噴火が始まってからも，活動の
様式，強度，規模などが多様に変化する可能性があるので，
現象の経緯をよく監視し，適宜的確な判断を下すことが重
要である．

４． 各種のドリルマップと可能性マップ
一般論として，ハザードマップには，
１． 個々の特定された条件の下に起きる事象に限定して
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記述するマップ（例えば，数値シミュレーションによ
り，特定の噴出地点，特定の噴出率，温度，マグマの
種類，継続時間などを与えて流出する溶岩流の運動を
予想するマップ）と，

２． 当該地域で特定の期間内に発現するすべての事例を
累積的に表現するマップ（例えば特定の期間内に任意
の地点が溶岩流によって覆われる確率を示すマップ）
の２種類に分けることが出来る．

１．のケースについては，溶岩流，火砕流，土石流，プリ
ニー式噴火による火砕物降下などのシナリオに関し
て，数値シミュレーションを行った．個々のシミュレ
ーションによって描かれた予測図を，検討委員会では

「ドリルマップ」と呼んでいる．
２．のケースは確率論的なアプローチが必要であるが，火
山活動のように過去の事例数が多くない場合は極めて
困難な作業となる．それでも，富士山の場合は，他の
火山よりも噴火事例が多く，なるべく定量的なマップ
を作るように努力がなされた．本委員会では「可能性
マップ」とも呼ばれている．

４‐１ 火口の位置
新富士火山は，側火口の数が多く，その分布も北西―南

東方向に伸長するなどの特徴を示す（宮地，１９８８，他）．将
来の噴火の際に生成する火口の位置を予め推定すること
は，火山防災上から見ても重要である．将来の火口が期待
される位置は最近の火口位置（実績）と同じであるという

表４ 新富士火山の活動ステージ（宮地，１９８８）．
Table４． Five stages of Shin‐Fuji activity（Miyaji，１９８８）．

図１ ステージ区分と噴火規模の関係．（富士山ハザードマ
ップ検討委員会，２００４；宮地，１９８５，１９９１の資料に基づく）．
Fig．１． Eruption‐magnitude relations in different stages（RCVHM，
２００４；Based on data from Miyaji，１９８５，１９９１）．
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図２ 富士山で起こりうる噴火について，噴火場所，噴火様式，規模，噴出物などの組み合わせを示す図（富士山ハザードマップ検
討委員会，２００４）．
Fig．２． Diagram showing combinations of vent position，mode of eruption，magnitude and kinds of eruption products（RCVHM，２００４）．
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表５ 溶岩流の数値シミュレーションに使用したパラメータ．
Table５． Parameters used for numerical simulation of lava flows．

図３ 噴火規模ごとに示した火口の形成位置．（富士山ハザードマップ検討委
員会，２００４）．
Fig．３． Possible vent positions as shown by different eruption magnitude
（RCVHM，２００４）．

仮定に従って，図３のように推定した．噴火
の規模ごとに色分けしてあるが，各々の輪郭
は実際の火口位置から半径１kmの円を描い
て，その輪郭をつなげて求めている．こうし
て得られた図３（可能性マップ）が，将来予
想される火口の位置の範囲である．
４‐２ 溶岩流
火山災害の加害現象の一つとして，溶岩流

については数値シミュレーションの試みが早
くから試みられてきた（Ishihara et al．，１９９０）．
富士山の噴火活動においても，溶岩流は最も
重要な加害現象の一つであり，数値シミュレ
ーションを活用して防災マップを作ることに
力が注がれた．
数値シミュレーションは，国土庁（１９９２）

の方法にほぼ従って，種々のパラメータを勘
案して，また，富士山の歴史時代の溶岩流の
実例に当てはめてみて，キャリブレーション
を試みた．表５に代表的なパラメータを，図
４に，キャリブレーションの例を示した．結
果的には，溶岩流の小・中・大規模の違いご
とに，噴出率と総噴出量を変えるが，他のパ
ラメータは固定して（表５）数多くの数値シ
ミュレーションを行った．
後に述べるように，数値シミュレーション

の結果を防災面で活用する際には，溶岩流が
任意の地点にどのくらいの時間で到達するか
が，最も重要なポイントの一つになる．しか
し，過去の実例では，到達時間の情報が得ら
れた場合は殆んどない．キャリブレーション
の例の大半は，溶岩流の輪郭を合致させるこ
とで行われる．試行錯誤の結果，輪郭のマッ
チングによるキャリブレーションは，溶岩流
の速度のシミュレーションに関してはあまり
敏感ではないことが明らかになった．実際に
は，デジタル地形図上で採用するメッシュの
大きさの違いによって，速度に従って到達距
離にかなりの誤差が生じることがわかった．
大規模溶岩流の例を図５に示す．火口の位

置は，火口位置の可能性マップ（図３）の最
外側の一地点（X印）と仮定して，到達時間
を異なった色で示してある．異なった火口位
置について数多くのシミュレーションを行っ
た結果が図６である．同様に小・中規模の溶
岩流について同様な複数のシミュレーション
を行った．
以上の数値シミュレーションの結果は，い

ずれもドリルマップと呼べるものであるが，
それらを総合して，溶岩流の可能性マップを
作った例を図７に示す．実際の作業は次のよ
うである：小・中・大規模の溶岩流のドリル
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図５ 溶岩流のシミュレーションの例．X点が火口
の位置．（富士山ハザードマップ検討委員会，
２００４）．
Fig．５． Example of numerical simulation of lava flow．
X marks the position of the vent（RCVHM，２００４）．

図４ 溶岩流のキャリブレーションの
例．表５を参照．（富士山ハザードマ
ップ検討委員会，２００４）．
Fig．４． Examples of calibrating the nu-
merical simulation of lava flows（RCVHM，
２００４）．
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図６ 多くの火口から流出した溶岩流のシミュレーション．
大規模噴火の場合．（富士山ハザードマップ検討委員会，２００４）．
Fig．６． Numerical simulations of multiple lava flow．Cases of large scale Eruptions
（RCVHM，２００４）．

表６ 火砕流の数値シミュレーションに使用したパラメータ（富士山ハザード
マップ検討委員会，２００４）．
Table６． Parameters used in numerical simulation of pyroclastic flows（RCVHM，
２００４）．

マップの全てを重ねて，同一時間経過後に到
達した地点のうちで最も遠いものを選び，地
形条件を考慮してそれらをつないで輪郭をつ
くった．異なった色で示した領域は，それぞ
れの時間以内に溶岩流が到達しうる地点を含
む．最外側（青色）の領域は，時間に関わら
ず最終的に溶岩流が到達する地点を含むが，
その多くは大規模溶岩流の場合である．それ
にたいし，２４時間以内に到達する領域は，小
規模溶岩流の場合が多いが，その理由は小規
模溶岩流の想定火口位置が，最も山麓に近い
場所であるからである．
４‐３ 火砕流・火砕サージ
火砕流のドリルマップを作成するために，

先ず火口の位置を想定した．上流部の情報が
より多い滝沢火砕流（田島・他，２００７）に限
定し，火砕丘の崩壊により発生するというモ
デルに従い，傾斜が３０度以上の山腹の領域
とした．火砕流の物理モデルとしては
Yamashita et al．（１９９１）を採用した（表６）．
複数の数値シミュレーションの結果を図８に
示す．
火砕流の可能性マップとしては，第９図の

ドリルマップの全ての例の先端を包絡するよ
うに結んだ範囲を火砕流の可能性マップと
し，その外側１kmの範囲を火砕サージが到
達する範囲とした（図９）．
４‐４ 融雪型火山泥流
積雪期に火砕流が発生すると火砕流本体部

の高熱によって斜面積雪が急速に融かされ
て，融雪型火山泥流が発生することが想定さ
れる．斜面全面の平均積雪深を５０cmとし，
火砕流によってその全てが融かされて水とし
て供給され，下流に泥流が発生する．９例に
ついて数値シミュレーションが行われた（ド
リルマップの作成）．
融雪型火山泥流の可能性マップは，ドリル

マップに加えて，地表傾斜度２度の地点を停
止点として全方向に包絡し，その全体を可能
性範囲とした．このため極めて広い面積が含
まれるが，当然沢筋では発生する確率が高い．
４‐５ 降灰（火砕物降下）
垂直な噴煙柱を形成するプリニー式噴火に

ついて考察を行った．物理モデルは鈴木
（１９８５）を採用し，降下粒子の移流・拡散に
ついては，気象研究所で開発されたモデルを
使った．宝永噴火の実績では，噴出率の時間
的推移が史料の解析から推定されている（図
１０；宮地・小山，２００２）．図１２は，宝永噴火
に近い条件を与えたドリルマップの一例であ
るが，堆積物の厚さが良く再現されている．
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また，過去４５年間の平均的な気象場を用いて，各月ごと
に大規模噴火のドリルマップを作成した．中・小規模の火
砕物降下も大規模の場合とほぼ相似形の分布を示すことが
わかった．降灰可能性マップを作る作業は次のようである．
まず富士山頂で宝永規模の噴火が発生した場合の月別降灰
分布図（ドリルマップ）を，１２か月分重ね合わせ，各地点
で最も厚く堆積しているドリルマップの降灰堆積深をその
地点の堆積深としてマップを作った．これにより，山頂で
噴火した場合の可能性マップができるが，噴火は山頂以外
にも，想定火口範囲で発生する可能性がある．このため，
上記分布図を大規模噴火火口分布領域に沿って平行にスラ
イドさせ，それを包絡した図を最終的な降灰可能性マップ
（大規模）とした（図１２）．なお，小・中規模噴火に伴う
降灰分布は大規模噴火の分布域に含まれる．
４‐６ 噴石

ここで言う「噴石」とは，主に爆発的噴火によって火口
から投出され，空中を飛行して落下する，比較的粗粒な岩
塊である．「噴石」の可能性マップとしては，火口位置の
可能性マップの最外側からさらに１km（小・中規模噴火）
或いは４km（大規模噴火）外側に輪郭を持つ領域とした
（図１３）．
４‐７ 土石流
宝永噴火後の土砂流出に関する史料を検討した結果，主

な土砂災害は降灰の厚さ１０cm程度以上の範囲に集中する
ことが分かった．従って，降灰後の降雨により土石流が発
生する渓流はその範囲から選ぶこととし，各県の砂防部局
が調査した土石流危険渓流 I，および II とそれに準ずる渓
流を選び出した．それらの渓流位置と氾濫範囲をあわせて
土石流可能性マップとした．

図７ 溶岩流の可能性マップ．小中
大すべての規模のシミュレーショ
ンを含む．
（富士山ハザードマップ検討委員
会，２００４）．
Fig．７． Map showing possible maxi-
mum outreach of lava flows（RCVHM，
２００４）
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５． 種々の火山防災マップ
５‐１ 防災マップの種類
火山災害を軽減する目的で作成される「火山防災マップ」

には目的に応じて，特にマップを使用する人々に応じて，
いくつかの種類が考えられる（国土庁，１９９２）．ハザードマ
ップ」としては，つぎのような種類が考えられる．
１）火山学的マップ
A） 過去の災害の実績図
B） 将来における災害の予測図

２）行政資料型マップ
災害予想マップ等に基づいて，どのような防災・減災
対策をとるべきかを図示する．防災施設・機関・危険
物等の存在地点，道路網をはじめ，避難地点，誘導路
を含め，関連ある情報を網羅する．防災担当者等に配
布し，実施の手引きとする．

３）住民啓発型マップ
住民に広く配布するためのマップ．予想される噴火の
タイプや災害の様式，情報・警報などの伝達方法，避
難の方法などをわかりやすく図示する．

検討委員会では，それらの全ての種類について議論した

が，特に一般配布用マップ（住民啓発型マップ）について
は，マップの内容や表現方法などについて，注意して議論
がなされた．結論から述べると，火山災害や火山学の専門
家ではない一般市民に，きわめて多岐にわたり，詳細な専
門的考察の内容をわかりやすく説明し，理解してもらえる
ような表現方法は，存在しないか，あるいは，その実現が
きわめて困難で，時間とスペースをとる方法しかないとい
うことである．これまで発表され，住民に配布されてきた，
他の火山の防災マップに関しても事情は同じであり，限ら
れたメディアの容量にどれだけ重要な情報を大量に盛り込
めるかが，作成者の抱える最大の難問であった．
富士山地域の特徴として，年間３，０００万人を越えるとい

われる観光客（宿泊施設・別荘などでの一時滞在者を含む）
が重要な位置にあり，定住の一般市民とやや異なるカテゴ
リーを形成している．従って，検討委員会では，非専門家
向けのマップを「一般配布用マップ」と「観光客用マップ」
に２種に分けて考察した．
５‐２ 一般配布用マップ
一般配布用マップの主要部分は，A２版両面印刷とし，

表面には小縮尺（約１８万分の１）の地図に，可能性マッ
プを表示したものをメインとして（図１４），周囲に説明文

図８ 火砕流の数値シミュレーションの例．
赤点が火口の位置を示す．（富士山ハザー
ドマップ検討委員会，２００４）．
Fig．８． Numerical simulation of pyroclastic
flows．
Red dots indicate position of vents（RCVHM，
２００４）．

富士山の火山防災マップと防災対策の展望

４６１



や小さな図表（災害実績図，降灰可能性マップ，個々の加
害現象など）の解説をちりばめた構成とした（図１５）．
裏面の半分は富士山周辺地域を数個に分割し，それぞれ

の部分図に，拡大された可能性マップや避難に関連する情
報（避難集合所，防災施設，防災行政機関などの所在など
を図示するようにした（図１６，富士吉田市地区防災マッ
プ）．裏面は結局５つの対象区域（富士吉田・富士河口湖
町，御殿場市，富士市，足柄上地区，小田原市）に対応し
た地域版防災マップを試作したが（図１６），足柄上地区と
小田原市では，想定される災害現象が，降灰後の降雨によ
る土石流が主になるので，降灰と土石流を中心として記述
するマップを作成した．
これら６種類のマップ（表面の主題図と裏面の５種の地

域版マップ）の高解像度のコピーは，内閣府のホームペー
ジからダウンロードできる（表３）．
これらの一般配布用マップをたずさえて，地元市町村へ

出向き，住民向けの説明会を何回か行った．いわゆるパブ
リック・コメントと呼ばれる催しである．私自身が意外に
思ったほど多くの地元住民が出席され，説明会の後半では
質疑応答に発言が多く出た．一般住民の方々の富士山の火
山災害に関する関心は決して低くはないと感じて心強く思

った次第であるが，防災マップの具体的内容が果たしてど
の程度までよく理解されているのか，手ごたえはあまり感
じられなかったともいえる．
火山学的な知識を殆んど持たない，一般市民が，いきな

り図１５や図１６のような防災マップを見せられても，その
場で理解することはおそらく不可能ではないかと思われ
る．
５‐３ 観光客用マップ
僅か数年前までは，観光産業が盛んな地域では，火山活

動による災害を声高に論じられるような雰囲気ではなかっ
た（荒牧，２００５；他）．現在でもよく観察すれば，観光産業
に関わる人々と防災行政に関わる役人や学者との間に密接
な会話が成立しているところは極めて少ない．そのような
意味では，すでに３０あまりの火山について作成されてい
る火山防災マップが，火山地域の観光事業者に進んで受け
入れられ，歓迎されているとは，とても考えられない．そ
のような情勢を踏まえて，観光業者や一般観光客に抵抗な
く受け入れてもらえる内容の防災マップを作ることを目指
した．
既存の防災マップでは，箱根山の防災マップ（箱根町が

独自に作成した）や秋田燒山火山の防災マップが，参考に

図９ 火砕流の可能性マップ．外側の破線は
火砕サージの到達範囲を示す．（富士山ハ
ザードマップ検討委員会，２００４）．
Fig．９． Map showing maximum possible out-
reach of pyroclastic flows．Outer broken line
indicates the extent of pyroclastic surges
（RCVHM，２００４）．
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なった．A４版両面印刷で，火口の可能性マップを土台と
して，分かりやすい地図や景勝地・観光拠点などを，写真
を混ぜて掲載した．
５‐４ 防災業務用マップ
火山防災の実務を担当する人々，すなわち行政諸機関・

指定公共団体・ボランティアなど，防災の専門家ないし半
専門家向けのマップである．実際には，各種のドリルマッ
プや可能性マップを作成するための作業の途中で作られた

マップや，最終的な防災マップの全てがこれに相当する．
検討委員会の報告書の中で言及された，このようなマップ
の数は１００個近くに達する（富士山ハザードマップ検討委
員会，２００４，pp．１１７‐１２０参照）．さらに富士山火山広域防災
対策検討会（２００５）の報告書では，防災の準備や避難に関
連するマップが多数作成されている．これらのマップおよ
びそれに関連した解説や議論が全て，防災業務を遂行する
ためのよりどころとなるべき資料である．

図１０ 宝永噴火の際の噴出率の時間変化（宮地・小山，２００２）．
Fig．１０． Variation of eruption rate with time during Hoei eruption（Miyaji＆Koyama，２００２）．

図１１ 宝永噴火に近い条件を与えた降灰
シミュレーションマップ．（富士山ハザ
ードマップ検討委員会，２００４）．
Fig．１１．Numerical simulation with parame-
ters similar to those in the１７０７eruption
（RCVHM，２００４）．
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図１３「噴石」到達範囲の可能性マップ（富士山ハザー
ドマップ検討委員会，２００４）．
Fig．１３． Map showing maximum area of ballistic fallout
（RCVHM，２００４）．

逆に言えば，これだけの数のマップを理解しなければ，
一般化された市民向けの可能性マップなどを的確に理解す
ることはできないといえるだろう．実際に防災の実務を担
当する人は，これだけの数のマップを理解することによっ
て，火山災害の特質を把握することができるようになり，
変化に富む現象の推移に的確に対応してゆくことが可能に
なる．

業務用マップは，当然大縮尺のマップが多くなり，各自
が担当する地域に特有な地形や事象について，予めよく把
握しておくことが重要である．業務用マップの整備は，す
なわち地域防災計画の整備につながる．各市町村が自主性
を発揮して，固有の問題を把握して，個別的，具体的に詳
細な防災計画と立てることが肝要である．
本委員会は，国レベルの機関が担当したため，防災業務

図１２ 宝永噴火と類似の条件下での降灰
可能性マップ（富士山ハザードマップ検
討委員会，２００４）．
Fig．１２． Map showing maximum possible
area of ash fall in cases similar to the１７０７
eruption（RCVHM，２００４）．
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の細微については言及せず，一般的な方針を述べるに留ま
っている．その意味では，実質的な防災対策を策定する作
業は終わったわけではなく，むしろこれから開始される段
階に来ているものといえるであろう．
５‐５ 避難対策に傾斜した防災マップの問題点
火山災害の防災・減災には，住民の避難が最も重要な課

題となる．従って防災マップも，住民の避難に関係した情
報を扱う場合が多くなっている．特に事前避難には，なる
べく時間をさかのぼって行動を起こす必要があり，そのた
めには噴火の予知，加害現象の事前の想定が必要となる．
避難行動を起こすためには，より安全側へパラメータを

設定するのが定石である．そのため，これまで論じてきた
可能性マップの殆んど全てのケースが，安全側へ大きく偏
っている．溶岩流の到達時間を示す可能性マップを例に取
れば，火口分布の可能性マップの最も外側の地点から噴出
した溶岩流が，一定の時間内に到達する距離のうちで最も
遠い地点を結んで可能性マップとして表示している．
自然現象の一つである火山現象の多くは，正規分布曲線

に近いような，単一のピークを持つ出現頻度分布を示す．
防災上の避難行動の指針としてのマップは，このような山
形の分布の裾の部分に焦点を当てているといえる．これは，
自然科学者としての火山研究者にとっては，なじみにくい
状態である．火山活動は，現象の種類が極めて多岐にわた
り，時々刻々と変化するので，対応する個人個人の判断に
負う場合が多くなる．防災上でも，市民各人のとっさの自
主的な判断力がものを言う．
防災マップが示すのは，相当に出現確率が低い，山すそ

に当たる場合を強調していて，ある意味ではめったに起こ
らない状態で避難のトリガーを掛ける場合が多いのであ
る．実際には，自然現象を素直に直視して，正しい判断を

することが，防災担当者のみならず市民レベルでも大切で
ある．そのためには，安全側に偏向している防災マップの
特性に惑わされないことも大切であろう．しかしこのよう
な議論は，現時点ではあまり行われておらず，今後の重要
な問題として残るであろう．

６． 噴火の被害想定
自然災害による被害を特定のケースを取り上げて試算す

ることは，災害自体の特徴や本質を把握する上で有効であ
る．富士山の火山災害に関しては，被害想定の例として，
宝永４年の噴火に相当する噴火の例を取り上げた（富士山
ハザードマップ検討委員会，２００４，p．１３２‐１３８）．
宝永噴火はプリニー式の噴火で，溶岩流や火砕流は発生

せず，加害現象としては火砕物降下が主であるという，比
較的単純なシナリオであったが，当時の江戸にもひろく降
灰した．もし同様の噴火が今日起きるとすると，高度に発
達し，災害に対する抵抗力が未知な大都市でどのような被
害が発生するか，見極めようとする試みでとして被害想定
を行った．
宝永噴火の資料などから勘案して，火砕物降下による直

接の死者は殆んど発生しないことや，道路・鉄道・航空路
などに重大な障害が起きるであろう事など踏まえて，２０数
項目の産業・社会活動などについて，主に経済的な損失量
を推定した．
富士山により近い地域では，火砕物の堆積量が大きいた

め，当然建物被害，道路・鉄道など交通施設の埋没，農地
の埋没による被害が大きい．火砕物の堆積量が大きければ，
農産業が被る被害は，降水量の大小にあまり関わらず，大
きいし長く続く．観光産業についても同様である．
一方，道路・鉄道・電力などのインフラ構造や建物の被

図１４ 一般配布用マップの可能性マップ．複数の災害要
因について示してある（富士山ハザードマップ検討委員
会，２００４）．
Fig．１４． Map showing maximum area of various hazards pre-
pared for general citizen（RCVHM，２００４）．

富士山の火山防災マップと防災対策の展望

４６５



図１５ 一般配布用マップの第１面（富士山ハザードマップ検討委員会，２００４）．
Fig．１５． Front page of hazard map prepared for general citizen（RCVHM，２００４）．
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図１６ ハザードマップ第２面．特定の地域に関連した情報を示した
（富士山ハザードマップ検討委員会，２００４）．
Fig．１６． Second page of hazard map referring to local areas（RCVHM，２００４）．
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表７ 宝永噴火相当の噴火が起きた場合の被害想定．最悪の条件である梅雨期の例を示す．
（富士山ハザードマップ検討委員会，２００４）．
Table７． Damage estimates of a large scale eruption comparable to the１７０７eruption．
Worst case of the scenario（rainy season）is shown（RCVHM，２００４）．
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害については，降水の大小によって被害の程度が大きく異
なる．インフラが打撃を受けると，社会的な影響が大きい
ので，特に大都市圏では，被災時の降水量に大きく影響さ
れる．
表７には，最大の降水量が予想される梅雨期における被

害想定の内訳を示してある．被害総額は最大で約２兆５千
億円に上ると試算された．

７． ケーススタディ
富士山の噴火活動などによって引き金を引かれる火山防

災の実務的行動は，当然各レベルで策定される防災計画に
基づいて実行されるべきであるが，現時点では肝心の地域
防災計画はまだ不備な状態にある．
富士山ハザードマップ検討委員会では（２００４，p．１３９‐

１５７），地域防災計画策定の初期的な段階として，個々のケ
ースについて検討を行った．
まず，気象庁に設置されている火山噴火予知連絡会の富

士山ワーキンググループが中心となって，宝永噴火に相当
する噴火が将来発生した場合には，どのような前兆現象が
起こり，どの程度の噴火予知が可能であるかについての検
討が行われた．このワーキンググループの結論については，
宮下・他（２００７）を参照されたい．
その結果，
・大規模な噴火の場合では，前兆現象を捉えて，噴火

発生をある程度予測することが可能である．噴火するか
もしれないという火山情報を発表できる可能性がある．
・小規模な噴火では，前兆現象が不明瞭であり，噴火

するかもしれないという火山情報が発表されずに，噴火
にいたることがありうる．
・一般的に，噴火前に，噴火の規模や様式，噴火地点

を正確に予測することは困難．
・顕著な異常現象が現れても噴火しない場合がある．

という結論になった．
ここで注目すべきことは，ワーキンググループは，宝永

と同等の噴火を想定した場合，かなり前（１～２ヶ月前位）
から前兆を捕らえて，火山観測情報を出し，１０数日前に臨
時火山情報，さらに噴火１日前には緊急火山情報を出せる
のではないかという結論を出したことである（宮下・
他，２００７）．このような動きは，２０００年の有珠山，三宅島の
噴火に先立って，それぞれ緊急火山情報を発表した実績な

どとともに，相当に前向きで意欲的な姿勢を気象庁がとり
始めたこととして捕らえられるだろう．

８． 富士山火山広域防災対策の検討
すでに述べたように，国レベルで発議された富士山の火

山防災計画に関する議論は，進行するにつれ，地方自治体
を巻き込み，さらに地方自治体が主役となるような領域に
議論が進んで行くのは当然であった．私も，委員長として，
地方自治体レベルでの取り組みの重要性を指摘し，一方国
レベルでの充実した調査・検討体制を十分に活用して，連
続的な議論を進めるべきであることを強調したつもりであ
った．
富士山ハザードマップ検討委員会の報告書を受け

て，２００４年１１月に富士山火山広域防災検討会が発足し，複
数の都道府県にまたがって発生する火山災害の広域防災対
策を議論することになったのは，そのような方向性に沿っ
たものであり，歓迎すべき動きであった．
実は，多県にわたる災害防止を議論する委員会は，２００２

年から，総務省消防庁が主体となって開催されてきたもの
があり，全国的な広域火山防災の議論がある程度進められ
てはいた．２００４年から翌年にかけて丸１年間ではあった
が，富士山火山広域防災対策検討会の活動は，この動きに
沿ったものであった．
特に力を注いだ点は，噴火が始まる前から避難を始める

場合，さらに噴火が始まってから事態が展開してゆく状態
での防災対策を，具体的なシナリオを活用し提案してゆく
ことであった．気象庁から発表されるであろう種々の火山
情報と密接に連携して，防災体勢をきめ細かく変化させて
ゆく方法を模索することも議論された．

９． 噴火前避難
噴火が始まる前から避難を開始するきっかけを与えるの

は，気象庁が発表する火山情報である（表８）．避難対象
地域は表９や図１６のように，予め分類してゾーンに分け
ておく．第１次から第５次ゾーンにいたるまで，順に緊急
度が下がるように分類されている．
図１６において，積雪期と非積雪期を分ける理由は，融

雪型泥流の発生の可能性の有無にある．積雪期には，例え
ば第３次ゾーンが大変広くなってしまうが，実際には泥流
は低地・谷筋などのみに流れるから，具体的な事例に応じ

表８ 気象庁が公表する火山情報の種類．
Table８． Volcanic hazard advisory issued by Japan Meteorological Agency）．

臨時火山情報 火山現象による災害について防災上の注意を喚起するた
め必要があると認める場合に発表

（注意喚起） 注意喚起の必要が示された場合

（噴火の可能性） 噴火の可能性が高まったことが示された場合

緊急火山情報 火山現象による災害から人の生命及び身体を保護するた
め必要があると認める場合に発表
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て適当に地域を設定する．
噴火前避難対策は，噴火前に出される火山情報に基づき，

予め市町村の設定する避難範囲（表１０）を対象として実
施することになる．避難対象者は３種類に分類し，それら
と避難の緊急度を組み合わせたマトリクス（表１１）を作
って，異なった事態にきめ細かく対応できるようにする．
例えば一時集合所，一次避難所，長期的避難所，要援護者
避難所などの設定や避難経路や避難方法などの検討も含ま
れる．
その他数多くの事項について，細かい議論がなされ，そ

の結論が記述されているが，ここにそれらを詳しく紹介す
ることはしない．詳細は，報告書（富士山火山広域防災対
策検討会，２００５）を参照されたい．
ここで強調したいことは，上記のように噴火前の避難計

画を策定するようになると，条件の組み合わせが際限なく
増えてゆき，現実的でない計画に肥大してゆく危険性があ
ることである．富士山火山広域防災対策検討会の検討段階
では，防災対策の策定の方法論そのものを議論することが
先ず意義のあることだとの認識から，一般的な議論をおこ

なったもので，実際の地域防災計画の策定はあくまで地方
自治体の主体的な係わり合いがなければならないことは当
然である．
また，防災マップの作成過程に関して述べたように，極

端に安全側に偏った行動基準を作る可能性に対しては，つ
ねに気をとめている必要がある．例えば，「噴火の可能性
あり」という臨時火山情報が発令されただけで，要援護者
の避難準備を第３次ゾーン全域にわたって開始することに
なっている．実際には，マグマの活動が進行して前兆現象
が顕著になるにつれて，噴火予測地点の絞込みが可能にな
り，さらに噴火が開始すれば，多くの束縛条件が明瞭にな
る可能性が大きい．すなわち，事象が進行すれば，かえっ
て危険予測地域が絞り込まれてくる場合が少なくないと考
えられる．
そのような場合には，防災対策の実施内容を事態に合わ

せて適宜変更してゆくだけの弾力性が重要となる．報告書
ではこの点についても指摘し，状況に合わせてゾーン区分
の変更など適切な処置をとることを薦めている．

表９ 富士山火山噴火による影響の度合いに応じたゾーン区分（噴火前）
（富士山ハザードマップ検討委員会，２００４）．
Table９． Zonations according to the degree of hazard by the eruption of Fuji volcano（RCVHM，２００４）．

ゾーン 範囲の考え方 ハザードマップに基づく噴火前設定範囲

第１次
ゾーン

・ごく小規模の噴火であっても，瞬
時に降下物・流下物による危険の
及ぶ可能性がある．

ハザードマップにおける
・火口分布領域

第２次
ゾーン

・噴火が発生すると，短時間（３時
間以内）で流下物による危険の及
ぶ可能性がある．

第１次ゾーンの範囲外で，ハザードマップにお
いて，以下のいずれかの可能性がある範囲
・噴石，火砕流・火砕サージが到達
・溶岩流が３時間以内に到達
・積雪期において，融雪型火山泥流が到達＊

第３次
ゾーン

・噴火が発生すると，やや時間をお
いて（３時間以上２４時間以内）流
下物による危険の及ぶ可能性があ
る．

第１～２次ゾーンの範囲外で，ハザードマップ
において，以下の可能性がある範囲
・溶岩流が２４時間以内に到達

第４次
ゾーン

・想定される最大規模の噴火であれ
ば，最終的に流下物による危険の
及ぶ可能性がある．

第１～３次ゾーンの範囲外で，ハザードマップ
において，以下の可能性がある範囲
・溶岩流が到達（最大）

第５次
ゾーン

・想定される最大規模の噴火でも，
流下物による危険のおそれはない
が，降下物による影響の及ぶ可能
性がある．

第１～４次ゾーンの範囲外で，ハザードマップ
において，以下の可能性がある範囲
・火山灰が降下
（降灰堆積厚２cm以上）
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１０． 噴火時避難
実際に噴火が始まれば，噴火の様式，噴火地点などが明

らかになり，噴火の規模や推移に関してもある程度の見通
しがつく場合が多い．防災対策は，個々の加害現象ごとに
きめ細かい施策の実行が可能となる．細かい内容について
は報告書を参照されたい．

１１． 広域連携の体制と火山防災情報の収集・伝達・共
有化

もし噴火の規模が大きかったり，小さくても複数の行政
域にまたがって災害が発生する恐れがある場合には，防災
担当者の広域的な連携が必要となる．
もっとも重要な事案のひとつは，現地における合同対策

本部の設置である．火山災害が発生する恐れのある地域に
近い場所で，国，都県，市町村などの諸機関が合同で対策
本部を作ることの有用性は，たとえば２０００年の有珠山噴
火の例でも明らかである．
富士山の場合では，予め合同現地本部を設置するのに適

当な候補地を複数用意しておくことが提言され，その機能
の内容が詳細に議論された．特に火山噴火予知連絡会やそ
の他火山専門家との密接な連携が重要であることも強調さ
れた．
最近では，火山観測機器の性能の進化や技術的開発の進

展により，火山活動に関する科学的な情報の収集がより容
易になってきた．噴火開始以前の時点で気象庁が緊急火山
情報を発表して，噴火の前に実質的な避難行動が実行され
たケースが，２０００年の有珠山と三宅島の噴火の場合に見ら
れた．火山防災担当者にとっては，きわめて勇気付けられ
る状況である．しかし，そのためには相当程度の観測機器，
監視体制の整備が必要である．委員会ではこの必要を認め，
火山防災に役立てるための情報の収集・伝達・共有化につ
いての助言と提案を行った．

１２． 火山に関する啓発・教育の重要性，観光産業との
関連性

１２‐１ 火山災害と火山の恵み
火山災害の場としては，多くの場合，国内でも有数の観

光地であり，マスコミの報道はけたたましく，テレビで放
映される災害の映像は，たとえそれらが望遠レンズによっ
て拡大されたものであったにせよ，きわめて衝撃的であっ
た．災害の場では，活火山は暴力的な破壊エネルギーの象

徴であり，人間に恐怖感と絶望感を押し付ける存在のよう
に見える．しかしよく考えると，そのような情景が出現す
る時空間は，案外限られた範囲のものであり，平常時には
風光明媚な観光地としてのイメージが行き渡っている場な
のである．
この対比は，災害を受ける当事者にとって，最も際立っ

ていると考えられる．すなわち，平時には，火山景観や温
泉その他の火山環境が生み出す観光地としてのプラスの面
を享受し，利益を受けているのが，まれに発現する噴火災
害により，一見莫大な損害をこうむるという図式である．
火山災害というものを大局的に把握するためには，この

ような発想の転換をする必要がある．私がこれまで関わっ
てきたいくつかの火山災害の事例の多くでは，火山災害に
関係する人々の対応がばらばらであったようにも感じられ
る．たとえば，ハザードマップを始めとする火山防災対策
の議論や提案は，主に行政担当者から発信され，学識経験
者もそれに組み込まれて発言することが常であった．
一方，観光産業に従事する人々は，直接の被害を蒙る側

でありながら，防災対策，特に中長期的な災害予防策など
に関して，行政側，学者側と直接対話をすることが無いよ
うであった．別の言葉で言えば，両者の立場が食い違って
いるために，かみ合った議論をするまでに至らなかったの
である．火山災害をオープンに話題とすることに表面的な
拒絶反応が殆どなくなった現時点では，観光産業関係者と
防災関係者とが直接向き合って会話を開始することが可能
になったのではないかと考える．
１２‐２ 火山防災・環境教育・観光振興
火山研究者の立場から見ると，基礎科学としての火山学

が蓄積した「知識ベース」は，これまで防災関係でのみ社
会に貢献してきたといっても過言ではない．しかし，火山
現象を知る，理解するという知的活動は，それだけで喜び
を生み出し，人間の精神活動を豊かにするという説得も大
いに可能である．
火山災害が発生する場としての火山地域は，同時に美し

い火山景観や温泉，肥沃な土壌など，快適な生活，さらに
観光客をひきつける場となっている．そのような場で営ま
れる人間の経済活動の見地からは，火山環境は莫大な観光
資産として算定されるべきものである．景観の美しさ，環
境のよさという特徴は多面に精神的なものであり，自然現
象をより深く理解するという精神活動へ直結する．このと
き活用されるのが，火山学がこれまで蓄積してきた「知識

表１０ 噴火前避難範囲とゾーンとの対応の例（富士山ハザードマップ検討委員会，
２００４）．
Table１０． Zonation and corresponding hazard advisory（RCVHM，２００４）

噴火前避難範囲 参考とするゾーン境界線

臨時火山情報時避難範囲 第１次ゾーン（噴火前）

緊急火山情報時避難範囲 第２次ゾーン（噴火前）

災害時要援護者避難範囲 第３次ゾーン（噴火前）
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表１１ 各局面における避難範囲別・対象別の噴火前避難対策（富士山ハザードマップ検討委員会，２００４）．
Table１１． Evacuation plans according various combination of hazards（RCVHM，２００４）．

凡例） △：避難準備 ○：活動自粛等 ◎：避難
網掛け：段階を追って事態が進展した場合，新たに避難することとなる対象者

【臨時火山情報（注意喚起）】臨時火山情報により注意喚起の必要が示された場合

【臨時火山情報（噴火の可能性）】臨時火山情報により噴火の可能性が高まったことが示された場合

【緊急火山情報】緊急火山情報が発表された場合

※この段階で緊急火山情報時避難範囲の家畜も移送（避難）

＊注１）「避難準備（要援護者避難）情報」とは，「集中豪雨時等における情報伝達及び高齢者等の避難支援に関す
る検討報告」（平成１７年３月）に提案された以下の情報。その運用までは，避難準備の呼びかけを行う（これに
基づき，災害時要援護者は自主的に避難を行うことが望まれる）．

対象者
噴火前避難範囲

一般
住民

災害時
要援護者

観光客，
登山者・入山者

市町村の対応

臨時火山情報時避難範囲 ○ ※入山自粛呼びかけ

緊急火山情報時避難範囲

災害時要援護者避難範囲

対象者
噴火前避難範囲

一般
住民

災害時
要援護者

観光客，
登山者・入山者

市町村の対応

臨時火山情報時避難範囲 ◎ ◎ ◎ ※避難勧告（指示）

緊急火山情報時避難範囲 △ ◎ ○

※避難準備（要援護
者避難）情報＊注１

※観光自粛・帰宅呼
びかけ

災害時要援護者避難範囲
＊注２

（△） ◎ ○

※避難準備（要援護
者避難）情報＊注１

※観光自粛・帰宅呼
びかけ

対象者
噴火前避難範囲

一般
住民

災害時
要援護者

観光客，
登山者・入山者

市町村の対応

臨時火山情報時避難範囲 ◎ ◎ ◎ ※避難勧告（指示）

緊急火山情報時避難範囲 ◎ ◎ ◎ ※避難勧告（指示）

災害時要援護者避難範囲 △ ◎ ○

※避難準備（要援護
者避難）情報＊注１

※観光自粛・帰宅呼
びかけ

発令時の状況 住民に求める行動

避難準備（要
援護者避難）
情報

要援護者等，特に避難行動に時間を要
する者が避難行動を開始しなければな
らない段階であり，人的被害の発生す
る可能性が高まった状況

・要援護者等，特に避難行動に時間を要する者は，計画された避
難場所への避難行動を開始（避難支援者は支援行動を開始）

・上記以外の者は，家族等との連絡，非常用持出品の用意等，避
難準備を開始
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図１７ ハザードマップに基づく避難のゾーン分け（富士山ハザードマップ検討委員会，２００４）．
Fig．１７． Zonations of evacuation according to the hazard maps（RCVHM，２００４）．
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ベース」である．「火山知識ベース」は，防災という，い
わば負の面の適用とともに，火山の恵みの評価という莫大
なプラスの生産活動においても活用されるべきものであ
る．
観光資産としての火山という命題と加害者としての火山

活動という命題を結ぶものとして，環境問題がある．自然
環境の破壊とそれを防ぐ方法に関する議論は，火山環境資
産と火山防災の問題にそのまま適用可能である．必要とさ
れる重要な技術的側面は，自然現象の本質，メカニズムを
良く理解し，正確に定量し，相互作用を見積もるというこ
とである．必要とされるのは，「知識ベース」であり，自
然科学的方法論である．
環境問題に取り組む方法として，環境教育が重要な要素

となる．火山環境論では，「火山知識ベース」が作業の基
礎となる．例としては，自然遺産としての火山環境がある．
「エコツアー」は，自然ガイドの指導に従って，自然を学
習し親しむことに喜びを見出そうとする，旅行（観光）形
態のひとつである．
ここでは，動物・植物についての解説と並んで火山活動

についての解説・学習が大切であることは当然である．現
状では，日本における平均的理科教育の内容は，地球科学
の分野が特に貧弱であることが顕著である．火山地域のエ
コツアーならば，火山現象に関する説明・学習は特に重要
であるが，諸外国の事例に比べて特に劣るものと予想され
る．この困難性を打開するためにも，現存する火山学的知
識ベースの有効利用が当然進められるべきである．
火山によってもたらされる災害を防ぐには，火山現象を

良く知ることが最も能率的であり，そのことは結局，自然
に親しみ，理解するという喜びを生み出し，生活環境を生
み出すというプラスの面につながることを認識することが
大切である．
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富士火山 編集後記
本書の編集は日本火山学会が全面的に協力して行われた．本書出版のために，「富士火山編集委員会」が
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「火山」の総説に相当する性格として，原稿全編にオリジナリティを求めるのではなく，現時点での学術的

知見の総括と紹介・論評に力点を置いたものとした．
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を負うものではない．
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