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はじめに 
 
 

                          山梨県環境科学研究所  
                                  所長 荒牧重雄 
 
 
 富士山の西北麓に広がる青木ヶ原樹海の大部分は貞観年間の富士山の大噴火によって流

出した青木ヶ原溶岩によって占められている． 
 最近数年間に，富士山の火山学的な調査研究が飛躍的に進歩したが，その一部として，

青木ヶ原溶岩の噴出火口，噴出順序，その規模，特に「せの海」をどのようにして埋め立

てたかなどの経緯，溶岩の特徴などが解明され，我々のもつ知識が質・量ともに増大した． 
 このシンポジウムはそのような進展を背景として，富士山の貞観噴火の特徴や青木ヶ原

溶岩の特性について紹介し討論するために計画実行されたものである． 
 ここにその概要を記録した報告書を発行するに当たり，成果が関係各位のお役に立つこ

とを念願するところであります． 
 
２００６年１２月 
 
                    
 



 
１月１５日（日）    プ ロ グ ラ ム 
 
 
13：00 ~ 13：10   はじめに            荒牧 重雄 

（山梨県環境科学研究所 所長） 
 
 

13：10 ~ 13：35   「ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾛﾌｧｲﾗｰによる青木ヶ原地域の精密地形からわかること」 
                               千葉 達朗 
                               （アジア航測㈱ 総合研究所 主任技師） 
 
 
13：35 ~ 14：05   「青木ヶ原溶岩流の流出様式と表面形態」 
                               高橋 正樹 
                               （日本大学 文理学部教授） 
 
14：05 ~ 14：15   休憩 
 
 
14：15 ~ 14：40   「ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞからみた青木ヶ原溶岩とせの海」 
                               千葉 達朗 
                               （アジア航測㈱ 総合研究所 主任技師） 
 
 
14:40 ~ 15：10   「富士山の地下洞窟」 
                               本多 力 
                               （日本洞窟学会火山洞窟学部評議員） 
 
 
15：10 ~ 16：00   総合討論 
 
 
16：00          終了 
 



2006年１月 15日 13:00－13:10 
 
お待たせいたしました。これから「富士山貞

観噴火と青木ヶ原溶岩」と題するシンポジウム

を開始いたします。私は、本日の全体の司会進

行を担当する山梨県環境科学研究所の輿水で

す。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、

三人の講師の先生による、４つの講演が中心に

なり、その先生方の話の後に総合討論を計画し

ています。お手元のプログラムの中の高橋先生

のお話は予定より少し伸びるかもしれません

のでご了承ください。そのあたりは、後の総合

討論などで時間調整をしたいと思っております。質問のある方は、各講演の後でどうぞお願い

します。さらに総合討論のところでも自由に質問していただくという感じでおりますので、ど

うぞよろしくお願い致します。 
 それが本日の全体的な主旨、流れについて、環境科学研究所所長の荒牧先生から挨拶をお願

い致します。 
  
開会の挨拶：荒牧重雄 
 
 みなさんお休みの所、多数おいでいただきありがとうございます。我が環境科学研究所で、

地元の方と是非いろいろと意見の交換とか、情報の引き替えをしたいという目的の一つで、こ

のようなシンポジウムを計画いたしました。 
 スライドをお目にかけたいと思います。ポイ

ントは、学術的な研究ですが、富士山は火山で

すね。その火山学的な研究が最近非常に進んだ

ということを申し上げたいのです。なぜかとい

うと、これはご存知の通り、富士山が噴火する

かもしれないという騒ぎがありました。それで、

国レベルの調査研究がスタートしました。国レ

ベルと聞いてもなんとも思わないでしょうが、

我々火山研究者にとっては非常に大きな問題

です。何故かというと、今まで他の所でたくさんの火山が噴火しておりますが、防災上の対応

は国レベルではほとんどありません。県レベルか大体が市町村レベルです。これは日本の災害

対策基本法という法律があり、そこでそのように決まっているのです。例えば、火山が噴火し

て災害が起きたら河口湖の町長さんが責任を取って、避難の勧告をしなさいとか、災害を防ぐ

対策をしなさいとか，ややこしい法律の問題が関係していて、私は個人的にはよくないと思っ

ております。いずれにしても、国レベルで、火山について、調査・研究がスタートしたことは



あまりないのです。それに相当なお金がつぎ込まれました。私の感じだと数億円からもっと多

いと思われますが、これは火山学という基礎研究者にとっては目がくらむようなお金です。し

かし橋を１本造るのにはもっとお金がかかるのです。日本という国は残念だがあまり基礎研究

などには、お金を出さない国だと思っています。 
 いずれにしても、幸いなことに富士山は最近

５年間に、幾ばくかのお金が投入されました。

そのために、火山学的な調査研究が非常に進み

ました。それで、ぜひ納税者である国民の皆さ

まに還元しなくてはならないというのが大きな

話ですが、そういう動機があります。それで今

日は、地元に密接な青木ヶ原を中心とした貞観

の噴出物などにテーマに絞って、いくつかのト

ピックということでご紹介したいと思います。 
 我々のこれからの腹づもりは、これを機会にして基礎研究者が最近の進んでいる新しい知識

が得られていますので、そういうものを皆さまになるべく還元したいと思います。お見受けす

る所、例えばエコツアーなどをおやりになっている関係の方もいらっしゃるのではないかと思

うので、是非、私どもが提供する話のネタ・資料を活用していただけるような方向でもって行

きたいと思います。我が研究所も将来、そういう方向に努力しようと思っておりますので、き

ょうはそれの手始めとして、お願いは皆さまにアンケート用紙をお願いしてあるので、最後に

注文をつけていただき、“そういう話なら、これから、こういうことやったらどうだ”というよ

うな建設的なお話をいただけるとありがたいと思います。 
 このスライドには、今までの「ハザードマッ

プという騒ぎでいろいろありました。」という

ようなことがここに書いてありますが、これは

飛ばします。とにかく、一昨年、2004 年の６
月末に富士山火山防災協議会というところに

最終的な調査研究報告書が上がりました。それ

を受けてまた、さらに一年間、今度は広域防災

対策をお考えなさいという諮問がおりました。

広域防災対策とは簡単にいうと、各市町村で、

もし山が噴いたときにどうやって逃げるか、逃

げないとかという、そういう細かいそれぞれの市町村ごとへの具体的な計画を作りなさいとい

う話です。それの骨子のようなもので、全体でなく具体的なものはこれからですが、それが去

年の９月に最終報告で、この両者の報告書を合わせると、なんと本文だけで 500ページになり
ますので、たいていの人は読まないと思います。しかし非常に中身の濃く、かなり世界に誇れ

るような斬新的な計画書が発表になっておりますので、興味のある方には喜んでお見せ致しま

す。そういう事があったのでそれを踏まえて、さらに学術的な調査研究が揃いましたので、こ

れは我が研究所が、山梨県のお金で学術的な本を出版する予定です。これは多分今年の４月に



出版の予定ですので、それを皆さまにご報告しておきたいと思います。 

  
これは、静岡県側の南西から見た富士山です。山梨県から見ると、このような具合になります

が、この画面の一番左手に真っ赤な部分がありますが、これが青木ヶ原溶岩です。このように

していろいろな色で分けてありますが、これはみんな溶岩流です。しかもこれは過去に 2000
年以内にこういうようなめぼしい溶岩流がいろいろな場所から、いろんな方向に流れ出したと

いうことがわかっています。 

 これが真上から見た富士山です。青木ヶ原溶岩は、この図では紫色、青い色で示されており

ます。我々はどこにいるかというと、勝山、いまこの辺で、ちょうど富士山の真下です。これ

が青木ヶ原溶岩流です。 
 富士山全体のことを申しますと、最近の知識では、最初一番古い山というのが最近発見され

ました。しかしご覧のように断面図で見ているので、地上に現れていないのです。どういう事

かというと、相当な予算を使って富士山の五合目の大駐車場の近くからボーリングをしたら、

この赤い山にぶち当たったのでびっくりし、新しい全然知られていない火山が前にあったこと

がわかりました。だいたい 30万年ぐらい前じゃないかという事ですが、その上に緑の山体があ
り、これはちょっと地表に顔を出しているが、これはご存知の小御岳火山です。小御岳火山と

名前がついてない前の小御岳より古い火山のこの二つは安山岩質の火山ないしはデイサイト質

の火山といわれているので、富士山とは全然溶岩の性質が違います。したがって、これは富士



山と言わないでおこうと。それに対して、この濃い青を古い富士と書いて「こふじ」と読みま

す。これが今から 10万年ぐらい前から、噴火を始めて今から、１万年ぐらい前に噴火が終わっ
たというので非常に大きな火山です。 
  簡単にいうと、いまの富士山の地形の大部分は、古富士で作っている。その上に薄くへば

りついているようになっているのが新富士で、これが今から１万年ぐらい前から今までです。

１万年というと、ずいぶん古いと感じるかも知れないが、全体の話を見ると、なるほど新富士

とは新しいということがおわかりだと思います。 
 

 
 その中でさらに新しい所が、ここが新富士火山を詳しく調べると、これが１万年前、8000千
年前、6000 年前、4000 年前、3000 年前、2000 年前と、古い方から上に向かって順々に書い
てあります。色合いが違うのは、噴火の特徴が違うのです。いま見て頂きたいのは、最近 2200
年から現在までは全部ピンクです。これは全部、山頂噴火でなく山腹噴火(側噴火)であるという
特徴があります。きょうの話題の青木ヶ原はその中でもかなり新しい方です。宝永の噴火より

は古いが、歴史時代にはっきりと記録があるという意味で、ご覧のようにここにあります。こ

れは、富士山全体に対してきょうの話の対象がどのあたりになるかというお話です。 
 最後に一言、たとえば最近のエコツアーなどでガイドをされるが、動植物は皆さんは非常に

よくわかっていて話がいいのですが、残念ながら地学、特に火山に関しては日本の教育制度が

悪いせいか、非常に日本人の平均的な知識が低いのです。例えばよく聞かれることは、溶岩洞



窟とは大きな泡というか、溶岩の中にアブクが

あり、即ちガスの空洞があり、それがパチンと

弾けて、そこから入っていくと、洞窟だよとい

う話を聞く事がありますが、これは世界的にみ

て恐ろしく不思議な学説で通用しません。間違

っているか正しいかというのは、神様ぞ知ると

いうのが我々研究者の立場ですが、少なくとも

非常に多くの火山研究者というのはこういう

学説はしません。もっとよく広まっている学説

は、ここに書いてある、溶岩チューブ、溶岩ト

ンネルで、これは前に抜けてしまうのです。これはおおざっぱな話ですが、これは所々で天井

が陥没して、のぞき込むとなるほど空洞があるという事で、これは上流側にも非常に多くの場

合にトンネルが続いている可能性がありますが、そのようなイメージというのが多いのです。 
 これはもちろん、青木ヶ原は新しいからあまり断面が見えません。今後もこういう事が本当

かどうかを調べる必要がありますが、とにかくいろいろな学説があり、非常に多くの事が解っ

ているのでそういう事を少しずつ皆さまにお見せして、皆さまのお考えも聞いてみたいという

のが私のきょうの前説です。 
 ちょっと時間が超過して失礼致しましたが、ありがとうございました。 
 
 それでは、最初の講演をアジア航測㈱の千葉さんによる「レーザープロファイラーによる青

木ヶ原地域の精密地形からわかること」と題してお願いします。 
 
13:10－13:35 千葉達朗：レーザープロファイラーによる青木ヶ原地域の 

精密地形からわかること 
 



「レーザープロファイラーによる青木ヶ原地域の精密地形からわかること」 
 

         千葉達朗 （アジア航測㈱ 総合研究所 主任技師） 
 

今ご紹介いただきました。アジア航測㈱の千

葉です。よろしくお願い致します。きょうは二

つお話をしますが、最初レーザースキャナーで

明らかにされた、青木ヶ原溶岩流の地域につい

てお話します。これは 2002 年、荒牧先生から
お話がありました、いろいろなプロジェクトの

一環として、“青木ヶ原地区の微地形を明らか

せみ”ということで、航空レーザー測量が行わ

れました。その成果についての話です。国土交

通省の富士砂防工事事務所の仕事として内の

会社でやったので私が紹介させて頂きます。 
 測定した範囲は、青木ヶ原溶岩流のだいたい

この辺の範囲になります。青木ヶ原樹海という

のは、ご存知のように非常にたくさんの樹木で

覆われていて地面がよく見えないという点が

これまで大きな問題となっていて、よく地形図

が作れないということだったのです。そのため

に道に迷ってしまって、いろんな説がだされて

原始林のようなイメージがもたれていたので

はないかと思います。実際に中に入ってみると、

そんなに見通しが効かないジャングルという

わけではなく、意外と見通しが効き、非常に細

くて高い針葉樹のようなものが生えているこ

とが多くて、周りを見上げれば空が結構見えま

す。普通の空中写真では、斜めに地面を見よう

とするので、なかなか二枚の空中写真で同じ地

面を見ることは難しいのですが真上なら見え

るという特徴があります。しかも地面には、あ

まり植生が生えていないで、いきなり溶岩、丸

尾（マルビ）の上に苔が生えてすぐに高い木が

生えているというのが青木ヶ原溶岩流の特徴

です。 
 最近になって航空レーザー測量という技術

が進んできました。これは飛行機が水平飛行す



る時に、腹の所に開けた穴から真下にレーザー

光線を発射します。そのときの飛行機の位置は

ＧＰＳといってカーナビと同じようなシステ

ムでもわかりますし、飛行機の傾き具合は、ジ

ャイロという装置でわかります。飛行機から地

面にレーザー光線が当たって戻ってくる時間

を精密に計れば地面の高さを直接測ることが

できるというわけです。この方法で青木ヶ原を

測定しました。 
 実際に地面には樹木が生えているが、非常に

レーザー光線は透過性がいいので、地面まで隙

間なく打ってくるので届く場合も多いのです。

あるいは２カ所３カ所で返ってくることが多

いのです。いちばん最後に返ってきたのは、よ

り地面に近いということが、わかるので地面の

データだけを寄り出すことが可能になります。 
 これは実際に緑色のデータが樹木の表面で

反射して帰ってきたデータです。航空写真で写

るのはこういう物です。ところが地面まで到達

したデータ、つまりこれの最低値に近い所だけ

を選んでつないでやれば、地面の高さを推定す

ることができます。実際には、ある特定の半径

のデータを統計処理して、小さな値を使うとい

うことを行います。ただし、クマ笹みたいなも

のがあると、ちょっと通らないということもあ

ります。 
 こうやって青木ヶ原樹海について非常に詳

しい調査を行いました。行ったのは 2002年の
４月、ちょうど雪解けであまり草がまだ生えて

ない時期です。ものすごいコースの数で 66コ
ースで、１秒間に３万 3000回レーザー光線を
発射し計測しました。それでランダムにデータ

が返ってくるので、それを面に保管して、きち

っとした方眼上のデータにします。 
 その結果、わかった画像がこれです。左側の

ものが、鳴沢村で作ったこれまでの航空写真に

よる地形図です。弓射塚から東に氷穴火口列が

あるが、地形図では表現できていなかったので



す。これは、写真に写っていなかったからです。

レーザー光線で測量すると、ちゃんと光の届か

ない火口の底にもレーザー光線が届くので、こ

のように等高線で表現されるわけです。 
 ただしこの等高線で地形表現する方法には、

いろいろ問題があり、傾斜が緩くなるとあまり

本数が入らないので分かりにくいとか、へこん

でいる所と出っ張っている所の区別が付きに

くいという問題がありました。そこでよく考え

てみると、これは 25000／１の例ですが、傾斜
が 70 度ぐらいになると等高線どうしがくっつ
いてしまって、崖記号を使わざるを得なくなっ

てしまいます。崖でなくても崖記号を使わなく

てはいけない。そして等高線の間隔が傾斜が緩

くなるに従って広がってくるのですが、傾斜が

10 度とか５度とかになると 25000／１では等
高線の間隔が１センチになってくるので、今度

は表現できません。だから田んぼの多い所の棚

田とかは等高線ではなかなか地形がわからな

かったわけです。実際、空中写真測量の時には、

等高線の部分しか計測していなかったので問

題はなかったのですが、レーザー光線の計測に

よって、１メートル法眼で、全部のデータが撮

れてくるということになると、この方法では表

現能力が不足しているということになったわ

けです。 
 これまでも等高線を使用しない地形表現で

陰影図がありました。これはその陰影図の例で

すが、左側のものと右側のもので同じ場所の地

形だが、ずいぶん様子が違います。左側のもの

は左上から光を当てているもので、右側のもの

は右上から光を当てているものです。同じ地形

でもずいぶん印象が違っています。 
 今度逆に、右下、これは左下から当てている

のですが、非常に違って見えるわけです。これ

ら陰影図の問題だったのです。ここをよく見て

いると、いまへこんでいるのが出っ張って見え

たりするので、これでは全ての地形をちゃんと



認識しようとするといろんな方向の光を全部

当ててみないとわからないという事で、たいへ

ん煩雑だし、人によって凹凸が反転してみると

いうことでは困るわけです。 
 人間は、影によって立体認識をするが、単に

上下が反転しただけで、これは月のクレーター

の写真ですが、こちらがへこんで見えるとこち

らが出て見えるし、こちらが出っ張って見える

と感じるとこっちがへこんで見えるというこ

とがあります。どちらもへこんでいるものなの

に認識が混乱するということがあるので、陰影

図で凹凸を正確に認識するということは難し

いことになります。 
 他にもそういう画像化する方法があります。

これは傾斜を色にしたものです。傾斜が急な所

は黒っぽくなっている画像です。ただ尾根でも

谷でも、その斜面の方が急になるので尾根か谷

かの区別が付かないという問題があります。 
 地図帳のように高さによって色を付けると

いう方法がありますが、今度は全体の地形がわ

かるが微地形がわからないということがあり

ます。 
 結局どの方法を使っても全ての地形を一度

に一枚で表現するという方法がなかったとい

うのがこれまででした。そこで私はＣＧの技術

を参考にして、入射光式露出計というのがある

が、空全体の広さを計算してやれば、曇った日

の空の明るさを復元できるのではないかと考

えました。地平線の角度を天頂から８方向に測

り、それを平均すると地面の明るさになるだろ

う。それをプラスの光として、あとは逆に、天

底から下向きの地平線の角度を８方向に測っ

て平均したものを地下回路と言うが、それをマ

イナスの光として、その両方を合成してやると

平均的な明るさが計算できると考えました。こ

れは特許を取った技術です。それを合成してい

ます。傾斜以外の地平線の角度を明るくして、

地底の方からを暗くして、それを合成して明る



さにして、それと地面の傾き、傾斜を赤い色に

してあります。それを合成してやるわけです。

なぜ赤を使うかというと、色リッターの中で赤

が人間が認識するのに微妙な色がよくわかり、

細かいところがよく認識できるという事が主な

理由にあります。真っ平らな所は単なる灰色に

なるということです。 
 実際に、これは青木ヶ原樹海の中に位置する

大室山です。そこの二つの画像です。 
 これは傾斜の画像です。大室山は円錐形なの

で、赤い丸いものに見えます。 
 こちらは明るさになります。尾根のところが

白く、谷の所が黒く、暗部みたいな所、脚部み

たいな、そういう所も黒くなるし、窪地、火口

は黒くなります。これを二つ合成してやるとな

ぜか立体感が出てくるということを発見しまし

た。 
 実際ちょっと徐々に変えてみたいと思います。

今あまり立体感がないと思います。膨らんでき

ました。もう一度やってみます。まか不思議な

現象を発見したのです。 
 そうしたら、青木ヶ原の樹海の中にある細か

い地形とか、道路とか、断層とか、ここは石塚

火口ですが、そういうのが全部見えてきました。 
 要するに明るい所が高く見え、暗い所が低く

見えるのだったら、これを白黒逆転(ネガポジ変
換)させたら地形が裏返しに見えるのではない
かと思ったのです。本当にそうなるのだったら

面白いと思ってやってみました。 
 もう一度やってみます。今度はここが少し平

らで高くて、へこんでいるように見えるように

なったと思います。 
 つまり、この方法を使うと地形図と重なるよ

うな一枚の画像なのになぜか立体的に見えると

いうことがわかりました。これを使って青木ヶ

原全体の画像を作ってみました。 
 いくつかのポイントを紹介します。これは青

木ヶ原樹海の一番北の外れ、精進湖で赤い系の



所です。ここは国道 139号線です。この地形図
は、国土地理院の 25000/１の地形図です。樹海
の部分は木がべったり覆っているのであまり

等高線が詳しく書かれていません。赤い線がレ

ーザー測量で作成した等高線です。非常に微地

形がわかったが、凹凸が入り組んでいるために、

閉じた丸い等高線がいっぱいできてしまって、

どれが高くて、どれが低いのかわからない。こ

れでは調査できないぞということになりまし

た。そこで、先ほどの方法を使うと、こういう

ふうに表現できます。 
 これは国道 139号線で、道路がその幅でその
まま見えています。西向にきた溶岩流が停止し

た後、南側を周り込んで追いこしていた様子ま

でわかります。 
 ここにちょっとあるのは、樹木のデータを取

り損なったものです。２年前に山梨放送の人が

目ざとく見つけて探検隊を出す番組を作った

りしました。 
 それから本栖湖畔で、ここが非常に広く溶岩

流があるのですがほとんど平らなため等高線

を書くと隙間だらけになってしまいます。ここ

の間に等高線を書くと、今度の山の方が詰まっ

てしまうということで、表現が難しかったので

す。 
 これが、赤色立体地図で表現したものです。

国道 139号線があります。ここは本栖中学校で
す。これは 300号の方です。ここにボート乗り
場があって、ボートもちょっと写っています。 
 これが青木ヶ原溶岩流で、ここに埋め残した      

隙間があるとか、山白とかがわかります。 
 これを使って、現地調査と併用することによって、溶岩流の細かな分類を明らかにすること

ができます。こういう調査を青木ヶ原全域について行いました。 
 実際の調査の一例ということでこの大室山の東側あたりの調査をした時の例で、25000/１の
地形図に黄緑色の線が書いてあるのはハンディＧＰＳで、調査中に自分のいる場所を把握して

いたトラックです。これに先ほどの赤色立体地図を重ねてみます。そうすると地形図と完全に

一致している状態で立体感を持って浮き上がったのがおわかりいただけると思います。それと

もう一つ、ＧＰＳのトラックがほとんど道路からずれていないので、樹海の中とはいえ結構Ｇ



ＰＳが使えるということもおわかり頂けるの

ではないでしょうか。 
 日本中の山の地図がこういうふうになれば、

非常にいいと思います。この調査の過程で、樹

海の中で新火口が見つかりました。実は石塚火

口から、北西側に伸びる割れ目火口があるので

すが、ここに新しく見つかりました。そこから

流れ出した溶岩流が、溶岩チューブ、溶岩トン

ネルを作りながら、ずっと本栖湖までいってい

るということがわかりました。地図を持って現

地調査にいったのですが、ここの下り山火口と名前をつけましたが、そこには直径 40メートル
位の窪地が確かにあったし、火山弾や赤色酸化したものも見つかりました。 
 こちらの方は長尾山の近くですが、やはり細かな溶岩地形がよくわかりました。その結果、

これまで知られていいた氷穴、長尾山火口列、石塚火口以外、石塚火口の延長で新しい火口列

が確認されました。 
 大室山を横断する地割れ、断層が見つかった

ので、大きく２本の火口列に別れているという

ことがわかりました。合わせるとその火口列の

延長は 5.7キロになり、しかも下り山火口は富
士山の山頂から 13.5 キロメートルにあり、一
番北西側に離れているということがわかりま

した。 
 これまで本栖湖に流れた溶岩流は、石塚火口

からいったと考えられていたが、途中が山あり

谷ありで、どうやって溶岩流が昇ったのかとい

う場所もあったが、ここに火口があるというこ

とがわかって初めて納得ができたということ

になります。 
 その結果、作成された分布図はこういう形で

す。もちろん完全なものでありません。現在い

ろいろな調査を行っている最中ですが、この様

にわかりました。 
 それで、実際に少し自由に拡大してご覧いた

だきたいと思います。 
 これを拡大してみます。これは石塚火口です。

これをやってみると、樹海の中の道路がちゃんと見えるというのがおわかりいただけると思い

ます。これは林道です。ここに火口があります。ここから流れ出した溶岩流がトンネル状に連

なっているという事がおわかり頂けます。 



 先ほど荒牧先生の方から、ラバ・チューブとスカイライトという話がありましたが、スカイ

ライトというのはこういう所で、トンネルのてっぺんが陥没して上に穴が開いてしまっている

所です。これをずっと追いかけていくと、結構追えるのです。ここにもあります。ここにもあ

ります。こっちに行くとそのまま、精進湖に行ってしまいます。 
 もう１本の流れをずっと追いかけていくと、これが本栖湖の方に行くわけです。 
 それから、この辺に大室山の東側に非常に平らな場所があります。ここは長尾山から流れ出

た溶岩流がいったん堰き止められた場所と考えられます。オーバーフローした場所が３カ所あ

って、こちら側の南側部分とショウフク山の脇と、こっちの３カ所あり、ここの３カ所にはト

ンネルの入り口があるが、１メール程度の誤差で同じ高さです。 
 ここの穴から、トンネルがずーっとあるのですが、そのトンネルをずーっと追いかけていく

と、ここの辺まで行きます。ここが、鳴沢氷穴、もう一つ富岳風穴になり、そこに到達すると

いう事になります。 
 これは洞窟の入口がちょっと見えているというところです。 
 それでは、もう少し何カ所かお見せしたいと思います。これは、氷穴火口列です。最初に説

明した所ですが。これは精進登山道がずーっと通っていて、そのすぐ脇に、氷穴火口列があり

ます。１個１個の穴が樹海の中にあるわけですが、ちゃんと分離して見えるということです。

ここをずーっと下っていくと、交差点みたいな所があり、車がちょっと駐められる所です。そ

のすぐ脇にあるのが長尾山です。長尾山の表面がつるっとして見えるのは、より地形が滑らか

だということでつるっとして見えるわけです。 
 ここもちょっと穴が空いていて、ここから北西側に溶岩流が流れています。 
 これは、車が少し通れるやつです。 
 この辺は大室山の南東側ですが、昔は樹海の中をモトクロス、特にバイクが走り回ってずい

ぶん問題になった場所がありましたがそれがここです。モトクロスが荒らした、バイクの跡が

そのままレーザーで見えています。 
 東海自然歩道とか細い道路もちゃんと見えます。これはこの辺で、東海自然歩道がこの辺を

走っているはずですがそれがちゃんと見えています。これです。だいたい１メートルの分解度

があるので、樹海の中で木が余り生えていない所だったらそのぐらいの解像度があります。だ

から道を外れて迷っても、何とか歩いて戻れるという感じで使える可能性があります。我々は

現地調査の時には、道路沿いに歩いている限りでは、だいたいいつでも場所がわかります。ち

ょっと外れても、周りの地形 10メートルぐらいだったら、樹海の中でも見渡せるので、それを
詳細に観察していけば、今ここにいるなということがわかるということを実際に体験して非常

に驚きました。 
 もう一つ、これは同じ場所の空中写真です。どの様に見えるかというのを比較のためにお話

しします。これがさっき言ったモトクロスの走った跡で、こういうのが見えているということ

です。ではこれで終わります。 
 
 どうもありがとうございました。何か今の発表に質問がある方は、手を挙げてください。よ

ろしいでしょうか。後でも総合討論があります。ではどうもありがとうございました。引き続



き、日本大学文理学部教授の高橋さんによる、「青木ヶ原溶岩流の流出様式と表面形態」につい

てお願いします。 
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「青木ヶ原溶岩流の流出様式と表面形態」 
 

高橋 正樹（日本大学文理学部教授） 
 
日本大学の高橋です。千葉さんの方から、最

近の青木ヶ原溶岩の地形が非常によく解って

きたというお話がありましたが、それらをもと

にして調査をした結果のようなものをこれか

らお話ししたいと思っています。 
 ここに写ってるのが、青木ヶ原樹海で、この

様に木が生えていて、ほとんど表面は一見見え

ないのです。青木ヶ原溶岩というのは、実はど

ういう溶岩かというと、富士山の最近 4000 年
間で最大規模の溶岩流です。最近の 4000年間で一番大きな溶岩がこの時に出たということにな
ります。 

 これは千葉さんが紹介された赤色立体図です

が、溶岩の広がりというのは、ここが本栖湖、

精進湖、西湖、ここが鳴沢です。ここからこの

辺、根原方向に流れ下っていて、非常に大きな

溶岩流になっています。 
 いつ噴火したのかというと、平安時代の初期、

貞観６年から７年と考えられています。かなり

古いので古記録、古文書にも余り残っていない

のです。かなり信頼のおける古記録としては、

平安時代の歴史書の『三大実録』というのがあ

り、あまり詳しい記載でないのですがそこに記載が少し載っています。それによれば貞観６年

から７年に噴火したのではないかと考えられています。西暦でいうと 864 年から 865 年です。
この辺の時代はどういう時代かというと、天皇は清和天皇、清和源氏の源の時代です。866 年
に「応天門の変」が起こっています。これは大伴氏の伴善男という大納言が陰謀に引っ掛かっ

て失脚したという事件で、そのようなことが起

こっている時代です。ですから古いといえば古

いが、そんなに極端に古い訳ではないです。 
 どこから噴火したかというと、この赤色立体

図などで非常によくわかってきて、大きく分け

ると２カ所、細かく分けると４カ所ぐらいに噴

出中心があり、「下り山火口」と「石塚火口」を

むすぶ火口列と、「長尾山」と「氷穴火口列」を

結ぶ火口列というものです。 



 これが先ほどと同じなのですが、ここが下り山火口、ここが石塚火口、ここが長尾山で、こ

れが長尾山火砕丘、氷穴火口ということになります。 
 天神・伊賀殿の火砕丘がここにあり、ここにスキー場がありますが、これも時代はまだ確定

してませんが、組成的にはマグマの化学組成とか、いろいろな事をいうとほとんど区別ができ

ないです。長尾山・青木ヶ原と、かなり近い時代だったのではないかと最近では考えられてい

ます。 
 ここが本栖湖、精進湖、西湖となります。 
 これから溶岩の一般的な話をしますが、溶岩の噴出口というのはどういうものができるかと

いうと、ここに書いてある。火砕丘、スパター丘、スコリア丘ができます。 
 割れ目噴火をする場合と中心噴火とあるが、なにかというと割れ目に沿ってカーテンのよう

に噴火する。中心噴火は一点から噴火する。富士山などは、一応山頂部分は中心噴火になりま

す。そういう種類のものがあります。 
 それを紹介します。これは割れ目噴火です。

割れ目噴火をしていて、これは溶岩がワーッ吹

き上がっているが、これは噴水のように見える

ので、溶岩噴泉といいます。これはハワイの例

です。これは割れ目噴火です。こういうところ

から溶岩がワーッと溢れだしています。これは

中心噴火をして、溶岩噴泉よりも一個一個の形

が見えています。これは結構柔らかくって、泥

を壁に投げつけるとべちゃっとくっつくがそ

れと似たような物で、スパターというものです。

これのスパターというものがべちゃべちゃくっついて、火砕丘を作り、ここから溶岩が流れ出

しています。このようなものをスパター丘はといいます。 

 もう少しそれが大きくなると火砕丘といいます。これはハワイのプーオーオー火山ですが、

火砕丘というものです。 
 これは富士山の非常に小さいミニチュア版だと思って頂ければいいです。中心噴火です。も

うちょっと固くなってきて、べちゃべちゃがたまるとスコリア丘というのができます。これは

伊豆大島で 1950年の噴火の時にできたスコリア丘です。長尾山などはこれに近い形をしている



ものです。一個一個火山弾が飛んできて、こう

いう所にたまっていくわけです。 
 もう一度富士山の青木ヶ原溶岩の富士五湖

を見てみます。そこは先ほど千葉さんが示され

たのと全く同じです。ここに鍵みたいな形をし

てるのが、火砕丘で、どちらかというとスパタ

ー丘で、これがずっとあって、この辺まで割れ

目火口がつながっています。割れ目噴火をして

います。 
 石塚火口が現在ここに残っていますが、これ

は火砕丘、これも一種のスパター丘ですが、火

砕丘です。 
 それから長尾山火口、これは結構大きなスコ

リア丘を作っています。 
 それからこれは氷穴火口列です。これは現在

は陥没して穴がずっとつながっているのです

が、もともとは割れ目噴火をした火口列ではな

いかといろいろな事から考えられています。 
 天神・伊賀殿火口は同じように伸びているが、

地下にはこういう割れ目があると思いますが、

これはスコリア丘です。青木ヶ原というのはこういう所とこういう所から噴火しているという

ことになります。 

 全体としては６キロ近い割れ目ということになります。これは１キロです。これはそれをス

ケッチを書いたものです。これは下り山火口列でこんな形をしています。明らかに割れ目噴火

をしています。 
 こっちが石塚溶岩火口ということになります。 
 これは長尾山火砕丘で、これは１個でなくて、１２３と番号がついていますが、三つ以上あ

って、これがいちばん最初にできたもので、それが壊れて、またできて壊れてと繰り返してい

ます。これも全体としてみると火口も並んでいるが、こういう方向に火口が配列していて、地



下が割れ目だったということがわかります。 
 これは、下り山火砕丘の一番大きなこのスパ

ター丘のこの火口の中を見たものです。現在は

木が生えていますが、この中には赤色酸化した

スパターが結構たくさん見られます。 
 それから、これは外側のこういうところを見

たものです。一個一個はスパターの細長いざぶ

んとのようなものがいっぱい重なっています。

そういうものの重なりです。 
 これは石塚火砕丘の火口の中で、ここはへこ

んでいて火口の中です。これをよく見ると赤色

酸化している所が、非常に溶岩のようにカチン

カチンになっている所が交互に出てくる。こち

らの方がわかりやすいかも知れないが、ここは

赤色酸化して、ここはカチンカチンで赤色酸化。

こういう部分は溶結といって、べちゃべちゃく

っついたやつが完全にくっつくと、普通溶岩と

区別ができなくなってしまいます。その中間だ

と非常に堅く、一見溶岩のような形のものがで

きます。こういうの溶結スパターといいます。 
 この辺はちょっとくっついていますが、完全

にくっついてはいません。こういうのは結構交

互に出てくるのです。これは火砕丘だというこ

とがわかります。 
 次は、そういう火口から流れ出した溶岩流で、

溶岩流の流れ方には２種類合って、一つは、チ

ャンネル溶岩流で、…… 
 
 
 
 お詫びとお断り 
 
 技術的な不行き届きのため，これ以降の 
 高橋先生のお話の内容の記録をとること 
 ができませんでした．記録はここで中断 
 いたしますのでご了承ください． 
 
 



 





 



「ボーリングからみた青木ヶ原熔岩とせの海」 
 

千葉達朗（アジア航測㈱ 総合研究所 主任技師） 
 

 それでは「ボーリングからみた青木ヶ原溶岩

とせの海」というタイトルでお話をいたします。

先ほどご説明したように 2002 年のレーザー調
査とその後の現地調査によって青木ヶ原溶岩

流の詳しい分布図が作成されました。この調査

の大きな目的の一つには、青木ヶ原溶岩流がい

ったいどれくらいの堆積だったのかを明らか

にするということがあったわけです。それは富

士山の防災上重要な意味を持っていて、今から

1100 年前の平安時代に大噴火した溶岩流がど
れくらいの堆積だったかというのは、富士山の最大規模の噴火がどのくらいだったかというこ

とを明らかにするのに非常に重要な意味を持っていました。 
 溶岩流の堆積を求めるためには、分布がわか

り、面積がわかっただけでは不十分で、それぞ

れ厚さを明らかにする必要があるわけです。だ

いたいの所では、溶岩流の縁に行くと厚さがわ

かりますが一つ大きな問題がありました。 
 青木ヶ原溶岩流が流れた時に、それ以前に富

士山の北西側には、二つの湖があったと古文書

に書いてありました。一つは「本栖湖」で、も

う一つは「せの海」という一つの大きな湖だっ

たということです。現在その「せの海」には、

青木ヶ原溶岩流が流れ込んだために、西湖と精進湖の２つにわかれていて、その間は全部溶岩

流で埋め立てられてしまっているわけです。 
 この、「せの海」の部分に流れ込んだ青木ヶ

原溶岩流の堆積を調べないとわからないだろ

うということだったのです。ところが、非常に

厚いためにボーリングとかを行なわれていな

かったのですが、結構地下水を取る目的でボー

リングもされていますが、青木ヶ原溶岩流を貫

き通すようなボーリングは行われていません

でした。それで一番厚い所はどこかということ

で、みんなで相談したのですが、この辺ではな

いかということで、せの海のちょうど一番深い



場所だと思われる場所でボーリング調査を行いました。 
 これは先ほどの、国土交通省富士砂防事務所

の青木ヶ原地区地形調査という仕事の中で行

われたもので、最初は小さな機械を使ったので

すが、途中で掘れなくなって大きな機械に取り

換えるとかといろいろ大変でしたが、結果的に

はボーリングの深さは最終的に 160 メートル
まで掘りました。そのうち青木ヶ原溶岩流は予

想では 100 メートルぐらいだという人もいた
が 135メートルありました。厳密にいえばコア
が全部上がってきたのではなく、取れなかった

所もあるので、135メートルの所で最初の珪藻
土が見つかっています。珪藻土は湖の底にたま

っているプランクトンの遺骸の珪藻がいっぱ

いたまっているというものです。少なくともそ

れより上は全部青木ヶ原溶岩流だという事に

なりました。 
 他にもいろいろあったが、年代を測定したり、

化学組成を測ったりして年代を決めています。

代表的なサンプルをお目にかけます。 
 青木ヶ原溶岩流の 135メートルのうち、上の
方の 70 メートルぐらいは、赤色酸化したこの
赤っぽい色をした溶岩の破片を含む陸上で堆

積した溶岩流でした。何枚か真っ黒で、割れ目

の少ない部分もあったが、少なくとも陸上で溜

まったということは、空気中の酸素の十分ある

状態で酸化したことを示す、この赤い色で知る

ことができます。赤い色というのは、赤鉄鋼(ヘ
マタイト)という鉱物ができているためです。こ
れは、酸素が非常に十分でないとできないので、

陸上だということがはっきり断定できます。 
 一方、70 メートルより深い所の 135 メート
ルまでの間は、真っ黒な赤いものが全くないタ

イプの溶岩流でした。さらによく見ると、破片

状の部分の砂状の部分と、マッシブなというあ

る一定の 50センチとか、70センチの長さを持
った丸っこいものが交互に繰り返す層でした。

この形をよく観察すると、先ほど高橋さんがハ



ワイで危険な撮影をしたムービーを見せてい

ただきましたが、ああいう枕状溶岩の特徴を持

っていることがわかりました。 
 さらにこれが 135メートルのところで、一番
先に出た珪藻土です。私も会社にいたのですが、

ボーリングの現場から電話が入り、「千葉さん、

なにか泥みたいなものが出たから見に来て欲

しい。」というので、車を飛ばしていき、「確か

にこれは触ってみると、珪藻土みたいだなあ。」

ということで、２ヵ月ぐらい遅れていたので一

刻も早く珪藻土であることを確認したくて、輿水さんにすぐに電話して、「輿水さん、すぐそば

まで来ているのですが、顕微鏡で珪藻を見たいのです。」と無理をいって山梨県環境科学研究所

に車で寄って、この泥をプレパラートになすりつけて撮った写真がこれです。そうすると珪藻

が入っていて、「ああ、ついに溶岩流を突き抜けて湖に到達したのだ。」ということがわかりま

した。 
 湖の底は一年に１ミリとか２ミリとか、非常にゆっくりとした速度で珪藻が溜まるというこ

とがよくありますが、そういうのを珪藻土といいます。そういう平行な縞模様がたくさん入る

わけです。これは、ボアホールスキャナーといって、テレビカメラのようなものをボーリング

の穴に押し込んで撮影した画像ですが、平行な縞模様がたくさんある中に、これは大室山から

出たスコリアですが、そういうものが出ている

ことがわかります。これは 3000 年前とわかっ
ているから、それがあった所は 3000 年前とい
うことがわかります。 
 ここには伊豆の天城山の皮子平 という所か
ら噴火した軽石も発見されています。 
 それより下、珪藻土がばーとあって、平行な

縞模様が入っていました。 
 青木ヶ原溶岩流よりも下に厚さ 12 メートル
の水中で溜まったマッシブ溶岩といって、枕状

溶岩でなくて、もっと非常に速い速度で溜まった溶岩流も見つかっております。これについて

はまだよくわかっていませんが、青木ヶ原溶岩流よりも、もっと激しい噴火があった可能性も

あるかも知れないということですが、まだわかっていません。 
 これが枕状溶岩かどうかは非常に興味深かったことです。これが断面です。ちょうど境界の

ところに、ガラス質の皮膜というのが見つかるわけです。 
 これは枕状溶岩の表面と思われるガラス質の皮膜です。つるっとしていて、シワが寄ってい

るのがわかります。 
 枕状溶岩とは、一個枕が出来て、次の枕が子供のようにピューと出す時にいったん中からマ

グマが出ていくために空洞ができることがあります。空洞が上の方にできて、下の方にできな



いために、そのために液面みたいなのができま

す。ですから枕状溶岩かどうかを判定するのに

は、半月型の気泡があるかどうかが一つのポイ

ントになります。このボーリングのコアは直径

6.5 センチぐらいしかないコアの中でも、こう
いう半月型の気泡がいくつか確認できました。 
 それから一個の枕と次の枕の間に、境界がで

きるが、その境界のガラス質皮膜とか、枕の隙

間の三角形の部分とかも見つかっています。 
 これは実際の枕の写真を海底で撮ったもの

です。先ほどあったような筋とか、シワとか境

界の部分とかがよく見えますが、気泡はちょっ

と見えていません。 
 本当にそうなのかを確認するためにさらに

薄片というものをつくります。薄片というのは、

岩石を厚さ 0.02 ミリぐらいまで薄くして、ガ
ラスに接着剤ではさんだものを顕微鏡で見る

というものです。それで見ると真っ黒を玄武岩

質溶岩もガラス質ですので、透明になります。

ただ色が茶色くついています。この茶色の色は、

ものすごい勢いで急冷されたということを示

しているものです。 
 これは枕状溶岩の皮の部分でよく見られる

構造で、この点からも枕状溶岩だということを

サポートされています。 
 今度はＥＰＭＡという特殊な器械でさらに

観察すると、シャチョウ石の結晶と気泡が見え

るが、余りにも早く冷えたために、灰色でべた

っとしてるということがわかります。 
 枕の内側にいくにしたがって、少しゆっくり

冷えるので、これがシャチョウ石の周りに、少

し暗い灰色のさらに細かい結晶が成長してい

るということがわかります。こういう特徴から

も枕状溶岩だということがわかります。 
 だんだん枕の芯の方に成長しいきます。 
今ボーリングでわかったという話をしました

が、ボーリングの場所はちょうどここです。ま

さに湖の中心だったという想定だったわけで 



が、ボーリングの長さは 135メートルのところ
で底になった。掘り始めた地点の高さは 963メ
ートルです。そこから 135 メートルを引くと、
だいたいに標高に直して 828 メートルになり
ます。一方西湖は現在湖面の標高が 900メート
ルでいちばん深い所は水深が 70 メートルぐら
いで、それを引くと 829 メートルになります。
この数字はなんと１メートルしか違わないの

です。ということは、現在の西湖の一番深い部

分でそのままずっとボーリング地点までつな

がっていたと考えてちょうどよいということ

になりました。 
 もう一つ、ボーリング中に地下水の高さも測

りました。それが何と西湖の湖面といつも同じ

くらいでした。陸上堆積と水中堆積の溶岩の境

界もほとんどその高さでした。 
 これらのことを総合すると、せの海というの

は、このボーリング地点を含む範囲まで、少な

くても西湖のような深さで広がっていたとい

うことがわかります。 
 ではそれ以外の場所はどうなっていたかと

いうことについては、ボーリングが１本しかな

いのでわからないわけです。他の場所で、焼間

という所で、ここには青木ヶ原以前の溶岩流が

露出していますので、少なくともここにせの海

がなかったことは明らかです。ここ本栖湖の間

にも青木ヶ原以前の溶岩流が露出しているの

で、ここは少なくともそうではなかったと思い

ます。 
それから、溶岩流の流れ方を見ると、ここの変

化は急に西方向に流れでているとか、いろいろな地形の特徴を考えて、おおまかに推定した範

囲はこの辺になります。 
 問題は精進湖なのです。今 20メートルもないぐらいの水深だが、もともともっと深かったど
うかはわからないわけです。そういういろいろな推定をして、強気な人、弱気な人の考えを総

合してそれを誤差範囲にしました。 
 ボリュームをだすときに 135メートルの部分、それから表面の部分、普通に青木ヶ原を覆っ
ている部分、いろいろなブースで面積を測って厚さを掛けて溶岩流の堆積を算出しました。そ

れを全部合わせると、もともとの密度はゴロゴロしているところはすき間が多いので、少し割



り引いて考えないといけないので 0.3 とかにし、それから、ガサガサしたものの堆積を全部を
足していくとややこしいことになるので、全部カチカチの溶岩に換算し直します。強気、弱気

のばらつきも考えて、水中の部分にはすき間が多かったので、その部分のバラツキの補正も加

えてやると、黒い線がかなり弱気の考え方で推定したもので、赤い線が強気で面積を広めに考

えた人の堆積です。こちらは密度のバラツキです。隙間のでバラツキです。これも下限と上限

をやるとだいたい 1.1から 1.5ぐらいの幅になるだろうということになります。 
 これを２年前の学会で発表したのが新聞記事

になったものです。今の図と同じものが静岡新

聞だと思いますが、従来の想定の約２倍ぐらい

だったということがボーリングの結果そういう

ことがわかったという記事です。新聞記事でも

赤色立体地図は、立体的に見えるというのがわ

かると思います。 
 ではどうだったかというと、先ほどハワイの

キラウエアの所は、流れ出した溶岩が最終的に

海に流れ込むのですが、そういう条件は、当時

のせの海の状況と非常に類似していると考えら

れるので、現在のハワイのオーシャンエントリ

ーと言われている所の状況というのは、当時の

せの海の状況を推定する際に大きな参考になる

と思います。 
 これはオーシャンエントリーの様子で、きゅ

ーと真っ赤な溶岩が海に注ぎ込まれて、途中で

バンと爆発したりすることがあります。 
 それからテラス全体が大きく、ガサッと地滑

り的に崩れることもあります。“この辺にいると

危ないですよ”という但し書きですが、断面は

おそらくこうなっているだろうということです。 
 これは、いくつか観察した結果を元にしたも

のですが、こういうところにどろどろと枕状溶

岩が白抜きのまるで書いてあります。時々マッ

シブな溶岩が流れ、ザッと崩れることがありま

す。 
これはボーリングコアの中で見つかった地滑り

の滑り面で、つるっとしています。これは、枕

状溶岩の表面にみられるのとあきらかに異なっ

ていて、物を非常に強い力で押しつけて滑らかになっているような形をしていますので、何ら

かの地滑りのようなことが湖底で起こったということを示していると思われます。 
  



 日本大学の遠藤邦彦先生の研究室では、マル

チナロービームという、音響測深機を積んだボ

ートを西湖で走らせて湖底の非常な詳細を地

形を明らかにしました。その解像度は、１メー

トルメッシュで、それによって作られたデータ

から先ほどと同じように、赤色立体地図を作っ

たものです。 
 青木ヶ原溶岩流が流れ込んでいるのはこの

部分です。そうすると、この部分ではガラガラ

と枕状溶岩が崩れているような地形がありま

す。この辺に３カ所が４カ所、地滑り地形のよ

うなものが見えました。 
 これを青木ヶ原溶岩の赤色立体地図とくっ

つけると、ちょうどここがこうもり穴のあたり

です。その辺は、青木ヶ原溶岩流がずっと流れ

てきて、ガラガラと水中で傾斜が 20 度とか、
そういうような急斜面を作って堆積した部分

がこことかここになります。 
 それに対して、この範囲、湖畔線も指の形の

ようにえぐれていて、その先にちょうど湖底の

地滑り溶岩地滑りのような地形が見つかって

います。 
 この二つの特徴みると、先ほどのハワイのオ

ーシャンエントリーのところであったような、

ずーと陸上を流れてきた溶岩流が湖底に向か

って流れて、時々地滑りを起こすという、そう

いうような事が、ちょうど青木ヶ原でも起こっ

ていたのだろうということが、強く考えさせら

れるわけです。 
 これから精進湖とかいろいろな場所でも、こ

のような調査を続けて、溶岩流の流入プロセス

の明らかにする予定だという話を聞いていま

す。 
 それから、三つの湖の湖面標高は、いつもほ

とんど同じですという話がよくありますが、そ

れは間を埋めている溶岩流にすき間が多くて、まるでトンネルのようにつながっているためだ

とよく説明されますが、これは平成３年の時に、普段よりも湖水が８メートルとか、９メート

ルとか上がった時の水変化のグラフです。山梨県の土木部のホームページからダウンロードし
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たものです。 
 いちばん湖面標高が高いのは西湖です。非常

に雨が多かった時でもずっと減っていくプロセ

スでもずっと西湖が高く、次に精進湖で、その

次に本栖湖が高いということで、ほとんど同じ

だといっても、西湖はこの場合は高いケースが

多かったということがわかります。 
 これは最初に戻りますが、三つの湖の地形的

な位置です。どっち向きに地下水が流れている

のかというのが非常に興味深いデータではない

かと思えます。 
 これが最後に二つの話のまとめです。まずは航空レーザー測量のという新しい技術を使って、

青木ヶ原樹海の樹木を除去した裸の地形で、1100年ぶりにあきらかにしました。 
 さらに赤色立体図という新しい表現方法で全てのデータをもれなく表示するというやり方で

いろいろな事がわかりました。さらに、現地調査をして、ハワイのアア(aa)溶岩がパホイホイ
(pahoehoe)溶岩、テュムリス火口溶岩トンネル、溶岩樹型、余り説明しませんでしたがレーザ
ー光線の密度は１メートルに１個ぐらいですから、溶岩樹型も結構ちゃんと見つかっています。

そういったものとか、そういう上下関係がわかりました。そして青木ヶ原溶岩分布もわかった。 
 それからボーリング調査で、せの海の埋め立てが実際に本当にあったということが確認でき

ました。 
 枕状溶岩も見つかったし、珪藻土も見つかり、青木ヶ原溶岩のせの海の部分での厚さは少な

くてもここでは 135メートル近くあった。 
 その結果、青木ヶ原溶岩流、貞観噴火プラス長尾山、スコリアとかを全部加えたものですが、

その総噴出量は 1.3±0.2 立法キロメートルであることがわかりました。これは富士山の過去
4000年間の最大規模の噴火であったということです。以上です。 
  
 どうもありがとうございました。特に質問なる方は挙手をお願いします。はいどうぞ。 
  
Ｑ：富士河口湖から来ました。地元に住んでいるとやはり富士五湖、もっと言うと富士四湖で

すが、どんなふうにして出来たのかが非常に関心がありますが、今の先生の話にあったように

文献的にも貞観噴火の時には既に本栖湖とせの海と河口湖は別々の湖だった。という事は文献

でも確認ができていることで、本栖湖はもともと、せの海と一緒であったかどうかという事で、

その前の貞観の噴火の前で、具体的には専門家ではないので、わかっていないし、せの海の形

もどんなのかなというのもちょっと知りたいと思いましたが、これからもたぶん調査をしてい

く上で、わかってくると思いますが、本栖湖というのは先ほどの水面の下でつながっていると

いうことから考えるともともとは一緒だったのか、あるいは独立湖だったのか。河口湖につい

てはほとんど私の専攻の研究等でそういうものを見たことがないのですが、河口湖はどんなふ

うに出来たのかと考えられているのかちょっとお聞かせください。 



Ａ：最初に本栖湖と、精進湖の間の地形を見てみたいのですが、ちょうどこの本栖中学校の近

くで、こういうふうに、青木ヶ原溶岩流で覆われていない場所が点々とあります。実際にこう

いう所にいけば基盤の山がここにあったり、古い溶岩が出ているわけです。津屋先生の調査で

これは、ＮＷ14になります。津屋地質でも、ここに青い溶岩流が断片的にあると書いてありま
すが、これは富士山の旧期溶岩に分類されていて、7000年前とか 8000年前とか、ちょっとは
っきりわからないが、それぐらいの時代の溶岩とされています。それは、仮に正しいとすれば、

それくらいのときにすでにわかれていたということになります。最近に年代測定等がされてい

るわけではないので、他の年代になる可能性になることも残されています。 
 では、青木ヶ原溶岩流の一個前かというと、けっこう火山灰が積もっていて、土壌化して畑

になっているので、そんなに時代が近接している事はないのではないかという印象です。 
 河口湖との関係ですか。河口湖と西湖は明らかに水位が違い、間に基盤の山地があるので、

それはつながっていた可能性は全くないと思います。ただ古文書中では河口湖の方に流れて湖

を埋め立てたという記載もあります。それが今の鳴沢村のこの辺にあったのか、あるいは別の

場所にあったものなのか、あるいは剣丸尾溶岩流の事を間違って示しているという説がありま

すので、その辺についてはここでボーリングをしたということがあるわけではないので、今の

ところはっきりは言えないです。 
Ｑ：つながっていたかどうかという事はかなり前に、分離化されていることで、その前がどう

だったかということははっきりしないということですね。 
Ａ：それは多分つながっていたのは間違いないと思いますが、それがいつまでつながっていた

かはわからないということです。 
司会：よろしいですか。では、はいどうぞ。 
Ｑ：コウモリ穴に行くと、案内する人が、白い線のことを珪藻土だということ言ってまして、“こ

こまで湖があったんだよ”という話が出てくるのですが、その点について教えてください。 
Ａ：珪藻土かどうかを取って分析したわけでないのでわからないです。湖面の標高として、あ

そこまで到達した可能性があるかという点だが、確かに溶岩流が流れ込むと、その堆積の分だ

け水位が上がることが考えられます。ただ先ほどの雨の後の水位の下がり方から考えても、お

そらくそんなに長期間、同じ水位を保っていたと考えにくいと思います。では何かと言われる

と余り調査をしていないのでなんとも言えませんが、見た感じでは光ゴケとか、そういうもの

かなという印象は持っています。 
司会： もう一人、はい。 
Ｑ：上九一色から参りました。せの海及び本栖湖は一体どの辺まであったかということなので

す。上九一色の富士が嶺ではボーリングを５カ所やってあります。富士山の１番最初にボーリ

ングをしたのが富士が嶺なのです。その時 150メートルを掘りましたけれど、ほとんど水が出
なかったのです。ポンプが発達してなかったからそれで中断しました。その後また掘りました。

1000メートルの地点で、大体 225メートル位掘ると水が５カ所ほとんどどこでも出ていました。
それからその後 300まで掘っていますが、そういう事から考えると、せの海、本栖湖はそのへ
んまであったのかなぁと感じるのですがどうなんでしょうか。 
Ａ：我々が調査してわかるのは、どうしても地上の地質情報だけなので、地下の情報をはっき



り断定するのは、そういうボーリングを非常にたくさんやって、湖があった証拠というのは先

程いった珪藻土のような堆積物があるということになりますが、そういうものが見つかった範

囲をきちっと決められれば、湖がここに確かにあったといえます。 
 ただ、湖の底でも珪藻土が溜まらない場所もあるので、それだけで全てを決めるという事は

出来ないです。 
 おおざっぱな話をすれば、富士山ができる前、この付近は、富士吉田からずっと上九一色を

通って富士宮に流れているような川があったと大まかに考えられています。そして富士山が成

長するにしたがって、古富士泥流とか水をあまり通さない堆積物が西側の、天子山地にぶつか

ってだんだん高くなっていったわけで、かなり早い段階でそこに堰き止められような地形がで

きたと考えられます。 
 ですから、せの海とそれを呼ぶかはどうかは別として、富士山の北側の御坂山地、あるいは

天子山地と富士山の間には非常に長い間、水たまり、湖が何度もできたというふうに考えるの

がいちばんいいのではないでしょうか。 
 
司会：いいでしょうか。千葉先生もいわれたように、湖の証拠は、底の泥ということになるの

で、湖があっても水があったというところをその場で考えると、実態がつかみにくいかも知れ

ないということですが、また総合討論で、もし何かあったらということで、千葉先生の話はこ

れで区切りをつけさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。それでは、

日本洞窟学会の本多先生による、「富士山の地下洞窟」について講演をお願いします。 
 
14:40－15:10 本多力：富士山の地下洞窟 
 



「富士山の地下洞窟」 
 
本多 力（日本洞窟学会火山洞窟学部評議委員） 

 
はじめに 日本洞窟学会の本多です。きょうは富士山の地下洞窟ということで、「火山洞窟と

溶岩樹型」についてのお話をさせていただきます。フランスにジュール・ヴェルヌというサイ

エンスフィクションを書いた有名な小説家がいますが、「地底旅行」、「海底二万里」など書いた

人で、ちょうど 100年前に亡くなりました。その科学小説に感銘して科学者やエンジニアにな
った人がたくさんいます。フランスなどでは没後 100年祭を盛大にやっていますが、日本はあ
んまりそういうことをやらないようで残念なことです。さてその「地底旅行」は、アイスラン

ドの火山の噴火口から地底にもぐり、迷路で迷子になったり、溶岩流を筏で下ったりして、最

後にイタリアのストロンボリ火山から出てくるという波瀾万丈のお話です。私は小さい頃こう

いうのを読んでワクワクしたことが、富士山の洞窟についてなぜ私がこういう研究をしている

かという理由の一つかもしれません。この本の中に、「燃えるような好奇心に駆られ私は前進し

た。どのような不思議がこの洞窟に秘められているのだろうか、科学に役立つどんな宝物がか

くされているのだろうか」という一節があります。 
 さて、洞窟というものの定義は何か。

「人間が入れる大きさの地下空洞で、洞

口の直径が奥行き又は深さより小さい」

というのが洞窟の一般的な定義です。

「たかがただの穴」ではないかといわれ

ますが、洞窟は探検するだけでも楽しい

ものです。しかし科学的にアプローチを

してみようという試みが最近でてきて

いて、私としてもその試みを行うことも

楽しみになっています。 
１．富士山の特徴 先生方の説明にあ

りますように、富士山は日本では珍しく

玄武岩溶岩流が卓越しているところで

ありますが、よく噴火するハワイとかに

比べると噴出の頻度が極めて低いとい

うことがあり、その間に樹木が成長する

時間があるという事、そのため巨大な溶

岩樹型など不思議な現象がみられまた

その数が多いというところが特徴です。 
 洞窟については、割れ目噴火口である

竪穴に時々我々は入ることがあります

が、通常は、溶岩流という堆積物の中に



できた空洞である横穴、先ほど先生方か

らの空洞形成の説明がありましたが、そ

ういう中に入って、測量したり観察した

りしています。また溶岩流と樹木の相互

作用でいろいろな珍しい複合樹型とか

胎内樹型といわれているものを発見し

観察して、その科学的アプローチの試み

として、それらを造型する鍵となるパラ

メーターは何だろうかというのをいつ

も考えています。 
 溶岩洞窟は溶岩流が十分に厚い場所

でないとできないのですが、樹型は溶岩流が薄い場所でもできます。青木ヶ原は洞窟も樹型も

豊富な所ということで、世界でも希有の場所といわれています。溶岩流で現在明らかにされて

いるのは１万 4000年ぐらいから最近といっても１１００年前ですが青木ヶ原、そしてその少し
後の剣丸尾溶岩流というフィールドが研究の対象になっています。 

 先ほど高橋先生からい

ろいろな時代の溶岩流の

紹介がありましたが、大学

や研究所の先生方の最近

の炭素年代の研究結果を

含めて整理して、どんな時

代に（年代でなく石器時代

とか縄文時代とか、最近で

は平安時代となるのです

が）どんな溶岩流がありど

んな洞窟や樹型があるか

一覧表にしたのが左の図

です。 
 これらの洞窟すべてに

我々は入ることができま

す。１万４000年前から 1
１00 年前にタイムスリッ
プできるまさにタイムカ

プセルです。 
２．火山洞窟 さてまえがきが少し長くなりましたが、まず火山洞窟から具体的に見てゆきま

しょう。洞窟には竪穴と横穴があります。竪穴の代表は割れ目噴火口で、これは噴火口そのも

のに入ります。横穴の代表は溶岩流という堆積物の中にできたチューブ状の空洞です。 
 竪穴であるリフトケイブとよばれる割れ目噴火口洞窟はまさに割れ目噴火口です。富士山四



合目にある小御岳風穴では割れ目にそって溶

岩（岩脈）が侵入し赤いスコリア層の壁に溶岩

のクラストが着いています。噴火して割れ目か

ら溶岩を流した後ドレンバックし細いすきま

の竪穴を形成しています。 
 こういう洞窟が青木ヶ原の噴火口列の中に

もあります。弓射塚氷穴といいますがこれには

入ることができますが危険ですので専門家と

一緒でなければ入ってはいけません。 
 もう一つは堆積物としての溶岩として噴火

口から流れてきて周りが冷却されて固化して

まだやわらかいその内部の溶岩が流れ出し溶

岩チューブ洞窟をつくり、そしてもう一方で

は、これは規模が小さいのですが溶岩中に取

り込まれたガスでできる空洞によるものです。

これらの考え方は、津屋先生が実際に１９５

０－１９５１年の伊豆大島の噴火で観察して

モデル化したものです。それが津屋のモデル

と言われるものです。 ここでは大規模なチ

ューブ状の空洞を形成する抜け殻のほうの考

え方について調査研究したものをご紹介した

いと思います。 
  溶岩チューブが形成されると、周りの固

まった溶岩の中を溶岩流が流れて下流側に

大量に輸送することができます。土管の中を

水が流れるようなものです。その後、噴火口

からの溶岩が流れなくなって中は空洞にな

る、これが大規模なチューブ状の洞窟を作る

基本的な考え方です。 
 これを簡略に示した断面図があります。噴

火口から溶岩が上昇してくる。溶岩流が火口

から斜面を流れ落ちる。その表面は固化し、

固くなった表面の内側を溶岩流が流れる。し

ばらくして、溶岩の噴出が止まり溶岩が火道

に戻ってゆく一方、斜面にある溶岩は殻の内

側から重力の作用で自然に外に出てゆくこ

とになります。 
 これがチューブを形成して、チューブの中の溶岩が流れた後に、溶岩チューブ洞窟が形成さ



れるというモデルです。 
 では、このモデルで本当にいいのかど

うかということを理論的に少し深く考

えるためにはどうしたらよいかという

ことで、すこし数式を使ってみました。 
 ここにギンガム流体の式がでていま

すが、別にそんなに難しい話ではなく、

傾斜地にチューブがある。その中に溶岩

が流れている。ところが溶岩というのは、

普通の流体と違ってケチャップやマヨ

ネーズみたいに力を押さないと流れない。そうするとある程度の傾斜が必要だったり、ある程

度の高さがないと空洞の中や斜面を流れ去らないのです。ですから、最低の空洞の高さ、それ

以上の空洞の高さがないと溶岩は流れ出しませんよという値をある程度推定することができま

すということで、このような式が成り立ちます。 
 ここで重要な値は降伏応力値といって

溶岩が流れるか流れないかを決める値で、

これは物性値です。これを決める値のひ

とつは何かというと角度です。角度が高

いほど流れやすいです。これは感覚的に

わかります。そしてもう一つは溶岩の厚

さが大きいとそれだけ重量があるので流

れを押す力がある。そして密度が大きい

ほど重量が大きくなるので流れやすい。

それだけです。空洞の高さと傾斜度がわ

かれば、この降伏応力値はでてきます。

重力加速度は一定値ですし残りの密度は

だいたい溶岩では決まっています。洞窟の

形状の測量値は火山洞窟学会でデータベ

ースとして蓄積されているので、それから

ピックアップした斜度と空洞の高さを左

の表に示してあります。 
 これは富士山の中でも青木ヶ原の洞窟

が多く入っています。かなりばらつきがあ

るかなと思えますが、このような自然を相

手にするサイエンスではこのくらいでも

十分にその傾向が得られると考えていま

す。 
 傾斜度が大きいほど、空洞の高さは小さ



くとも流れます。斜度が小さくなってくるとそれだけ空洞高さが大きくないと流体が流れない

ということです。ここで問題なのは、流速は関係ないということです。要するに流れるか流れ

ないかがここでは問題であるということです。 
 ではこれをプロットしてみましょう。簡単にできます。傾斜度と溶岩洞窟の高さを、ポンポ

ンポンと方眼紙にプロットしていけばいいのです。その方眼紙の上にいくつかの降伏応力値を

パラメータとした曲線を引いておきます。プロットした点はある降伏応力値の幅の範囲にある

ことがわかります。このある値、あまりこの数値の単位は気にしなくても結構です。単位が同

じであれば、他の値と相対的にどうかを見ればここでは十分です。それを見るとここではだい

たい 2.5X10４という値です。これは富士山の値です。富士山といっても青木ヶ原と別の溶岩流
のものを含めたもので、ただプロットした点がこのくらいバラついていても、だいたいこのよ

うな値の範囲だということで一つの目安としてみていただけたら結構です。 
 ではほかの国の溶岩チューブ洞窟

ではどうか見てみましょう。 左側

はイタリアのシシリー島のエトナ山

(Etna)です。エトナ山も溶岩洞窟が
たくさんありイタリアの洞窟学会に

よってデータベースとしてきわめて

多くの洞窟の断面図が測量されてい

ます。 そのデータを用いて傾斜角

度と洞窟の高さをポンポンとプロッ

トしていきます。そうすると富士山

とそんなに違いがない降伏応力値の

範囲が出ています。富士山と比較し

て溶岩の性質としてそんなに違いが

ないのかなという感じがします。 
 で は ハ ワ イ の キ ラ ウ エ ア

(Kilauea)火山はどうでしょうか。ハ
ワイの溶岩はかなり柔らかく、そし

て洞窟の高さも大きい事が知られて

います。 そして傾斜角度も小さい

という地形で、なかなか高い斜度の

データは無いのですが、これもポン

ポンポンとプロットしていきます。 

このデータは世界最長のカズムラ·

ケイブのデータを使っています。グ

ラフを見ると降伏応力値としてはか

なり低く、非常にやわらかく流れや

すいということがわかります。 



 では、もっとほかと比べられないかということで、次はメキシコの火山です。メキシコの火

山も富士山と同じようにプレートの沈み込み帯に火山がありそこから溶岩が噴出しているとい

う場所です。 
 斜度と洞窟の空洞高さはラモンさん

という溶岩流研究者のメキシコ国立大

学の学位論文のデータから取り出して

プロットしたものです。 降伏応力値

が高いところにありキラウエア、富士

山と比べてもかなり堅い溶岩だという

感じがします。ほかの国の溶岩洞窟も

プロットしてみましたがここでは省略

しましょう。 
 ではこうやって求めた値が他の方法

で求められた降伏応力値と比べて妥当

なのかということを外国の文献から調

べてみました。 私が洞窟から得られ

た降伏応力値と他の方法から得られて

いる降伏応力値を比較したものが左の表です。だいたいの範囲で一致しています。したがって

このことは逆にこの抜け殻説の考え方は妥当ものだと証明しているともいえるでしょう。 

 洞窟の最後に、洞内の不思議な現象を紹介しておきます。青木ヶ原溶岩流の下流の洞窟に蛇

石と呼ばれるくるっと丸まったような溶岩棚が存在します。内部は葉巻のように何層にもなっ

ているのが観察されます。背負子風穴群の中には、直径の１メートルぐらいの溶岩ボールが２、

３個鎮座しています。まだいろいろ不思議な造形物がありまだその成因も完全に明らかにされ

ているわけではありません。 
 左の写真は犬涼み溶岩流の洞窟の中ですが、天井から溶岩鍾乳がたれ、その下の床に溶岩石

筍が立ち上がっています。 この溶岩鍾乳の下に堆積した溶岩石筍は高さが 1.9 メートルあり
人間の背丈より大きく、世界最大という貴重なものです。これは個人所有の洞窟なので入るこ



とはできませんが、こういうものが富士山の溶岩洞窟の中には多く存在しています。 
３．溶岩樹型 さて溶岩洞窟の話はこれで終わ

り次は溶岩樹型のお話です。溶岩樹型からもい

ろいろな溶岩の性質、流れの方向とか、厚さ、

樹木の種類、樹木が炭化しその炭が樹型の間に

残存しておりそれから溶岩の流出した年代を放

射線測定や同位体測定で同定できるということ

もあります。 
 溶岩の中に樹木が取り込まれるということで、

樹木がおそらく乾留され、炭化する。そうする

とガスを発生する。そのガスの膨張や燃焼でお

そらく二次空洞とか再溶融とかが起こっているのではないかと考えています。その結果、胎内

とかろっ骨状とか、楼閣状の樹型ができているのではないかということです。 
 少しこれも、数式を使った理論的なアプローチをしているのでご紹介します。 立木があっ

た所に溶岩流が流れてきますと、その周りに溶岩が巻き付きます。 流れてきた方に溶岩がぶ

つかるので溶岩が高くなります。これを不動と呼んでます。 
 それから反対側は溶岩流の流線が裏側で閉じるため、流速が遅い場合は縫い目というか、溶

岩が合流して筋を作るということがあります。流速が遅いほどきれいな縫い目を作りますし、

流速が大きいほど高い不動をつくります。したがってこれらから、ある程度溶岩のスピードを

推定することもできます。 
 図の左側の写真が不動です。これ

は上方向から溶岩が流れてきたと

いうことです。 
 図の右側の写真には縫い目がは

っきり見えています。溶岩が左側か

ら流れてきて木に巻き付いて、溶岩

の流線が裏側で合流しているとい

うことがわかります。スピードが速

いとこの裏側で流線が合流しない

で、溶岩は乱れて裏側ではガザカサ

な形状になってしまいます。 
 さてここからは、しばらく前に在

野の研究家である小川孝徳さんと

か、小川賢之輔さんとかが樹型についていろいろな測量、調査がされた貴重なデータがあるの

で、その分析を試みたいと思います。それから何がわかるか少しだけですが紹介したいと思い

ます。 
 まず、鷹丸尾溶岩流の柏原樹型群の特徴ですが、3.6メートルの非常に大きな直径の樹型があ
り、これは成長するのに 1000年ぐらい、あるいは１５００年かそれ以上たっているということ



ですが、その間は溶岩流や火砕流が流れて

こなかったということをあらわしています。

これ以外にも３メートル級の樹型が非常に

多く存在しているのがわかっています。 
 それからもう一つ、東臼塚溶岩流の方は

500 本以上の樹型のデータが取られていて、
ある程度統計的な推定ができるのではない

かと思っております。最大直径が２メート

ル、最少が 15 センチから 10 センチの直径
で分布しています。その直径の分布データ

から当時の樹木の生長の仕方の情報を得る

ことができます。この東臼塚溶岩流の前に、

小天狗溶岩流が流れていて、その小天狗溶

岩流の上に生えた樹木の上に東臼塚溶岩流

が流れてきたということがわかっています。 

その間に樹型で確認できる直径分布の木が

成長するためには1000年ぐらい経ているの
ではないかと推定することができます。現

在の青木が原の上にさらに溶岩が流れてき

たようなものだと考えてもらえばよいでし

ょう。 
 左図は円柱の周りの流体の流れを示して

います。この円柱を木と考えていただけれ

ばいいと思います。木のまわりに溶岩流が

流れてきたということです。流速が非常に

遅いと流れが円柱の後ろ側で乱れることな

く合流しています。 
 流速がだんだん速くなってくると、円柱の後ろに流れは渦を形成するようになり、この円柱

の後ろの部分が樹型ではガサガサの構造になります。このような樹型の形から概略の溶岩の流

速を推定することもできます。右の図に示すように富士山は、傾斜面が多く、こういう斜面で

は不動という突起を持った樹型をよく形成します。   ハワイでは平坦地が多いので溶岩レ

ベルが上昇して最後に下がって直立したパイプ状の樹型をよく形成するという特徴があります。 
 富士山でも下流側、例えば鳴沢とかの平坦に近い地域ではこのハワイ型に近いような樹型が

時々見られます。 
 さてこれらの樹型からどのような科学的な情報が得られるか、これから少し専門的になりま

すが紹介したいと思います。 まず重要なことは、東臼塚樹型群で直径 10センチ以下の樹型が
まったく発見されないということです。 この原因としては１０センチ以下の立ち木は溶岩で

押し倒されたのではないかということが考えられます。 どのくらいの溶岩の流速だったのだ



ろうか、どのくらいの粘性係数があったの

だろうか。１０００年前の事件を起こした

溶岩の性質を同定できないだろうか。思い

切ったモデルを考えてみました。 
 一般に円柱に流体が流れてくると抵抗

を受けます。川の流れの中に手を入れると

強い抵抗を受けるのと同じように、流れが

早すぎると樹木でも折れてしまいます。ど

のくらいの力を樹木に加えると木が折れ

てしまうかは一般的な生木の強度はわか

っていますので計算できます。その木に流

体が及ぼす力は流体の流速と、樹木（円柱）

の直径と流体に浸っている長さ（溶岩の厚

さ）がわかれば計算できます。 したがっ

て、樹木が折れる直径と溶岩流の厚さはわ

かっているのでそのときの流速が得られ

ます。 計算の結果だけを言いますと流速

は４ｍ／sec となります。 流速から、今
度は斜面を溶岩流が流れた場合、どれくら

いの粘性係数で流れているのかというこ

とはすでに確立モデルとして存在してい

るので、その式に入れてみます。ここでは

簡単のため普通の流体（ニュートン流体）

として入れてみましょう。ここでやっと溶

岩流の流速が関係してきました。粘性係数

を得るためには流速が必要なのです。降伏

応力値を求めるときには流速は関係なか

ったことに注意してください。あとはまえ

と同じで傾斜角度と溶岩流の高さを入れ

ます。密度は２．５ｇ／ｃｍ３ぐらいと推

定して入れておきます。 
 これで東臼塚溶岩流の粘性係数を求め

ることができます。もちろん温度はわかり

ません。流速４ｍ／sec、溶岩厚さは１ｍ、
傾斜角が９度。計算結果は４X10３ポアズ
(poise)です。この単位は余り気にしないで、
大きさを比較すればいいです。残念ながら

ほかの方法で東臼塚溶岩の粘性係数を推



定したものはありませんので直接比較することはできません。しかし、例えば１７０７年の富

士山噴火の溶岩の粘性係数を実験室で溶融して測った結果を最近見つけました。その結果では、

たとえば 1220度で 4.8X10２ポアズ(poise)とか、1140度で 5.7X10３ポアズ(poise)とかで、噴出
する溶岩は通常１０００度から１１００度程度といわれていますのでこれと比較しても妥当な

値ではないかと考えられます。 
 それから他の溶岩流ではどうかということで、伊豆大島の 1951年の値と比較してみました。
これは水上先生という火山学者が克明に記録しています。温度と流速、厚さ、幅、傾斜角度に

対して粘性係数値が計測されています。だいたいこれも富士山の溶岩の粘性係数に近いのでは

ないかと思います。 
 あと三宅島の溶岩流は過去に計測された結果がありますが、珪酸重量分率が富士山より高く、

非常にどろどろしたもので非常に粘度が高いものです。ハワイのマウナロア山の溶岩の値は少

し古いのですが示してあります。以上の結果から得られた１０００年前の東臼塚溶岩の粘性係

数はそんなに悪い推定ではないのではないかと考えています。 
 さてここからは、複雑で摩訶不思議な現

象として考えられている胎内樹型につい

て少し科学的な説明を試みたいと思いま

す。 吉田胎内とか船津胎内とか呼ばれて

おり観光地になっている名所です。吉田胎

内の写真を見てください。一番下の部分に

おそらく木があったのではないかと思わ

れます。この下の空洞は完全に円柱状の空

洞です。その上にまっ平らなテーブル状の

溶岩がブリッジのようにその空洞をまた

いで形成されています。これの上表面は完

全に水平です。このような水平面は溶融溶

岩が溜まって水平面を形成しそれが固化



したものと思われます。私は勝手に溶岩テーブルと呼んでいます。本当にびっくりするほど完

全に水平です。その上にはアーチ状の天井を持つ二次空洞があります。 この二次空洞は、溶

岩流に取り込まれた樹木が、高温の溶岩に閉じ込められ、おそらく木が乾留されガスや水蒸気

（生木だと 90％が水分）を放出し、それが空洞をつくったのではないかと推測しています。 溶
岩テーブルの裏側には、もともとそこにあった樹木が乾留されるとひび割れが入るので、その

間に溶岩がのめり込んだとおもわれる薄いかみそりのような溶岩がみられます。楼閣状溶岩と

かエンジンの冷却フィンに似ているのでラジエターとか呼ばれています。これらの隙間には

時々木炭が挟まっているのが発見されます。 
なぜこのような胎内樹型ができるかという一つの考え方を紹介したいと思います。 

 左の図にその形成シナリオを説明しています。1)溶岩流が流れてきて樹木（生木です）が取
り込まれます。木の周りの溶岩が冷やされクラストが形成される。溶岩の熱で木が乾留される

ために水蒸気が発生したりガスが出たりしてクラスト内の圧力が上がりついにはクラストを破

壊する。 ２）木の周りのクラストを破ったガスと水蒸気はまわりのまだやわらかい溶岩の中

に空洞を形成し溶岩全体を餅のように膨らませる。３）さらにガスと水蒸気で空洞が膨れて溶

岩の外側の固い殻を破る。４）外側の固い殻が破れると酸素が入ってガスが燃焼する。５）内

部は高温となり内部の壁表面を再溶融させ、天井から溶岩鍾乳が垂れ下がり、溶融溶岩が炭化

した樹木の上に堆積してゆき、その後冷却され溶岩テーブルが形成される。このような考えで

本当に溶岩を再溶融させうる十分な火力を発生するのか簡単な計算をしてみました。樹木の木

が直径１ｍ、長さ５ｍの木が溶岩により取り込まれ溶岩の熱で乾留されて、ガスを発生して、

それが酸素と化合して燃えたらどれくらいの溶岩が再溶融する可能性があるかということを考

えたところ、その一本の木が完全にガスに変換されて完全燃焼した場合はだいたい 60トンぐら
いの溶岩を再溶融できる火力はあると推定できます。 実際にこの溶岩テーブルの重量は 12ト
ンぐらいなので、可能性としてはその能力はあると考えられます。それに、この胎内樹型は、

複合樹型なので木が５本ぐらい重なっているので、能力としてはその五倍の十分すぎる火力を

持っているのではないかと考えています。 
 図の中に想定される化学反応式を書いてありますが、セルロース(木)が乾留されると炭素(カ
ーボン)ができます。それが水蒸気と反応すると一酸化炭素(ＣＯ)と水素(Ｈ)が発生します。高温
水と炭素は非常に反応しやすいので、そんなに高い温度でなくてもこのような水性ガス反応を

起こすはずです。私は水蒸気がある程度の高温高圧になると樹木は炭化を経ないで直接セルロ

ースとして反応してＣＯとＨを発生するのではないかと考えています。 
さて次にこの胎内樹型の天井と側壁

を見てみましょう。天井は表面が再溶

融して溶岩鍾乳が垂れています。側壁

は肋骨状の筋が現れています。 これ

に似たことはお風呂場で見ることが

できます。 水蒸気の立ち込める風呂

場では天井で冷やされた水蒸気が液

化し、その水滴が膨らんで天井から落



ちてきます。その水滴はある一定のピッチで天井に並んでいます。このピッチは水の表面張力

と重力（密度）のバランスで決まるものです。水滴が落ちる力と水滴の表面を引っ張る力のバ

ランスからピッチが決まります。したがって天井の溶岩鍾乳のピッチから溶岩の表面張力を求

めることができます。この出し方はちょっと難しいのですが、通常の流体力学的安定性不安定

性理論という分野ですでに明らかになっており、すでに公式化された式を利用することができ

ます。 その式を図に示してあります。 ピッチと密度がわかれば表面張力を求めることがで

きます。 天井の写真を見て見ましょう。ノギスで測ると溶岩鍾乳のピッチは３センチから４

センチという値がでてきます。密度として２．５ｇ／ｃｍ３を使いましょう。この式から得られ

る表面張力は 560dyne から 990dyne という値です。側壁の写真を見てみましょう。天井の溶
岩鍾乳が上から流れてくるとこういう筋をもったピッチとなります。これもピッチが３センチ

から４センチです。これは上から下の方向に側壁に沿って溶岩の流れがあるためそのピッチが

はっきりと観察できます。このように流れが重畳されてもピッチを決める式は同じです。 
  ではこの表面張力が妥当なのか、他

と比較してみようと思うのですが残念な

がら、富士山の溶岩の計測された値は存

在していません。ただ伊豆大島の溶岩に

ついては１９７０年に横山先生により表

面張力が得られています。伊豆大島の溶

岩を実験室で溶融して、摂氏 1500 度か
ら 1000度で 500dyneから 1000dyneと
いう値が出されています。 この値と比

較しても今回のピッチから得られた表面

張力は溶岩としては妥当ではないのでし

ょうか。 
  さて次は胎内樹型の下層部でよく発

見される楼閣状樹型でラジエターと呼ばれ

るものについてすこし説明しましょう。エ

ンジンを冷却するフィンに極めて似ている

ことからこう名づけられていますが、よく

もこんな剃刀のような溶岩ができるもだと

感心します。これも不思議な現象というこ

とであまり科学的には考えられていません

でした。 今までのさまざまな研究からせ

っかく粘性係数と降伏応力という重要な溶

岩の物性値が出てきたのでこれらを使って

みましょう。 これらの値を使えば、狭い

隙間に溶岩が、どのくらいの差圧のときに、

どれくらいの時間で侵入できるのか、例え



ば、図の斜線部の隙間に侵入するためにはどれくらいの時間がかかるのか推定することができ

ます。 
 これを推定したのが左の図です。 だいたいフィンの厚さは 0.5 ミリで非常に薄くその長さ
が２センチぐらいです。そのような隙間に溶岩流が入るためにはどれくらいの圧力で入ってい

かなければいけないかというと、残念ながらそういう条件は一義的には決定することができま

せんが、ある程度パラメトリックに検討することができます。数式の説明は省略します。結果

だけを説明しましょう。 
 例えば差圧が１気圧でしたら溶岩は

その隙間に入ることができません。進

入時間が無限大になってしまいます。

溶岩が堅いというかその降伏応力のた

めに細い隙間に押し込めないのです。

差圧４気圧だと侵入時間は８分になり

ます。差圧 40気圧だと 50秒です。こ
のへんの圧力が実際はどんな値かとい

うことはなかなか推定が難しいですが、

とにかく高圧で瞬時に鋳物が形成され

るというシナリオが妥当ではないかと

思います。 だから差圧が４気圧とか、

10気圧とか、40気圧はかなり大変な
圧力ですが、そんな圧力で作られてい

るのではないかと思います。その圧力

源は樹木の乾留によって発生したガ

スと水蒸気の圧力以外ありません。一

般の鋳物工業では高圧ダイキャステ

イング法と呼ばれる、高い圧力をかけ

てエンジンのフィンのような薄い精

密な鋳物を製造しています。楼閣状樹

型はまさに天然の高圧ダイキャステ

イング法といえないでしょうか。 
 樹型には驚くほどバラエティーが

あります。 それを溶岩樹型のヴァリ

エーションの図に示してあります。 樹木が溶岩に完全に覆われたり、部分的に囲まれたり、

大気と連通していたり、竪型であったり、横臥型であったり、いろいろとバラエティーが出て

くるということです。 
 右の写真は鳴沢の溶岩樹型です。 先ほど高橋先生の膨張溶岩の話があった場所で、下部に

樹型のあと、その表面に木肌が見えます。おそらく立木があるところに溶岩が流れてきて立ち

木をかこみ、膨張溶岩の加熱により木の水分が水蒸気になり、また乾留ガスの圧力で溶岩を吹



き上げたのではないかと想像しています。 
 右図の左側の写真はカプセル型といって、

木の破片が完全に溶岩に包まれてしまった

もので溶岩がカプセル状になっています。こ

のカプセルは発見後穴を開けたところ中で

小さな炭素片が見つかっています。１１００

年～１２００年前のまさにタイムカプセル

です。 
 その右の写真の樹型では、二次空洞がはっ

きり区別できない様子で木を取り込んだ空

洞がそのまま拡大して大気と連通しながら

再溶融溶岩樹型が形成されたようです。この

ように溶岩樹型にはいろいろなバラエティ

ーがまだあるような気がします。 
４．まとめ さて最後に溶岩の重要な造形パ

ラメーターを復習しておきましょう。 
まず粘性係数です。これは流れ易さを示す指

標です。 流れるという事が前提にあります。  

水などでは 10－２ポワズと非常に小さい。グ
リセリンは多少大きい。溶岩は 4000ポワズ
で非常に大きい。 
つぎは降伏応力値です。 溶岩が流れるか否

かで、せん断の強さを示す指標です。 通常

生コンは10dyne/cm2 とか1000dyne/cm2で

す。それに比べると溶岩は 10４dyne/cm2と

さらに高い値です。 
最後は表面張力です。 溶岩の広がりやすさ

を示す指標です。 グリセリンが 63dyne/cm
とか、水が 73dyne/cm で、溶岩は 500 から
1000dyne/cmです。 これらの値は溶岩につ
いては通常 1000度～1100度における値です。 
 さらに全体のまとめをしておきましょう。 

富士山の青木ヶ原は特に溶岩洞窟と溶岩樹型

の世界的な宝庫である。数にしても内部構造

の規模にしてもトップレベルにある。 
 樹木が十分に成長できる長周期で溶岩を流出しているため、世界最大の直径の樹型や、大規

模な再溶融と二次空洞の存在は世界に比類ないものである。 
 火山洞窟学、溶岩樹型学はいろいろな分野から科学的アプローチができる総合科学である。 



以上です。 
 
どうもありがとうございました。それではこの発表に関して何か特に質問がある方は挙手を

お願いたします。はい。 
 
Ｑ：先生の胎内樹型の二次空洞形成モデルが先ほどでたと思いますが、いまもう一度出しても

らえますか。再溶融というのはどの時点で出来たと先生はお考えか、お教え願いませんでしょ

うか。 
Ａ：ここまではガスが発生して膨張している段階です。ここで外気、炭素・酸素との結合で、

この四番目の段階で燃焼して再溶融が起こっている。基本的にこの段階で起きるのではないか

と考えています。 
Ｑ：その時に溶岩膜が破れて大気が入ってくるということですか。そこで再溶融が起きるとい

うことですか。その再溶融が起こった結果、溶岩テーブルができると考えていいのですね。 
Ａ：はいそのとおりです。 
Ｑ：わかりました。ありがとうございます。 
 
どうもありがとうございました。それでは、この後の総合討論で今までの発表のあったもの

についての質問を承けるということで、ここから後は荒牧先生の司会進行でお願いしたいと思

います。お願いします。 
 
15:10－16:00 総合討論（司会 荒牧重雄） 
 



総 合 討 論 
司会：荒牧重雄 

 
やはりちょっと講演が押しまして、予定は４時に終わるのであと 17分です。きょうのお話の

１つは、高橋先生の溶岩そのものの流れ方とか表面形態の話と、２つ目、青木ヶ原溶岩流の特

徴的な、特に大きさ・厚さ・せの海の関係の千葉先生の話、そして最後の本多先生の話と３つ

ありますのでこれを５分ずつやります。 
 最初は千葉先生の話に限ってご質問、ご意見をどなたでも手を挙げてください。 
 こんなにすばらしい、微地形が１メートル数十センチでもってわかるというのは世界でも初

めてです。 
Ｑ：ＩＧの飯田といいます。平成 13 年から国道 137 号の勝山第３溶岩流からスバルラインを
通って、東富士五湖道路を通って、道の駅を通って、山中までの溶岩をダイナマイトを使わず

に破砕しております。その溶岩の表面のシワはよくわかりましたが、例えば海の中の魚とか、

砂地の中のヒューム管は、ある程度密度が違うので、確実にある程度深さと延長、どこに入っ

ているかはわかるが、スコリアとクラッキーと自破砕とケンコウブと各々の堅さが違って、そ

の密度の調査をいろいろやって、試験掘と比較しても全然合わないのです。我々が現実社会で

インフラ整備していく下水とか、今は帝国石油のパイプラインを入れていますが、壊すことは

3000 キロでも僕の方は平成 13 年から西桂の方で壊していて、いいのですが、狭い範囲で、一
車線の中とか、J マートのあたりのトンネルの縦坑とか、そういう都市施設の中でやる時、も
う少し、せめてインフラ整備する時の公道の下の状態がつかめる方法はないかと思って楽しみ

に来たのですが。 
荒牧：いまの話はだいぶ富士山の話から外れている場所の地名がでてきましたが、実際に地下

の掘削、破砕のようなご専門家だと理解しています。 
Ｑ：全部を丸尾で富士山の熔岩です。 
荒牧：全部丸尾なのですか。ちょっと失礼ですが、かなり専門的な話ですね。皆さんに理解が

できるかどうかよくわからないが、千葉さんどうぞ。 
千葉：じつは青木ヶ原溶岩流をボーリングだけでは全部はわからないだろうということで、電

波とか物理短波とか、いろいろな方法も併用してやりましたが、なかなか難しかった。断片的

にはやりましたが、青木ヶ原溶岩流の厚さを物探査で正確にあきらかにするのは結果的には難

しかったのです。 
 簡単に言えば全然ダメでした。それは青木ヶ原溶岩流の下もまた別の溶岩流で物理的にはあ

まり変わっていない。それを識別するのはボーリングするしかないのかなというのが我々の感

じです。 
Ｑ：１メートル先が突然なくなって、また突然出てきます。 
千葉： そうですね。非常に微妙な地形で溶岩流の流れは変わるので、やはり調べるのは穴を

掘って実証的にやるしかないと思います。 
荒牧： ありがとうございました。細かい話は直接お二人でやってください。まだ少し時間が

あります。千葉先生の話についてのご質問、ご意見。 



Ｑ：大変初歩的なお話を先生から教え頂きたいと思います。実はきょう、青木ヶ原樹海になる

手前の鳴沢の休暇村周辺の地形と、きょうご紹介頂いた地形の間で、溶岩の流れが、そしてそ

こに畑とかの耕作地がありますが、それと青木ヶ原樹海の周辺の溶岩とを考えると、湖に近い

ところが 130メートルぐらいと紹介されましたが、上の方だとどのくらいになるのでしょうか。 
 ２番目は、精進湖に流れていく溶岩と、本栖に流れていく溶岩の流れがこの先生の説明で違

うということと、前の溶岩があるという事については地図調査をしながら当時考えたのですが、

納得させて頂きました。 
 もう一点は、こちらの左の方に穴になって噴火した所は国土地図の地形図ではまったく出て

いないのがきょうのこの地図で紹介されたのは私たちとしては大変感無量です。以上です。 
荒牧：失礼ですが質問は最初の一つですね。 
千葉：厚さですね。ここは 135メーターとわかったが、他はどうかという質問ですが、実は他
については全くボーリングがないのでわかりません。簡単にいえば全部推定です。なにを根拠

にしているかというと、溶岩流の向きがここから急に曲がっているので、この辺に何かがある

のだろうという事とか、少なくともここには、青木ヶ原溶岩流の前の根原溶岩が出ています。

ここよりは北側にせの海があったと思われます。その程度です。あとここに崖があるからこれ

よりは北だろうということです。 
 確かに証拠としてはそれくらいしかありません。ですからすごく欲張ればこんなだったとい

う考え方もあり得ないわけではないです。 
荒牧：申し訳ないですが、時間が押しているので千葉質問は終わらせて頂きます。 
ご覧のようにいっぱいご質問があると思いますので、申しわけございませんがアンケートに質

問を書いて頂き、これからきょうのことを踏まえて、またこういう機会を持ちたいと思うので、

是非ご意見をください。 
 高橋先生に対する質問、どうぞお手を挙げて下さい。 
Ｑ：きょうはありがとうございました。先ほど西湖の湖底の様子を表示して頂いたかと思うの

ですが、千葉先生でしたか。一つ質問なのですが、西湖の一番西側の一番陸地と山が狭まって

いる所があるが、仮にもう少し溶岩が流れてしまったら分断されていたのではないかという話

をよくしたり、聞いたりするのですが、先ほどの先生達の話ですと、西湖の南岸の所に溶岩が

流れてきて、それがそのまま固まったというよりは、むしろその後に崩れ落ちていったという

話だったと思いますが、その点をもう少し詳しく話を頂ければと思います。すいません千葉先

生の話でしたね。 
千葉：見たわけではないので、見たような事を言っているということなんですよね。イメージ

でしかないのですよね。いまの話は、ここがくっついたのではないかという話ですね。溶岩流

がこっちから流れてきて、ハワイのオーシャンエントリーの所のように、いろいろ流入口を変

えながらガラガラ崩れて非常にゆっくりとした速度で、ブルドーザーが土を少しづつ崩しなが

ら水平に進むような形で、徐々に湖が狭まっていくというのがイメージです。時々地震かまた

はここに積もりすぎたのかわかりませんが、ずっーと地滑りが起こるという感じです。それ以

上のことは今のところは何とも言えないのです。 
 もっとこれが進んだらどうなるかですが、それについては、少し西に行った所にゴミ焼却場



が有るが、そこの奥の方に非常に平らになっている所があります。ここはいろいろ考えると昔

はせの海の一部だった所が、完全に埋め立てられた場所ではないかと考えられています。こう

いう形になるのではないかと思います。 
荒牧：よろしいですか。非常に短い質問を高橋先生に一つ。実は火山学的には高橋先生の話は

中身が多いのですが、これはハワイとか外国に行くとよくわかる話がありましたね。ちょっと

わかりにくいかも知れませんが、実は中身は非常に興味があるのです。 
なにかご質問はありませんか。 
 では、今から 1000年前のことを想像してください。先ほど映画がでてきましたがあれと非常
に似た景色がおそらく富士山の北西の山腹で起こっていたのだと思っております。高橋先生何

か言うことがありますか。 
高橋：特にありません。 
荒牧：それでは最後のお話で、本多先生の方ですがご質問をどうぞ。 
Ｑ：富士吉田から参りました。溶岩樹型の話の中で、木の種類がどんなものが想定できるか。

それから直径が３メーターないし４メーターという話がありましたが、それは場所的にはどの

辺だったかをお伺い致します。 
本多：そもそも場所は檜丸尾溶岩流、鷹丸尾溶岩流で山中湖の富士山側の上流側に自衛隊の中

ですけれど、そこにあります。最大 3.8メーターとか、３メーター級が残っています。 
 それから木の種類については、私は植物の専門家でないのですが、植物の専門家からいくつ

かいわれています。私は忘れてしまいましたが、そのへんはある程度複数わかっているという

ことです。 
Ｑ：それは針葉樹、広葉樹ですか。 
本多： 場所によってとか、両方あるみたいですね。基本的には樹皮とかでそう判断している

みたいです。 
荒牧：どうぞ他の方お手を挙げてください。 
Ｑ：富士河口湖の古屋といいます。千葉先生の話の中に、青木ヶ原の立体赤色図の中に溶岩ト

ンネルの大きな流れが二つ出てきましたが、そこはどうしても溶岩洞穴があると思われますが、

そこは調査しましたか。 
本多：私はまだ見ていません。きょう正確な位置とかを図面で見たという状況です。是非調査

とかをしたいと思っています。 
Ｑ：よろしくおねがい致します。素人だと出来ないので、プロの方がして頂ければ、これから

青木ヶ原の溶岩を先ほど見たらすごく大きな流れだったので、どうしても大きな洞穴があると

思うのです。よろしくおねがいいたします。 
本多：これは火山の先生方はそこには行かれたのでしょうか。 
千葉：とても簡単にいける場所ではないので、全部見たわけでなくて、地形からそういう推定

をしているだけですが、基本的にはだいたい詰まっているのではないかと考えます。空洞が残

っていけば多かれ少なかれ、スカイライト、陥没して空いて、そうすればアプローチ出来ると

いうことになります。歯磨きの中味の入っているような状態で残っている可能性が一番強くて、

あっても天井が崩れないほど丈夫で、地上まで落盤してないのいずれかではないかと思います。 



荒牧：ではこれで終わりにいたします。どうも熱心なご質問ありがとうございました。 
司会：それでは閉会の挨拶を研究所の副所長の小俣から申し上げます。 
小俣：本日は予想以上に多くの方にお集まり頂き、このようなシンポジウムが開催できました

こと本当に感謝しています。きょうの貴重な三先生のお話を今後に是非、生かして頂きたいと

思います。先ほど所長が申したとおり、研究所も富士山についてのいろんなシンポジウム・セ

ミナーなどを開催いたしますので、その際には是非ご参加いただいて、活発な論議をお願いい

たしたいと思います。 
 以上をもちまして、きょうのシンポジウムを閉じさせて頂きます。本当にありがとうござい

ました。 
 
どうもありがとうございました。足下に気を付けてお帰りください。 

 



シンポジウム「富士山貞観噴火と青木ヶ原溶岩」アンケート結果 
 
参加者 １２７名  回答総数 ７６   
 
１～２ 性別、年齢、職業、住所（市町村など） 
 性別  男性 ６１名  女性 １４名  回答なし 1名 
 
年齢 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代  回答なし 

     ６名   ５名   １６名  １６名  ２５名  ５名    ３名 
 
職業 無職・主婦（自然解説指導員）・インタープリター・エディター・会社員・自営業・ 

    地方公務員・エンジニア・団体職員・エコツアー事業者・高校非常勤講師・農業 
会社顧問・建築・公務員・保育士・山林業・アパート業・サービス業・自由業・教員

造園業 
 
住所 山梨県内（富士吉田市・富士河口湖町・鳴沢村・山中湖村・忍野村・甲府市・身延町 

南アルプス市・上九一色村・昭和町・上野原町・甲斐市） 
         
    静岡県（富士宮市・富士市・庵原郡）・東京都（杉並区・三鷹市・目黒区） 

神奈川県（横浜市・藤沢市・川崎市） 
 
３．このシンポジウム全体についてのご印象、ご意見など 
  ・非常に興味深く聞くことが出来ましたが、内容が濃いのに時間が少なくて残念でした。 
 ・青木ヶ原溶岩について専門家の意見が聞くことができてよかった。 
  ・会場がもっと広い場所がよかった。 
 ・声が聞き辛かった。 
  ・大変良かったです。 
  ・おもしろかったです。 
 ・とってもよかったです。 
 ・荒牧先生が常々おっしゃっている火山に対する考え方の間違いがよく分かりました。 

今日の講義が正しいと実感できました。 
 ・レーザーによる地形図で溶岩流の流が分かって良かった。 
 ・全体的に駆け足だったと思います。もう少しじっくり聞きたかった。 
 ・会場が狭い。 
 ・資料が最後の討論の時にしかもらえなかったのが残念だ。 
 ・専門的な資料説明で分かりやすく、有意義でした。 
 ・勉強になりました。 



 ・全体的に時間がない（短い）印象だった。 
 ・今後もこのようなシンポジウムは出来るだけ多く、開催して頂けることを期待する。 
 ・レーザープロファイラーによる地形を分析できることには驚きです。 

 ・世界遺産登録計画など富士山に関心を持つ方々が増加している。タイムリーなシンポ 
だと絶賛したいですが、会場の選定をもっと検討すればよかった。 

 ・溶岩や溶岩が形成する地形について系統だった説明を聞く機会というのは今まで無かっ

たので、非常に勉強になりました。 
 ・最新のデータをかなり分かりやすく説明いただけたので良かった。 
 ・大変ためになった。 
 ・会場が狭いので、いごこちが悪かった。スライドが見えず残念でした。 
 ・大変勉強になった。 
 ・専門的過ぎた点がある。 
 ・富士山と溶岩流と関係がいろいろ出てきておもしろかった。 
 ・常識を深めた内容の講話でしたが大変興味があり、これから勉強してゆきたい。  
 ・大変おもしろかった。 
 ・一般人にとって非常に内容の濃い話だったと思います。 
 ・もっと多くの人が知るべき自然のからくりもちりばめられていたと思います。 
 ・今回限りでなく何回か繰り返されると理解も進むでしょう。 
 ・１回ではあふれぎみ。 
 ・マイクの音量がややこもりぎみだったのが少し残念。 
 ・時宜を得た企画と思う。（エコツーリズム・世界遺産等の注目）  
 ・非常に興味深く楽しく聞かせていただきました。 
 ・青木ヶ原溶の形成がわたしには良かったと思います。 
 ・スライドで解説された図を参考資料に載せてもらいたい。  
 ・大変興味あることを学ぶことが出来た。 
 ・全体を（青木ヶ原の）知るには大変良かったと思います。  
 ・更に１～２回のシンポジウムが企画されるともう少し内容の理解が出来ると思いました。 
 ・大変参考になりました。 
 ・全体に科学的過ぎて難しかった。 

 ・会場が狭すぎる。プロジェクターの位置が低く折角の講演の説明が見にくく、残念でし
た。 

 ・マイクの声が聞きづらかった。下部の説明をされても、後ろからは見えなかった。聞き
づらかった。 

 ・機会があればもっと条件の良い会場でもう一度聞きたいと思います。 
 ・会場が狭くうまく画像が見えなかった。よく聞こえなかった部分があった。 
 ・貴研究所の研究を公開して下さる場、富士山、青木ヶ原を愛する者として大変うれしく
思います。 

 ・エコツアーのインストラクターの方々が多いようでしたが、青木ヶ原をよく理解し、あ



まりの商業ベースにかたよった行動は慎んで欲しい。ある自治体の首長もよく考えて欲

しい。 
 ・貴重な話を聞けてよかったです。 
 ・青木ヶ原を中心にした溶岩のシンポとしては新しい情報が多く興味深かった。 
 ・大変興味深く、今後も是非お願いしたい。 
 ・良い内容でした。  
 ・大変興味深く聴講させていただきました。 
 ・勉強になりました。 
 ・思っていたより楽しかった。長いのかなと思ったけれどあっという間でした。 
  マイクのスピーカーが前にしかなかったためか、声がこもって聞き取りにくかった。 
  加えて、資料にﾍﾟｰｼﾞ番号をつけて欲しいと思います。 
 ・非常に興味深かった。 
 ・青木ヶ原溶岩流の主因や貞観噴火について新しい知見に触れることが出来、大変有意義
な会でした。 

 ・良く研究された内容ではあったが、もう少し一般受けしたものの方が良い。集まった人
はそれを望んでいたのでは？ 

 ・シンポジウムの案内からすると一般の人には理解しにくい部分が多い。エコツーリズム
等専門的過ぎないか。 

 ・レーザープロファイラー、ボーリングによる新知見、パワーポイントで分かりやすかっ
た。富士山と類似の対比も参考になった。 

 ・研究成果を一般に開示するのはいいと思います。 
 ・新しい青木ヶ原溶岩のことがわかってよかった。特に、表面地表調査では得られない資
料がかなり重要な発見になっているということが理解できた。 

 ・大変おもしろかった。 
 ・最近になり環研主催の公開講座をいろいろな場所で聞くことができてうれしい 
（特に地学分野） 

 ・大変素晴らしい内容でした。 
 ・人が多く画面が確認出来ませんでした。 
 ・歴史では分かっているのですが、科学的実証されたことは面白い。 
 ・何に応用していくのが不明 
 ・特にレーザースキャナーで青木ヶ原溶岩流の様子について、大変貴重なデータでした。 
 ・ビジュアル的な説明も多く非常に参考になりました。 
 ・マイクが共鳴して聞くのに苦戦しました。 
 ・大変勉強になりました。 
 ・おもしろかった。 
 ・溶岩チューブ、青木ヶ原溶岩の地形がすごいとおもいました。 

 ・マイクの調子が悪く断片的に聞き取れにくい部分が多くあり、全般的に理解しにくかっ
た。 



 ・興味深い内容であった。ただマイクの音量が小さく聞き難かった。 
 ・専門的な話を楽しく聞かせて頂いた。 
 ・非常に重要で今まで長尾山の噴火でできたものと思っていましたが、四つの火口からの

ことが分かった。 
 ・専門的であったが、地理的、地学的にバリエーションがあった。ただもう少しわかりや

すさが欲しかった。（自分の勉強不足は否めませんが） 
 ・青木ヶ原溶岩について、最新情報を多面的に扱うシンポジウムで、ありがたかった。 
   会場が狭く、スクリーンの文字が見づらかった。先生方の声が聞き取りづらかった。 
 ・内容の濃いシンポジウムであった。 
 ・興味深く聞かせて頂きました。 
 ・大変良かった。 
 ・質問時間が短すぎます。 
 ・皆さんの質問内容がレベルが高いのにびっくり、地元の人はスゴイ。 
 ・良かった。 
 ・総合的に理解出来た。 
 ・地元に密接した関心の高いテーマについて、先端の研究成果を市民に還元する企画とし

て意義がある。市民からのニーズも高い。 
 
４．内容が難しすぎましたか？ やさしすぎましたか？ 
 ・難しかったが興味深い話でした。 
 ・洞窟の話は少し難しかったです。 
 ・よく理解できました。 
 ・下り山噴火口にも発表されてすぐに行ってきましたし、その時のことを思い出しながら

聞いていました。 
 ・普通 
 ・最後の講義は少し難解でした。 
 ・ちょうどいい。 
 ・本多先生の話しは数式が多すぎました。 
 ・専門的だったがとても興味深かった。 
 ・特に難しいとは思えなかった。 
 ・多少難しかったが新しい測定方法ができるのか。 
 ・はじめて見聞きする内容で神秘ささえ感じている。 
 ・子供達の理解が必要。学校教育への導入。 
 ・富士山は一地域だけでなく、県・国の大きな課題としてとらえていって欲しい。 
 ・ちょうど良いで。 
 ・一部専門的な所もありましたが、わかりやすかったです。 
 ・それなりに理解出来た。 
 ・エコツアーガイドや一般の人には理解出来ない。かみ砕いたプレゼンをして頂かないと



理解できない。 
 ・４番目は専門的過ぎたように思います。 
 ・説明が良くてわかりやすかった。 
 ・少し難しかった。 
 ・部分的に難しいものがあった。 
 ・難しすぎました。（どちらかと言えば） 
 ・少し難しかった。 
 ・ちょうど良かったと思います。 
 ・素人にとっては専門的過ぎると思われる。 
 ・わかりやすく良かったと思います。 
 ・少し難しい。 
 ・知りたいことはまだまだあった。 
 ・難しい（説明についていけない）→後からの質問時間が有効でした。 
 ・全体的にわかりやすかったと思います。 
 ・数式（化学式）が多く話の内容がわからない。 
 ・難しいが非常に興味をひかれる内容だった。 
 ・難しいが素晴らしい技術の発達に驚いています。（レーザープロファイラー） 
 ・ちょうど良い 
 ・普通、わかり安い説明でした。 
 ・ちょうどよかったです。 
 ・溶岩洞穴生物を研究しており、判りやすい内容であったが、ブリスターなど一部のグル

ープでだけよく使われている用語については定義や語源の説明が必要と思われます。 
 ・千葉、高橋先生はたいへん良かった。 
 ・総合的に良かったと思います。 
 ・適当であった。  
 ・難しかったけど、少しわかった。 
 ・一般的にやや難しかったと思います。私は今回勉強をして参加していましたので、とて

も面白く受講しておりましたが、初めて地質や青木ヶ原などを学ぶ人にはレベルが高か

ったと思います。 
 ・ちょうどよかった。 
 ・私のレベルに合っていました。 
 ・専門用語が多すぎる。数式等はどうでも良い。 
 ・難しかった。 
 ・ほぼ適当。 
 ・一般の人には難しい。  
 ・私にとっては新しい知識を注入するという意味では良かった。 
 ・難しかったが、このようなシンポジウムを何回も繰り返してやって欲しい。 
   富士の麓に住む者として前向きに色々やって欲しい。 



 ・適切。 
 ・良かったと思います。 
 ・専門外ですが良くわかりました。 
 ・専門的な公式の解説については難しいと思います。 
 ・計数が難しかったがそれ以外は問題なく理解出来た。 
 ・専門的用語が多く理解しにくい部分もあった。（施設の関係で声が聞き取りにくかったこ

とも影響して） 
 ・中間。 
 ・難しすぎる（計算式など）。 
 ・難しい点もあったが、良かったです。 
 ・難しすぎた。 
 ・ちょうど良かった。 
 ・少し難しかったが知らないこと等楽しかった。 
 ・全体的に専門的で難しかった。 
 ・丁度いい。本多先生の話しはやや難しかった。 
 ・私には難しかった。 
 ・普通。 
 ・ちょうどいい。洞穴の話しは難しすぎ（数値とか式は最小限でいいです）。 
 ・いろいろ。 
 ・個人的には難しい点もあったが、こうした企画は市民向けという理由で結果のみを 
   易しく報告する必要はない。多少難しくても詳しい内容を求める。 
  
５．どの講演が特に興味がありましたか？ 
 ・火山のビデオ 
 ・全部です。常々子供達への説明などをしていましたが、これで少しは正しい説明が出来

そうです。 
 ・どの部分も非常に良かった。 
 ・高橋先生の講義、荒牧先生のズバッと切り込むトーク。 
 ・「地下洞窟」「青木ヶ原溶岩流の流れ様式と表面形態」 
 ・レーザープロファイラーによる図型図によってより一般的にわかりやすい図面が作成さ

れ、樹海散策に有効的だと思います。 
 ・千葉先生の話しです。 
 ・千葉先生のマッピングと地形の話 
 ・青木ヶ原溶岩流。 
 ・千葉達朗先生の研究に興味を持った。 
 ・本栖湖、精進湖、西湖を含めたせの海について興味をもった。 
 ・高橋先生の溶岩形態の分類。千葉先生のレーザープロファイラーと図化の説明が興味 
   深かったです。 



 ・全体におもしろかったので、全てです。 
 ・全部でしたが、特には溶岩の流れ方。 
 ・測量方法。 
 ・溶岩流の流れ様式と表面形態について理解できた。 
 ・３番目の千葉先生の話。 
 ・全部。航測のすばらしさに驚き。 
 ・青木ヶ原の成り立ち、せの海について。 
 ・せの海の出来方と年代（古さ）。 
 ・どの先生も専門的に研究なさって、地味なことですが、すばらしいと思いました。 
   また、悠久のロマンを追っていく夢のあるお仕事だと思います。今後のご活躍を期待し

ます。 
 ・レーザープロファイラー・ボーリング。技術者としてすべて。 
 ・レーザープロファイラー・青木ヶ原溶岩流の流出と表面形態・ボーリング。 
 ・熔岩の分布、形成、地下のつながり等に興味がありました。 
 ・樹海の噴火口と溶岩流について。 
 ・せの海が埋まった状況の説明。 
 ・溶岩流の流れ具合の動画。 
 ・噴火口が複数あり、熔岩の流域が違っていること。 
 ・赤外線による高低差の判明。 
 ・千葉先生。 
 ・千葉先生、高橋先生。 
 ・千葉先生、高橋先生。 
 ・全て。 
 ・レーザープロファイラー。 
 ・高橋先生の講演。 
 ・レーザープロファイラーの地形による説明はとても印象的で判り易かった。 
 ・本多先生の講義は専門的過ぎる部分が多く分かりにくかった。 
 ・レーザープロファイラーによる青木ヶ原地域の精密地形からわかること。 
 ・全て興味があった。 
 ・青木ヶ原レーザープロファイラーによる精密地形。 
 ・青木ヶ原溶岩流の流出様式と表面形態。 
 ・高橋先生の講義が非常にわかりやすく良かった。頂いた資料に沿っての話だったので、

眼で字を追いながら学びの補足が出来た。又、熔岩の表面形態というつかみにくい 
   （とっかかりにくい）話題にもかかわらず、とても興味をもって良かった。 
 ・すべて。 
 ・千葉先生のお話。 
 ・レーザープロファイラーによる精密地形。 
 ・青木ヶ原溶岩流、アア型、パホイホイ型、下り山溶岩流グループ、石塚溶岩流グループ。 



 ・レーザープロファイラー関連。 
 ・青木ヶ原熔岩の成立。 
 ・高橋先生の発表が私には参考になりました。  
 ・すべて。特に溶岩洞窟に対する新しい認識が出来た。 
 ・レーザープロファイラー：樹海の中用の地図として利用できないか？ 
 ・玄武岩溶岩：鳴沢のスパイラルの正体がわかった。 
 ・千葉先生、高橋先生。 
 ・千葉先生の最初のテーマ、青木ヶ原は未知の場所と思っておりましたが、詳細な地形図

が作成されることで、多分野に応用可。 
 ・「青木ヶ原溶岩流の流出様式と表面形態」 
 ・精密地形及び流出様式。 
 ・精密地形及び流出様式と表面形態。 
 ・溶岩の出来方（アア）（パホイホイ）の違い。 
 ・溶岩の出来方水中での枕状溶岩の実写の場面 
 ・赤色立体地図などがよかったです。 
 ・青木ヶ原溶岩流の流出、様式と表面形成、ボーリングからみた青木ヶ原溶岩流とせの海。 
 ・青木ヶ原の溶岩地形。 
 ・千葉技師の講演。 
 ・ボーリングからみた青木ヶ原溶岩流とせの海。 
 ・溶岩堆積、レーザーによる地形の測量。 
 ・富士山の地下洞窟。 
 ・せの海について。 
 ・溶岩の流出様式と表面形態。 
 ・レーザープロファイラー。 
 ・全て。 
 ・青木ヶ原溶岩の化学組織。 
 ・青木ヶ原溶岩流の流出様式。 
 ・千葉先生。 
  
６．期待していたけど聞けなかったことは？どんなことがもっと聞きたいですか？ 
 
 ・資料を後から頂いたが、カラー資料でなく見づらく、はじめから申込み形式で 
   会場と資料を人数にあわせて準備すべきだ。 
 ・富士山そのものの周辺について同様の調査と記録発表を早くして頂きたいと思います。 
   とても知りたいです。今後どんどん同様の勉強会を開いて欲しいです。レジメが少し 

あればもっと理解しやすかったです。この会はすごくとてもよかったです。 
 ・知識、データを今回教えていただきましたが、それらを知っていく中で先生方が 
   おもしろいし、楽しいと思ったことも聞きたかった。 



 ・時間が短かった。 
 ・質問の時間をもっととって欲しい。また、このような機会を多くやってほしい。 
 ・溶岩洞窟の話をもっと詳しく特に青木ヶ原の洞窟の事を知りたいです。 
 ・日本政府が投入した防災資金はこの分野においてどのように（具体的に） 

活かされないか？ 
 ・溶岩流と植物生成のスパンについて。 
 ・洞窟の調査をもっと正確に測定して頂きたい。全体の位置を地図上に表現したものを 
   作成して欲しい。 
 ・湯之奥金山の発掘調査を役場で担当したことがある。御坂山系は富士山を取り巻く外輪

山であるとの調査結果を聞いた。金の生産過程と富士山の噴火活動の関わりについては

何があるのか知っていきたい。 
 ・本栖湖の成り立ちについて詳しく知りたい。 
 ・地質の違いと植生の違いの関連が聞ければうれしいです。 
 ・土壌の出来方（発展・成長）について 
 ・一般向けの内容を作って頂きたい。学術的視点をどう伝えるかを考えていかないと 
   「インタープリテーション」「ガイダンス」には使えない。 
 ・富士四湖の生成について特にせの海の予測される範囲等詳しく聞きたかった。 
   （もっとも現状の調査ではお話の範囲なのかということで納得した面もありますが） 
 ・本栖湖と精進、西湖の関係水面は同じだが。 
 ・鎌倉街道、若彦路、中道往還などと噴火とのかかわりを聞きたかった。 
 ・先小御岳の内容がもっと聞きたい。 
 ・これからもまた、ご講義よろしくお願いします。 
 ・荒牧先生の話しをもう少し多く。 
 ・青木ヶ原のエコツーリズム（エコツアーに基礎として必要なのでは？） 
 ・防災の話も 
 ・エコツアーガイドレベルでのインタープリテーションにおける新しい知見、特級の 
   内容面への反映ポイントに。一般向けの話。 
 ・今後噴火しやすい場所溶岩の流れ方等、方向性等もう少し聞きたいと思いました。 
 ・熔岩洞穴内の熔岩棚（富岳風穴、こうもり穴）等にありますが、この形成過程について 
 ・洞穴内の実画（樹海内に実存する洞穴）、各洞穴の発生状況。 
 ・地質調査の内容について。 
 ・配られた資料に不備があった。 
 ・ボーリング調査１本など、現在の状況では最大最新の研究情報を教えていただいたこと

を感謝申し上げます。青木ヶ原は洞窟の数など世界的にもめずらしい場所、その貴重な 
   自然遺産を守り残していくためにも貴研究所がさらなる研究を重ね、データを記録して

くださることを希望し、応援させていただきます。本日は有り難うございました。 
 ・青木ヶ原以前の熔岩にも焦点をあてたイベントを期待します。 
 ・全般を通して、話は良かったのですが、見せていただいたパソコンの地図や写真など 



   画面がどんどん変わってしたったので、もっとゆっくり見たかった。 
   （資料としてもいただきたかった。） 
 ・今日の発表について環境科研のＨＰで閲覧できるようにして欲しい。 
 ・大変興味あることでシンポジウムであったが何分にも大勢の人で先生の説明が良くわか

らずに終わり残念であった。それというのも人の頭が影となり全く説明がわからなかっ

た。もっと立体的会場でもう一度開催して欲しい。（さくやホール等で） 
 ・レーザープロファイラーの測定で見ると精進湖東側赤池と呼ばれている付近では青木ヶ

原溶岩流の急激な落ち込み（シワが見られるところ）が見られるが、これはどのような 
   理由からでしょうか？ 
 ・今後の調査の方向性など。 
 ・スクリーンの位置が低く、前の人の頭で下半分が見えなかったのが残念。 
 ・「せの海」についてデータが少ないので現段階からやはり無理なのでしょうね？ 
   今後に期待しましょう。 
 ・もう少し一般に語り調で行って欲しい。 
 ・討論会時間の制約が強すぎた。 
 ・もう少し時間的余裕があれば、さらによかった。 
 ・富士山の歴史科学も含めて民族的なこと。 
 ・南側地区の熔岩分布調査の参考にします。 
 ・各火口の噴火状態を時間を追って動画でやってもらえればと思う。 
  （推定でも良いと思う） 
 ・先小御岳火山と呼ばれるものの内容。 
 ・こうした貴重なデータを何に生かすのか？ 
 ・火山予測はどうなっているのか？ 
 ・町村・住宅地との関わり？ 
 ・北東麓の溶岩流の状況、割れ目噴火（北西方向と北東方向）について 
 ・富士山の他の溶岩流との差異や同じものであればその特徴など。 
  （他との比較があればもっと良かった。） 
 ・今後もこのような機会を望みます。 
 ・青木ヶ原の中ではコンパスは正確に作動するのでしょうか？ 
 ・最後の列までマイクの声がはっきり届かなかった。 
 ・今後の富士山の噴火について。 
 ・大室山周辺に非常に興味を持っていましたのでよかったと思います。 
 ・現実は大室山の精進登山道周辺の樹木植物は激減しています。早く保護を 
   考えないと取り返しのつかないものになります。私の知る限りでも、この 
   20 年くらいで貴重な植物が 20 種以上なくなっています。又、テレビ会社が時々やって

います。ご存じですか？ 
 ・樹型の話、洞穴の話ゆっくり討論したいものです。 
 ・火山洞窟に関わる用語の定義の整備について今後整備されるのでしょうか？ 



 ・火山学者と地質学者が用いている用語に違いがあり、統一してもらいたい。 
 ・富士北麓地区で活動しているエコツアー団体がグイレーシートをそれぞれ作るとき団体

によって使用する用語がバラバラだとエコツーリズムへの信頼性に欠ける。レーザー測

量法の手法的解説及び今後の研究展開、他地域での応用、社会的有用性、転用可能性に

ついて。 
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