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富士火山巡検ガイド 
 

 
 
はじめに 富士山は 300 km3の体積を有する日本最大の成層火山である．北西− 南

東方向にややつぶれた山体は，急峻な山頂部とゆるやかに広がる裾野からなり，世界に

名だたる麗峰としてあまねく知られている．しかし，この美しい山容も数十万年におよ

ぶ長い火山史から見ればほんの束の間の仮の姿にすぎず，かつて富士山も深くえぐれた

カルデラを醜くさらけ出した姿をした時期があった．今回は火山としての富士山が歩ん

できた成長と破壊の歴史を，火山がつくり出す様々な景観とともに見て行こう． 
 

富士山の地形とテクトニクス 地

理的には富士山はユーラシア，フィ

リピン海，北アメリカの３つのプレ

ート会合部にまたがっている（図１）．

しかし，地質学的には太平洋プレー

トの沈み込みによって生じたフィリ

ピン海プレート東縁の伊豆− 小笠原

弧の火山フロント上に生じた火山で

ある．主に玄武岩質マグマの活動に

よって形成されているという点は，

伊豆弧の火山フロント上の第四紀火

山と共通している．これに対して，

東北日本弧のフロント上の火山は主

として安山岩質〜デイサイト質マグ

マでできている． 

 
 

図 1．日本周辺のプレート境界 
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 山裾まで含めた富士山は 40 km×30 km の広がりを見せるが，地形図上で山体をよく

見ると北西− 南東方向につぶれてのびている（図 2）．この方向には大室山をはじめと

する多くの側火山や側火口列が並んでいる．それらの地下には必ずマグマを供給した通

り道の跡，すなわち岩脈があるはずである．側噴火や側火口が北西− 南東方向に並んで

いることは，岩脈がこの方向に貫入しやすいことを示している．同じことが伊豆半島の

箱根火山や伊豆大島でも見られる（図 3）．即ち，富士山の岩脈の貫入方向は，伊豆半

島一帯の広域的な応力場を反映している．これは軽い伊豆半島が本州弧の下に沈み込め

ないために，フィリピン海プレートが支えてしまい，伊豆半島周辺がぎゅうぎゅう押さ

れている方向なのだ． 

 
図 2．富士火山の地質図 
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富士火山 富士山をただ一つの火

山からできているのではない．実は現在

の富士山の下に２つの火山体が隠され

ている（図 4）．最下部に埋もれている

小御岳火山は今からおよそ 20 万年− 8
万年前に活動した古い火山で，安山岩質

の噴出物でできている．小御岳が噴火し

ていた頃，丹沢山地から流れ出た古酒匂

川は小山町を通って西流し，御殿場から

南へ下って駿河湾へ注いでいた（図 5）．
その後，小御岳火山の活動が停止した 8
万年ほど前に，現在の富士山頂がある付

近で古富士火山の噴火が始まった． 
やがて古富士は小御岳の山体をほとん

ど覆い隠すほど高く成長した．今から５

万年ほど前には古酒匂川は古富士火山

の噴出物で埋め立てられ，流路を東に変

えて現在のように相模湾に注ぐようになった．古富士火山の噴火は爆発的で，高く成層

圏まで吹き上げられた大量の火山灰は偏西風に乗って東に流され，関東平野一円を覆っ

た（図 6）．この火山灰層が関東地方で広く見られる赤土で，冬の寒い早朝に霜柱が立

ち，日中気温が上がると融けてぐちゃぐちゃの泥んこになる，やっかいなしろものの正

 
図 3．伊豆半島周辺で地殻が押されている
方向（二十線と太線） 

図 4．富士山の模式断面図．富士山の下には古富士火山と
小御岳火山が隠れている． 

 
図 5．（１）8 万年前には丹沢山地から流れ出た古酒匂

川は相模湾に注いでいた．（２）5 万年前にな

ると古富士火山の成長によって川はせき止めら

れ，現在のように相模湾に注ぐようになった． 
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体である． 
 今から１万年ほど前になると噴火がぐっと穏やかになり，大量の溶岩を流し出すよう

になる．そこで１万年前以降，現在までの富士山を新富士火山と呼んでいる．しかし，

古富士と新富士の活動は連続的で顕著な休止期はない．この時期の大規模な溶岩には山

頂付近から御殿場方面へ流れ下り，三島市まで達した三島溶岩（10500 年前）などがあ

る（図 2）．この活動は 8000 年前頃までつづくが，それ以降 4500 年前までは小規模な

火山灰を出す噴火に変化した．東麓ではあまり火山灰が降らなかったため，植物が腐っ

てできる黒土（腐食土壌）が堆積した．これを富士黒土層と呼んでいる．4500 年前以降

再び活発化し，山頂火口と側火口からの噴火が起きた．3000-2000 年前になると，山頂

火口から中〜大規模噴火が頻発した．湯船第一スコリア，大沢スコリアなどのプリニー

式噴火が盛んに発生したが，溶岩はほとんど出なかった．2000 年前以降は側噴火が多く

なり，ストロンボリ式から準プリニー式とあまり爆発的でない噴火に変わるとともに，

溶岩の流出も多くなった．富士山で最も最近の噴火は西暦 1707 年 12 月 16 日に起った

宝永の噴火である．これはそれまでの噴火とは打って変わって大変爆発的なプリニー式

噴火だった．また，富士山にしては珍しく分化したデイサイトの軽石を出したことも特

異だった． 

 
図 6．富士火山のテフラの厚さ．実線は新富士火山，破線は古富士火山． 
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観察地点の説明と研究課題 

 
 
１．白糸の滝に見られる古富士泥流と古期新富士溶岩 
火山泥流 (volcanic mud flow, lahar)，炭化木 (charcoal)，不整合 (unconformity) 
 
 沢山の細い滝からなることから白糸の滝と呼ばれている．崖の上部にほぼ水平に見え

ているのは新富士火山初期に噴出した白糸溶岩Ⅰ（8000− 9000 年前）で，滝はその下

のレキ層から流れ落ちている．溶岩の下位のレキ層は古富士火山の後期（18000 年前）

に流下した火山泥流．上位の溶岩と下位の泥流の間にはおよそ１万年の時間間隙がある． 
 
 火山泥流を作っているものは何か？堆積構造を観察しよう（レキはどのように並んで

いるか？レキの大きさは上下方向，水平方向に変化しているか？） 
 泥流と溶岩の境界はどのようになっているか？泥流の構造と境界面の関係に注意． 

 

 
白糸の滝 
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２．朝霧高原（たまご牧場）の観望点：富士山と大室山の地形 
成層火山 (stratovolcano)，側火山 (parasitic volcano)，単成火山 (monogenetic volcano)，
複成火山 (polygenetic volcano) 
 
 よく晴れた日には長くすそ野をひいた富士山と富士火山最大の側火山である大室山

（3000 年前）を見ることができる．大室山をよく見ると，富士山とは山の形が違うこと

に気づく．このような形をした小火山は噴石丘とかスコリア丘と呼ばれている．これは，

山頂火口から比較的おだやかな噴火によって吹き飛ばされた噴石（スコリアや火山弾）

が，山体斜面をころげ落ち，少しづつ山すそを広げながら，山頂を高くしていくことに

よって，形成される．大室山の形成と平行して，大室山溶岩と根原溶岩が西方に流れ出

し，根原一帯の凸凹の地形を作っている（図 8）．また，この噴火に伴う火山灰（大室

スコリア）は，大室山から東に向かって飛ばされ，富士火山北麓を広く覆っている． 
 

 
 富士山と大室山の山の形の違いを観察しよう．どんな風に違っているだろう？ 
 

 
図 8．3000 年前に大室山から噴火した大室スコリアと根原溶岩の分布．数字はスコリアの厚さ(cm)．
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３．本栖湖畔の青木ヵ原溶岩の溶岩ローブ 
アア溶岩 (aa lava)，クリンカ−  (clinker)，溶岩ローブ(lava lobe)，ブリスター(blister)，
急冷縁(chilled margin)，柱状節理(columnar joint)，crease structure 

 
 富士北西山麓に広がる青木ヶ原樹海は，西暦 864 年の噴火の際に長尾山の火口から流

れ出た青木ヶ原溶岩の上に形成された森林である．この溶岩は当時北麓にあった大きな

湖（セノウミ）に流れ込み，現在の西湖と精進湖を生じた（図 9）．また，西方に流下

した溶岩は本栖湖に流れ込んだとされる．しかし，本栖湖に流下した溶岩は長尾山から

ではなく，大室山西麓の石塚火口から噴出した可能性が高い． 
 青木ヶ原溶岩の大部分はアア溶岩だが，本栖湖畔にはアア溶岩から派生した樹枝状の

溶岩ローブが見られる．本栖湖東方の谷間から流れ下った溶岩は，湖の手前で一旦扇状

に広がり，高さ数ｍの崖（溶岩フロント）を作っている．この溶岩フロントを突き破っ

て，多数の溶岩ローブが湖に向かって枝別れしながら水中に延びている．溶岩ローブに

は特徴的な構造を持った沢山の割れ目が見られる． 
 
 溶岩ローブはどんな形態をしているか？長さ，幅，高さはどれくらいか．枝分かれす

る様子を観察しよう．割れ目の走る方向とローブの伸びの方向の関係はどうなっている

か？割れ目にはどんな構造が見られるか？ 

 
図 9．青木ヵ原溶岩 (Nag) の分布 
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本栖湖畔の樹脂状の溶岩ローブテュムラス．ローブを縦に割る亀裂に注目．割れ目の壁には縞模様

が見える． 

 
本栖湖畔の青木ヶ原溶岩の空中写真．扇状に拡がったアア溶岩から，細い溶岩ローブが多数で

ている．ローブの先端が膨れて枝分かれしている様子が見て撮れる． 
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本栖湖畔の水底チュムラスとハワイの陸上のテュムラスの膨張亀裂壁に生じた縞模様の組織。結晶

度の違いに注目。 
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４．精進湖畔の青木ヵ原溶岩のパイプ気孔 
パイプ気孔 (pipe vesicle) 

 
 精進湖に流れ込んだ青木ヶ原溶岩は

長尾山から流れ出たと考えられ（図 9），
本栖湖畔の溶岩ローブに似た溶岩形態

が見られる．しかし，本栖湖よりもブリ

スターやパイプ気孔が発達している（写

真）． 
 
 溶岩全体の厚さ，構造，パイプ気孔の

大きさ（幅，高さ）・形態，割れ目，急

冷組織を観察しよう． 
 

 
精進湖溶岩に見られるパイプ気孔．上に向かってのび

ている孔の形に注意して見よう． 

精進湖に流れ込んだ青木

ヶ原（石塚）溶岩 
左手の湖岸にそって本栖

湖とよく似た水底パホイ

ホイ溶岩のローブが延び

る．湖中央に向かって広

がるのはシート状に広が

った水底溶岩．シートの

周辺が丸みを帯びた複数

の突出したローブで囲ま

れ，膨張亀裂を生じてい

る． 
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５．富岳風穴と鳴沢氷穴 
溶岩トンネル (lava tunnel)，溶岩スタラクタイト (lava stalactite)，溶岩石筍 (lava 
stalagmite)，溶岩樹型 (lava tree mold)，アア溶岩 (aa lava)，クリンカ−  (clinker) 
 
 青木ヶ原溶岩には２１の溶岩トンネルが知られており，富士山の溶岩の中で最も多い．

流れている溶岩は表面から冷却され，やがて固結した溶岩で覆われるようになる．しか

し，溶岩は熱を伝えにくい性質のため，その下では長時間溶融状態の溶岩が流れつづけ

ることがある．固結した表皮を残して内部の溶岩が流れ去ってしまうと，跡に空洞を生

じ，溶岩の流れに沿って延びる天然のトンネルが現れる．トンネルの天井を作っている

溶岩が崩れると，深い竪穴（スカイライト）ができたりする． 
 
 風穴や氷穴の出入り口には，青木ヶ原溶岩の断面が見えている．一体溶岩は何枚ある

か，数えてみよう．溶岩トンネルの中では，どんな構造が見られるだろうか？溶岩はど

ちらの方向へ流れていたか？ 
 
６．西湖のパホイホイ (pahoehoe lava) 
溶岩チュ− ブ（lava tube），溶岩ロ− ブ（flow lobe），縄目状溶岩じわ（ropy wrinkle）， 
tube-fed pahoehoe，surface-fed pahoehoe，パイプ状気泡（pipe vesicle），ブリスタ−
（blister） 

 
 青木ヶ原溶岩の大部分はアア溶岩だが，西

湖湖畔ではパホイホイ溶岩を見ることがで

きる．また，西湖湖畔一帯の他にも，青木ヶ

原樹海の中のアア溶岩中にも小規模なパホ

イホイ溶岩が点在している．これらは，一旦

アア溶岩として流れた青木ヶ原溶岩の内部

から，より流動性に富んだ溶岩が流れ出てパ

ホイホイ溶岩となったものである．西湖湖畔

では長さ数 10 cm〜数 m くらいの舌のよう

な形をした溶岩（溶岩ローブ）が見られる．

溶岩ローブの表面にある縄目状の模様は“縄

目状溶岩じわ”と言い，このような溶岩を縄

目状パホイホイ溶岩と呼んでいる．溶岩の断

面には沢山の気泡が見られ，ときには大きな

空隙（ブリスタ− ）が空いていることがある．

また，溶岩の下部には上下に延びたパイプ状

の気泡（パイプ状気泡）が見られる． 
 パホイホイ溶岩はアア溶岩に比べて流動

性に富み，薄く広がり易い性質をしている．噴火の勢いがよいときには，パホイホイ溶

 
西湖湖畔の縄目状パホイホイ溶岩．縄目状のしわ

のより方を見れば，上から下へ向かって流れたこ

とがわかる． 
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岩は水のように火口からあふれ出て時速数 10 km という速度で流れ，横に薄く広がった

シート状の溶岩となる．噴火の勢いが衰えてくると，ゆっくりとした速度で流れて縄目

状パホイホイ溶岩を作ったりする． 
 
 溶岩の形態，大きさ（厚さ，長さ，幅），構造（表面構造，断面，結晶・気泡の分布，

急冷縁）を観察しよう．溶岩ロ− ブ同士はどのようにつながっているか？ 溶岩がどう

やって流れていくか，考えてみよう．溶岩はどちらに向かって流れているか？溶岩じわ

のしわのより方や溶岩ローブの枝分かれに注目！ 
 
 
７．鳴沢の青木ヶ原溶岩のスパイラクルと大室スコリア（3000 年前） 
スパイラクル（spiracle），アア溶岩（aa lava），クリンカ− （clinker） 
 

 西暦 864 年に長尾山から流れ出た

青木ヶ原溶岩は，富士北西山麓を広く

覆っている．当時このあたりにはセノ

ウミという大きな湖があったが，青木

ヶ原溶岩によって埋め立てられ，現在

の西湖と精進湖が残った．この時，溶

岩の下に閉じ込められた地表水や地

下水は熱せられて，高圧の水蒸気を発

生し，時折激しい爆発（水蒸気爆発）

を引き起こした．この爆発によって，

溶岩中には上に向かって開いたらっ

ぱ状の竪穴を生じた．このような爆発

孔をスパイラクルと言う． 
溶岩の下には 3000 年前の大室山の噴

火の際に降り積もったこげ茶色の大

室スコリアが見られる． 
 
 溶岩全体の厚さ，構造，スパイラク

ルの大きさ（幅，高さ）・形態，割れ

目，急冷組織を観察しよう．割れ目は

どんな方向に走っているか？スパイ

ラクルの太さは一定か，変化している

か？ 
 

 
溶岩を割って真上に向かってのびるスパイラクル 
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８．船津の胎内：剣丸尾溶岩の溶岩トンネル（剣丸尾第一溶岩，西暦 932 年；剣丸尾第
二溶岩，西暦 937 年） 
溶岩樹型（lava tree mold） 
 
 富士吉田から有料道路の富士スバルラインに入ると，一路南に向かって溶岩の上を進

んでいく．この溶岩は，西暦 932 年に富士山北麓の標高 2900-2600 m に開いた割れ目

火口から流れた剣丸尾第一溶岩で，富士吉田の市街地まで流れ下っている． 
 
船津の胎内で，溶岩トンネル内部の模様や溶岩樹型を観察しよう． 
 
 
９．新富士中期のスコリア丘の断面 
スコリア（scoria），ラピリ（lapilli)，火山弾（volcanic bomb），スコリア丘（scoria cone），
アグル− チネ− ト（agglutinate），崖錐堆積物（talus deposit) 
 
 富士吉田口から南進した富士スバルラインは，側火山の一つである丸山の北で一路南

西へ向かい，御庭・奥庭溶岩を横切って，富士山の西麓へ回り込んでいく．標高 2000 m
を超えるあたりで北東へ向けて折り返し，四合目に向かう途中で新富士火山中期（4500
− 3000 年前）の側火山の断面が見えてくる． 

 
 噴出物の成層

状態，噴出物の大

きさや構造の違

い，スコリア丘の

構造を観察しよ

う．スコリアと火

山弾はどのよう

に違うだろう？

外形，色，気泡，

割れ目に注目！ 
 

 
スコリア丘の断面．赤く酸化したスコリアの大きさに注意．灰色に見える部分は

コケだよ． 
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１０．御庭・奥庭の火口列（2000-1500 年前） 
スコリア（scoria），ラピリ（lapilli)，火山弾（volcanic bomb），スコリア丘（scoria cone），
アグル− チネ− ト（agglutinate），割れ目火口（fissure vent），割れ目噴火（fissure eruption），
ファイア− ファウンテン（fire fountain） 
 
 富士スバルラインは四合目の標高 2250 m 付近で北北西− 南南東に走る御庭・奥庭の

火口列を横切る．道路から上に向かって延びる東西２本の火口列が御庭の割れ目火口で，

東側の火口列は道路から下に延びる奥庭の割れ目火口に続く．噴火は御庭の西側火口列

で始まり，御庭第一溶岩を流出した．その後，東側の火口列が開き，斜面下方の奥庭へ

向かって割れ目火口が延びていった．最後に奥庭火口わきのスコリア丘を形成して噴火

は終息した． 
 スバルライン道路脇の切り割には御庭火口周辺に堆積したアグルーチネートが見ら

れる．火口から遠くへ吹き飛ばされたスコリアや火山灰は，空中を飛んでいる間に大気

によって冷やされるため，地上に降りてくるまでに冷たくなってしまう．ところが，火

口のすぐ近くに落下したスコリアや火山弾は，大気中で冷やされる間もなく落下するた

め，高温のまま堆積していく．この熱によって，スコリアの表面が融けて，スコリア同

士がくっついてしまう．このような堆積物をアグルーチネートと言い，火口がすぐ近く

にあることを示す重要な情報源となる． 
 
 火口の大きさ（幅，深さ，長さ），火口列の配列と方向，火口近くの噴出物はどのよ

うなものか？ 色，形，表面や内部構造，堆積の仕方を観察しよう．とくにアグルーチ

ネートの気泡に注目！よく見ると元のスコリア一つ一つの輪郭がわかるよ． 
 
１１．小御岳火山 
不整合（unconformity），アア溶岩（aa lava），compound flow，simple flow 
 
 小御岳は，数十万年前に活動した箱根火山とほぼ同時代のやや古い第四紀火山で，主

に安山岩質のマグマによって作られている．ここでは古い小御岳火山の溶岩と新富士火

山の溶岩が重なっている様子が観察できる（図 10）． 
スバルラインの終点から小御岳神社の鳥居を左に見すごして，登山口へ向かって東に歩

いていく．登山口のあたりでは富士山の溶岩が露出している．振り返って小御岳神社の

方を見てみよう．富士山山頂からなだらかに下ってきた斜面が，小御岳のあたりで飛び

出しているのが見て取れる．これは富士山の下に隠れている，古い小御岳の山体の上部

が突出したものだ．小御岳の山頂部は侵食によって失われているが，登山口と小御岳神

社の中間くらいの場所に山頂があったと考えられている．さらに先へ林道を下っていく

と，やがて小御岳火山と富士山の溶岩が山側の壁に見えてくる．２つの溶岩の違いをよ

く観察しよう（図 11）． 
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 富士山と小御岳の間の不整合は

どこか？溶岩の走向・傾斜，結晶

量に注意！小御岳火山の溶岩の重

なっている様子を見てみよう． 

 
図 10．小御岳神社周辺の地質図 

図 11．泉ヶ滝付近のスケッチ（上）と小御岳のアア溶岩層（下）． 
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１２．西臼塚の駐車場からの富士山，宝永山と高八山から出た最大の大淵スコリア
(2000-1500 yrB.P.) 
 
 駐車場から富士山を望むと，中腹の当たりに宝永火口が大きな口を開けているのが見

える．その下の手前に見えている小山は高鉢山で，2000-1500 年前に噴火した側火山で

ある．その噴火の際に放出された大渕スコリアはほぼ真南に向かって飛んでおり，この

駐車場内でも見ることができる．これは側火山から噴出した降下スコリア中で最も体積

が大きい． 

 
 山の形の違いに注意して富士山，宝永山，高八山の地形を観察しよう． 
 
 
１３．新五合目の上り口の不動沢溶岩・日沢溶岩と湯船第２スコリア（2200 年前） 
アア溶岩（aa lava），クリンカー（clinker），塊状部（massive part），スコリア（scoria），
ラピリ（lapilli)，火山弾（volcanic bomb），アグル− チネ− ト（agglutinate） 
 
 新五合目の駐車場脇には不動沢溶岩・日沢溶岩が露出しており，アア溶岩の断面を見

せている．また，溶結した降下スコリア（湯船第２スコリア）が地表付近を覆っている．

これは富士山山頂から噴火した最後の降下テフラで，これ以降の噴火は全て山腹で起き

ている． 
 
 アア溶岩とはどのような溶岩か？溶岩の構造を観察しよう． 
 
 
１４．宝永火口（富士山最大の側火口）西暦 1707 年 
側火山（lateral cone），プリニー式噴火（plinian eruption） 
 
 1707 年 10 月 28 日，マグニチュード 8.4 の宝永地震が発生，駿河湾から遠州灘一帯

に家屋倒壊など多くの被害をだした．12 月に入ってから富士山周辺ではたびたび地震が

起きていたが，宝永地震から 49 日後の 12 月 16 日午前 10 時頃，富士山の南東中腹から

噴火が始まった．噴出物は噴火の初めの 4-6 時間は白色のデイサイト質軽石と火山灰で

あったが，やがて黒色の玄武岩質スコリアに変わった．噴出物の分布から，当時低空で

は南西の風が吹いていたが，高空では西から西北西の風が卓越していたことがわかる．

噴出物の総体積は 1.7 km3 であるが，大部分は 16 日から 21 日までの間に噴出した．

宝永噴火による火山灰は広く南関東一円を被い，江戸での降灰の様子は新井白石の“折

たく柴の記”にも記されている．噴火口は３つあって，上から宝永火口Ⅰ，Ⅱ，Ⅲと呼

んでいる．噴火の順番は逆に，下から上へ向かってⅢ→Ⅱ→Ⅰの順に火口が開いていっ

た．宝永火口Ⅰの南東縁に盛り上がっている山を宝永山と言う．これは， 山体の下部

から貫入してきたマグマが，山腹を突き上げるようにして盛り上ったものである．火口
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周辺の地形をよく見ると，宝永火口Ⅱ，Ⅲの形成後に宝永山ができ，その後火口Ⅰが開

いたことがわかる．古記録によると，宝永山は 12 月 16 から 17 日にかけて生じたらし

い． 

 宝永の噴火のように高い噴煙柱を立ち上げて，広範囲に降下テフラをまき散らすよう

な爆発的な噴火をプリニー式噴火と言う．流紋岩質やデイサイト質の噴火ではよく見ら

れるが，玄武岩質マグマではあ

まり多くない． 火口壁には山体

斜面に平行にのびる薄い溶岩が

沢山見られる．山頂の方を見る

と，溶岩を高角で横切る細い筋

が何本か見えている．これを岩

脈と言う．火口底や火口周辺に

はときどき握り拳ほどもあるハ

ンレイ岩（ガブロ）や閃緑岩の

岩塊がころがっている．これは

宝永の噴火の際に，マグマが地

下深くから地表にまで運んでき

たもので，捕獲岩と呼んでいる． 
これらの深成岩は，地下のマグ

マ溜りでマグマがゆっくりと冷

却固結してできたもの，と考えられる． 

 
図 12．宝永噴火の降下テフラの等層厚線図． 

 
宝永火口の上端に屏風のように切り立った岩脈と壁に露出す

るアグルーチネート（下）． 
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 宝永火口の大きさに注目．爆発の激しさを想い浮かべてみよう．岩脈は立体的には非

常に薄い（1 ｍくらい）板のような形をしている．板の入っている方向はどっちを向い

ているか，地図上に記入してみよう．捕獲岩を捜してみよう．どのような種類の岩石が

あるか？ 
 

 
１５．幕岩の三島溶岩（10500 yrB.P.），日本平溶岩（4500 yrB.P.），幕岩溶岩（2-1 Ka）
と宝永の埋没林 

 
 図 13．宝永の降下テフラの模式柱状図と，噴火の経過，火口の開口，噴出物の全岩化学組成変化． 

 
図 14．幕岩に露出する溶岩層のスケッチ．数字は 14C 年代． 
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 幕岩には５枚の溶岩が露出している．最下部に見えている厚い溶岩は１万年前に噴出

した三島溶岩で，風化した火山灰とスコリア層を挟んで，4500 年前の日本ランド溶岩が

重なっている．その上を一部覆っているスコリア層は，スコリア丘が侵食された名残で

ある．さらに上位に重なる３枚の溶岩は 1600 年〜１千年前に流れた幕岩である．一番

上には宝永テフラが見られる． 
 幕岩に面した沢床には宝永の噴火でテフラ下に埋もれた針葉樹林がある． 
 
１６．太郎坊の宝永テフラ（西暦 1707 年）と新富士火山テフラ 
テフラ（tephra），レス（loes），降下ユニット（fall unit），スラッシュ堆積物（slush 
flow deposit） 

 
 太郎坊の駐車場の南にある

沢の両岸に，新富士火山のテ

フラが積み重なっている．沢

床には 10500 年前に流れた三

島溶岩が見られる．その直上

には風化した茶褐色の火山灰

とスコリアが載っている．こ

れを山麓へ追っていくと，富

士黒土層に変化する．さらに

上には赤褐色のスコリアを二

枚（下から R-I, R-II と呼ぶ）

はさんで，斜交層理の見られ

るテフラ層が２枚ある．これ

らは 4000 年前の火砕流堆積

 
図 15．太郎坊の駐車場わきの沢の中のスケッチ． 

太郎坊の駐車場わきの沢の中の路頭（上のスケッチの写真）． 
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物で，炭化木を含んでいる．崖の一番上には黒いスコリア層があり，すぐ下にある白灰

色の軽石層へ続く．これらは宝永四年（西暦 1707 年）に噴火した宝永山から飛来した

テフラである．分布の主軸（一番厚く堆積している方向）は横須賀− 九十九里浜の南を

連ねたラインで，江戸でも 4 cm ほど積もっている． 
 
 宝永のテフラの色と粒径の変化に注目！同じ噴火なのに，最初は白色軽石を噴出し，

急に黒っぽくなってスコリアに変化している．火山の下で一体が起こったのだろう？ 

 
１７．平野の新富士テフラ 
テフラ（tephra），レス（loes），降下ユニット（fall unit），風化土壌（weathered soil）， 
富士黒土層（Fuji Black Soil） 
 
 崖の左上から右下へゆるやかに傾斜した降下テフラの中ほどに，厚さ１ｍほどの黒色

土壌の地層がある．これは富士黒土層と呼ばれる，およそ 10500〜6400 年前に堆積し

た腐食土壌で，下位の古富士火山と上位の新富士火山を分ける鍵層となっている．富士

 
図 16．太郎坊のテフラの模式柱状図． 
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黒土層の存在は，この期間に広い地域に降灰をもたらすような爆発的な噴火がほとんど

起こらなかったことを示している． 
 
 降下テフラの堆積・風化の様子を見る．テフラの粒度，スコリアの形，構造はどうな

っているか？ 

 
 

 
図 17．平野のテフラ層の模式柱状図． 
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１８．上柴怒田の古富士テフラと AT 
テフラ（tephra），レス（loes），降下ユニット（fall unit），風化土壌（weathered soil），
広域火山灰 (Areal tephra)，スランプ構造 (slumping) 
 
 柵内の崖には，左上から右下にかけて斜めに走る縞模様が見えている．これは主に古

富士火山から飛んできた降下火山灰とスコリアで，数万年前〜１万年前の地層が露出し

ている．崖の上部には 16000 年前の古富士泥流が降下テフラの間に挟まれている．一枚

一枚のテフラは，風化火山灰や薄い土壌の層で境されている．テフラの下限は明瞭だが，

上方へ向かって次第に風化火山灰の層に移り変わっていき，上限がはっきりしない．崖

の右手では，厚さ数 cm のやや明るい色の粘土質の火山灰が暗色のスコリアと火山灰の

間に挟まれている．これは，九州南部の姶良カルデラを生じた 21000 年前の噴火で生じ

た広域火山灰で，姶良・丹沢火山灰（AT）と呼ばれている．AT を指先でつまんでこす

り合わせてから，日の光に当ててみると，キラキラと光る小さな粒が沢山含まれている

のが見える．これは細粒の天然ガラスのかけらで，火山ガラスと呼んでいる． 
 降下テフラの堆積構造・二次的な変形，風化の仕方を観察しよう．AT はどこにある

か，探してみよう． 
 

 
上柴怒田の露頭． 
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１９．大野原の砂沢スコリア（Zu, S-13）と箱根火山の火砕流 
東京軽石（TP），新期カルデラ（caldera），火砕流（pyroclastic flow），軽石流（pumice 
flow），イグニンブライト（ignimbrite） 
 
 箱根火山は現在の富士山の下に埋もれている小御岳火山とほぼ同時代（40 万年〜10

万年前）に盛んに噴火を繰り返して成長した成層火山である．もとは標高 2700 m くら

いの大きな富士山型の成層火山だったが，26 万年前から 18 万年前にかけて起きた４回

の爆発的噴火で，山体の中央部がなくなり，差し渡し 10 km の大きなカルデラができた．

そもそも「箱根」とは屏風のようにそそり立つ山で周囲をぐるりと囲まれた地形を意味

する日本語で，まさにカルデラのことなのだ．この大きなカルデラができた後，屏風山

や文庫山などの中央火口丘を生じた．52000 年前に再び火砕流を出す大きな噴火によっ

て，内側にもカルデラがつくられた．このときの火砕流は猛烈な勢いで四方に広がり，

半径 30 km の範囲は完全に焼きつくされ，火山灰の下に埋もれた．火砕流に先だって噴

出した降下軽石は，東に飛んで関東地方の南部一帯を覆っている．東京でもよく認めら

れることから，東京軽石の名がついた． 

 降下テフラと火砕流はどのように違うか？ テフラのときと同様に粒度，軽石の形，

発泡の仕方，岩片と軽石片の分布などに注意する． 
 
２０．駒門風穴：三島溶岩の溶岩トンネル（10500 年前） 
溶岩トンネル（lava tunnel），パホイホイ溶岩（pahoehoe lava） 
 
 三島溶岩は流動性に富んだパホイホイ溶岩からなり，駒門風穴や岩波風穴などの溶岩

 
図 18．シラス（入戸火砕流堆積物）の分布（左）とその噴火の様子（右）． 
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トンネルを残している．駒門風穴の中では，溶岩水位が下がった後にトンネルの底を流

れてきた縄目状パホイホイ溶岩や，溶岩石筍，溶岩スタラクタイトなどが見られる． 
 
２１．岩波の三島溶岩（10500 年前） 
パホイホイ溶岩（pahoehoe lava），スラブパホイホイ溶岩（slab pahoehoe lava），ス
クイーズアップ（squeezed-up） 
 
 三島溶岩の噴出口はよくわかっていないが，溶岩の分布から富士山南斜面から噴火し

たと考えられている．新富士火山で最も古い溶岩の一つで，最大の体積を有する（4 km3）．

火口から南東へ流れ下った溶岩は，古酒匂川を埋め立て，現在の三島に達した．黄瀬川

の河床にはパホイホイ溶岩からなる三島溶岩が露出している．溶岩の表面には西湖湖畔

で見られるような縄目状溶岩や，平らな板状（スラブ）の溶岩を見ることができる．と

ころどころ溶岩の板が持ち上がって，割れているところがあり，割れ目から短い溶岩が

流れ出ているのが観察できる． 
 
溶岩の表面構造や断面を観察しよう．スラブが持ち上がって割れている様子や，割れ目

を見てみよう． 
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