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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
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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．
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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／（φmax -φ）｝０．４８｝φ／φmax] （１）

η B，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
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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／（φmax-φ）｛φmax／（１‐φmax）｝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
％（φmax＝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
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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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