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ABSTRACT 

  
This paper is the 7th edition of "Manyoshu and Cave", the stage is Japan's highest mountain, 

Mt. Fuji. In 2013, Mt. Fuji was registered as a World Cultural Heritage as faith and source of 
art. The eruption of Mt. Fuji started about 10,000 years ago, but the oldest record of the 
eruption is in Manyoshu. Author is Mushimaro TAKAHASHI. Title is ”Fuji-san wo Yomeru 
Uta” (Poem of Mt. Fuji), expressing the eruption of Mt. Fuji wearing snow, " fire is erased by 
snow ..." and singing worship to Mt. Fuji as a god. Here, a typical figure of Mt. Fuji as object of 
faith and source of art is drawn. In the vicinity of the foot of Mt. Fuji, there are many caves and 
lava tree molds made by lava flow. This report is an experiential record visiting "Caves and Lava 

Tree Molds" of the Manyooshu era (late 7th～the 8th century) while thinking of Manyoshu's poem. 
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１.はじめに 

 
 「万葉集と洞窟」シリーズ第７集の舞台は、霊峰・富士山である。富士山が世界遺産に指定されたのは 2013

年 6 月。当初、自然遺産としての申請を試みたが、ゴミの不法投棄や開発による環境破壊によって認定が難しい

ことが分かり、信仰の対象や芸術の源泉としての「文化遺産」として申請し直し、認められた。「火山としての

自然環境を持つ富士山は、古来、山岳をはじめ自然物に対する信仰の伝統を持っていた日本人に深く畏敬の念を

抱かせ、様々な宗教・宗派を超えた信仰の対象とされてきた。一方、葛飾北斎の浮世絵などの芸術活動を通じて、

名山としての世界的な地位を確立した」―などと、文化庁の推薦書に記載されている。 

現在の富士山（新富士）の噴火は約 1 万年前から始ま

ったとされているが、最も古い文字の記録として残っ

ているのは「続日本紀」の天応元年（781 年）の記載。

しかし、万葉集にはその数十年前に噴火を描写した歌

が載っている。代表的なものは高橋虫麻呂の「不尽山
ふ じ の や ま

を

詠
よ

める歌」（巻 3）。〈燃ゆる火を 雪もち消
け

ち〉（燃え

る火は雪で消し）と詠い、さらに、〈言ひもえず 名付

けも知らず霊
くす

しくもいます神かも〉（言いようも名付け

ようもなく、とおとい神であらせられる）と崇めてい

る。まさに富士山に対する「信仰と芸術」の原型がここにある｡

さらに、富士の神秘性を深めているのが、噴火・爆発に伴って

派生する溶岩流によって形成される様々な形状の洞窟。万葉期には、噴火している富士山は日常見みられる景観

であった。また、その頃、あるいはそれ以前の溶岩流跡が少なからず確認されている。洞窟も形成され、今にそ

の姿をとどめているものも少なくない。富士山形成の悠久の歴史を辿りながら、万葉人の目に映った霊峰の佇ま

いを、その歌と洞窟を通して考察してみたい。   

 

２.噴火史で見る富士山の生い立ち 

 

文化庁の世界遺産推薦書や国土交通省等の資料によると、富士山は以下のような生い立ち（噴火）を通じて現

在の姿になったと、とされている。 
富士山は日本列島のほぼ中央部（最高峰の剣ヶ峰は北緯 35 度 21 分 39 秒、東経 138 度 43 分 39 秒）に位置し、

フィリピン海プレート、北米プレート、ユーラシアプレートの 3 つのプレートが接する地点にある。標高 3776

ｍ、山体の体積約 500ｋ㎥と、我が国最高最大の成層火山である。国土交通省中部地方整備局富士山砂防工事事

務所・山梨県・静岡県作成の「富士山火山防災ハンドブック」（次ページ図 1）によると①約 70～20 万年前、現

在の富士山よりやや北側に小御岳（おみたけ）火山が誕生②約 10 万年前に小御岳火山の中腹で古富士火山が噴

火を開始。爆発的な噴火を繰り返し、少なくとも 4 回の山体崩壊（表層だけでなく深部に至る崩壊）を発生させ

た③約 1 万年前になると、古富士火山を覆うように新富士火山（現在の富士山）が噴火を開始。新富士火山は、

ねばり気の小さい玄武岩質の溶岩を流し、約 1 万年前～8000 年前ごろには静岡県三島市や山梨県大月市付近ま

で到達する多量の溶岩が流出した。この時の溶岩流、溶岩噴出量が新富士全体の 8～9 割に及ぶ。次ページ右側

の（図 2）は、上記①～③の変化を断面的に図示した内閣府作成の「富士山の構造」で、小御岳火山や古富士火

山が現在の新富士火山にすっぽり覆われていることが分かる。 

写真 1.御殿場市内からの早朝の富士山 



 

 

富士山の噴火で、記録として残っている最古のものは奈良時代末期、

の天応元年（781 年）7 月 6 日の「続日本紀」（注 1）の記述である。 

「駿河国言、富士山下雨灰、灰之所及木葉彫萎」（駿河の国が「富

士山の麓に灰が降って、灰がかかった所は木の葉がしぼみ、枯れた」

と言上した）と書かれている。この 1 行だけで、噴火の規模等を知る

ことは出来ないが、この頃、井戸や河川が枯れ果てるなどの天変地異

が続いた。続日本紀には天応元年 1 年間だけで「地震があった」とい

う記録が、富士噴火の項を挟んで、3 月 3 日から 12 月 24 日までの間

に 9 回も記録されている。記録は都で書かれたものであり、小規模な

ものも含めてもっと多数の地震が頻発していた可能性が高い。 

 

 

 

さらに、「日本紀略」（注 2）には延暦 19 年（800 年）3 月 14 から 4 月 18 日にかけてと 2 年後の延暦 21 年（802

年）1 月 18 日に噴火があったことが記されている。これらを含め 18 世紀初頭まで 10 期にわたる噴火が確認さ

れている。有名なものは、平安前期の貞観 6 年（864 年）から同 8 年（866 年）にかけての「貞観噴火」。北西

斜面（現在の長尾山）からマグマが噴出、麓の地形を変えてしまうほどの大量の溶岩流（マグマの総量約 13 億

㎥）が発生。後の青木ヶ原樹海（注 3）が形成されたほか、「せのうみ」と呼ばれた巨大な湖の大部分を埋め立て、

それまで 4 つだった湖を 5 つに変え、現在の富士五湖に至っている。江戸中期の宝永 4 年（1707 年）12 月 16

日に、南東山麓の 5 合目付近から起きた大噴火が「宝永噴火」（マグマ総量 7 億㎥）。噴火は 16 日間も続き、噴

煙は高度 1 万ｍを越え、江戸市中にまで大量の火山灰を降らせるなど有史以来最大の噴火となった。その後今日

まで 300 年、大噴火は起きていない。宝永噴火までの大噴火によって、青木ヶ原樹海をはじめ、富士山独特の溶

岩トンネルや溶岩樹型ができたほか、随所に様々な形態の洞窟、風穴が生まれ、その姿を今に留めている。本稿

では、万葉集に詠われた 8 世紀ごろまでの古代の富士山噴火とそれによって生じた溶岩流や洞窟・風穴について

論述する。 

なお、気象庁のＨＰに基づく 781 年から 1707 年までの富士山の噴火記録の主なものは以下の通りである。（ス

コリア＝破片状の火山噴出物の一種。気泡を多く含む黒っぽい軽石） 

 

年代   噴火名 活動経過・被害状況等 

781(天応元)年   8 月。山麓に降灰。木の葉枯れた 

800～02(延暦19～

21)年  

 

延暦噴火  800 年 4 月 15 日噴火、降灰多量、スコリア降下、溶岩流。噴火場

所は北東山腹。 

801 年も噴火し、降灰砂礫多量、足柄路は埋没、802 年に箱根路が

開かれた。 

図 2.富士山の構造（内閣府「防災情報のページ 報告書」から） 

図１.上から小御岳火山の時代。古富士火山の時代。新富士火山の時代（国

土交通省富士砂防事務所等発行の「富士山火山防災ハンドブック」から） 



864～66 

（貞観 6～7）年  

貞観噴火  864 年 6 月に噴火、降砂礫多量。噴火場所は北西山腹。長尾山付近

から溶岩流出(青木ケ原溶岩)、北西に流れたものは本栖湖に達し、

また「せのうみ」を精進湖、西湖に二分、北東に流れたものは吉

田付近に達する。この溶岩で人家埋没、湖の魚被害。噴火の最盛

期は噴火開始約 2ヶ月程度まで。  

937(承平 7)年   噴火場所は北山腹。スコリア降下、 溶岩流。  

999(長保元)年    3 月 26 日。詳細不明。  

1033(長元 5)年    1 月 19 日。スコリア降下、溶岩流。噴火場所は北山腹。  

1083(永保 3)年    4 月 17 日。  

1435 または

1436(永享 7)年  

  スコリア降下、溶岩流。噴火場所は北山腹。  

1511(永正 8)年    8 月。  

1707(宝永 4)年  宝永噴火 12 月 16 日噴火（宝永噴火）。軽石・スコリア降下。噴火場所

は南東山腹（宝永火口）。噴火 1～2 ヶ月前から山中のみで有感

となる地震活動。十数日前から地震活動が活発化、前日には山

麓でも有感となる地震増加(最大規模は M5 級)。12 月 16 日朝に

南東山腹(現在の宝永山)で爆発し、黒煙、噴石、空振、降灰砂、

雷。その日のうちに江戸にも多量の降灰。川崎で厚さ 5cm。噴

火は月末まで断続的に起きたが、次第に弱まる。家屋・農地が

埋まった村では餓死者多数。初期はデイサイト、その後玄武岩

のプリニー式噴火。江戸にも大量の降灰。噴火後洪水等の土砂

災害が継続。  

 

 

３.富士山噴火と万葉歌―高橋虫麻呂を中心に 

不尽山
ふじのやま

を詠
よ

める歌一首併せて短歌 

なまよみの 甲斐
か ひ

の国 うち寄する 駿河
するが

の国と こちごちの 国のみ中
なか

ゆ 出
い

で立てる 不尽
ふ じ

の高嶺
たかね

は 

天
あま

雲
ぐも

も い行きはばかり 飛ぶ鳥も 飛びも上
のぼ

らず 燃ゆる火を 雪もち消
け

ち 降る雪を 火もち消
け

ちつつ 

言ひもえず 名づけも知らず 霊
くす

しくも います神かも 石
せ

花の海と 名づけてあるも その山の つつめる

海そ 不尽
ふ じ

河
かわ

と 人の渡るも その山の 水の激
たぎ

ちそ 日
ひ

の本
もと

の 大和
やまと

の国の 鎮
しづ

めとも 座
いま

す神かも 宝

とも 生
な

れる山かも 駿河なる 不尽の高嶺は 見れど飽
あ

かぬかも（巻 3 319） 
 
       反歌 

不尽の嶺
ね

に降り置く雪は六月
みなつき

の十五日
も ち

に消
き

ゆればその夜
よ

降りけり（320） 

不尽の嶺を高み 恐
かしこ

み天
あま

雲
ぐも

もい行きはばかりたなびくものを（321） 

  右の一首は高橋連虫麿の歌の中に出づ。 類
たぐひ

を以
も

ちてここに載
の

す（注 4）. 

〈甲斐の国と、波打ち寄せる駿河の国と二つの国の真ん中に聳え立っている富士の高嶺は、空行く雲も進むこ

とをためらい、飛ぶ鳥もそこまでは上れない。燃え上がる火は雪で消し、降る雪を火で消しつつ、言いよう



もなく名づけることもできないくらい、とおとい神でいらっしゃる。せの海と名付けられているのもこの山

が包み込んでいる湖だ。富士川と呼んで人が渡るのも、この山から発する激流だ。日の本の大和の国の鎮め

の神としていらっしゃるのだ。この国の宝ともなっている山だ。駿河の富士の高嶺はいつまでも見飽きるこ

とがない〉 

〈富士の山に降る雪は（夏の盛りの）6 月 15 日に消えると、その夜にはまた降り始めるのだ〉 

〈富士の山は高く、恐れ多いものだから雲も進むのをためらい、たなびいているのだなあ〉 

 

富士山の歌として有名なのは、「洞窟環境 NET 学会紀要 7 号」（2016 年）の拙稿でも触れた山部赤人の〈天地
あめつち

の分かれし時ゆ 神
かむ

さびて 高く貴
たふと

き 駿河なる 不尽
ふ じ

の高嶺を 天の原 振
ふ

り放
さ

け見れば 照る月の 光も

見えず 白雲も い行きはばかり 時じくぞ 雪は降りける 語り継ぎ 言ひ継ぎ行かむ 不尽の高嶺は〉（巻

3 317）という「不尽山
ふ じ の や ま

を望める歌」がある。その反歌が〈田子
た ご

の浦ゆうち出て見れば真白
ま し ろ

にそ不尽の高嶺に雪

は降りける〉（同 318）。二人の歌は、ともに雪に覆われた富士山の美しい姿、その神々しさを格調高く謳い上

げている。 

ただ、赤人と虫麻呂の歌の違いについて、万葉学者の犬養孝は「山部赤人の歌は、時間的に描かれ、悠久の昔

からそこに厳然とある天下を睥睨する富士、という掴み方なのに対し、虫麻呂の歌は、そこにある富士を、地図

を上から見下ろすみたいな富士、そういう形で描いている。現実の地理的な景観に即している」（「万葉の歌人 高

橋虫麻呂」）と指摘している。その二つの歌の具体的な違いは「噴火」を取り上げているかどうかであろう。赤

人は全く触れていないが、虫麻呂の歌には「燃ゆる火を 雪もち消ち」「降る雪を 火もち消ちつつ」と、明ら

かに噴火の状況が描かれている。しかも「見れど飽かぬかも」と結んでおり、噴煙を上げる状況を目の当りにし

ていることが推察される。つまり、虫麻呂の歌は、富士山の姿を詩情豊かに讃えるだけとどまらず、火山として

の実像を捉えた歴史的記述としての意味あいをも併せ持っている。 

高橋虫麻呂については、生没年や履歴などまったく分かっていないが、山部赤人、大伴旅人、山上憶良などと

並ぶ万葉第 3 期（710～730 年代）、個性的な歌が生み出された時代に活躍した歌人とされている。いわゆる宮廷

歌人ではなく、下級官吏として各地を旅し、地方の伝説や自然をうたっている。最大 36 首の歌が万葉集に載っ

ているとみられているが、はっきり虫麻呂の作とされるのは 2 首だけ。あとは、「不尽山を詠める歌」も含めて

「虫麻呂歌集に出づ」などとして掲載されている。 

虫麻呂作と明示されているのは巻 6「白雲の 龍田の山の」で始まる 971 と反歌 972 の 2 首である。（注 5 ） 

歌の前書きに、「四年壬申
じんしん

（天平 4 年＝732 年）藤原宇合
うまかひの

卿
まえつきみ

、西海道
さいかいどう

節度使
せ つ ど し

に遣
つかは

さえし時、高橋連虫麻呂

の作れし歌一首幷
あは

せて短歌」とあり、左注には「八月十七日に東山山陰西海の節度使を任命する」と記されてい

る。つまり、この歌は藤原宇合（注 6）が地方軍備体制を整える節度使として九州に赴く時の送別の歌として、

高橋虫麻呂の作った歌であることが分かる。作った年も 732 年であることが明らかだ。 

これより前、虫麻呂は長く宇合の部下として付き従っていたとみられる。宇合が按察使（あぜち、地方行政監

督官）として、養老 3 年（719 年）東国（安房、上総、下総）に赴任したさいにも同行。宇合が神亀元年（724

年）、蝦夷の反乱を鎮圧するため陸奥へ向かうまで間の 5 年間ほど東国で暮らしていたと推定され、その間に富

士を遠望して作ったのが「不尽山を詠める歌」であろうと思われる。東国在住の最も遅い時期、724 年の作とし

ても続日本紀の記載より 57 年も古い、富士山噴火の歴史的記録ということになる。 

虫麻呂の歌は、噴火以外に「石
せ

花の海
うみ

」「不尽
ふ じ

河
かは

」と、富士山の麓の情景描写も忘れていない。「石花の海」は、

その後の貞観噴火で大半が埋まり、現在の精進湖と西湖に分かれることになる。つまり、今の富士五湖が 4 湖で

あった当時の地形を的確にとらえている。また、「不尽河」は富士山の西を南下、駿河湾にそそぐ全長 128 キロ

の日本三急流の一つである富士川であり、名前が文字として残っているのはこの万葉集が最古である。富士山噴

火に伴う溶岩流が河口付近にまで達し、今も河原にはその痕跡を見ることができる。 



富士山を詠んだ歌は万葉集に全部で 11 首あるが、虫麻呂歌と同様に「噴火」を推測させる歌が巻 11 に次の 2

首収められている。 

吾
わぎ

妹子
も こ

に逢ふ縁
よし

を無み駿河なる不尽の高嶺の燃えつつかあらむ（2695） 

〈愛する人に逢うすべがないので富士の高嶺のように心は燃え続けているだろう〉 

妹が名もわが名も立てば惜しみこそ不士
ふ じ

の高嶺の燃えつつ渡れ（2697） 

〈妻の名も私の名も評判が立ったら口惜しいので富士山の高嶺のように心で燃やし続けよう〉 

 いずれも作者不詳の、いわば庶民の歌で、詠まれた時期も不明だが、「燃える恋心」を富士山の噴火にたとえ

た恋歌。虫麻呂のように具体的な描写があるわけではないが、富士山の噴火が一般的な現象として、広く捉えら

れていたことを裏付ける歌と言えるだろう。 

 さらに、古典や古文書の中から富士山の噴火を検証した都司嘉宣氏の「富士山噴火の歴史」（築地書館）によ

ると、万葉の代表歌人・柿本人麻呂の歌を中心に編纂されたとされる「柿本集」には次の歌が残されている。 

 ふじのねの たえぬ思ひを するからに 常盤
と き わ

に燃
もゆ

る 身どぞ成
なり

ぬる 

〈燃え続ける富士山のように いつも思い焦がれている身となってしまったことよ〉 

都司氏は、これが人麻呂の歌の可能性が強く、その活躍年代から持統元年（687 年）から文武 4 年（707 年）

の間の作と推定。高橋虫麻呂の歌より 2，30 年古い、「富士山の噴煙のありさまを証言した、文字通り最古の文

献ということになる」としている。  

４.万葉期の富士山溶岩流 

 
当時の富士山の実際の噴火の様子はどのようなものだったのであろうか。有史以降、特に平安時代の貞観噴火

や江戸時代の宝永噴火に伴う溶岩流や洞窟に

ついては、形状がそのまま残っているものも多

く、関連する研究資料は多岐にわたり、年代も

特定されやすい。しかし、万葉時代（7～8 世紀）

についてはその後の大噴火によって埋もれて

しまったり、流されたりして原型をとどめるケ

ースは多くない。ただ、年代測定のための測量

データの解析技術の進歩によって、噴火時期、

場所、マグマの種類や噴出量などを突き止める

ことが可能になった。 

以下、最新技術を駆使した産業技術総合研究

所・地質総合センターによる「富士火山地質図

（第 2 版）」に従って、古墳時代から、飛鳥・

奈良時代にかけての万葉期の富士山の噴火履

歴、溶岩流の痕跡を辿ってみたい。 

富士山は活動の変化に伴い、古富士火山は

星山
ほしやま

期（約 10 万年前～BC15000 年）、新富士

火山は富士宮
ふ じ の み や

期（BC15000~BC6000 年）と須

走 4 期（a~d）の計五つのステージに分けられ

る。富士宮期と須走 a～c 期（BC6000~BC300

年）までが縄文時代、BC300 年以降の弥生時代

から現代までが須走-d 期にあたる。各時期の噴

図 3.産業技術センター作成の 

「富士火山地質図（第 2 版）」 



出物の痕跡、溶岩や土石流が流れた範囲を色分けしたものが（図 3）。Sd と書かれた山腹から四方に流れている

濃い赤色の部分が須走-d 期の噴出物である。さらに、同センターでは紀元前 200 年ごろの土丸尾溶岩流（Sd-Tsm）

から 1707 年の宝永噴火（Sd-Ho）まで、各ステージごとに地層のできた順序（層序）について分析。年代未確

定分を含め 44 件の溶岩流、噴出物、堆積物の層序を明らかにしている。本稿が対象としている万葉期を含む須

走-d 期についての層序の主なものが（図４）である。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士山の噴火は年代別の特徴があり、3500 年前から 2200 年前までは山頂噴火が多かったが、それ以降は山腹

や山麓で起きている。須走-d 期もすべて山腹の割れ目噴火で、奈良、平安時代にかけては北西、南東方向の割れ

目噴火が特に多かった。本稿の対象時代である 7 世紀後半から 8 世紀後半に限定してみて見ると主なものは以下

の通りでなる。 

・ ふじあざみライン溶岩流＝東斜面。ふじあざみライン 5 合目付近から旧馬返にかけて分布するアア

溶岩流（注 7） 

・ 焼野噴出物＝西斜面。標高 2500～2000ｍ付近の北西―南東方向に配列した割目火口。流れ下った

溶岩流は複数の支流を作り、滑沢などの谷を埋める 

・ 御庭奥庭第一、第二噴出物＝北西斜面に分布する火砕物およびアア溶岩流の総称。第一は標高 3500

ｍ付近から 1850ｍ付近まで、第二は 3100ｍ付近から 1300ｍ付近まで並列した割目火口が給源。溶

岩流はそれぞれ 1850ｍ、1180ｍ付近まで達している。第二の火口の水平距離は 8ｋｍで、富士山の

火口列としては最長 

図 4.須走-d

期火山噴出

物の層序＝

富士山火山

地質図から 

 



・ 白大竜王氷池噴出物＝北西山麓。標高 1500ｍから 1300ｍ付近の割れ目が給源 

・ 鑵子山噴出物＝南東山麓。降下スコリアや溶岩流からなる。西暦 700 年～800 年前後の噴火と見ら

れる。噴出火口は鑵子山とその北に続く北鑵子山 

・ 大流噴出物＝北斜面の標高 3000ｍ付近から 2700ｍ付近まで延びる割れ目噴火口から噴出した火砕

物及び溶岩流。溶岩流は 2000ｍ付近まで確認できる 

 高橋虫麻呂ら万葉人は、これらの溶岩流などが噴き出した富士山の噴火を目にしていたのではなかろうか。奈

良時代から平安時代にかけて富士山の活動は活発だったといい、彼らにとって「燃える富士」は日常の光景だっ

たに違いない。これらの噴火の後に有名な貞観噴火や宝永噴火が続くのは前述した通りである。 

 
５.十里木丸尾溶岩流の溶岩樹型・十里木氷穴（静岡県裾野市） 

 

富士山周辺には 140 余の火山洞窟と無数の溶岩樹型があるとされる。火山洞窟は溶岩流の中に出来る溶岩洞窟

（玄武岩洞窟と安産岩洞窟）の他に、火砕流の凝灰岩の中にできる凝灰岩洞窟、噴火口の底にできる噴火口洞窟、

割目噴火口にできる割目

噴火洞窟の 5 種類がある

（NPO 法人・火山洞窟学

会）。溶岩流による溶岩洞

窟が最も多く、上記洞窟学

会の小川孝徳氏の 1998 年

7 月現在のまとめによる

と、静岡県側で 47、山梨

県側で 85 の計 132 カ所が

確認されている。総延長

625.3ｍの駒門風穴（静岡

県御殿場市）や 386.3ｍの

西湖コウモリ穴（山梨県・

青木ヶ原）などは国の天然

記念物に指定されている。 

噴火によって流れ出た

溶岩が地表に出ると、表面

は空気に触れて急速に冷

えて固まる。しかし、内部

は高熱（約 1000 度）のま

まで、この溶岩やガスが冷

えた表面の殻を突き破っ

て噴き出した後に残った

空洞が溶岩洞窟だ。 

一方の溶岩樹型は、溶岩流が樹木を巻き込んで流下、やがて樹木は焼き尽くされて残った空洞のことを言う。天

然記念物に指定されているものだけでも 133 カ所。複数の樹木が同時に巻き込まれ、重なり合って複雑な形を作

っているのを複合溶岩樹型と呼び、世界でも富士山の 8 つのケースしかないという珍しい形態。中には天井に溶

岩鍾乳石がぶら下がったり、側面が肋骨状になって、あたかも人体の内部に見えたりするものもあり、これらは

図 5.富士山の溶岩流に伴う洞窟（●）と溶岩樹型（×）の所在地＝「天然記念物『駒

門風穴』及び『印野の溶岩隧道』保存計画』」（静岡県）から 



特に胎内樹型と名付けられている。また、洞窟内の温度が常に氷点下以下で、氷の池や氷柱を見ることができる

氷穴もある（図 5 参照）。 

◇ 

 

このように、富士山は、まさに洞窟の宝庫であるが、現在確認できるものは平安時代の貞観噴火（864 年）以

降のものが多く、飛鳥・奈良時代の万葉人が目撃したであろう噴火に伴う溶岩流は前章の（図 4）で見た通り、

7、8 件。中で代表的なものは、今から 1200～1300 年前、側火山群（注 8）の一つである「鑵子山（かんすやま、

標高 1306ｍ）」の噴火によって流れ出た溶岩流「十里木丸尾（じゅうりぎまるび）溶岩流」である。現在の静岡

県裾野市の十里木別荘地や富士サファリパーク一帯の広大な地域を溶岩流で埋め尽くし、樹木をなぎ倒して無数

の十里木溶岩樹型群を形成した。 

その代表格が「十里木氷穴（じゅうりぎひょうけつ）」と名づけられている複合溶岩樹型である。所在地は裾

野市須山 2255―351。数理位置は北緯 35 度 15 分 29 秒、東経 138 度 48 分 12 秒。標高 890ｍ。平成 16 年（2004

年）4 月、裾野市の文化財に指定されている。 

下の（図 6＝裾野市立富士山資料館編「富士南麓の溶岩洞窟」から）の通り、直径 2.5ｍのブナの巨木（図 6.1）

を中心に、溶岩に巻き込まれた周辺の 7 本の木（同 2～8）が燃え尽き、空洞となって残った複雑な形態の複合

溶岩樹型で、東西約 26ｍ、北へ最大約 18ｍ、南へ最大 13ｍ。幅は広いところで約 3ｍ。高さは高い所で約 1.8m。 

裾野市や地元財産区などが平成 15 年（2003 年）、地表から氷穴の内部に降りる階段や説明の看板を設けるな

どして整備した。写真 2.の大きな穴が図 6.1 で示されたブナの大木が立っていた場所で、階段は地上部から踊り

場まで約 1.5ｍ、踊り場から底まで約 2ｍ。階段を下りきった所がやや平坦な床面になっており、設置された寒

暖計の温度は 3C。数歩東（図 6.の 3 付近）へ進むと「氷穴」という名前の通り、気温がぐんと下がって床面に

氷が張り、大小の氷筍、氷柱が光っている。 

 

 

 

計測してみると、氷筍は計 5 本（高さ 7～25cm）、氷柱は 6 本（最大 20cm）あった（写真 3.4.5.）。富士山資料

館の担当者の話によると、例年氷は 12 月から翌年 5 月末ごろまで見られ、1，2 月ごろには天井からぶら下がっ

た氷がレース状になっていることも珍しくないという。訪ねたのは 5 月中旬で、氷の見れるほぼ最終時期だった

ようだ。 

図 6.十里木氷穴平面図（「裾野市文化財調査報告 

第 5 集富士南麓の溶岩洞窟」から 

写真 2.十里木氷穴内部へ降りる階段（左図の 1

の部分）。元々は直径 2.5m だったが、最長部で

2.7m に広がっていた 



  

 

 

 前記富士山資料館の説明資料によると、付近は標高 900ｍ近い高所で、元々年平均気温が低いうえ、この氷穴

の開口部が直径 2.5m と小さい一方、内部空間が大きい構造になっている。このため、入り込んだ空気の膨張（断

熱膨張）による冷却作用（断熱冷却）で氷点下以下に下がり、溶岩の亀裂から浸み込んできた雨や雪の水分が氷

筍や氷柱として独特の造形美を作り出すのだという。山梨県側の青木ヶ原樹海には国の天然記念物である「鳴沢

氷穴」などがあるが、静岡県側の氷穴は、ここだけだ。 

図 6.の通り溶岩樹型の内部は複雑に入り組んでおり、下の写真 6.で分かるように先端部は非常に狭くなってい

て進むことは出来ない。溶岩は斜長石、輝石、カンラン石などを主成分とする玄武岩で、写真 7.のような木理の

鋳型が鮮明に残っている所もある。針葉樹の鋳型が多い。また、写真 8.は氷穴入口近くの溶岩の縁のクラスト（殻）

の一部で、青い苔に覆われている。 

 

 

 

 

 十里木氷穴は、広い範囲にわたって十里木丸尾溶岩流が流れ下った跡に出来た溶岩樹型の一つで、付近一帯は

「十里木溶岩樹型群」と呼ばれ、同じようにして形成された大小の溶岩樹型が数十カ所点在する（写真 9）。縦に

穴があるだけの堅樹型、横に倒れた形の横臥樹型（写真 10）、斜めに倒れた斜樹型（写真 11）など様々な形態が

見られる。針葉樹の樹型が多く、元はブナとモミなどとの混成林だったとみられる。 

 
 

 
６）印野丸尾溶岩流の溶岩隧道(静岡県御殿場市) 

写真 3．溶岩樹型の内部 写真 4. 大小の氷筍 写真 5.岩肌からぶら下がった氷柱（左から） 

写真 6.樹型の先端部へ延びる穴 写真 7.木理の鋳型。針葉樹が多い 写真 8.入り口直下のブナの大木の

樹型の縁（左から） 

現在は一帯に樹木が生い茂る十里木溶岩樹型群跡。無数に大小の樹形の穴が点在する（写真 9）。二つ

並んだ横臥樹型（写真 10）や、大きく深く切れ込んだ斜樹型（写真 11）など多様な形態が見られる

（左から） 



６.印野丸尾溶岩流の溶岩隧道（静岡県御殿場市） 

 
6-1.丸尾溶岩洞穴群 

十里木氷穴から東へ約 10 キロ、御殿場市印野（い

んの）に二つの形態が異なる溶岩隧道がある。一つ

は洞穴の開口部が斜面に露出している字丸尾（あ

ざ・まるび）溶岩洞穴群で、他の一つは字古印野（あ

ざ・こいんの）の溶岩樹型「御胎内清宏園」。二カ所

とも昭和 2 年（1947 年）、国指定の天然記念物にな

っている。いずれも古墳時代中期（390－550 年）、

富士山東斜面の側火山である赤塚の噴火に伴う印野

丸溶岩流によって形成されたもので、噴出口は赤塚、

北赤塚（標高 1400～1480ｍ）と馬の頭（同 1150ｍ）

の 3 カ所とされる。 

 

 

 

年代的に万葉期より 2、300 年古い噴火だが、前記「十里木氷穴」と場所的に近く、同じ東側の側火山噴

火による溶岩流であることなど類似点も少なくないことかから、本稿での検分対象とした。      

丸尾の溶岩洞穴群の所在地は御殿場市印野 1383－116（北緯 35 度 17 分 51 秒、東経 138 度 52 分 27 秒）。

大正 13 年（1924 年）に発見され、当時は「新胎内」と呼ばれていたが、長年事実上放置されて来た。富士

山の世界遺産登録に伴って詳細な調査が行われ、その結果に基づき御殿場市が平成 25 年（2013 年）、一帯

を整備して公園化した。高さ約 10m の急傾斜の丘のような地形が東西に広がり、上層部は土砂に埋まり、

樹木も茂っているが、斜面には大小の 6 カ所の露頭が点在する。一番東側の露頭（写真 13）が最大の洞穴

で、入口の高さ 3.4m、幅 3.08m、奥行きは崩落で塞がっているところまでが約 5m。天然記念物指定当時の

昭和初期には約 30m程度あったと推定されている。開口部の左側には板状節理と呼ばれるひび割れがあり、

両側には溶岩棚と見られる突き出した棚状地形が発達している。 

標高 1400m 前後の富士山中腹から流れ下った丸尾溶岩流がこの辺りで動きを止め、外側から固まってい

った。だが、内側は高温を保ったまま流れを続け、後に残った空洞がこれらの洞穴で、丸尾溶岩流の末端部

であることが分かる。天井や壁はブロック状になっていて崩れやすい。 

 

 

写真 12.東西に大小の洞穴が点在することを

示す案内図（上）。写真 13.丸尾溶岩流最大の

洞穴（右）。崩落で奥行きは 5m ほどしかな

いが、かつてはトンネル状だった 

図 7.①十里木氷穴と②御胎内清宏園③印野丸尾

溶岩洞穴群―の位置関係。左上が富士山頂 

①  

②  
③ 



その他、（写真 14）のように、溶岩流の上端から基底部及び基底部の地層まで連続的に見ることができる洞

穴もある。上端部がゴツゴツした溶岩流の原型を顕著にとどめており、中央から下の岩の表面がはっきりし

ている部分は採石によるものと見られる。その下の基底部がクリンカーと呼ばれるざらざらの溶岩で、基底

部と接する旧地層の表面が溶岩の熱によって赤く焼けている。焼け跡は厚さ約 30cm と確認されている。ま

た、別の露頭では崖ではなく、尾根状に張り出している所もあり、採石の影響を受けていない上部に溶岩が 

そのまま残っていて、溶岩流の本来の姿を見ることができる。 

 

  

 

 

       

 
６-2.溶岩樹型・御胎内清宏園 

 この丸尾・溶岩洞穴群跡から約 1 キロ西側にあるのが有名な御胎内清宏園（ごたいないせいこうえん）。所在

地は御殿場市印野 1241－2（北緯 35 度 17 分 51 秒、東経 138 度 51 分 35 秒）。同じ印野丸尾溶岩流による溶岩

隧道で、付近一帯約 3 万㎡の公園の一角として早くから整備され、観光地としても知られている。 

 丸尾洞穴群と異なり、逆 U 字型の全周約 68m はすべてがトンネル状。入り口部分と出口部分が樹木を巻き込

んで出来た溶岩樹型、奥の部分は空洞のまま溶岩が冷え固まった溶岩トンネルで、この二つが組み合わさって出

来ている。特徴的な樹型や肋骨状溶岩、溶岩鍾乳石などが複雑な壁や天井を形づくっているところから人の体内

に見立てて「御胎内」と呼ばれている。 

写真 14.溶岩流の上端から基底部及び旧地表面までが見られる 写真 15.上端部に溶岩流の痕跡が顕

著 写真 16.内部は崩壊が進み、脆くなっている（左から） 

写真 17.ひび割れは板状節理。写真 18.鋭利な表面は採石の跡と見られる。写真 19.洞穴内部は変

色して崩壊が進んでいる（左から） 



 
 

 

 

 発見・確認されたのは、丸尾・溶岩洞窟群よりずっと古く、御胎内神社は平安初期、空海によって開かれ

たとされる。富士登山の参拝客が多く訪れ、明治 33 年（1900 年）には、現地で御胎内開胎式が行なわれて

いる。国指定天然記念物は丸尾・溶岩洞窟と同時の昭和 2 年（1947 年）。現在の御胎内神社社殿（写真 21 ）

は昭和 34 年（1959 年）に改修されている。写真 20 のイラストで描かれている通り、小腸部→大腸部→五

臓部→精水池→紐帯部→産口→出口と進むのだが、前殿、本殿、奥殿、子返り、後産などの小さな看板や石

の祠が設置され、安産祈願の洞窟であることを示している（写真 27）。 

御胎内神社西横の洞窟入口は横倒しになった樹木の型が残った横臥型樹型（写真 22）で、幅は約 2m、高

さも 1.7m ほどしかなく、身をかがめて入っていく。しばらく溶岩樹型が続く。壁面には、溶岩流に巻き込

まれた樹木の枝によって形成された肋骨状溶岩が見られる（写真 23）。10m ほど進むとガサガサの玄武溶岩

（アア溶岩）が露出（写真 24 ）、所々亀裂がある溶岩トンネルに変わり、幅も徐々に広くなっていく（最大

幅約 7m）。天井からの垂れ下がりはかなり凹凸に富んでいる（写真 25 ）。奥の壁や床には溶流紋が見られ、

その模様から溶岩流が入口から奥へ向かって流れていたことが分かる（写真 26）。Ｕターンする形で出口へ

向かうと再び溶岩樹型へと変わり、13m ほど続く。出口近くの左右にはこの御胎内最大の特徴である溶岩鍾

乳石（写真 28）が見られる。つららとまでは言えないにしても、小さな突起のぶら下がりがヘッドランプに

反射して洞窟らしい神秘的な雰囲気を漂わせる。入口付近が「父の胎内」と名付けられているのに対し、出

口付近は「母の胎内」と呼ばれ（写真 20 のイラスト参照）、安産石の周りの壁には「母の肋骨」という肋骨

状溶岩（写真 29）が刻まれている。天井は一段と低くなり、出口（写真 30）は這って出なければならない。

内部の照明はなく、ヘッドランプ頼り。写真を撮影し、岩肌の模様を確認しながらの検分だったため、1 時

間半近くかかった。受付の職員の話では、この日の外の気温は 17℃。隧道内は 6～7℃だった。清宏内を散

策する人は多かったが、御胎内まで入る人は少なく、洞窟内は、人工の手があまり加われられておらず、古

墳時代から万葉期へと続く千数百年前の雰囲気を体感することができた。 

 

写真 20.御胎内内部のイラスト（同園 HP から） 写真 21.御胎内入口にある胎内神社 写真 22.御胎

内（隧道）の入り口（左から） 

写真 23.洞窟内に入ってすぐ（小腸部分）樹木の枝の痕跡が残る肋骨状溶岩。写真 24.アア溶

岩の露出（乳房石）写真 25. 天井面の溶岩の垂れ下がり（左から） 



 

 

 

 
 

 

 

 3 万㎡以上という清宏園の広大な敷地内は一面大小の樹木や高山植物で覆われている（写真 31）。御胎内以外

にも小さな溶岩洞窟が点在する。不動穴、多幸穴、老楽穴、観音穴などと名付けられ、それぞれ小さな標識も立

っている。一帯が溶岩流で覆い尽くされていたことの痕跡である。 

 

７.おわりに代えてー古典文学に見る富士山噴火 

 

“燃える富士”を活写した高橋虫麻呂の萬葉歌を背景に、富士山の噴火の歴史と、それに伴う洞穴・溶岩樹型

が千数百年の時を経て今なお当時の状況を雄弁に物語っている状況を見てきたが、万葉集以降、平安時代に入る

と富士山を扱った古典文学が増え、そうした歴史の積み重ねが世界遺産決定に大きな影響を及ぼした。よく知ら

れているのが、日本最古の物語とされる「竹取物語」である。 

「竹取の翁」が輝く竹の中から見つけた小さな女の子を連れ帰り、「かぐや姫」として育てていた。3 月ばかり

で輝くばかりの美女となり、貴族や帝らの求婚を受けたがすべて断り、十五夜の晩、月からの迎えの車に乗って

月へと帰っていく。その時、帝に置き土産として不老不死の薬を残していく。帝にはもはや不要のものであり、

天に最も近い駿河の国の山で燃やすようにと命じる。勅使は多くの武士を率いて山へ登る。だからその山を、士
さむらい

の富む山、つまり「富士の山」と名付けたといい、物語は「その煙、いまだ雲の中へ立ち昇るとぞ、言ひ伝へた

る」と結ばれている。燃やされた「不死の薬」から「ふじ」と呼ばれるようなった、とも伝えられる。 

 竹取物語は作者も成立年代も不明だが、使われている仮名文字の成立や登場人物の名前などから 9 世紀末の作

と見られ、富士山の噴火が激しかった時期とも符合する。富士山の噴火を意識して作られた物語であることは言

うまでもない。 

 平安時代後期の女流文学作品「更級日記」にも、噴煙を上げる富士山の姿が描かれている。作者の菅原
すがはらの

孝標
たかすえ

の

女
むすめ

は寛仁 4 年（1020 年）9 月、13 歳の時、父の任地、上総国府（千葉県）を発って京へ帰る途中、駿河国（静

写真 26. 壁面の溶岩紋。写真 27.トンネルは前殿から本殿、奥殿へと進む。小さな石の祠が設

置せれている。写真 28.出口近くの溶岩鍾乳石（左から） 

写真 29.出口近くの肋骨状溶岩（母の胎内）。写真 30.出口。真 31. 御胎内隧道を取り囲む清

宏園の森林（左から） 



岡県）に立ち寄って富士山を仰ぎ見ている。「富士の山はこの国なり。（略）雪の消ゆる世もなくつもりたれば、

色濃き衣
きぬ

に白き衵
あこめ

（内着）着たらむやうに見えて、山の頂の少し平らぎたるより、けぶりは立ちのぼる。夕暮

れは火の燃えたつも見ゆ」と、雪をまとった富士山の頂上から絶えず噴煙が上がっている様子を描写している。

「夕暮れの火の燃えたつ」というのは、火山学で言う「火
か

映
えい

」であろう。夜間、火山ガスの火炎などが雲や噴煙

に反射して火口上空が赤く照らし出される現象で、火山活動が非常に活発な時期であったことを表している。 

 平安時代では、最初の勅撰和歌集である「古今和歌集」にも、撰者の一人とされる紀貫之の序文の他、恋の感

情を噴煙にたとえた歌など富士山の噴火を詠んだ歌がいくつか散見される。鎌倉時代の「新古今和歌集」にも「あ

まの原 富士のけぶりの 春の色の 霞にたなびく あけぼのの空」（慈円）など、当時の富士山の穏やかな噴

煙活動を詠んだ歌が搭載されている。宝永の大噴火があった江戸期以降は記録文学から絵画へとジャンルは一挙

に広がる。 

文化庁が世界遺産申請のためにまとめた説明書では、「富士山は日本の最高峰であるとともに、荘厳な円錐形

を成す独立成層火山の形ゆえに、日本固有の詩歌・物語文学に描かれるなど、古くから様々な芸術活動の母体と

なってきた」としたうえで、特に海外へ大きな影響を与えた葛飾北斎の「富嶽三十六景」や歌川広重の「不二三

十六景」などをあげ、富士山の秀麗な山容は「芸術の源泉」であると強調している。 

世界文化遺産決定の決め手になったのは、この芸術関作品との関連性とともに、「富士山信仰」という固有の

文化的伝統だったとされるが、この二つの要素が歴史上初めて形となって出現したのが、世界に誇る最古の歌集

「万葉集」に他ならないのである。しかも、日本人に畏敬の念を抱かせ続けたその神秘性が「洞穴」という形で

山麓周辺に今なお残っている。その一端を体験的に捉えようと試みたのが本稿の主意である。 

  

注1. しょくにほんぎ。平安時代初期、菅野真道らによって編纂された。「日本書紀」に続く六国史の第 2 に

当たり、文武天皇元年（697 年）から桓武天皇の延喜 10 年（791 年）までの 95 年間の歴史を扱って

いる奈良時代の基本史書。漢文の編年体で記述は極めて簡略。全 40 巻からなり、富士山噴火は 36 巻、

光仁天皇紀に記されている。 

注2. にほんりゃくき。平安時代後期の歴史書。編者は不詳。漢文編年体で全 34 巻。神代から長元 9 年（1036

年）までの記録。神代は「日本書紀」そのままで、前半の神武天皇から光孝天皇までは、六国史の抄

録。以降は各種日記や記録などによって、六国史を補っている。 

注3. あおきがはらじゅかい。貞観噴火で流出した溶岩の上に鬱蒼と樹木が茂った 30 平方キロメートルの広

大な原生林。標高 900～1300ｍに位置しツガやヒノキの針葉樹が中心。いったん入り込むと抜け出せ

ない、自殺の名所などと言われるが、遊歩道も整備され、ガイド付きのツアーも人気がある。しかし、

遊歩道を外れて深い森に入り込むと方向を確認するのが難しく、遭難の恐れがある。富岳風穴、鳴沢

氷穴などもあり、国の天然記念物に指定されている。 

注4. この歌（319～321）の作者については、巻 3 の最初にある目録に「笠朝臣金村の歌の中に出づ」とあ

り、左注の「高橋連虫麿の歌」と明らかに相違する。このため、笠朝臣金村の作とする説や、作者不

詳とする説もある。しかし、左注の「右の一首」とは、直前の反歌一首だけを指すのではなく、長歌

を含めた（三首）ものと見るのが自然で、他の虫麻呂の歌の特徴から見て、虫麻呂の歌とするのが多

くの万葉学者の見解である。本稿も作者は高橋虫麻呂とする説に従う。「類を似ちて」というのは、直

前にある同じ富士山を歌った山部赤人の歌との関連性かららここに載せておく、という意味。 

注5. 白雲の 龍田
た つ た

の山の 露霜に 色づく時に うち超えて 旅行く君は 五百重山
い ほ へ や ま

 い行きさくみ 敵
あた

守る 筑紫に至り 山の極
そき

 野の極見よと 伴
とも

の部
べ

を 班
あか

ち 遣
つかは

し 山彦の 応
こた

へむ極み 谷蟇
たにぐく

の 

さ渡る極み 国形
くにかた

を 見
め

し給ひて 冬こもり 春さり行ば 飛ぶ鳥の 早く来まさね 龍田
た つ た

道
じ

の 丘
おか

辺
へ

の道に 丹
に

つつじの 薫
にほ

はむ時の 桜花 咲きなむ時に 山たづの 迎へ参
まひ

出
で

む 君が来まさば

（巻 6 971） 



 反歌一首 

     千万
ちよろづ

の軍
いくさ

なりとも言
こと

挙
あ

げせず取りて来ぬべき男
おのこ

とそ思ふ 

     ＜露霜によって赤く色づいた龍田山を越えて旅にお出かけになる君は幾重にも重なった山々を踏み

分け、外敵を守る筑紫に至り、山の果て、野の果てを監視せよと部下を各地に派遣し、山彦の響き

合う限り、ヒキガエルの渡り歩く地の果てまで、国土のさまをご覧になって、春になったら飛ぶ鳥

のように早く帰ってきてください。龍田山の丘のほとりを巡る道に真っ赤なツツジが咲き映える時、 

      桜の花が咲く時にお迎えに参りましょう。帰っておいでになるのなら＞ 

      ＜千万の敵であろうととやかく言いたてず、平らげて来る、しっかりした男子と思っております＞ 

注6. ふじわらのうまかい。694 年－737 年。右大臣・藤原不比等の三男。不比等の死後、他の 3 兄弟と共に

政権を担い（藤原四氏政権）、蝦夷の反乱を鎮圧したり、長屋王の変で長屋王を追い落とすなど武人と

して活躍。一方、後期難波宮造営にも尽力した。藤原式家の開祖。 

注7. 粘性の小さい玄武岩質溶岩が噴出して固まる時、表面にできるコークスを敷き詰めたような模様ができ

る噴出物。ハワイでこれを a-a lava と呼ぶのに由来。 

注8. そっかざん。大きな火山で、山頂以外の山腹や山裾で噴火が起きた場合にできる小火山のこと。富士山

は側火山が非常に多く、70 以上もあると言われる。噴火の際、火口周辺にスコリア（黒っぽい軽石）

などの火砕物が積もって出来た山が多く、火砕丘（スコリア丘）とも呼ばれる。 
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