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主主

東海大学紀要海洋学部第43号 33-43頁 (1997)

富士山東側斜面の森林限界とスラッシュなだれ*

山下暗一・安問荘*2

Slush A valanche and Movement of Timberline 

Due to Deforestation on the Eastern Slope of Mt. Fuji 

Kouichi YAMASHITA and So ANMA 

Abstract 

Surface erosions due to slush avalanches occur every year on the eastern slope of 

Mt. Fuji， which causes deforestation near the timberlines and natural disaster. For that 

reason， the timberline at the eastern slope is lowered down to 1400m above sea level. 

It is needed to stabilize the slope to prevent natural disaster. Covering the surface with 

vegetation makes controlling the erosion possible. Planting treatment with natives 

over the wasteland are of most significanse. It may be possible to rise the timberline 

to about 2700m from the present height. 

1.はじめに

富士山の森林限界は，気象学上標高2500m程度である.西側斜面は前谷沢付近で標高

2800~2900m 付近まで達しているところもある.これに対して東側斜面の太郎坊~須走口周

辺は，標高およそ1300~1400m にとどまっている (Fig. 1).富士山東側斜面一帯は， 1707年

に宝永山が噴火し，火山醸が堆積したため，森林が埋められたところである.その厚さは約 5

m とされている.寒冷山岳地が一度このような状態になると，雪・土砂が混合して流れるス

ラッシュなだれが生じやすい条件となる.これについては後で述べる.東側斜面における最近

のスラッシュなだれ災害は， 1995年3月17日に太郎坊一帯で起こった大規模なものがあり，道

路や農林資源に大きな被害を与えた(福江ほか， 1995). このなだれは，標高2100~2200m 付

近で発生し1200~1300m で止まった(約15度の傾斜地で 3~4.5km の長さ).幅は広いところ

で2km近くあり，流されたデブリの体積は約2.9X106m3であった.下流の破壊された森林の
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山下自告一・安間 荘

面積は約0.6km2で，局所的に森林限界は約200mほど後退した (Anmaet aI.， 1996). この

なだれによって，電柱や樹木が折られ，その破壊力の大きさがうかがえる (Fig.2). 1996年

は3月30日にスラッシュなだれが発生した.このほか，冬型のスラッシュなだれが発生するこ

ともある.たとえば， 1992年12月8日に富士スバルライン付近で大規模なスラッシュなだれが

発生した.このように，富士山のなだれの多くは，雪と土砂の混合流であるスラッシュなだれ

がほとんどである.

このようなスラッシュなだれの発生で植生が根づく前に，再度なだれが発生するため植物が

育成せず，繁茂するまでには至らない.

また，そのような場所では，植物によるなだれ防止効果が無く，なだれがさらに生じやすく

なるという悪循環が繰り返される.そのため，森林限界の上昇が妨げられているのが現状とな

っている.したがって，東側斜面の森林限界を他の斜面と同様の標高まで上昇させるには，ス

ラッシュなだれの発生の防止が不可欠である.それにはまず，スラッシュなだれの発生機構を

明らかにする必要がある.本研究では，東側斜面で発生したスラッシュなだれを中心にその実

態を調査し，合わせてその付近の植物の植生状態を観察することによって，森林限界の回復の

可能性を探った.
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Fig.1. A maps of Mt. Fuji showing forest area (shadow). 

Fig.2. Telegraph pole and trees broken by slush 
avalanch巴 ('95.3.17)，March 22 1995. 
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富士山東側斜面の森林限界とスラッシュなだれ

2.スラッシュなだれ

スラッシュなだれは，北欧，アラスカなどの亜寒帯において，春先の融雪時に積雪や氷河の

表面が融解して，雪と水と土砂の混合体が斜面に沿って流下する現象である.最近になって富

士山でも発生していることがわかってきた.

スラッシュなだれの発生には，これまで報告されているように，次の 2つの基本的条件が必

要である(安間ほか， 1994). 

①地表地盤が凍結し，多孔質スコリア層(火山醸)の間隙を氷の結晶が埋めて，透水係数が

10-4~ 1Q-6cm/s のオーダーである難透水層(未凍結のものはlQ-l~1Q-2cm/s) を形成し

ていること.

②地下への浸透を上回る融雪水，降雨水が供給され，積雪層あるいは融解土層を不安定化さ

せるに十分な水位が形成されていること.

①については，通常この付近の斜面は極めて高い透水性を有しており夏~秋の大雨の時

Gullyに表面流が流れるのみで，その他のところは植生に覆われたところでも表面流はめった

に起こらない.一方，冬~春になると地盤が凍結し，透水性は低下し，雨水や融雪水の地下浸
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Fig. 3. Change in temperature at the top of Mt. 
Fuji and Gotenba C. (1995. 3 .16~ 17). 

The time when slush avalanche occured 
is indicated by arrow. 
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Fig.4. Cumulative precipitation at Gotenba C 
(1995.3.16~ 17). The tim巴 whenslush 
avalanche occured is indicated by 
arrow. 

透が低下し，多量の降雨水 ・融雪水が斜面内の水位を発達させ，スラッシュなだれが発生す

る.

②は，発達した低気圧が富士山北側を通過することによって，南から暖気が流入し気温が上

昇し，融雪が進むとともに短時間に大量の降雨がもたらされることによって起こる.

大規模なスラッシュなだれが発生した1995年 3月17日と前日の富士山頂と御殿場の気温を

Fig.3に示す. Fig.4には御殿場の時間降雨量の前日からの累計を示す.通常この時期の富士

山頂の気温は-WC以下であるが，なだれ発生直前には-3
0

C以上にも上昇している.御殿場

もほぼ同様の気温上昇がみられ，なだれ発生直前には14"C近くまで上昇している.富士山の東

側および西側斜面の気温変化を年平均の最高 ・最低を示したものによると (Fukueet al.， 

1983) ， なだれ発生地点の標高では 4~ 50Cにもなっていたと考えられる.御殿場の降雨は，

時間雨量10mm以下であ るが，前日の14時以降は連続して降り ，当日の14時までの全雨量は

47mmであった.山麓の気温上昇による融雪水と降雨水により，スラッシュなだれの発生要

因である斜面内水位が発達したと思われる.

なだれのすべり面は難透水層の上面である. 1つのスラッシュなだれで発生源付近の難透水

層の上面は，積雪層中あるいは積雪層と凍結土層の間であるが，流下中には融解土層と凍結土

層の間あるいは融解土層と難透水性の岩盤(熔岩)の聞の形態に進むことが多い.すなわち斜
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富士山東側斜面の森林限界とスラッシュなだれ

面下方へ流下するにつれて土砂，礁の混入量が増す.また流下する時の摩擦熱によって雪は融

げて水に変わっていく .このように雪と水に土砂が加わることによって，森林等へ与える影響

は大きくなる.

3.スラッシュなだれの流速

Fig.5に太郎坊付近の標高約1300mでのスラッシュなだれ (1995年 3月17日)によって折れ

た樹木を示す.この様子から，なだれの流下速度を見積もることができる.流体が壁にあたる

時の衝撃力 Rは次式で表せる.

R = 2yA V2j2g (1) 

樹木が折れていたことは，樹木の曲げ強さ以上の力が作用したことになる.そこで Rは樹

木の曲げ強さ 5X 104kg/cm2 (例えば，古賀ほか， 1964) とした.yは雪と土砂の混ざりあっ

た流体の単位体積重量でO.6X10-3kgf/cm3 (土砂と雪の体積混合率を 1: 5.8とし，雪の yを

O.5gf/cm九土砂の yを1.4gf/cm3とした(福江ほか，1981))である.Aはなだれのあたっ

た部分の面積で，折れた樹木の直径を平均30cm，樹木の折れたところや表皮の剥がされた部

分の地上高さを平均 2mとして求めた.その結果，スラッシュなだれの流速 Vは133km/h

となった.したがって，この場合のスラッシュなだれの流速は最低に見積もっても 133km/h

である.なだれの種類によって，例えば表層なだれのように200km/h以上の速さのものもあ

るが，この値は全層なだれの速度である100km/h前後に近い.

第43号 (1997)

Fig. 5. Trees broken by slush avalanche， nearby Tarobo 
(1300m above sea level). 

37 



山下倍ー・安間荘

4.森林限界

森林限界は，高木が生育しうる限界のことで，富士山では一般に亜高山帯と高山帯の境界を

指し，標高2500m付近が標準とされている.森林限界付近の樹種は，カラマツ (Larixle-

ρtoleρis)を代表とする針葉樹によって構成される.一般に緯度によって森林限界を構成する

樹種が異なったとしても，限界地点の海抜高度は低緯度で高く，高緯度で低くなって連続した

斜面をもっ.

富士山東側斜面の本来あるべき標高に無い森林限界の下降，あるいは上昇を阻む要因として

あげられるものには，①低温，強風，積雪などによる気象条件，②保水力が欠如し，貧栄養土

で移動しやすいスコリアと呼ばれる砂礁が広がる土壌条件，③スラッシュなだれ，が一般的で

ある.このうち 1つあるいはいくつかが組合わせによって現在の姿になっている.

最近25年間の森林限界の変動を Fig.6に示す. 1970， 1975， 1987年は空中写真から判読し

たもので， 1995年のものは実測による.

1970~1987年の17年間は，一部下降のところがあるが，ほとんどの地域で上昇し，その量は

20~30m (水平距離)で，大きいところでは200m(同上)もある.一方， 1987~1995年の 8

年間は，それまでの17年間の上昇率と比べると大きし 200~300m (同上)上昇した部分もあ

った.しかし，この付近の斜面勾配は約10%であるので，高度変化にすると数m~数10m の

人一
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Fig. 6. TimberIine on the eastern slope of 
Mt. Fuji. 
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富士山東側斜面の森林限界とスラッシュなだれ

変化でしかない.

太郎坊の北東部分では1995年 3月17日のスラッシュなだれによるものと思われるなだれ道，

倒木が見られ，この付近は約200m(向上)の下降がみられた.徐々に上昇していた森林限界

も，一度スラッシュなだれが起これば一度に下降することがわかる.しかし，樹木以外のオン

タデ (Polygonumweyrichii var. a争inum) (Fig.7)やフジアザミ (Cirsiumρuゆuratum)

(Fig.8) などの先駆植物は既に葉を繁らせていた.

これら先駆植物を含めて森林限界付近に植生している植物は次のようである.この付近の樹

林として，カラマツ (Fig.9)，ダケカンパ (Betulaermanii) (Fig. 10) の高木が立ち並び，

その周辺にはムラサキモメンヅル (Astragalus adsurgens) (Fig. 11)，カワラナ デシコ

(Dianthus suρwrbus var. longicalycinus) (Fig. 12)，キオン (Senecio nemorensis) (Fig. 

Fig.7. Photograph of Polygonum weyrichii var. Fig.8. Photograph of Cirsium purturatum， 
alpinum， August 3 1955. August 3 1995. 

Fig. 9. Photograph of Larix 1，ψtolepis， Fig. 10. Photograph of Betula ermanii， 

August 3 1995. August 3 1995 
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Fig.11. Photograph of Astragalus adsurgens， Fig.12. Photograph of Dianthus supwrbus var. 

August 3 1995. 10ηgicalycinus， August 3 1995 

Fig. 13. Photograph of Seneα;0 nemorensis， Fig.14. Photograph of Aster ageratoides var. 

August 3 1995. ovatnus， August 3 1995 

Fig. 15. Photograph of Angelicaρubescens (left) ， Fig. 16. Root of Polygonul冗 weyrichiivar. 
Scabiosa ja，ρonica var. alpina alpinum， November 17 1995 
(center)， August 3 1995. 
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富士山東側斜面の森林限界とスラッシュなだれ

Fig. 17. Root of Cirsiumρuゆuratum，
November 17 1995 

Fig. 18. Exposed roots of native plants， 

August 3 1995. 

Fig. 19. Perenial herb patches on the eastern 
slope of Mt. Fuji， November 17 1995. 

13)，ノコンギク (Aster ageratoides var. ovatnus) (Fig. 14)，シシウド (Angelicaρubes-

cens) (Fig. 15)，マツムシソウ (Scabiosaμ:ponocavar. alpina) (Fig. 15)がみられる.一部

地表には地衣類も観察された.森林から離れたところに多くみられたものには，オンタデ，フ

ジアザミ，イタドリ (Polygonumcusρidatum)，ススキ (Miscanthussinensis)であり，こ

れらは斑紋状に広がっていた.

オンタデ，フジアザミのような多年生の草木植物は，光合成によって稼いだものをできるだ

け倹約して貯蔵しておく性質がある.オンタデは斜面の礁の移動がある程度止まったところに

生育し，直根には過去に蓄えた多量の貯蔵物質(全糖類，デンプン，へミセルロース)を糖類

の形で貯蔵している.そして太く長い根をねじれたように地中深く伸ばしている.根の深さは

約 1m，根の広がりは横幅50cm程度であった (Fig.16). アジアザミは，オンタデと同様に

水分が留まる土壌下層へと伸ばしている.根の深さは約2.1m，根の広がりは横幅で約 1mで

あった (Fig.17). Fig. 18は侵食された地層断面にみられたイタドリ，オンタデ，ススキの根

で細引きのような太くて堅い根が縦横に入っており，土壌をしっかりと抑えている. Fig.19 

は根を地中深く伸長しているオンタデ，イタドリの群落である.このように先駆植物が生育し
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ている地表面では，その周りに比べ砂醸の移動が少なくなり，斑紋状の小丘を形作っている.

植物の種類，繁茂面積・分布，根入れの深さ・広がりなどを調査し，その植物の生えている

ところの土地の侵食状況と関係づけることは重要である.浅見 (1996) は，神奈川県内で植生

と斜面の安定性を検討しており，植生によっておおよその斜面の安定性を調べ，その後，詳細

な調査を実施することは手順として有効であると述べている.

このように，砂離の移動の激しいところや裸地を回復させるには基本的にはその周りの環境

に適したオンタデのような在来の植物を植えるのが最も理想的である.これらの植物は冬期に

は葉は枯れるが，根は地中深く入り年を越す.そのため付近の土砂の移動を妨げている(増

沢， 1991). これら先駆植物の生育場所に裸子植物等の種子が付きさえすれば，条件が良けれ

ば高木として成長するであろう.やがてこれら高木が森林を形成すれば，森林は①林内積雪，

落葉，腐食土層が断熱材となり，地盤の凍結深を浅くする.②樹根の周囲の非凍結部が鉛直方

向の透水性を維持し，地盤内での水位上昇を起こさせない.この 2つの重要な役割が，スラッ

シュなだれを起こす素因を未然に防ぐ.したがって直根をいち早く伸ばし，錨のように根を張

り，砂醸移動をなるべく防ぐオンタデ，空中の窒素を固定するムラサキモメンヅルなどの植物

を広範囲に繁殖させることが表面侵食を防ぎ，この場所に適した自然植生を回復させる手直な

方法と考えられる.そのためには，人工的な種子あるいは栄養分の散布の手法などの検討が必

要である.

5. まとめ

富士山東側斜面のような裸地は，スラッシュなだれによる多量の砂擦の移動，森林破壊が

度々発生し，森林になるまでには長い期間を要する.あるいは最悪の場合，他の斜面と同様の

森林限界を形成するまでには至らないことも考えられる.そこで，森林限界の上昇を阻む最も

大きな要因であるスラッシュなだれの発生を防止することが必要である.スラッシュなだれを

防止することによって，大規模な砂醸の移動がなくなり，斜面には草本植物から木本植物の植

生，さらに森林の形成により森林限界の上昇が促進される.しかしスラッシュなだれを防ぐに

は，莫大な費用と期聞がかかるであろう.しかも富士山は日本を代表する山であり，高山植物

などの貴重な生物種の保存が重要で、，人の手を加えるには十分な検討を要する.砂醸移動の激

しいところで植生を回復させるには，定着が早く，いち早く伸ばした根で付近の土砂を緊縛す

る在来の植物の積極的な植え付けをし，斜面の安定化を計ることが望ましい.
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