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浅間山北麓鬼押出し溶岩流先端部における

風穴と低温湧水の温度変化

鈴木秀和*

Temperature Variations of Cold Air Vent and Cold Water Spring
at the Front of Onioshidashi Lava Flow, North Slope of Mt. Asama

SUZUKI　Hidekazu

本研究では，風穴とそれに隣接する湧水の関係を明らかにする手始めとして，鬼押出し溶岩流先端部に

ある風穴と，それに隣接する低温湧水において，約 1年間にわたり温度の連続観測を実施した。その結

果，風穴内の温度には他の風穴と同じような季節変化が確認された。気温の低下が著しい 1月～3月にお

ける風穴内の温度には，外気温の変化に対応する大きな日変化が認められた。これは，密度の高い低温外

気が風穴内へ流入していることを示唆している。外気温（最低気温）が0℃を上回るようになると，その

変化はみられなくなり，4月から 6月中旬までは 0℃とほぼ一定温度を示していた。これは融雪期に形成

された氷が地下に存在すること，そして風穴内部 （地中） から地表へ冷気が流出していることを示唆して

いる。その後，風穴内の温度は緩やかに上昇し続け，9月下旬に最高温度 （7.5℃） を記録した。10月中旬

以降になり外気温 （最低気温） が同程度まで低下すると，風穴の温度は再び大きな日変化を示すように

なった。

風穴内の温度が大きく変化したのに対して，湧水温にはそのような変化は認められず，年間を通して約

3℃とほぼ一定温度を保っていた。これは，低温湧水が風穴の冷気の影響を直接受けているわけではな

く，元々低温の地下水が湧出していることを示唆している。
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．はじめに

浅間山の北斜面には，1783 （天明 3） 年に起こった大噴火の際に山頂から流下した鬼押出し溶岩から

なる荒涼とした大地が広がっている。その独特の景観を活かした観光施設 （鬼押出し園と浅間園） が整

備されており，夏季を中心に多くの観光客で賑わう場所でもある。また，同じく天明噴火の際に噴出し

た吾妻火砕流の分布域には，国指定の特別天然記念物である溶岩樹型などもみられ，火山地域ならでは

の景観を作り上げている。

一般にはあまり知られていないが，鬼押出し溶岩の表面や先端・側端崖の各所において自然風穴が確

認されている （鈴木，2015）。風穴とは，一般的に山地または火山地の斜面において地中の空隙から外気

温よりも低温の冷風が吹き出す場所である （清水・澤田，2015）。今回対象とした鬼押出し溶岩でみられ
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る風穴は，集落から離れていたこともあり，蚕種貯蔵などに活用され産業遺産にもなっている各地の倉

庫型風穴とは異なり，戦前における利用実績は確認されていない。しかし，プリンスホテルが運営する

「鬼押出し園」では，開園間もない時期に風穴小屋を建て，売店で販売する飲料水を冷却貯蔵するのに

活用していたことが，最近になり元職員への聞き取り調査により判明した。鬼押出し溶岩を含む浅間山

北麓地域 （群馬県嬬恋村の一部と長野原町） は，2016年 9月に日本ジオパークネットワークへの加盟が

認められ，現在は「浅間山北麓ジオパーク」として，地形地質やそれに関連する様々な地域資産の保護

と活用に力を注いでいる地域である。本地域に見られる風穴は，他の風穴を有するジオパークと同様

に，自然の神秘を体感してもらうのに大変適したジオサイト （大地の成り立ちを理解するのに適した見

学スポット） として活用できる可能性を秘めている。

また，本地域にはこの風穴と深いかかわりがあると考えられている，周囲に比べ極端に低温を示す湧

水の存在が確認されている （鈴木・田瀬，2007）。風穴の近くに湧出し，周囲より低温を示すことが指摘

されている湧水として，島根県出雲市佐田町にある八雲風穴下流側に位置する福寿泉，長野県上田市別

所温泉の近くにある氷沢風穴近くの湧水，韓国の Ice Valley （ウールムゴル） における斜面下の湧水

（Bae and Kayane, 1986） などが知られている。しかしながら，これまで湧水が近くに存在している風穴

において，両者の関係性について言及した研究は皆無に等しい。

湧水温に対する風穴の影響を明らかにするためには，まず両者の温度変化パターンを検討することが

必要である。そこで本論では，低温湧水の形成機構を解明する手始めとして，昨年より溶岩流先端部の

低温湧水と，その近傍にある風穴で実施している温度の連続観測データに基づく検討結果について報告

する。

．鬼押出し溶岩およびその先端部にみられる風穴と湧水

安山岩質の鬼押出し溶岩は，典型的な塊状溶岩の例として取り上げられてきたが，最近の研究によ

り，山頂付近に一度堆積し溶結した火砕岩が再流動化して斜面を流下した火砕成溶岩であることが指摘

されている （井上，2006）。浅間園付近では，その表面にスコリアラフトを載せている様子を見ることが

できるが，これは山頂火口から溢れ出した溶岩が，その付近に降下した火砕物などをのせて運ばれてき

たものと考えられている （早川，2010）。

何れにせよ，その先端・側端崖の斜面には，大きな溶岩塊が積み重なる崖錐斜面が至る所にみられる

ほか，凹凸に富む表面にも，岩塊が集積する斜面や亀裂が多数発達する凹地があり，そのような場所で

数多くの風穴がこれまで実施した調査により確認されている （図 1）。まだ未調査の部分も多いことや，

さらに上方の斜面にも風穴があるという情報を踏まえると，鬼押出し溶岩の表層部分ではかなり広い範

囲にわたり低温状態に保たれていることが推定される。

今回調査対象としたのは，鬼押出し溶岩の先端部に位置しており，鎌原用水の水源となっている湧水

とそれに隣接する風穴である （写真 1および 2）。典型的な塊状溶岩と言われている鬼押出し溶岩の先

端部には，直径が1m前後の岩塊が積み重なってできた高さ10～20mの崖錐斜面が形成されており，そ

の基部の各所から暖候期を中心に冷気の吹き出しが確認できる。

斜面上に広がる溶岩の表面には，おもにアカマツが生育しているが，風穴が発達する斜面下部にはダ

ケカンバの高木林が局所的に発達している。標高が1,200mであるにもかかわらず，亜高山帯の先駆樹

種であるダケカンバ群落がみられるのには，風穴からの冷気の影響が考えられる。また林床には，福島

県の中山風穴において特殊植生群落の一つとして天然記念物に指定されているベニバナイチヤクソウの
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図１　鬼押出し溶岩先端付近に分布する風穴と湧水

右側の詳細図には国土地理院発行 2万5,000分の 1地形図『北軽井沢』を使用した。今回観測を実施したのは，
図中に示した調査地点である。湧水温は2016年 7月7日に測定した値を示している。

写真１　鬼押出し溶岩先端部の低温湧水

（2016年 5月1日著者撮影）
写真背後の斜面下に，今回温度観測を実施した風穴

がある。

写真２　鬼押出し溶岩先端部の風穴

（2017年10月30日著者撮影）
写真中央下部に白色の矢印で示した場所が，今回温

度観測を実施した風穴である。
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群落がみられるほか，岩塊の表面にはイワカガミやマイヅルソウが自生している場所もある。

この風穴に隣接して日量 1万m3以上の湧出量を誇る湧水があり，現在はその多くが嬬恋村の上水道

水源として使用されている。この湧水は，浅間山北麓ジオパークのジオサイトの一つである鎌原用水の

水源となっており，本地域では重要な水資源の一つでもある。今回観測対象とした湧水は，水源地脇に

ある小規模な湧水であるが，この付近に湧出する湧水の最大の特徴は，周囲に比べ極端に低い水温を示

すことである。鈴木・田瀬 （2007） によると，浅間山北麓の標高1,200m付近に分布する湧水の水温には

明瞭な地域性がみられ，鬼押出し溶岩の東側では10℃以上と相対的に高温を示す火山活動の影響を受

けた湧水の存在が確認されている。しかし，そのすぐ西側に位置する鬼押出し溶岩先端部の湧水は，夏

季でも 5℃以下と低温を示しており （図 1），湧出地点の周辺や上流域に風穴が多数存在していることか

ら，その水温形成に対して風穴冷気の影響が指摘されている。

．温度観測方法

今回報告するのは，鬼押出し溶岩先端部にみられる，夏季に冷気を吹き出す風穴 （冷風穴） 内の温度

と，その影響を受けない地点 （約100m離れた丘の上） の外気温，そして風穴に隣接する湧水の水温の

連続観測結果である。観測は現在も継続中であるが，今回は年間を通しての温度変化の様子を明らかに

するため，観測開始日の2016年 1月3日から2016年12月31日まで 1時間おきに測定したデータを使用

した。外気温の観測は，地表から1.5mの高さに設置したシールド内において，T&D社製おんどとり jr 

（TR-51i） を用いて行った。また，風穴および湧水の温度の観測には，長さ0.6mの外部センサー付き

T&D社製おんどとり jr （TR-52i） を用い，風穴内および湧出する水にセンサー部分を挿入して実施した。

．結果および考察

１．風穴内の温度について

今回得られた風穴内の温度観測結果には，清水・澤田 （2015），田中ほか （2004） などに示されている

他の風穴と同じような季節変化が認められた （図 2 （a））。気温の低下が著しい寒候期の風穴内の温度に

は，外気温の変化に対応した大きな日変化がみられ，密度の高い低温外気が風穴内へ流入していること

を示唆している。一方，暖候期における風穴内の温度には明瞭な日変化はみられず，外気温よりも低温

の冷気が風穴外へ常に流出していることがわかる。

寒候期 （1月～3月） の日変化の様子を詳細にみると （図 2 （b）），外気温が風穴内の温度を下回る夜間

は両者が同じように変化しており，最低気温もほぼ同じ値となっていることがわかる。一方，日中にな

り外気温が風穴内の温度を上回るようになると，風穴内の温度は外気温とは同調せず，緩やかな上昇傾

向を示すようになる。したがって，風穴内の岩塊を冷却するのに大きな役割を果たしている低温外気の

風穴内への流入は，おもに冬季の夜間に発生していることがわかる。

2016年 1月19日以降についてみると，外気温が風穴内の温度を下回っても，それまでとは異なり風

穴内の温度はあまり低下せず，両者の最低気温に数℃におよぶ差が見られるようになった。調査地点か

ら 6km西方に位置する嬬恋村田代における気象庁AMeDAS観測データによると，前日の 1月18日に

31.0 mm，19日に6.0 mm，そして翌日の20日にも15.0 mmの降水が記録されている。田代における積雪

深のデータはないものの，調査地点から約20 km北北東に位置する草津でのAMeDAS観測データによる

と，それまで10 cm以下であった最大積雪深が，18日以降40 cm以上に増えていることから，このとき
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図２　風穴内，湧水および外気の温度観測結果

観測期間は2016年 1月3日～12月31日。（a） は通年，（b） は 1月～3月，（c） は 4月～6月，（d） は 7月～9月，
（e） は10月～12月の観測結果である。
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にもたらされた多量の降雪により，風穴 （積み重なった岩塊の隙間） 部分が積雪で覆われてしまったこ

とが考えられる。外気温に比べ風穴内の温度が低下しなくなったのは，積雪の影響により風穴内の温度

低下が抑えられたことが原因である。

これ以降，風穴内の温度の日変化幅は小さくなるものの，外気温がそれを下回るときには，1～2℃

程度の温度低下がみられる。最低気温が風穴内の温度を下回らない日が続くと，風穴内の温度は外気温

と無関係に緩やかな上昇傾向を示しており，春季に向けて徐々に風穴内の温度が上昇していく様子が確

認できる。

春季になり外気温 （最低気温） が 0℃を上回るようになると，それまで観測された変化パターンはみ

られなくなり，最低気温が 0℃を下回るときを除き，4月上旬から 6月上旬までは 0℃を保ち一定温度

を示していた （図 2 （c））。これは，融雪期に形成された氷が風穴内部に存在していたこと，そして風穴

内部 （地中） から地表へ冷気が流出していることを示唆している。6月中旬以降は風穴内の温度が徐々

に上昇しており，風穴内部の氷が消滅したことを物語っている。その後，緩やかに上昇し続け，9月下

旬に最高温度 （7.5℃） を記録した （図 2 （d））。10月以降，外気温 （最低気温） が同程度まで低下すると，

風穴内の温度は再び大きな日変化を示すようになった （図 2 （e））。

9月下旬から10月上旬 （9月29日～30日と10月4日～5日） の夜間に外気温が大きく低下すると，風

穴内の温度がその前後と比べ1℃以上パルス状に上昇する様子が確認できる。北海道置戸町にある鹿ノ

子風穴において 9月上旬に行われた観測結果から，風穴から吹き出す冷気の風速には，外気温との間に

相関があることが明らかにされている （曽根，2015）。つまり，外気温が低下し風穴内の温度との差が小

さくなると，冷気の吹き出しが微弱になるかあるいは停止することになるため，風穴内の空気は外気温

の影響を受けることになる。今回風穴内において観測されたパルス状の温度上昇は，外気温が大きく低

下したことで，風穴から冷気の吹き出しが弱まり，一時的に外気の影響を受けた結果と考えられる。

２．湧水温について

前節で示したように，風穴内の温度は年間を通して大きく変化したのに対し，湧水温には±0.6℃

（2.4～3.6℃） とわずかな季節変化はみられたものの，年間を通して約 3℃とほぼ一定の温度を保ってい

た。今回測定した風穴と湧水との距離は20m程度しか離れていないが，両者の温度変化に連動性が認

められないことから，湧水温は風穴の冷気による直接的な影響を受けていないことが明らかとなった。

したがって，この低温湧水は湧出過程で冷却されるのではなく，もともと低温の地下水が湧出している

ことになる。一方で，風穴の冷気に対してこの低温湧水が関与していることも考えられるが，西に

200m程度離れた場所にあり，湧水の影響が及ばない風穴でもほぼ同じ温度の冷気が吹き出しているこ

とから，その影響はほとんどないものと考えられる。

今回観測対象とした湧水は，降雨に対する応答が比較的早く，大雨直後には湧出量が増加する。した

がって，多量の降雨があった場合，湧水温にも影響を及ぼす可能性も考えられる。2016年 9月中旬，台

風16号の接近により嬬恋村田代では，9月18日～20日の 3日間に総雨量が128 mmに達する降雨イベン

トがあった。このイベントに対応し，わずかであるが風穴内の温度と湧水温に特徴的な変化が認められ

た。

図 3には，その前後を含む10日間 （9月16日～25日） の風穴内の温度と湧水温の観測結果を，嬬恋村

田代における 1時間降水量と合わせて示した。この図を見てわかるように，3日間におよぶ降雨イベン

トを挟んで，風穴内の温度は5.5℃～6.1℃まで上昇した。その後も5.9℃で安定しており，イベント前よ

り0.4℃上昇したことになる。一方，降雨前は3.3℃であった湧水温は，降雨イベント中に3.5℃まで上
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昇したが，その後は逆に3.0℃まで低下しており，イベント前より0.3℃低下した。

図 2 （d） をみてわかるように，9月18日～20日の外気温は15℃前後の値を示しており，大きな日変化

も認められないことから，風穴内の温度よりも常に10℃程度高い状態であった。したがって，風穴から

は常に冷気が吹き出しており，外気温の影響は受けない状態であったことになる。以上のことから，風

穴内の温度が上昇した原因は，風穴内より高い温度の降雨が岩塊内部へ多量に浸透し，風穴内部全体の

温度が上昇した結果であると推定される。湧水温も降雨イベント中には一時的に上昇しており，その影

響が示唆されるが，終了後に低下した原因は現在のところ不明である。この原因を解明するためには，

水温だけでなく，湧出量についても連続観測を行うとともに，環境トレーサーを用いた流出成分分離な

ど水文学的なアプローチや，風穴周辺の微気象観測に基づく熱収支的な観点からの考察が必要となるで

あろう。

．まとめ

本研究では，1783年の噴火時に浅間山の北斜面を流下した鬼押出し溶岩流先端部に発達する風穴と，

それに隣接する低温湧水において1年間にわたり温度の連続観測を実施した。その結果，風穴内の温度

には他の風穴での観測事例と同様に，次に示すような季節変化が確認された。

気温の低下が著しい寒候期における風穴の温度には，外気温の変化に対応して大きな日変化がみられ

た。これは，風穴内へ密度の高い低温外気が流入していることを示唆している。外気温（最低気温）が
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図３　降雨イベント前後における湧水と風穴内の温度変化

降水量は嬬恋村田代における気象庁AMeDAS観測データの 1時間降水量を使用した。対象期間は2016年 9月
16日～25日の10日間であり，9月18日～20日にかけて総雨量が128 mmに達する降雨イベントがあった。
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0℃を上回るようになると，その変化はみられなくなり，4月上旬から 6月上旬までは 0℃とほぼ一定

温度を示していた。これは，風穴内部に融雪期に形成された氷が存在していること，風穴内部 （地中）

から地表へ冷気が吹き出していることを示唆している。6月中旬以降，風穴内の温度は上昇しており，

風穴内部の氷が消滅したことを物語っている。その後緩やかに上昇し続け，9月下旬に最高温度

（7.5℃） を記録した。10月以降，外気温 （最低気温） が同程度まで低下すると，風穴の温度は，再び大

きな日変化を示すようになった。

風穴内の温度が大きく変化したのに対して，湧水温にはそのような変化はみられず，年間を通して約

3℃とほぼ一定の温度を保っていた。これは，低温湧水が風穴の冷気の影響を直接受けている （つまり

湧出過程で冷却されている） わけではなく，元々低温であった地下水が湧出していることを示唆してい

る。
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