
－ 1－

◉特 集◉
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プロローグ
　1982 年 10 月、フランスはツールーズの南、Mas-d'Azil
を目指していた。野宿しながらの貧乏旅行なので、ひ
たすら歩いて、後ろから車が来るたびに手を上げてい
た。資料では、Mas-d' Azil は洞窟がそのまま国道の
トンネルになっていて、長さは３kmを超える洞窟の
はずだ。日本では想像もできないスケールの穴。とに
かく行って、この目で確かめてみたい。キャブレター

這うように走る、反対側は峡
谷だ。しかし、狭い。道幅は
1.2 車線、対向車が来たらバッ
クで戻るしかない。突然、洞
窟の入り口が現れる。こんな
天井の低い所と思ったら、道
は右カーブでトンネルになっ
ていた。
Mas-d'Azil とは比べものにな
らないスケールだがトンネル

洞窟とは
　洞窟と聞くと、「真っ
暗で、何か棲んでいそ
うで、怖い。」と言う
人がいる。我々洞窟大
好き人間に言わせる
と「暗闇が怖いので
あって、洞窟が怖いの
ではない。そもそも植

不調でエンジンが時々息
をつく古いプジョーに乗
せてもらった。
「Mas-d'Azil みたいな洞
窟は世界でも珍しい、日
本から見に来た」と言う
と、えらい喜んで連れて
行ってくれた。クロソイ
ド曲線の優雅な曲率で、
洞窟がそのままトンネル
だった。スゴイ、世界に
はこんな穴があるのだ。
　2020 年 9 月、コロナ
が一息ついた隙を狙って、岡山は県道 300 号を走って
いた。日本にもトンネルになった洞窟があるという。
資料では羽山渓谷の棲龍洞、全長 185 ｍの穴だ。貧乏
学生も 40 年経つと、一端に 4WDの自家用車を運転
している。技術の進歩は驚くばかり、キャブレターは
とっくに消え、ACCはアクセルもブレーキ操作も自分
で踏むより上手い。Mas-d'Azil と同じく、石灰岩壁を

に利用されている
洞窟が日本にも
あったことがうれ
しい。
  自然が“あける”
トンネル ≒ 洞窟
について、簡単に
紹介しよう。

日本洞窟学会
広報委員会委員長

水島　明夫

●著者略歴●
　1956年、北海道生まれ。小学生の時に静岡県三島の防空壕で遊び、
未知の街に出てしまった経験から、暗闇の世界に目覚める。大学生
では探検部に所属し、地学科だったこともあり日本中のカルストに
入り浸る。さらには世界 60 カ国位のカルストも覗いた。
　特に福岡県北九州の平尾台にはまり、長期の休みは必ず平尾台。
卒論、修論みな平尾台。挙げ句の果てには、仕事も東京から転職し
て北九州で教職に。顧問をしていた理科部は、カルスト研究で全国
大会常連校に、文部科学大臣賞や環境大臣賞も受賞。
　そんな暗闇大好き、穴大好き人間である。

シコクメクラヨコエビ　全長５mm位
　光がないため白色になり、眼は退化、
触角などが発達している。洞窟は植物
が生育できないため、栄養ベースは流
れ込む有機物やコウモリのグアノ（糞）
に限られている。代謝が極端に遅く、
動きは遅く、長寿命なものが多い。

Mas-d'Azil［フランス］
　全長 420 ｍのトンネル天井高は
10ｍ位だが、出口の高さは 30ｍ

羽山渓［岡山県］
　カルスト峡谷

棲龍洞［岡山県羽山渓］
　左は自然洞洞口、右にトンネルが続く

分身の術
洞窟の中は真っ暗なため、ストロボの
多重露出でこんな写真が撮れる。
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物ベースの生態系が成
り立たないから、人間
が怖がるような動物は
棲んでいない世界だ。」
日本の洞窟ではせいぜ
い写真のような注意し
てみないと見落とす生
物くらいだ。

　世界最長のアルプス山脈をぶった切るゴッタルド
ベーストンネル（スイス）の 57kmも真っ青。日本最
長の石灰洞は岩手県の安家洞で 23.7km。鍾乳石など
で装飾された洞窟は鍾乳洞になる｡

熔岩洞
　火山が噴火した時、流動性の高い玄武岩質の溶岩が
流下した跡にできるのが熔岩洞。火山ガスが抜けた跡
が熔岩洞になる場合もある。日本は火山国なので富士
山周辺やあちこちにあるが、石灰洞に比べれば 100 数
十カ所位で、数えられるレベル。世界最長の熔岩洞は
韓国済州島の約 12km。日本では富士宮市の三ツ池穴
で 2.2km。

　コウモリだって、人を襲うことはない｡ 慌てて人間
にぶつかるコウモリが可哀想なくらい｡
　伝説ではない自然科学の世界では、しっかりした照
明さえ確保していれば、洞窟はそんなに恐れるところ
ではないのだ。

洞窟の種類
　さて、その洞窟だが、洞窟がある岩石や場所によっ
て、また、洞窟を作る力によって、いろいろな種類の
洞窟がある。簡単には次のように分けられる。

石灰洞（鍾乳洞）
　二酸化炭素を含
む酸性の水に溶け
る石灰岩などにあ
る洞窟。水の溶食
や浸食で作られ、
カルスト地形を作
る。世界では堆積
岩としての石灰岩
が多く、洞窟の数
も多い。

海食洞　
  岩質を問わず、打ち寄せる波が断層などの割れ目系
に沿って浸食してできたのが、海食洞。日本は海に囲まれ
ているのでその数は多く、最近やっとまとめられた
データでは 650 ほど。特に冬の日本海の荒 し々い波で作
られた海食洞が多い。世界最長の海食洞はニュージー

昔、調査中に「ここピレネー
山脈に、穴は幾つあるんです
か」とフランスの洞窟研究者
に聞いたら、「日本人は星の
数を聞くのか」と不思議がら
れた。世界を知らない日本人
だった。
　世界最長の洞窟はアメリ
カのマンモス洞で、2021 年
にも新しい発見があって
672km。東京から岡山までの
距離だ。

ランドにある 1.5km｡
日本では島根県明暗の
岩屋が最長で 250 ｍ。
同じく島根県加賀の潜
戸もじつに巨大だ｡

その他の洞窟
　他にも風食洞や氷河洞に分類される洞窟もあるが、
その数は少なく、日本にはあまり無い、ここでは省略。

キクガシラコウモリ
　本来、コウモリは超音波を出して飛行
して、小さな昆虫すら見つけられるのだ
が、洞窟の中では慣れているせいかエコー
ロケーションをせず、突然現れた人間と
ぶつかることがある。飛べる哺乳類とし
て、究極の中空の骨、さらにコウモリの
羽は人間では指のため、ぶつかって骨折
したコウモリは、自然界では‥‥。

カルスト台地－平尾台［福岡県］
国指定天然記念物　国定公園
　石灰岩が酸性の水に溶けてできた溶食地形。
平尾台ではその溶け残った岩が羊の群れのよう
に見えて羊群原という地名も。秋吉台では墓石
に例えられることも。日本では石灰岩があまり
多くなく、珍しい地形である。

狩生新洞［大分県］の鍾乳石
　タケノコのように下から伸び
るのは石筍、上から垂れている
のはつらら石、二つが繋がった
のは石柱という。じつは、これ
ら鍾乳石のない洞窟のほうが多
い。鍾乳石があったら素直に喜
ぶようにしている。

阿蘇米塚［熊本県］熔岩洞
　あの米塚にも熔岩洞がある。車を降りて洞口まで 10秒という信じられ
ない、多分日本一の近さだ。地元の民宿でガイドツアーをしている。

加賀の潜戸（くげど）［島根県］
国指定天然記念物
　冬の荒々しい日本海の波に浸
食された海食洞が連続している。
新潜戸はホール状に長さ 200 ｍ
はあり、遊覧船で通過できる。
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地底探検
　暗闇の世界に惹かれ、穴に入りたいと思う人がいる
でしょう。ジュール・ベルヌの“地底探検”は完璧な
フィクションだが、この“地底探検”という言葉に惹
かれる人は多いと思う。
　今、地球上で人間が行ったことがない世界は、深海
くらい。ところが、洞窟の世界はまだまだ未知の世界

　だから、本格的に洞窟に入りたい人は、絶対に経験
者と穴に入るようにして欲しい。主なカルストでは博物
館や資料館などで情報提供をしてくれている。また、ネッ
トで調べるとアクティビティの一つとして、ケイビング
体験ツアーを開催しているところを見つけられるはず。

観光洞に入る
　一方で、そこまでしなくても、雰囲気として穴に入
りたいと言う人は、ここで紹介する観光洞という手が
ある。今、日本洞窟学会で本格的にケイビングをして
いる人も、初めはあちこちの観光洞からという人が多
い。いろいろな穴に行っているうちに、その暗闇の世
界に取りつかれた人が多いのだ。
　次の図は、日本の観光洞を地図にまとめた。石灰洞
（鍾乳洞）が 81、熔岩洞が 7、海食洞が 33。本邦初公開、
2021 年やっとできました。
　観光洞の定義は、「何も装備がなくても、現地に
行けば穴に入れる洞窟」とした。なかには海食洞の
ように、船に乗るために￥3,000 以上必要な穴もある。
逆に、照明スイッチを勝手に入れて穴に入る、無料の
管理洞のような穴もある。
　一方で、ケイビング体験ツアーとして、ヘルメットや
ヘッドランプを貸し出してガイドしてくれるアクティ
ビティ的洞窟もあるが、あまりにも特殊装備と覚悟が
いるので、観光洞には含めていない。パドルボートや
カヌーで行く海食洞も地図には入れていない。特別な
準備をしなくても、気軽に入れる洞窟たちばかりだ。
　営業日、時間や、料金、現地までの詳しいアクセスな
どは、洞窟名と地域からインターネットなどで調べくだ
さい。それぞれを紹介すると１冊の本になってしまう。

がある。新洞を見つ
け、誰も歩いた足跡の
ない空間を歩く。「こ
の地は、人類では俺が
初めて来ているのだ。
唯一、地球で地図のな
い世界なのだ。」

真の暗闇
　また、穴に入って驚くことがある。真の暗闇だ。ど
んな夜でも、どんな暗い部屋でも、目が慣れるとそれ
となく物が見える。少なくとも気配は感じることがで
きる。人間の眼の暗順応は素晴らしい能力だ。しかし、
洞窟の中は本当に本当に真の暗闇。鼻息が当たって自
分の手があることは分かるのに、その指は全く見えな
い。是非是非、この真の暗闇をどこかで体験して欲し
い。新鮮な驚きのハズ。
　なお、そんな世界だから照明がなかったら、考えた
だけでも怖ろしい。我々は予備の予備、３つは照明を
持って穴に入る様にしている。
　
洞窟に入る 
　しかし、洞窟に入るときに絶対しないで欲しいこと
がある。ネットなどで観光化していない洞窟の場所を
調べて、勝手に入ることだ。人間を襲うような怖い生
物はいないし、山のような天候の変化も少なく、洞窟
の温度は穴のあたりの年平均地温と同じで気温変化も
ない。だから夏は涼しく、冬は暖かい。日本の穴は北
海道で 9℃、沖縄でも 23℃。対策をしていないと完全
に低体温症になってしまう。しかし、洞窟は予想もし
ない怖い世界でもある。最近でもタイの洞窟で子供
たちが増水した水に閉じ込められたニュースを覚えて
いる人も多いかと。じつは洞窟で事故を起こしても、
消防も警察も洞窟には助けに来てはくれない。公的な
山岳救助隊は、日本の洞窟にはまだない。

エピローグ
　自然が“あける”トンネル
≒洞窟として、簡単に紹介し
た。真の暗闇という究極の非
日常を、是非何らかの機会で
体験して欲しい｡
　私が洞窟を好きになった
最終的な理由、洞窟から出た時の外の明かり＝太陽で
した｡“太陽って本当にありがたい”当たり前と思って
いたことがじつはこんなに素晴らしかったのか～と。
　なんか、修理明けの愛車に乗った時みたい。

諏訪の水穴［茨城県］
　新洞を見つけたら、まず探検。そして測
量をする、その風景。コンパスが第一優先、
人間の優先順位は低い。

外の光がありがたい、瞬間
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観光洞： 特別な装備（主に照明など）が
　　　　無くても入洞できる洞窟

　　1～81　石灰洞：81
＊　A～＋　海食洞 ：33
★　①～⑦　熔岩洞：   7

日 本 の 観 光 洞

石灰洞（鍾乳洞）
　 水島明夫、1996 をベースに 2021 改編

海食洞
　 須佐見吉生、2005 をベースに 2021 編集

熔岩洞
　 野池耕平、2021 をベースに改編


