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ABSTRACT 
"The Otaki stalactite cave" of Gifu there is it in the central part, and Gujo City, Hachimancho Akuda 

almost has it. There is "straw-rope pattern stalactite cave" and "Miyama stalactite cave" "Gujo stalactite 
cave" "stalactite cave Snake Hole" in the neighborhood of the Otaki stalactite cave. 

As a scale of the caves, as for the total extension, as for 1,000 meters, the temperature in the cave, as for 
15-16 degrees Celsius, the East-West length, as for 270 meters, the length of the north and south, 40 
meters, the high difference are 110 meters. According to the Japanese cave ranking, total extension 1,000 
meters are equivalent to the 78th place tie in the whole country. There is mysterious Otaki at the position 
of 60 meters from the surface of the earth and is considered to be the biggest in Japan grade for drop 30 
meters, the waterfall of the bottom of the earth. 

A characteristic of the stalactite cave is to be thing with many a large quantity of currents, being 
abundant stalactite, a thing of various colors. A fusuline fossil of the old life is included abundantly, and 
the limestone of the ground shows that this area was a sea area two hundred million several thousand 
thousand years ago. 
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1. はじめに 
  

「なるほど大の大人を夢中にさせるのも無理からぬ世界」、であることを実感した。初めて本格的な洞窟を体験しての

率直な感想である。鍾乳石が 1 センチ伸びるのに 100 年かかる、そして今も成長し続けている。まさに地球の鼓動を直

に聴く思いだった。20109 年 8 月、洞窟環境ＮＥＴ学会の洞窟ツアーの 1 員として訪れた岐阜県・郡上八幡の「大滝鍾

乳洞」の体験を通して、洞窟の魅力とともに、観光資源としての課題などをまとめてみた。 
大滝鍾乳洞は２億数千年前、海であったことを示す地域にあって、多種多様な鍾乳石が存在し、落差３０メートルの

大滝は地底の滝としてはわが国最大級である。開発されてからまだ４０年ほどにしかならないが、郡上八幡という有数の

観光地にあるうえ、周辺にも同種の洞窟とが点在するという条件に恵まれ、早くから有力な観光資源として期待されてき

た。特に、最近の「エコツアー・ブーム」で一段と注目を集めており、地元では、全国的に知られた盆踊りなどとコラボさ

せるなど、洞窟をさらに強力な観光資源として活用すべく、地域一体となった取り組みに力を入れている。 

 

2. 大滝鍾乳洞の規模と概観 

 
2-1．“鍾乳洞銀座”の一角に 

「大滝鍾乳洞」は岐阜県のほぼ中央部、郡上踊りで有名な郡上市の中心部から国道１５６号線を南へ、車で約２０分

の山あいにある（〒501-4205 岐阜県郡上市八幡町安久田２２９８0575-67-1331）。付近には「縄文鍾乳洞」や「美山

鍾乳洞」「郡上鍾乳洞」「鍾乳洞蛇穴」など数拾の洞窟が点在、“鍾乳洞銀座”の一角を占めている。周辺からはナウマ

ン象やヘラ鹿の化石も大量に発見されるなど、一帯は地球誕生のロマンに浸るとこもできる地域である（図 1）。 
 

2-2. 総延長 1000 メートル 
スイスアルプス・インターラーケンのケーブルカーをモデルにしたという木製のケーブルカーに乗って鍾乳洞入口に

立つと、１年を通して 15～16°℃という涼風が迎えてくれる。 
洞窟は東西 270 メートル、南北 40 メートル、高度差 110 メートルの範囲に 8 層にわたる断層が生成されている。総

延長は 1000 メートルを超える。そのうち、700 メートルにわたって鉄板の通路や梯子段、手すりで、一般観光用に通路

が整備され、約 30 分で一周できるようになっている（図 2）。 
日本ケイブテック倶楽部（http://www.eco.ac/ckc/）の「日本の洞窟ランキング」によると、総延長 1000 メートルは全

国で 78 位タイに相当する（1 位は岩手県岩泉町の安家洞で、2 万 3700 メートル）。また、Edogawa Caving Club
が 洞 窟 科 学 調 査 会 ・ 水 島 明 夫 氏 の リ ス ト に 基 づ い て 2000 年 秋 の 時 点

（http://homepage3.nifty.com/spelemedia/cavesee/deepcave.html）で調べたところでは、高度差110メートルは26
位タイに位置付けられている（1 位は新潟県青海町の白蓮洞で、422 メートル）。 

 



 

 

 

図 1 岐阜県郡上市八幡にある大滝鍾乳洞の付近図 図２ 大滝鍾乳洞内部の概念図 

 

３.鍾乳石を構成する洞窟鉱物及び関連用語について 
 
自然界を構成している物質は、植物・動物・鉱物の 3 種類に区分される。 鉱物(Mineral)は固体地球の最小構成単

位であり、無機物でほぼ均質な化学組成を有し、一定の外形を呈する結晶(Crystal)として、特有の物理的性質を現す

ものである。 洞窟内で二次的に形成された鉱物を、洞窟鉱物(Speleomineral)と言い、洞窟が出来た後の空間に形

成されるのが通常であるが、ほぼ同時に形成されるものも存在する。洞窟鉱物は、鍾乳石(Speleothem：speleo=cave, 
them=deposit)を構成する最小単位であり、日本では 45 種が報告されている。沢勲・鹿島（洞窟科学入門.2006）によ

ると、次のように要約される。 
洞窟鉱物（Cave mineral）には、霰石、アラゴナイト、アルカリ長石、塩、黒雲母、石膏、蛋白石、白雲母、方解石、燐

灰石および硫黄などの用語がある。鍾乳石を構成する鉱物は「炭酸カルシウム」＝方解石（Calcite）のみであると理解

される。 
洞窟形態（Cave shape）には、洞窟形成過程において生成されながら構成する内張り層、棚、橋および滝等がある。

洞窟形態には、エプロン、凹地、管状路、陥没、支洞、洞床、丸天井、瀑布などの用語がある。 
石灰岩とは、化学的沈澱或いは貝殻片などの集積によってできる堆積岩。普通は海成で、方解石が主構成物である。

雨水に弱い溶解性がある。そのため洞窟が発達する。洞窟は石灰岩中に最も多い。 
石灰洞窟には、 畦石、地底湖、溶解管およびリムストーンなどの用語がある。 
洞窟真珠（cave pearl）は、ケイブ・パール：丸い形をした方解石の塊。天井から滴る水でたえず動揺している浅い水溜

まりの中にできる。 
洞窟トウモロコシ（Cave popcorn）は、ケイブ・ポッブコーン：色々雑多な形の洞窟生成物。普通丸い小さな玉状で、水

中に沈んでいた洞壁や岩肌に生じる。 
ドリーネ(Doline)とは、石灰岩地帯に発達している播鉢形の窪地。 
水滴孔（Drip hole）は、水滴により侵食された縦の穴。水滴は、堆積物・溶解性の岩・鉱物沈着物に水滴孔を作る。 
点滴石（Dripstone）は、しずく石：水のしずくから沈殿してきた洞窟二次生成物。 
入り口（Entrance (Cave）は、人間が通って洞窟に入れる大きさの開口部。 
鍾乳石（Stalactite）は、天井部あるいはオーバーハングした面からさがっている、一般的には細長く、とがっているか

テーパーがかかっていて、重力の影響を受けた堆積物質。洞窟の天井から下がっている方解石から成る洞窟生成物。

割れ目から滴となって落ちる地下水から沈積する。 



 

石筍（Stalagmite）は洞床から伸びる方解石の洞窟生成物。天井から落ちてくる地下水から沈積する。溶岩洞の床あ

るいは棚のうえの堆積物。石筍はかならずしも洞窟二次生成物ではない。鍾乳洞では、石筍は対応する鍾乳石と対に

なっている。 
ストロー（Straw stalactite）は飲み物用のストロー位の大きさで、中心に小さい穴があり、薄い方解石の殻できた鍾乳石

の一種。 

 

４. 見どころと主な鍾乳石の名称 
4-１. 幻想の迷路 

大滝鍾乳洞の入り口に掲示された見学通路に沿って進んでいくと、最初に現れるのが写真 1 の「龍王洞」。左右から

迫る“ゲート”を身をかがめるようにして通過すると、次は写真2の「くじゃくの舞」。整然と並んだつらら石が羽を広げた孔

雀のように見える。先端が鋭くとがって荒々しい造形を見せているのが「天の怒」である。さらに進むと「砂華の門」、写

真 3 の「天の柱」を過ぎると、足元から天井部までダイナミックに広がる写真４の「天上界」。その名にふさわしい屈強な

石筍「雷神」が屹立している。 

  

写真 1．滝状つらら石と洞壁 写真 2.くじゃくの舞状のつらら石 

 

   
写真 3. 三角状のつらら石と石柱、  

天の柱 

写真４.「天上界」、天井部までダイナミックに

広がるつらら石群 

写真 5.「象牙の林」、天井から無数に 

下がっている鍾乳石。林を思わせる 

 
透明度が高く、艶のある赤みを帯びた「月光石」も目を引く。さらに進むと、この鍾乳洞の特徴の一つである「赤い鍾

乳石」に出合うかと思えば、真っ白な「白筆」…と色彩も形状も多種多様だ。 
後述する「神秘の大滝」を過ぎて帰路に入ると、写真 5 の「象牙の林」。窓のような狭い空間から覗き込むと奥まった

天上から何 10 本という鍾乳石が林のように下がっている。「デコレーションケーキ」「流石鏡」「さんごの乳房」などを通っ

て最後の見せ場は「渦の扉」。扉に刻まれた渦を思わせる独特の造形が目を引く。 



 

  その他、「ハチの巣天井」「朱竹園」「赤鬼の爪」「血槍千本」「地下のシャボテン」…など、それぞれ興味深い名前が

つけられた鍾乳石群が数多く点在する。これらの名称は特定の人がつけたものではなく、開発にあたった人たちが、相

談しながら決めていったのだという。 
 
４-２. 神秘の大滝 

洞内最深部にあり、この鍾乳洞の象徴となっているのが「神秘の大滝」（写真 6）。地表から 60 メートルの位置にあり、

落差 30 メートル。地底の滝としては日本最大級とされている。一帯が“大広間”のようになっていて、２0 人以上が立ち止

まってゆっくり鑑賞することができるスペースがある。滝壺の水は飲むことも出来る。 
豪快な水音をたてて流れ落ちる瀑布はまさに圧巻。その神秘性に感動した台湾の彫刻家が 5 カ月もかかって彫った

という不動尊が自然石に刻まれている。滝の上層部に未開発の通路があることが確認されているが、鍾乳石が乾いても

ろくなっており、開発する予定はないという。 
 
 

  
写真 6.深さ６０ｍの位置に落差３０ｍの 

「神秘の大滝」 

写真７.石筍が斜めに傾いているように 

見える「ピサの斜塔」 

写真８. 石筍と石華が融合した塔 

「蜂蜜の塔」 

 
４-３. 将来の開発・公開計画 

 新たに開発が検討されているのが、大滝からの帰路、長い下り階段途中の「象牙の林」付近にある小ホール。発達した

石筍が斜めに傾いているように見える「ピサの斜塔」（写真７）や石筍と石華が融合した塔「蜂蜜の塔」（写真８）など、珍し

い鍾乳石が確認されている。公開されれば、魅惑的なポイントとして注目を集めそうだ。 

 

５. 洞窟開洞の経緯 
 
大滝鍾乳洞のほか、周辺でレストラン、釣り堀等を経営する「郡上観光株式会社」の河合徹社長によると、大滝鍾乳

洞が発見されたいきさつ、観光施設として開洞・整備された経緯は以下の通りである。 
鍾乳洞が発見されたのは昭和 44（1969）年始め。前年の 43 年、近くで郡上八幡大鍾乳洞（現美山鍾乳洞）が開発

されて大きな話題になり、郡上郡大和町（当時、現郡上市大和町）の土木業者が、大滝鍾乳洞がある安久田地区も同

様の地勢であることから鍾乳洞の探索を始め、湧水口及び洞窟の冷気の吹き出し口を発見。本格的に開発に着手した



 

が、資金に行き詰まり、取引のあった関市上之保在住（当時）の建設業者で、河合現社長の先代にあたる河合寔（まこ

と）氏に事業継続を依頼。河合氏は仲間を募って開発を進め、44 年 11 月、1 年近くの探査期間を経て発達した鍾乳石

の通路にたどりついた。この間に地底湖の探索等で 2 人の殉死者を出すという、厳しい開発だった。 
この年の12月、開発運営会社としての郡上観光株式会社を発足させ、公開に向けた観光開発事業に取りかかるとと

もに、岐阜大学教育学部地学研究所の梶田澄雄教授（現同大名誉教授）に洞窟内の地質学的な調査を依頼。十分に

発達した鍾乳石があることを確認した。その上で、洞内通路の整備、照明設備を整えるとともに、国道 156 号線からの

進入路（約 5 キロ）を新設して翌 45 年 7 月、開業にこぎつけた。 
会社の資本金 7200 万円はすべて開発費に充てられたという。当時、周辺では 4 つの鍾乳洞が公開されており、一

躍鍾乳洞ブームが起こり、大滝鍾乳洞もオープン当初年間 50 万人の入場者が詰めかけたという。 

 

６. 大滝鍾乳洞の地質学的位置づけ 
 
 開発時に調査にあたった梶田岐阜大教授の署名がある「大滝鍾乳洞について」という解説板が、今も鍾乳洞入口に

立てられている。それには「当地域最大級の鍾乳洞である」としたうえで、以下のような特徴が記されている。 
・ 水流の多いことも本鍾乳洞の特色であり、若々しい美しさの原因になっている 
・ 鍾乳石類は量、質ともに豊富、多彩であらゆる種類のものが見られる 
・ アンソタイト(石花）、ヘリグマイト、ヘリクタイト等はこの地方では本洞にだけしか見られない 
・ 洞窟珊瑚の中には他に報告のない型のものがある 
・ 成長中のものが多く、新鮮で純度が高く、光を通すものも多い 
・ 赤色からピンク色に着色したものも注目される 
・ 母岩の石灰岩には、古生代ベルム紀のフズリナ化石等が多量に含まれ、2 億数千年前当地域が海域

であったことを示している 
・ 洞窟の生成された時期は数拾万年前を超えることはない 
 

 梶田名誉教授は、調査にあたった当時を振り返りながら「非常に水が多いという印象だった。ずいぶん高度差もあっ

て、いくつも滝を登ったりして、苦労の多い調査だった」と話している。解説板は開業翌年の 1971（昭和 46）年 6 月 1
日の日付になっており、梶田名誉教授は「まだそのまま残っていますか｣と感慨深気だった。 
 

７. 考察、観光洞窟資源としての位置づけ 
７-１. エコ・ツアー  

環境保全や自然保護と旅行を結びつけた、いわゆるエコ・ツアーがブームである。屋久島や知床など世界遺産がそ

の代表例だろうが、通路や照明など最低限の設備を施すだけで何億年という太古の自然と直接接することができる洞

窟観光こそ、その元祖にして究極のエコ・ツアーと言えるだろう。現に「観光洞」と呼ばれる洞窟は国内外に多数存在し、

手軽に非日常の世界にいざなってくれる。 
今回、私達が大滝鍾乳洞を訪れたのも、一般のバス・ツアーに参加したもので、いわゆる洞窟ファン以外にも小さな

子供の手を引いた家族連れや熟年夫婦など 40 人近い観光客と一緒だった。手軽に太古の世界に踏み入ってそれぞ

れ貴重な体験をし、歓声をあげる子どもたちもいた。ツアー会社によると、この種の企画は地味でも、コンスタントな人気



 

があるといい、手ごろなエコ・ツアーとして定着しているようだ。 
前述したとおり、大滝鍾乳洞は開業当初、鍾乳洞ブームに乗って、郡上踊りを上回る年間 50 万人の入場者があった

が、「ここ 10 年はおおむね 10～11 万人で安定している」（河合・郡上観光社長）という。敷地内には 40 年前に白川郷

から移築したという合掌造りの建物 2 棟があって、レストランとして営業。名物は石焼料理・古代焼。さらに、洞窟から湧

き出る水を利用したマス釣りが楽しめる釣り堀も併設するなど家族連れを主なターゲットとした観光客誘致に力を入れ

ている。 
 

７-２. ミステリーツアー、ケービング 
近くには、同じ郡上観光の経営で、「縄文洞」という別の鍾乳洞も整備され、夏休みを中心に子供たちやカップルで

賑わっている。ここは炉の跡や縄文時代のものと見られる土器の破片が見つかった洞窟でもあり、古代人遺跡として県

の重要文化財の指定も受けている。大滝鍾乳洞と比べやや規模は小さいが、虫食い天井や純白の石筍など一級の芸

術品が見られる。通路はきちんと整備されているが、こちらは照明を全部落として、懐中電灯だけを頼りに、洞内を巡る

という「ミステリーツアー」を売りものにしている。「洞窟本来の良さが味わえる」と、洞窟ファンの人気が高いという。 
さらに本格的な探検、となると「美山鍾乳洞」ではケービングも行っている。専門のガイドがついて、専用ヘルメット・ス

ーツに身を固め、真っ暗な中をヘッドランプだけを頼りに 1 時間半から 2 時間にわたって探検するというコース。中学生

以上が対象で、別料金がいる。コースによっては、ザイルを使うこともあって、ロック・クライミングのような雰囲気も楽しめ

るという。 
 

７-３. アイデア商法 
一方、洞窟という自然の恵みを生かしたユニークな“商法”も注目を集めている。美濃市や美濃加茂市、多治見市な

ど周辺の酒小売店 7 店の若手経営者でつくっている「ここしか村グループ」が大滝鍾乳洞とタイアップして売り出してい

る「鍾乳洞熟成酒」もその一つだ。本来の醸造法でつくられた純米酒を大滝鍾乳洞の中で 6 ヶ月間寝かせて熟成させ

ることで、一層まろやかな味をもたせるというもので、平成 8（1996）年から行われている。貯蔵する洞窟のスペースが限

られているため、毎年 500～800 本しかできない。4 月に搬入して 10 月に取り出し、大滝鍾乳洞の売店や「ここしか村

グループ」の加盟店で売っているが、短期間で完売になるという。 
同グループの一員である美濃市の今広酒店のＨＰには、コンビニや酒の量販店に押されがちだった地元の酒屋さん

が集まって「自分たちだけのお酒を作りたい。それもとびっきり夢のあるお酒を」と、知恵を絞って洞窟利用を思いつい

たこと。最初 1 年間寝かせて、ラベルもボロボロになったビンから飲んだお酒の際立ったまろやかさに歓声を上げたこと

など、「鍾乳洞熟成酒の誕生秘話」が、感動深く綴られている（http://www.geocities.jp/sake_imahiro/cav.html） 
 

７-４. 観光資源の主役に 
徹夜踊りで全国的に有名な「郡上踊り」は、今年は雨も影響して 4 日間の人出は予想を下回る 15 万 5000 人。それ

でも市の人口の 4 倍もの人が集まったわけで、３３夜にわたる期間中全体の人出は約 30 万人にのぼったといい（同市

観光課）、郡上市の夏の観光資源として、大きな役割を果たした。 
この郡上踊りに次ぐ観光資源とし位置付けられるのが、洞窟(鍾乳洞)である。市の統計では昨年 1 年間に計 14 万

3000 人の訪問者があった。エコ・ツアー・ブームの中で、注目度が高まっており、市では来年夏に洞窟に滝、川を加え

て「涼」を統一テーマにしたイベントを計画してみたいという（松島浩生・同市観光課主任主査）。こうした公的な動きに、

「ここしか村グループ」などの町おこし運動が加わって、地域一体となって洞窟・鍾乳洞を観光資源の主役に盛り上げて

行くことを期待したい。 



 

８. おわりに 
 
 大滝鍾乳洞の見学で感心したのは、約 700 メートルの洞窟見学通路に一片のゴミもなかったことだ。何億年前という

神秘の世界に踏み入って、だれしもが厳粛な気分になる。そこには、マナー違反がはびこる余地はない。外界と比べて

気温が低いための、いわば肉体的な清涼感とともに、あるいはそれ以上に、こうした精神的な清々しさを味わえるのが、

洞窟体験のもう一つの魅力であることを知った。その意味でも貴重な体験であった。 
天照大神が隠れてしまったため世界中が闇に覆われたという、神話の世界でも重要な舞台となった洞窟。古代人の

暮らしが営まれたのも、修験道の修業の場となったのも洞窟であった。そんなことを思い浮かべながら洞窟本来の姿で

ある闇の世界、幻想の世界をじっくり味わってみたい、という気持ちが高まっている。思いをかなえてくれそうなのが、照

明装置が一切ないという「縄文鍾乳洞」だ。次の機会にはぜひ、ここを訪問してみたい、と思っている。そして、周辺の

清冽な川の流れや滝に遊んで自然が演出する「涼」を満喫するとともに、全国的にその名を知られた徹夜踊りに、洞窟

の新しい顔が加味され、地域一体となって盛り上がる観行都市・郡上の新たな魅力を確認したい、と思っている。 
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