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ABSTRACT 
Otaki Stalactite Cave is a lime cave in Gujo, Gifu City Hachimancho. Total extension is Tokai district 

maximum grade with about 2km. Of these, about 700m are shown for sightseeing. There is various 
stalactites in the cave. The symbol of this cave is a cave waterfall called Otaki. Otaki has it of about 60m 
below from the surface of the earth, and the height is a cave waterfall of the scales eminent about 30m in 
Japan. Abundant water springs out and still brings up a stalactite cave now. Gujo City of Gifu is almost 
located in the central part. In the area where a pitch difference is big, the minimum height above the sea 
level is 110m of Minami-cho Kio, and the best height above the sea level is 1,810m of Shiratori-town 
Choshigamine. There is 24 first-grade river and, other than the Nagara River, sum Yoshikawa, Itoshiro 
River, has abundant water. Hachimancho with the Otaki stalactite cave has Sougisui (Hakuunsui) which 
is the first of 100 selections of Japanese famous clear water. It is said to spring out of the mountains of the 
lime layer this famous clear water.  Stalactite cave may be said to be the geographical features that are 
easy to be generated. 
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1. はじめに 
 

大滝鍾乳洞は岐阜県郡上市八幡町にある石灰洞窟である。総延長が約 2km で、東海地区最大級と言われている。

このうち約 700m が観光用に公開されている。洞窟内部には多彩な鍾乳石が見られる。最深部には、この洞窟のシン

ボルである大滝と呼ばれる洞窟滝がある。大滝は、地表より約 60m 下にあり、高さは約 30m で日本でも有数の規模の

洞窟滝である。現在も豊富な水が湧き出しており、今でも鍾乳洞を成長させる要因となっている。 
郡上市は、岐阜県のほぼ中央部に位置している。高低差が大きい地域で、最低海抜は、美並町木尾の 110m で、

最高海抜は白鳥町銚子ヶ峰の 1,810m である。長良川、和良川、石徹白川の他、一級河川が 24 本あり水資源豊富な

地域である。大滝鍾乳洞のある八幡町は、日本の名水百選の第一号である宗祇水（白雲水）がある。この名水は、石灰

層の山々から湧き出てきていると言われ、鍾乳洞が生成されやすい地勢であると言えるだろう。 
 

2. 大滝鍾乳洞の入口 
 

大滝鍾乳洞は、山の石灰岩中の断層が地下水によって溶解し、拡大されて生成されたものである。そのため、この

洞窟の見学は、高低差のある洞内を移動する。鍾乳洞の入口へは、ケーブルカー（図 1）で移動し、低い天井の入口

（図 2 と 図 3）から入洞する。鍾乳洞の入口付近にある「大滝鍾乳洞について」と書かれた看板には、岐阜大学の梶田

澄雄氏による解説が掲載されている。 
それによれば、「鍾乳石類は量、質共に豊富、多彩であらゆる種類のものが見られるといってよい。アンソダイト（石

花）、ヘリグマイト、ヘリクタイト等はこの地方では本洞だけにしかみられないものである。洞くつ珊瑚の中には、他に報

告のない型のものがある。成長中のものも多く、新鮮で純度が高く光を通すものも多い。又、赤色からピンク色に着色し

たものもあるのは注目される。母岩の石灰石には古生代ベルム紀のフズリナ化石等が多量に含まれ、二億数千万年前

当地域が海底であったことを示している。なお、洞くつの生成された時期は、他の証拠によって数十万年を越えること

はない。この付近一帯には数十の洞くつがあり、その中からナウマン象、ヘラ鹿、犬角鹿をはじめとする現在絶滅した

動物の化石が大量に発見され、当地域が数十万年前、現在よりも寒冷な高原であったことが予想されている。」とあり、

実際に様々な形状、色の鍾乳石が確認できた。 
 

   
図 1. トロッコ風ケーブルカー 図 2. 大滝鍾乳洞の入口 図 3. 大滝鍾乳洞の入口付近 

 

3. 大滝鍾乳洞の天井 



 

 

大滝鍾乳洞では、様々なタイプの鍾乳石がみられる。鍾乳石は、方解石から成る洞窟生成物で、炭酸カルシウムを

含んだ水が落下時に再結晶するなどの作用で成長する。天井から垂れ下がっているつらら石は、重力の影響を受けた

堆積物質である。形状は様々な物が見られ、細長く尖った物、筒状の物、帯状の物など様々である。色は、茶褐色の物

が多いが、白色などもみられる。色の変化は、鍾乳洞の土壌や水に含まれる成分の違いによって生じている。（図4, 図

5, 図 6, 図 7, 図 8 と図 9） 
大滝鍾乳洞は現在でも水が豊富に流出しており、天井からも水滴が滴り落ちている状況が確認できた。つらら石の

表面にも水滴がついている物が多く見られ、現在でも成長中であるといえる。 
 

   
図 4. 無数にぶら下がる尖ったつらら石 図 5. 巨大で尖ったつらら石 図 6. 円筒のつらら石 

   
図 7. 細い筒状の鍾乳管（ストロー） 図 8. 帯状で幕のようなベーコン 図 9. 洞窟珊瑚が群生する天井 

 

4. 大滝鍾乳洞の壁 
 

大滝鍾乳洞の壁には、多量の水が流れた痕跡を示すものが多く見られる。大規模な流れ石（図 10）の壁や、多数の

鍾乳石が連結した壁（図 11）、洞窟珊瑚が群生した壁（図 12）などがみられ、場所によってそれぞれが特徴的な形状と

色をしている。 
 



 

   
図 10.  黄土色の大規模な流れ石 図 11. 白色の鍾乳石が連なる壁 図 12. 茶色の洞窟珊瑚が群生する壁 

 

5. 大滝鍾乳洞の床 
 

大滝鍾乳洞の床には、比較的小さな石筍（図 13 と図 14）が多く見られる。石花（図 15）のような特徴的な鍾乳石も見

られた。また、天井と床が隣接した小さな空間には、石柱が多く見られる（図 16, 図 17 と図 18）。石柱は、天井から落ち

た水滴によって成長した石筍と、上部から成長したつらら石と連結することで生成している神秘的な現象が見られる。 
 

   
図 13. 尖った形状の石筍 図 14. 壁と結合した状態になっている石

筍 

図 15. 石花の上には硬貨が置かれていた 

   
図 16. 白色でまっすぐな状態の石柱 図 17. 赤茶色で特徴的な下部を持つ石

柱 

図 18. 鍾乳管が連結したような細い石柱 

 

6. 大滝鍾乳洞の滝と豊富な水 
 

大滝鍾乳洞のシンボルである大滝は、冒頭に述べたように地表より約 60m 下にあり、高さは約 30m ある大きな洞窟



 

滝である。洞窟滝のそばの壁面には、5 ヶ月かけて彫られたという大滝洞窟不動尊が祀られている（図 19）。大滝の水

源は約 4km さかのぼっているとされており、現在も豊富な水が流れている（図 20）。この清流を利用して、鍾乳洞のそ

ばに流しそうめんや釣り堀などの施設を作って観光利用されている（図 21）。 
 

   
図 19. 洞窟壁面に彫られた不動尊 図 20. 大滝の水が流れ込む洞窟湖 図 21. 観光名物の流しそうめん施設 

 

7. おわりに 
岐阜県郡上市八幡町は、郡上八幡と呼ばれ、古い城下町の町並みと郡上おどりで有名な場所である。また、町のい

たる所で用水路などの清流を見ることができ、水の町とも言える。町の中心部では、長良川の支流である吉田川と小駄

良川が合流している。その付近には、日本の名水百選「宗祇水」がある。この水の豊かな地域に、大きな洞窟滝をもつ

鍾乳洞が生成されたのは偶然ではなく、この他にも大小様々な鍾乳洞が存在すると考えられる。清らかで豊かな水が

続く限りは、鍾乳洞の成長は続く。美しい自然がいつまでも続き、何百年、何千年という先にもこの鍾乳洞が成長してい

ることを願う。 
（2011 年 1 月 15 日受稿、2011 年 1 月 25 日掲載決定） 
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