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ABSTRACT 
The Shizu-no-Iwaya Sea Cave was sung by Ohishi-no-Suguri-no-Mahito in the 3rd volume of the Collection 

of Ten Thousand Leaves (Manyoushu): "The Shizu-no-Iwaya Sea Cave where Ohnamuchi and Sukunahiko are 
said to have stayed! How many generations have passed away since then? The Shizu-no-Iwaya Sea Cave is the 
mythical cave which the two gods, Ohnamuchi-no-Mikoto and Sukunahikona-no-Mikoto, chose as their 
temporary imperial palace while they would develop and manage the country's territory. Therefore, people 
enshrined Ohnamuchi-no-Mikoto and Sukunahikona-no-Mikoto in this Cave and worshipped them during 
ancient times. 

Until early period of Edo era, there was the village of 1,000 in the waterfall neighborhood in front of the 
cave. I is said to have died in the sea in a moment in the tsunami in April 1656. I moved shizuma Shrine 
dedicated to two God of Oonamuti-no-mikoto and sukunahikona-no-mikoto to the Tarumizu village nearby 
afterwards. 

Entrance of Shizu-no-iwaya is located in two locations north and westward. The scale of Shizu-no-iwaya is 
height (11.3m), depth (right 20.64m and left-sided 30.61m) and width (19.47m). In the 
center of the Shizu-no-iwaya, Manyo tanka inscription of about 15m 45m depth, 30m width, height has been 
built. 

The investigating group measured it about Torii in the entrance of Shizu-no-iwaya. Furthermore, the writer 
found an incline and a decision coefficient by an equation of regression about kasagi ( upper end and lower 
berth) and Nuki( upper end and lower berth).  

Torii of Shizu-no-iwaya is Myojin Torii system not Torii Shinmei system. Torii of Shizu-no-Iwaya in Myojin 
Torii system is Hachiman torii form. About the scale of the torii of Shizu-no-Iwaya, distance between the 
pillars is 2.66m, and the height of Nuki is 3.04m and the height of Kasagi is 3.39m. 

The writers studied the chemical characteristic of the rock about Shizunoiwaya which they investigated as 
follows. In other words, at first it is alkali rhyolite (AH) from SiO2 and (Na2O+K2O). Next, It is Low- 
potassium during from SiO2 and K2O relations. Finally I was proved to be calc-alkali from relations with SiO2 
and Fe2O3/Mg. 
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 1.はじめに 
本研究の目的は、国の文化遺産学として、地域に貢献する資料を後世に残す参考文献として作成したいからである。本

稿は、「神話の国」である島根県出雲市、静之窟海食洞窟で行った洞窟環境NET学会の総合学術調査(2012)報告の一部で

ある。静之窟海食洞窟は、デイサイトへ海食により形成した海食洞窟である。静之窟海食洞窟の所在地は、島根県大田市

静間町魚津 垂水山の北 日本海の波が洗う場所 で、緯度 35°12′15″N；経度 132°27′24″、標高 8mに ある。 

地質時代は大規模な海底火山活動に由来すると考えられており、日本列島の根幹をなす岩石のひとつ。また、噴出した

火山角礫が堆積した層もある。一連の火成活動で形成されたと考えられている。この地域の海岸には、第三紀中新世の大

森層に属するデイサイト火砕岩が分布している静之窟海食洞窟・半島部である。層序は大森層（牛切層）・ 静之窟海食洞

窟・半島部であり、主要岩相はデイサイトソレアアイト/カルクアルカリ系（安山岩・流紋岩）であり、放射年代(K-Ar)は 1450 万

年前である。洞窟の地形は、デイサイトの層が海に向かって傾斜している。 

静之窟（しずのいわや）海食洞窟は、『万葉集』巻三において 「大なむち、少名彦のいましけむ志都の岩室は幾代経ぬら

む」（生石村主真人と歌われた。静之窟海食洞窟 は 大巳貴命（オオナムチノミコト）と少彦名命（スクナヒコナノミコト）の二神

国土経営の際に仮宮とされた神話の洞窟である。そのため、かつては洞窟の中に大己貴命と少彦名命が祀られていた。 

大己貴命は、大国主として広く知られる神で多くの別名がある。これは神徳の高さを現すと説明されるが、元々別の神であ

った神々を統合したためともされる。別名としては、①大国主神（おおくにぬしのかみ）- 大国を治める帝王の意 、②大穴牟

遅神（おおなむぢ）・大穴持命（おおあなもち）・大己貴命（おほなむち）- 大国主の若い頃の名前 、③大穴牟遅神（おおな

むぢ）・大穴持命（おおあなもち）・大己貴命（おほなむち）- 大国主の若い頃の名前 、④大汝命（おほなむち）-『播磨国風

土記』での呼称、⑤大名持神（おおなもち）、⑥八千矛神（やちほこ）- 矛は武力の象徴で、武神としての性格を表す、⑦葦

原醜男・葦原色許男神（あしはらしこを）-「しこを」は強い男の意で、武神としての性格を表す、⑧大物主神（おおものぬし）、

⑨大國魂大神（おほくにたま）、⑩顕国玉神・宇都志国玉神（うつしくにたま）、⑪国作大己貴命（くにつくりおほなむち）・伊和

大神（いわおほかみ）伊和神社主神-『播磨国風土記』での呼称、⑫所造天下大神（あめのしたつくらししおほかみ）- 『出雲

国風土記』における尊称、⑬幽冥主宰大神（かくりごとしろしめすおおかみ）である。（http://ja.wikipedia.org/wiki/大国主） 

大国主は多くの別名の他、妻子の数も多い。これは、古代に広い地域で信仰されていた証と言える。信仰の広がりと共に、

各地域で信仰された神と統合し、妻や子供として位置づけられた経緯が考えられるからである。スサノオの娘の一人であるス
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セリビメは、大国主の正妻とされる。皇室系図にある大国主の子孫関係は「古事記」によるものである（図 1-1）。 
 

図 1-1. 神話時代（神世七代）と黎明期の皇室系図 
伊邪那岐命 ━ 伊邪那美命
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静之窟海食洞窟の前には、江戸初期に 1000 軒という集落があったが、明暦 2 年（1656 年）4 月の大津波で一瞬にして海

中に没したと伝えられる。また、かつては洞窟内に大巳貴命、少名彦命の二神が祀られていた。しかし、幾度かの災害による

破壊によって、現在は垂水山の静間神社として遷座している。 

静之窟海食洞窟 の入口は、北向きと西向きの 2 ヶ所ある。静之窟海食洞窟 の規模は、レーザー距離計で計測した結果、

高さ 11.3m、奥行き右側 20.64m、左側 30.61m、横幅 19.47mであった。静之窟海食洞窟 の 中央には、万葉歌碑が建てられ

ている。この洞窟は、浸食に弱い部分が弱線に沿って選択的に波食が進んだ結果生じた海食洞である。内壁や天井には、

火砕岩が露出し、南北方向に走る節理と小断層がある。入口には石柱があり、その左右に分けている二つの洞口は波食に

強い部分が浸食に耐えて残っている。神話の国の 洞窟遺跡にある火山洞窟の岩石（デイサイト）を構成する岩石の組成と比

較し類似性について検討した。既存の洞窟関連資料情報を収集して、調査との規模と形態、成因等についての概要を把握

し、構成要素の現象を示す事実を明らかにしたい。国内において、静之窟海食洞窟に関する学術的報告はこれまで皆無で

ある。単に火山活動史だけでなく、堆積流とその沿岸地域の海岸地形発達史や環境変遷史との関わりで、洞窟がどのような

位置づけや問題点を有しているかという検討が重要である。 

さらに、静之窟海食洞窟 入口にある鳥居についても測定を行い、鳥居の笠木(上端と下段)と貫（上端と下段)について回

帰方程式によって勾配と決定係数を求めた。 

静之窟海食洞窟の岩石の化学的特性は、まず初めに、SiO2と(Na2O+K2O)からはアルカリ流紋岩(AH)であることである。

次に、SiO2とK2O関係から低カリウムである。最後に、SiO2とFe2O3/Mgとの関係からカルクアルカリであることが判明した。こ

れを中間報告とする。今後の研究課題としては、洞窟の保全と環境問題などがある。調査は短時間であったため、未解明の

事項が少なくない。今後も研究を継続する予定であるが、とりあえずこれまでの成果の所見を整理した。測量した値は、回帰

方程式の多項式によって解析を行った。さらに、観察を行った結果について報告する。 

 

2.大田市の地理的環境と洞窟写真 
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大田市（おおだし）は、島根県の中西部にある都市で日本海に面している。石見地方内では、石東地域（石見東部地域）

に位置し、大田市、浜田市、益田市で石見三田（いわみさんだ）と呼ばれる。隣接する出雲市と共に県中部の中心地域とな

っている。2007 年に「石見銀山遺跡とその文化的景観」が世界遺産に登録された。 

図 2-1 は大田市の地図。図 2-2 は洞窟標識 Op の海と陸地間。図 2-3 は左上の中間に静之窟海食洞窟がある。市東部

に位置する三瓶山は古くは「佐比売山」と呼ばれ、『出雲国風土記』の国引き神話において「火神岳」（大山）とともに島根半

島を引き寄せて繫ぎ止めた杭であるという。 
地方は 中国地方、山陰地方と中国・四国地方に属する。都道府県は島根県で、面積は 436.12km²、総人口は 37,061 人

（推計人口、2012 年 7 月 1 日）である。人口密度は 85 人/km²。 隣接自治体は出雲市、江津市、邑智郡川本町、美郷町、

飯石郡飯南町。市の木はうめ、市の花はれんげつつじで、市の魚はひらめである。 

 

   

写真 2-1.静之窟海食洞窟周辺の海 写真 2-2. 静之窟海食洞窟看板 写真 2-3. 静之窟海食洞窟看板 

 

大田市は、神話にも深く関わりがあるとされる。「日本書紀」によれば素戔嗚尊（スサノオ）は息子の五十猛命（イタケル）、

娘の大屋津姫命（オオヤツヒメ）、抓津姫命（ツマツヒメ）とともに新羅から出雲へと渡るが、その上陸地点は大田市仁摩町か

ら五十猛町にかけての海岸であったのではないかとする説がある。現在でも「韓島」（仁摩町）や「韓郷山」（五十猛町）といっ

た地名が残っており、五十猛町や大屋町の地名は五十猛命や大屋津姫命に因むものとされる。また、静間町には国造りに

おいて大国主命（オオクニヌシ）と少彦名命（スクナビコナ）が国造りの際に仮住まいとしたという静之窟海食洞窟がある。 
写真 2-1 は静之窟海食洞窟周辺の海。写真 2-2 は静之窟海食洞窟の案内看板。写真 2-3 は 静之窟海食洞窟の説明板。 
 

   

図 2-1. 大田市の地図 図 2-2. 洞窟は Op の海と陸地間 図 2-3.左上の中間に静之窟 
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写真 2-4.静之窟海食洞窟の沿革看板 写真 2-5.静之窟へ向かう調査団 写真 2-6. 静之窟前に石碑 

 
写真 2-4 は静之窟海食洞窟の沿革看板。写真 2-5 は静之窟海食洞窟へ向かう調査団。写真 2-6 は静之窟海食洞窟の

前には石碑がある。 
写真 2-7 は、窟の左右にある双口で、右は海水、中央は小さい窟口、左は流入した砂場と大きい窟口。写真 2-8 は、窟口

で石川勝展と写真、右は波食作用の浸食壁、天井は弱い波食作用による。写真 2-9 は、窟口で右には鳥居のような看板の

跡。左は小舟が停泊している。 

   

写真 2-7.窟の左右にある双口で、右は

海水、中央は小さい窟口、左は流入し

た砂場と大きい窟口 

写真 2-8. 窟口で石川勝展と写真、

右は波食作用の浸食壁、天井は弱

い波食作用 

写真 2-9.窟口で右には鳥居のような

看板の跡。左は小舟が停泊場 

 

    
写真 2-10. 静之窟海食洞

窟の洞口は 2 箇所 
写真 2-11.内部から見て左

の洞口 
写真 2-12.内部から見て右

の洞口 
写真 2-13.静之窟石碑の周

辺には崩落岩石が目立つ 
 

写真 2-10 は、静之窟海食洞窟の洞口は 2 箇所ある。写真 2-11 は、静之窟海食洞窟の内側から見て左側の洞口から見

た外の様子。写真 2-12 は、静之窟海食洞窟の内部から見て左側の洞口からみた外の様子。海が荒れると鳥居付近まで波

が押し寄せる。写真 2-13 は、静之窟海食洞窟石碑。静之窟海食洞窟石碑中央には大正四年に万葉歌碑がたてられ、書は

千家尊福の歌碑（高 3m）が建っている。「静之窟海食洞窟」の題字は徳川家達。石碑の周辺には崩落した岩石が目立つ。 
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3.静之窟海食洞窟の由来 
3-1.静之窟の由来 

静之窟は『万葉集』巻三に「大なむち、少名彦のいましけむ志都の岩室は幾代経ぬらむ」（生石村主真人）と歌われ、大巳

貴命、少名彦命の二神が 国土経営の際に仮宮とされた神話の洞窟である。 江戸初期まで洞窟の前には滝の前千軒とい

う集落があったが、明暦 2 年（1656 年）4 月の大津波で一瞬にして海中に没したと伝えられる。窟内は奥行き 45m、横幅

30m、高さ 15m ほどあり、中央に万葉歌碑が建てられている。 近くの垂水集落には、大巳貴命、少名彦命の二神を祀る静

間神社がある。大田市指定天然記念物－案内板より－ 
 
3-2.静之窟の由来（http://www.pref.shimane.lg.jp/shizenkankyo/dekakeyou/sizunoiwaya.html） 

島根県大田市静間町魚津の海岸に存在する海食洞（奥行は約 45m、高さは約 15m）です。6 月 18 日に邑南町の「志都

の岩屋（しずのいわや）」をご紹介しましたが、実は、出雲神話において大己貴命（おおなむちのみこと）（若いころの大国主

命の名前）と少彦名命（すくなひこなのもこと）が国造りの際に石窟を仮住まいとしたという伝承（万葉集に詠まれている「志都

乃石室」の伝承）が、ここ大田市の静之窟にも残るのです。 
  写真でも分かるとおりこの静之窟は、奥行きのある洞窟であり、まさに国づくりの策を練る神々の仮住まいにふさわしいの

では？と思うのですが、みなさんいかがでしょうか。そのような由緒からなのか、徳川家達（いえさと）書の碑銘による石碑もこ

こに建てられています。  
  周辺の海岸は、砂鉄が多く含まれている砂浜が広がっており、昔は、ここでもたたら製鉄が行われていたそうです。その証

拠にたたら製鉄の残骸である「鉄宰（てっさい）」（俗にいう金くそ）が方々に散らばっていて、今も容易に見つけることが出来

るのです。静之窟の前には、地元の方達によって造られた立派な鳥居が立てられており、地域の宝として大切に守られてい

ます。訪れる際にはこの鳥居が目印になるでしょう。更に近くには、県指定の天然記念物となっているハマナスの国内西限

地「近藤ケ浜ハマナス自生地」もありますが、５月のゴールデンウィークごろに淡い赤色の花をつけます。万葉集に詠まれて

いる「志都の石室」は一体どこなのか、邑南町と大田市の名勝地を訪ねて歩く「出雲神話のロマンを求める旅」をしてみては

いかがですか？島根県自然環境課、平成 21 年 11 月 2                                                                                  
 
3-3.静之窟の由来（http://sanbesan.web.fc2.com/shimane_geo/east_shizunoiwaya.html） 

静之窟は大田市静間町魚津の海岸にある大型の海食洞です。入り口が 2 つあり、内部は奥行き 45m，幅30m，高さ 15m
程の空間になっています。当地の岩盤は火山角礫岩と凝灰岩がモザイク状に組み合わさっており、亀裂や岩質が弱い部分

が選択的に浸食されて広い海食洞（静之窟）が形成されました。  
出雲神話の国造り神話で、大巳貴命（大国主命）と少名彦命が仮住まいをした地で、万葉集に詠まれた「志都之石室」が

ここではないかと言われおり、静間神社にはこの 2 神が祀られています。静間神社はかつて洞窟内にありましたが、江戸時

代に現在の位置（垂水）に移されました。 
 
3-4.静之窟之概要（石川勝典氏からの提供資料） 
1. 所在地；大田市静間町魚津 垂水山の北 日本海の波が洗う場所 
2. 概要：奥行 21 間（約 3 8 m）、幅  10 間（約 18m）、高さ 9 間（約 16 m） 
    入口：大小 2 か所一つは北、一つはやや西を向く奥にて一つになっている。 
3. 静の窟が全国規模で有名になったのは万葉集巻3に生石村主真人（おいしのすぐりのまひと）の大汝少彦名乃将座志都

乃石室者幾代将経の歌が載せられていることからである。（おおなむちすくなひこなのいましけむ しずのいわやはいくよへ

ぬらん）静の窟はオオナムチノミコトと、スクナヒコナノミコトが国造り時に仮宮として利用した場所として伝えられている。その

ため、古代はこの洞窟の中に大己貴命と少彦名命が祀られていた。 
4. 全国の「志都乃石室」は次の通りである。 
 

表 3-1. 全国の「志都乃石室」 
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 住   所 洞窟か岩 神社名 

1 島根県大田市静間町魚津 平田篤胤「古史傅」 洞窟 竹内正業の説 静間神社 

2 島根県邑智郡邑南町岩屋 本居官長「玉勝間」 岩 小篠敏の説 志都の岩屋神社 

3 兵庫県高砂市宝殿 岩 生石神社 

4 和歌山県東牟婁宇郡串本町潮岬 岩 潮御崎神社 

5 鳥取県米子市元目井町 岩 粟島神社 

 
5.洞窟の石碑は大正 4（1915）年 8 月建立。窟外の碑銘は土佐国人・野村眞幸。洞内の石碑は 題字揮毫：徳川家達・題詠

揮毫・千家尊福。 
 
3-5.［天然記念物］静之窟 静関町魚津海岸（石川勝典氏からの提供資料） 

洞窟は奥行 38m、幅 18m、高さ 16m で、中央には万葉の歌人生石村主真人が詠んだ「大汝少彦名のいましけむ志都の

石室は幾代経ぬらぬ」（書は平家尊福）の歌碑（高さ 3m）が建っている。「静之窟」の題字は徳川家達である。 
この地域一帯の海岸には、第三紀中新世の大森層に属する石英安山岩質火砕岩が分布している。灰黄色火山灰の中に

同色の軽石や、やや暗色の石英安山岩岩片濃褐色の岩滓片を含んでおり、まれに珪化木が見られる。含まれる岩片の岩

質・色調・粒径・量比などによって、岩相はかなり変化する。岩片や岩滓の多い部分は、軽石や火山灰の多い部分に比べて

一般に堅く、浸食に対する抵抗力が大きい。洞内の内壁や天井には、主として軽石質の火砕岩が露出しており、ほぼ南北

方向に走る節理もしくは小断層が何本か見られる。窟は、浸食に弱い部分がこれらの弱線に沿って選択的に波食が進んだ

結果生じた海食洞である。二つの入口を分けている部分は岩片が多く、波食に強い部分が浸食に耐えて残っている。 
（松井整司氏著『島根の地質』引用） 

 

4.静之窟海食洞窟の鳥居写真と数値解析 
4-1.鳥居（明神系八幡鳥居形）の写真と考察 

静之窟海食洞窟の鳥居は明神系の八幡鳥居形である。八幡鳥居の特徴は、笠木端が斜めで、鳥居笠木の両端を斜めに

切り落した特徴があり、春日鳥居とよく似た形であり、楔がある。明神系鳥居の系列と構造と類似鳥居との関係を次のように

要約できる。柱は丸柱・垂直、反り増しは有、笠木は角型曲線、島木は角型曲線、台輪は無、楔は有、額束は有、貫は角型

外側、根巻・藁座は無、亀腹・饅頭は無、構造の笠木・島木は斜め切断、類似鳥居は石清水八幡宮等である。 
 

   
写真 4-1.鳥居前、石川勝展氏と懇談 写真 4-2.静之窟の海食洞窟鳥居 写真 4-3.看板の跡が鳥居にも見える 

 
写真 4-1 は、洞窟の鳥居前で石川勝展との懇談する様子である。写真 4-2 は、静之窟海食洞窟の鳥居で、柱間距離は

2.66m、貫の高さ 3.04m、笠木の高さ 3.39m である。鳥居の区分としては、神明神系鳥居ではなく、明神系鳥居である。写真

4-3 の右手前には、古い看板の跡があり鳥居のようにも見える。中央は静之窟海食洞窟の碑石。この空間は、かつては祭など

の催しに利用され、集落住民の交流の場となっていた。 
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4-2.八尾市と西淀川区と島根県神社鳥居の計測分析と考察 
表 4-1 は、八尾市と西淀川区と島根県神社鳥居の鳥居測量値である。神社の鳥居の柱間距離、貫高さ(下点と上点)、笠

木高さ(下点と上点と頂点)を区分して計測資料を表示している。 
 

表 4-1.八尾市と西淀川区と島根県神社の正面鳥居比較(m) 
 地域 神社正面鳥居 柱間距離 貫下点 貫上点 笠木下点 笠木上点 

1 

八
尾
市 

渋川神社 4.00 4.07 4.50 5.03 5.27 

2 樟本神社木の本 2.96 3.65 3.95 4.51 4.62 

3 樟本神社北木の本 2.53 2.48 2.72 3.05 3.22 

4 樟本神社南木の本 3.04 3.02 3.31 3.61 3.81 

5 

西
淀
川
区 

野里住吉神社 4.45 4.74 5.15 6.02 6.27 

6 田蓑神社 3.05 3.13 3.41 3.97 4.12 

7 姫嶋神社 3.30 4.01 4.30 5.05 5.25 

8 大和田住吉神社 3.59 3.68 4.04 4.48 4.88 

9 福住吉神社 2.79 2.79 3.05 3.40 3.73 

10 鼻川神社 3.90 3.70 4.08 4.57 5.04 

11 五社神社 2.86 2.83 3.13 3.67 3.83 

12 大野百島神社 2.88 2.99 3.28 3.64 4.02 

13 
島
根
県 

揖夜神社 3.68 4.31 4.61 5.18 5.39 

14 静之岩 2.66 2.72 3.04 3.21 3.39 

15 静間神社 2.87 3.01 3.31 3.68 3.87 

16 志都岩屋神社 2.62 3.02 3.31 3.67 3.81 

  最大値 4.45 4.74 5.15 6.02 6.27 

  平均値 3.20 3.38 3.70 4.17 4.41 

  最小値 2.53 2.48 2.72 3.05 3.22 

 
鳥居の最大値では、柱間距離 4.45m である。貫の高さは下点 4.75m と上点 5.15m である。笠木の高さは下点 6.02m、上

点 6.27m である。鳥居の平均値では、柱間距離 3.20m である。貫の高さは下点 3.38m と上点 3.70m である。笠木の高さは下

点 4.17m、上点 4.41m である。渋川神社鳥居の最小値では、柱間距離 2.53m である。貫の高さは下点 2.48m と上点 2.72m

である。笠木の高さは下点 3.05m、上点 3.22m である。 

 
4-3.島根県神社鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式 

図 4-1 は、島根県神社鳥居の柱間距離と笠木の高さとの関係図であるである。式 4-1 と式 4-2 の勾配は、それぞれ 9.9（外

山:9.9a）と 9.1（外山：9.1a）である。ここで、計算値は外山晴彦（2008 年）の計算方法を引用して表示した。式 4-1 と式 4-2 の

決定係数は、それぞれ 0.974 と 0.966 でほぼ同じ値である。笠木の高さにおける式 4-1 と式 4-2 勾配は、それぞれ 1.525 と

1.478 でほぼ同じ値である。 

 
Y(笠木の高さ：上・計×) = 1.525(柱間距離)－0.419 ……決定係数(R2 =0.972) …測量値………(4-1) 
Y(笠木の高さ：下・計▲) =1.478(柱間距離)－0.461  ……決定係数(R2 =0.966) …測量値………(4-2) 

 
Y(貫の高さ：上・計■) = 1.157(柱間距離) －0.117 ……決定係数(R2 =0.961) …測量値………(4-3) 
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Y(貫の高さ：下・計◆) = 1.107(柱間距離) －0.045 ……決定係数(R2 =0.947) …測量値………(4-4) 
 

  
図 4-1. 島根県神社鳥居の柱間距離と笠木の高さ 図 4-2. 島根県神社鳥居の柱間距離と貫の高さ 

 
図 4-2 は、島根県神社鳥居の柱間距離と貫の高さとの関係図であるである。式 4-3 と式 4-4 の勾配は、それぞれ 9.9（外

山:9.9a）と 9.1（外山：9.1a）である。ここで、計算値は外山晴彦（2008 年）の計算方法を引用して表示した。式 4-3 と式 4-4 の

決定係数は、それぞれ 0.961 と 0.947 でほぼ同じ値である。笠木の高さにおける式 4-3 と式 4-4 勾配は、それぞれ 1.157 と

1.107 でほぼ同じ値である。ここで、笠木の高さ式 4-1 と式 4-2 の決定係数（0.974 と 0.966）と貫の高さ式 4-3 と式 4-4 の決

定係数（0.961 と 0.947）を比較すれば、笠木の決定係数は貫の決定係数より大である。笠木の高さ式 4-1 と式 4-2 の勾配

（1.525 と 1.478）と貫の高さ式 4-3 と式 4-4 の勾配（1.157 と 1.107）を比較すれば、笠木の勾配は貫の勾配より大である。 
 
4-4. 八尾市と西淀川区と島根県神社鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式 

図 4-3 は、島根県神社鳥居の柱間距離と笠木の高さとの関係図であるである。式 4-5 と式 4-6 の勾配は、それぞれ 9.9（外

山:9.9a）と 9.1（外山：9.1a）である。ここで、計算値は外山晴彦（2008 年）の計算方法を引用して表示した。式 4-5 と式 4-6 の

決定係数はそれぞれ 0.869 と 0.818 である。笠木の高さにおける式 4-5 と式 4-6 勾配はそれぞれ 1.414 と 1.336 である。 
 

Y(笠木の高さ：上・計×) = 1.414(柱間距離)－0.118 ……決定係数(R2 =0.869) …測量値………(4-5) 
Y(笠木の高さ：下・計▲) =1.336(柱間距離)－0.104 ……決定係数(R2 =0.818) …測量値………(4-6) 

 

  
図 4-3.八尾市・西淀川区・島根県鳥居の柱間距離と笠木

の高さ 
図 4-4.八尾市・西淀川区・島根県鳥居の柱間距離と貫の

高さ 
 

Y(貫の高さ：上・計■) = 1.121(柱間距離) －0.112 ……決定係数(R2 =0.845) …測量値………(4-7) 
Y(貫の高さ：下・計◆) = 1.041(柱間距離) －0.052 ……決定係数(R2 =0.818) …測量値………(4-8) 

 
図 4-4 は、八尾市・西淀川区・島根県神社鳥居の柱間距離と笠木の高さとの関係図である。式 4-7 と式 4-8 の勾配は、そ
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れぞれ 9.9（外山:9.9a）と 9.1（外山：9.1a）である。計算値は外山晴彦（2008 年）の計算方法で表示した。貫の式 4-7 と式 4-8
の決定係数は、それぞれ 0.845 と 0.818 である。貫の高さにおける式 4-7 と式 4-8 勾配は、それぞれ 1.121 と 1.041 である

(表 4-2)。 
 

表 4-2.八尾市と西淀川区と島根県神社鳥居の回帰分析値 

鳥居の高さ 位置 
勾   配 決定係数 

島根県 県市区 島根県 県市区 

笠木の高さ 上 1.525 1.414 0.972 0.869 

笠木の高さ 下 1.478 1.336 0.966 0.818 

貫の高さ 上 1.157 1.121 0.961 0.845 

貫の高さ 下 1.107 1.041 0.947 0.818 

 
島根県における笠木の高さ(上端と下端)の勾配（1.525 と 1.478）と貫の高さ(上端と下端)の勾配（1.157 と 1.107）を比較す

れば、笠木の勾配は貫の勾配より大である。島根県における笠木の高さ(上端と下端)の決定係数（0.972 と 0.966）と貫の高さ

(上端と下端)の決定係数（0.961 と 0.947）を比較すれば、笠木の決定係数は貫の決定係数より大である。 

八尾市と西淀川区と島根県における笠木の高さ(上端と下端)の勾配（1.414 と 1.336）と貫の高さ(上端と下端)の勾配

（1.121 と 1.041）を比較すれば、笠木の勾配は貫の勾配より大である。八尾市と西淀川区と島根県における笠木の高さ(上端

と下端)の決定係数（0.869 と 0.818）と貫の高さ(上端と下端)の決定係数（0.845 と 0.818）を比較すれば、笠木の決定係数は

貫の決定係数より大である。ゆえに、笠木の高さと貫の高さにおいて、勾配と決定係数を比較すれば、鳥居の上端は下端よ

り大である。 

 

5.静之窟海食洞窟の地形と環境 
5-1. 静之窟海食洞窟、デイサイトについて 

デイサイト（dacite）は、火山岩の一種。深成岩の花崗閃緑岩に対応する。火山岩は岩石全体の成分（特にSiO2の比率）で

分類され、デイサイトはSiO2が 63～70 wt%でアルカリ成分の少ないものである。デイサイトマグマは粘性（粘り気）が高いため、

火山体を流れ下ることはない。力を加えた時の水飴のようにゆっくりと変形しながら、地下の断裂帯などの通過しやすい部分

を上昇し、地表近くで地下水と反応すれば水蒸気爆発を引き起す可能性がある。地下浅いところに至ると地表を押し上げて

ド－ムを形成することがよくある。花崗閃緑岩（かこうせんりょくがん、granodiorite）は、花崗岩と閃緑岩の中間的な性質の深

成岩で、火山岩のデイサイトに対応する。広義の花崗岩に含まれるが、狭義の花崗岩に比べると、アルカリ長石より斜長石が

はるかに多い。日本に産する「花崗岩」はアルカリ長石が少なく、花崗閃緑岩であることが多い。 

 
表 5-1.地質時代の主要岩相と火山活動と放射年代 

地質時代 層   序 主要岩相  放射年代(K-Ar) 

古生代 後期白亜紀 
佐津目火山類・ 
志都岩屋神社 

花崗岩  1 億 4000 年前 

新生代 古第三紀    6500-2400 万年前 

新生代 新第三紀    2400-200 万年前 

新生代 中新世    2400-500 万年前 

新生代 第四紀    200 万年前-現在 

新第三紀 中期中新世 
大森層（牛切層）・             

猪目洞窟・半島部 
流紋岩 

ソレアアイト／カルクアル

カリ系（安山岩・流紋岩） 
14.5-14Ma,14Ma 

Ago,1450 万年前 

第三紀 中新世 大森層（牛切層）・           デイサイト ソレアアイト／カルクアル 14.5-14Ma,14Ma 
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静之窟海食洞窟・半島部 カリ系（安山岩・流紋岩） Ago,1450 万年前 

新第三紀 中期中新世 
久利層（成相寺層）・           

脳島洞窟・半島部 
流紋岩 

ソレアアイト／カルクアル

カリ系（安山岩・流紋岩 
16-14.5Ma, 15-19 

Ago,1600 万年前 

鹿野和彦・松浦浩久・沢田順弘・竹内圭史：『岩見大田及び大浦地域の地質』（地質調査所、1998） 

 
表 5-1 は、佐津目火山類・志都岩屋神社、大森層（牛切層）の猪目洞窟,大森層（牛切層）の静之窟海食洞窟および久利

層（成相寺層）の脳島洞窟に関する地質時代の主要岩相と火山活動と放射年代との関係を示したものである。主要岩相は、

花崗岩、流紋岩、デイサイトと流紋岩である。K-Ar 法による年代は 1 億 4000 年前か 1600 万年前である。 

 
表 5-2. デイサイト、流紋岩と花崗岩の全岩化学組成（単位：wt%） 

化学組成 

 大森層・  

牛切層 

大森層・牛切層、 

久利層・成相寺層 
無火山活動 標準試料 

 デイサイト 流紋岩 花崗岩 凝灰岩 

 静之窟海

食洞窟 
猪目洞窟・脳島洞窟 

志都岩屋神社 
標準試料 

ケイ酸 SiO2 65.61 70.84 75.32  76.83 70.89 

酸化チタン TiO2 0.53 0.70 0.40  0.44 0.39 

酸化アルミニウム Al2O3 15.45 14.71 12.82  12.47 14.03 

酸化第二鉄 Fe2O3＊ 6.15 3.67 2.61  3.33 3.46 

酸化マグネシウム MgO 2.30 0.22 0.19  0.04 0.33 

酸化マンガン MnO 0.11 0.08 0.04  0.02 0.00 

酸化カルシウム CaO 5.13 
3.17 1.63  0.70 3.21 

酸化ナトリウム Na2O 3.34 
4.79 4.08  3.54 4.07 

酸化カルウム K2O  1.01 
1.43 1.79  4.71 2.80 

酸化リン P2O5 0.10 
0.25 0.10  0.00 0.00 

鹿野和彦・松浦浩久・沢田順弘・竹内圭史：『岩見大田及び大浦地域の地質』（地質調査所、1998） 

 

表 5-2 は、大森層（牛切層）の静之窟海食洞窟に関する全岩化学組成との関係を示したものである。主要岩相は、花崗岩、

流紋岩、デイサイトと流紋岩である。 
溶岩は多孔性で、一般に噴出前のマグマは水を主成分とする揮発成分を大量に含めて減圧作用により発泡する。揮発

成分は常時少しずつマグマから分離し火山ガスとして放出され、噴火の際には一気に大量のガスが抜け出て噴火時の爆発

や高く上る噴煙を形成する。火口から流出する溶岩流にも揮発成分が含まれており、地上に出た際の圧力低下によって

徐々にガスが分離するため多数の気孔や気泡を含む。 
溶岩の粘性は、その温度や成分によって異なる。温度が高いほど粘性が小さく、冷えると固化する。また成分的にはマグ

マ中のケイ酸成分（二酸化ケイ素）の量が多いほど粘性は大きくなる。日本を含む太平洋周辺の火山の溶岩は二酸化ケイ素

成分の少ないものから順に、玄武岩→安山岩→デイサイト→流紋岩 であり、後になるほど粘性が高い。 

ケイ酸が粘性を左右する理由は、純粋なケイ酸は四面体の原子配列を持つ。④面体の中心にケイ素原子があり四本の結

合手で酸素と結合している。各頂点の酸素は隣の四面体と共有されている。この構造が三次元的に繰り返し連続して網目

構造を作る。この三次元網目構造はケイ酸の融点とされる 2,000℃でも有効であり、粘性を極端に大きくしている。このためケ
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イ酸を重量 65%程度含むデイサイト質溶岩は粘性が大きく流動性に乏しい。マグマの中にはケイ素以外に他の金属が含まれ

る。ケイ酸の網目中にマグネシウム・鉄・カルシウムなどの金属原子が入ると、四面体の連続性が損なわれ、三次元網目構造

が崩れる。玄武岩は金属成分に富みケイ酸の重量が少ない（40～50%）ため、三次元網目構造の影響は非常に小さく、低粘

性の溶岩となる。 

デイサイト(Dacite)溶岩は、比較的珪酸(SiO2)成分の多い火山岩で、デイサイトが溶けた状態にあるものをデイサイトマグマ。

デイサイトマグマは粘性（粘り気）が高いため、ハワイのキラウエア火山の玄武岩マグマのように火山体を流れ下ることはない。

力を加えた時の水飴のようにゆっくりと変形しながら、地下の断裂帯などの通過しやすい部分を上昇し、地表近くで地下水と

反応すれば水蒸気爆発を引き起す。地下浅いところに至ると地表を押し上げてド－ムを形成することがよくある。 

 

5-2．静之窟海食洞窟、ケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係 
噴火によってもたらす物質の岩質を示すことができる。岩石名は，公表されている主成分全岩化学組成の分析値を用い，

国際地学連合 (IUGS) の分類案（Le Bas et al,1986; Le Bas & Streckeisen, 1991) に従って記載できる。この分類案では、ノ

ルム計算を行わないと玄武岩と流紋岩のアルカリ系列・非アルカリ系列の区分を示すことができない。本データでは簡便化

のため，玄武岩と流紋岩についてはKuno (1966) によるアルカリ系列・非アルカリ系列の区分線を用いた。アルカリ系列のも

のは「アルカリ玄武岩」「アルカリ流紋岩」，非アルカリ系列のものは「玄武岩」「流紋岩」と記載した。火成岩で構成される火成

岩体の特徴を表現する場合には、アルカリ岩と非アルカリ岩に区分することが基本的な分類方法である。アルカリ岩と非アル

カリ岩に比べるときに、横軸にSiO2 (wt.%)対縦軸に(Na2O+K2O)(wt.%)をプロットすると、アルカリ(Na2O+K2O)の含有量が高い

のがアルカリ岩である。その中で、ケイ酸の含有率とアルカリ性の関係として、（Na2O+K2O）が多くなるとそれぞれの成分が

異なることが分かる。アルカリ(Na2O+K2O)の含有量が低いのが非アルカリ岩である。非アルカリ岩の中にマグマ分化が進行

すると鉄含有量が富むとそれはソレアイト系列で、少なくなるとカルクソレアイト系列と呼ばれる。すなわち、45～52(wt.%)ケイ

酸の特性は、極小噴火で、玄武岩質で、高い温度 (1200℃) および低い粘性である。57～67(wt.%)ケイ酸の特性は、小噴

火で、安山岩質で、中間温度 (1000～1200℃) および中間粘性である。69(wt.%)以上のケイ酸の特性は、大噴火で、流紋

岩質（デイサイト）で、低い温度（800～1000℃）および高い粘性を有している。火山岩体のケイ酸とアルカリ成分（表 5-2）との

関係を究明するために、図 5-1 の横軸にSiO2 (wt.%)、縦軸に(Na2O+K2O)(wt.%)をとり、それぞれの溶岩の化学組成

(Miyashiro,1978 ; R.W.Le Maitre, 1938)をプロットした。 

図 5-1におけるアルカリ岩と非アルカリ岩との境界線は、KUNO(1966)によるものである｡図中2本の境界線はアルカリ岩（A

線）と非アルカリ岩（AH線）である｡上部境界線より上の領域がアルカリ玄武岩、下の領域が非アルカリ玄武岩、この 2 本の境

界線に挟まれる部分が高アルミナ質岩である。流紋岩のアルカリ成分(Na2O+K2O)は、それぞれ 6.22 と 5.87 wt.%で、図 5-1

は上▲と■のように表示した。流紋岩のアルカリ成分より小さいアルカリ性は静之窟海食洞窟（4.4wt.%）の○表示の成分で、

大きいアルカリ性は志都岩屋神社（8.3 wt.%）の◆表示の成分である。したがって、その中間に流紋岩がある。 

 

  
図 5-1.ケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係 図 5-2.ケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係 

 
図 5-1 から解釈すれば、流紋岩は、AH 線より少ないためアルカリ流紋岩であることが確認できる。ゆえに、玄武岩である
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カムチャッカ、済州火山島および富士山の溶岩は、流紋岩と花崗岩と凝灰岩よりはるかに大きいことが確認できたのである。

これらの特性から考察すれば、これらの岩石遺跡は、69(wt.%)以上のケイ酸の特性に該当することがほぼ判明できる。流紋

岩の領域で、アルカリ流紋岩（AH）であることが確認できる。 

図 5-2 のケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係では、ケイ酸とアルカリの回帰方程式は、Y(Na2O+K2O：wt.%)＝0.256

（SiO2) -2.12 ・・・（決定係数：R2=0.629）である。高い決定係数であることが確認できる。静之窟海食洞窟は、ケイ酸とアルカ

リ関係からアルカリ流紋岩(AH)で、猪目洞窟と脳島洞窟より少なく、志都岩屋神社より遥かに小さい値である。ケイ酸と

Na2O+K2O関係で、流紋岩と凝灰岩は、非アルカリ岩の線より僅かに小さいアルカリ流紋岩である。 

 

5-3．静之窟海食洞窟、ケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係 
志都岩屋神社、大森層（牛切層）の猪目洞窟、大森層（牛切層）の静之窟海食洞窟および久利層（成相寺層）の脳島洞窟

に関する全岩化学組成との関係表（表 5-2）からケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係を解析する。 

横軸にSiO2 (wt.%)対縦軸に(K2O)(wt.%)の関係をプロットすると、非アルカリ岩は中カリウム岩系列と低カリウム岩系列に相

当する。中カリウム岩系列は高カリウム岩系列と低カリウム岩系列の中間にある。ケイ酸と酸化カリウム成分との関係を究明す

るため、Na2O+K2Oにそれぞれの溶岩の化学組成をプロットした(図 5-3)。境界線は、Miyashiro(1978); R.W.Le Maitre(1938)

に基づいている。 

ケイ酸と酸化カリウム成分との関係を究明するため、横軸にSiO2(X：wt.%)、縦軸にK2O(Y：wt.%)をとり、それぞれの溶岩の

化学組成をプロットした。図 5-3 は、猪目洞窟の流紋岩における右側にある■表示した。猪目洞窟の酸化カリウム成分(K2O)

は 1.49 と 1.79wt.%で、静之窟海食洞窟(1.01wt.%)より多く、志都岩屋神社(1.01wt.%)より少ない値である。ゆえに、medium-K

の中カリウム系列流紋岩であることが確認できる。 
 

   

図 5-4 のケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係では、ケイ酸とアルカリの回帰方程式は、Y(K2O：wt.%)＝0.241 （SiO2) －

14.96（決定係数：R2=0.512）である。ケイ酸とK2Oから求めた静之窟の酸化カリウムは、猪目洞窟と脳島洞窟より少なく、志都

岩屋神社より遥かに小さい値である。ケイ酸とK2Oでは流紋岩は高いカリウム系列流紋岩。凝灰岩は、中カリウム系列流紋岩

である。 

 

  
図 5-3.ケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係 図 5-4.ケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係 
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5-4.静之窟海食洞窟、ケイ酸とFe2O3/MgOとの関係 
横軸にSiO2 対縦軸にFe2O3/MgOの関係をプロットすると、点

線の下はカルクアルカリ岩であり、点線の上はソレアイト岩系列に

相当する。安山岩(58～60)(wt.%)ではFe2O3/MgOの比が 37～52

の範囲である。流紋岩(71～75)(wt.%)ではFe2O3/MgOの比が 46

～65 の範囲である。ゆえに、Fe2O3/MgOの比では、安山岩より

流紋岩の方が大きいソレアイト岩は、猪目洞窟・脳島洞窟・志都

岩屋神社の値である。一方、カルクアルカリ岩は静之窟海食洞窟

である（図 5-5）。 
 

6.おわりに 
6-1.島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高との関係 

島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高との関係を区別するため、猪目洞窟・揖屋神社・静之窟海食洞窟・脳島洞

窟・静間神社・志都岩屋神社を表 6-1 のように示した。北緯は 34 度 50 分 54 秒～35 度 26 分 23 秒間、東経は 132 度 27 分

25 秒～132 度 42 分 39 秒間で、標高は 3～340m である。 

 

表 6-1.島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高 
洞窟と神社名 郵便番号 住   所 北 緯（°′″） 東 経（°′″） 標高（m） 

脳島洞窟 699-0761 島根県出雲市大社町鷺浦 1079-9 35.26.23 132.41.10 13 

猪目洞窟 691-0024 島根県出雲市猪目町 1338 35.26.23 132.42.39 13 

静之窟海食洞窟 694-0031 島根県大田市静間町魚津  35.12.15 132.27.24 8 

静間神社 694-0031 島根県大田市静間町垂水 1765 35.12.09 132.27.25 41 

揖夜神社 699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋 2229 35.25.51 133.09.05 3 

志都岩屋神社 696-0314 島根県邑智郡邑南町岩屋 34.50.54 132.32.55 340 

 

図 6-1 は北緯と標高との関係を図示した。北緯が増大すると標高は低くなっているが判明した。回帰方程式によると、標高 

＝1370（北緯）2－96858（北緯）+2E+06・・・・(R2=0.993)のようになる。決定係数が 0.993 であるから一定の傾向が見られる。図

6-2 は東経と標高との関係を図示した。東経が増大すると標高は低くなっているが判明した回帰方程式によると、標高＝

-145.6（東経）+19384・・・・(R2=0.080)のようになる。決定係数が 0.080 であるから一定の傾向が見られない。 
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図 6-1. 北緯と標高との関係 図 6-2. 東経と標高との関係 
 
6-2.島根県、調査を行った洞窟の測量値について 

 

図 5-5.ケイ酸とFe2O3/MgOとの関係 
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静の窟海食洞窟の規模は、高さ 16.1or15.1or11.3m、奥行き 30.6 と 20.6m、横幅 18.0or30.0or19.5 である。ここで、右側の

値が調査データである。測量はレーザー距離計によるものである。静之窟海食洞窟（16.0or15.0or11.3m）の高さでは脳島洞

窟（9.1or11.4m）とより高い値である。静之窟海食洞窟の奥行き 30.6 と 20.6m は、脳島洞窟（より短い高い値である。静之窟

海食洞窟の横幅（18.0or19.5 or30.0m）は、猪目洞窟より狭く、脳島洞窟より広い値である（表 6-2）。 
 

表 6-2. 島根県、猪目洞窟・脳島洞窟・静之窟の測量値（m） 
洞窟町名 洞窟名 高 さ 奥行き 横 幅 備  考 

出雲市         

猪目町 
猪目洞窟 

9.9or           

10.0 

30.0or         

50.0 

30.0or         

33.0 

洞窟入口の断崖絶壁 50ｍ。高さは祠の所で測量。 

斜面洞窟。緑色凝灰岩。 

出雲市      

大社町 
脳島洞窟 

9.1or          

11.4 

27.8or    

28.2 

6.7or           

6.8 

窟口部：海抜 11.0m,高さ 2.2m、横幅 4.1m。  

窟内部：高さ 9.1m・奥行き 27.8m・横幅 6.8m。 

大田市  

静間町 

静の窟   

（左洞口と 

右洞口） 

15.1or11.3 or 

16.1 

30.6 左側、

20.6 右側 

18.0or19.5 

or30.0 

 眼鏡洞口で穴が左右に２ヶ所。洞内には鳥居と万葉

集の碑文がある。緑色凝灰岩。海水が洞口に流れる。

祭を行う。 4.1（右洞横幅）。4.0(左洞横幅） 

 
6-3.島根県、調査を行った洞窟のケイ酸とアルカリとの関係について  

表 6-3 によると静之窟海食洞窟は、ケイ酸とアルカリ関係からアルカリ流紋岩(AH)で、猪目洞窟と脳島洞窟より少なく、志

都岩屋神社より遥かに小さい値である。ケイ酸とNa2O+K2O関係で、流紋岩と凝灰岩は、非アルカリ岩の線より僅かに小さい

アルカリ流紋岩である。 

 
表 6-3.島根県、調査を行った洞窟と岩石の化学的特性 

洞窟と岩石名 ケイ酸とアルカリ関係 アルカリ性 ケイ酸とK2O ケイ酸とFe2O3/Mg  

猪目洞窟 アルカリ流紋岩（AH） 中 中カリウム ソレアイト 

脳島洞窟 アルカリ流紋岩（AH） 中 中カリウム ソレアイト 

静之窟海食洞窟 アルカリ流紋岩（AH） 小 低カリウム カルクアルカリ 

志都岩屋神社 アルカリ流紋岩（AH） 大 高カリウム ソレアイト 

 
6-4.島根県、調査を行った洞窟のケイ酸と酸化カリウムとの関係について  

表 6-3 によると、ケイ酸とK2Oから求めた静之窟海食洞窟の酸化カリウムは、猪目洞窟と脳島洞窟より少なく志都岩屋神社

より遥かに小さい値である。ケイ酸とK2Oでは流紋岩は高いカリウム系列流紋岩。凝灰岩は中カリウム系列流紋岩である。 
 

6-5.島根県、調査を行った洞窟のケイ酸とFe2O3/MgOとの関係について  
Fe2O3/MgOの比では、安山岩(58～60)(wt.%)では 37～52 の範囲である。流紋岩(71～75)(wt.%)では 46～65 の範囲である。

ゆえに、Fe2O3/MgOの比では、安山岩より流紋岩の方が大きいソレアイト岩は、猪目洞窟・脳島洞窟・志都岩屋神社の値で

ある。一方、カルクアルカリ岩は静之窟海食洞窟である。 
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