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ABSTRACT 

The ancient people expressed the world of the dead as "Erebus（Yomi）". In "Izumo 
country topographical record（Izumo-no-kuni Fudoki）, "I die by all means if I reach the side 
of the cave of this beach in a dream". Natsuki Cave is since olden times called “the slope of 
Yomi”, and “ the hole of Yomi. If you dream of entering this cave you will surely meet with 
death. I believed that this cave led to "the other world" in the ancient times. 

Natsuki Cave was located at the west end of the Gulf of 16 islands and was formed by 
erosion from a rhyolite to tufa. In Natsuki Cave, the precious remains which showed life 
between until Burial Mound age were discovered in Yayoi period.  

As The excavated article of remains, bracelet, grave goods, shellfish, the birds and beasts, 
a fish bone, the nut of a human bone, the shellfish and charcoal is undiscovered. Thus, 
Natsuki Cave is the present conditions that the historic spot designation of a country and 
the prefecture is not got from. 

The generation and the rock of Natsuki Cave are 15 million years and rhyolites. Because 
the height above the sea level is 11m as environment of the caves, the comings and goings 
are very difficult. The scales of the cave are more than 6.75m in width, 9.1-11.4m in height, 
27.8-28.2m in depth. 

The writers studied the chemical characteristic of the rock about Natsuki Cave which they 
investigated as follows. In other words, at first it is alkali rhyolite (AH) from SiO2 and 
(Na2O+K2O). Next, It is potassium during from SiO2 and K2O relations. Finally I was 
proved to be tholeiite from relations with SiO2 and Fe2O3/Mg. 
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［洞窟環境 NET 学会紀要 5 号］［Cave Environmental NET Society(CENS)，Vol.5(2014), 57-74pp］ 

1.はじめに 

 本研究は、島根県出雲市大社町にある脳島洞窟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
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して作成したものである。本稿は、脳島洞窟で行った洞窟環境 NET 学会の神社総合学術調査(2012)報告の一部である。脳

島地形の特徴は、新生代新第三紀の牛切層（1450 万年前～1400 万年前）の流紋岩溶岩から形成した。当時の海底では、

海底火山が多く噴出。噴出した火山砕屑物（火山灰、火山礫）は、熱水の働きを受け変質し、流紋岩と呼ばれ、一連の火成

活動で形成されたと考えられている。 

出雲市は、島根県の中東部に位置する。県内では 2 番目、山陰地方では松江市・鳥取市に次いで 3 番目の人口である。

出雲市に隣接する都市は、大田市と共に県中部の中心都市となっている。出雲市は「神話のふるさと出雲」として全国に知ら

れているように、出雲大社、須佐神社ほか豊富な歴史・文化遺産に恵まれ、古代史文化の空間である（表 1-1）。 

 

表 1-1.出雲市の内容 

項  目 内   容 項  目 内   容 

所在地 〒693-8530 島根県出雲市今市町 70 番地 市の花 キク 

地 方 中国地方、山陰地方 市の木 クロマツ 

隣接自治体 松江市、大田市、雲南市、飯南町 面積 624.12km² 

総人口 170,582 人（推計人口、2012 年 7 月 1 日） 人口密度 273 人/km² 

 

出雲市の地理は、2005 年に旧出雲市・平田市・簸川郡大社町・湖陵町・多伎町・佐田町の 2 市 4 町が新設合併し、2011

年に斐川町が編入合併した。旧出雲市は、室町時代以来、物資の集散地となった今市を中心として、周辺の村が合併して

成立した市である。地域の大部分は旧・簸川郡だが、出雲市地合町、野郷町、美野町はかつての旧・八束郡、出雲市西谷

町、佐田町須佐・大呂・反辺・朝原・原田・宮内はかつての飯石郡、出雲市多伎町神原は昔の石見国（旧・安濃郡）にあたる。

出雲平野を中心として、北部は出雲神話でも知られる島根半島と日本海、南部は中国山地に接する。市の東部には斐伊川

が流れ、宍道湖に注いでおり、海、山、川、湖、平野、温泉と多彩な地勢を有する（図 1-1 と図 1-2）。 

 

 

 

中村雅史の論文（2006）によると次のように要約できる。島根半島は東西に細長く延び、標高 400～500m の峰

が連なる急峻な地形である。山塊は、日御碕から旅伏山（457m）に至る西列、十六島鼻から松江市北西部の朝

日山（344m）に至る中列、松江市鹿島から美保関の地蔵崎に至る東列の三列に分かれ、雁行状に並んでいる。

また、東列の南側には、嵩山（298m）と和久羅山（262m）が孤立した山塊として存在する。西列はピークが南側に

偏っており、南斜面の傾斜が大きい。そのため、出雲平野からは壁のように迫って見える。中列はピークが著しく

北に偏っていて、宍道湖に面した南側はなだらかな丘陵地だが、日本海側は傾斜が極めて急である。  

島根半島には、平行する東西方向の断層が数条走り、それらの構造運動が地形の成り立ちに深く関わってい

る。地質分布は、断片的に分布する小規模な沖積平野と段丘をのぞいて、新第三紀の火山岩類と堆積岩類から

なっている。 

 

 
図 1-1. 島根県出雲市の位置 図 1-2. 出雲市の十六島湾にある猪目洞窟付近の地図 
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 島根半島は、塩冶地区の地形・地質的な成り立ちにおいて重要な要素である。中国山地北縁と平行するよう

に島根半島が存在することで、両者の間に出雲平野、宍道湖、中海へと続く低地が形成された。島根半島には、

地質時代で新第三紀中新世（2600 万～650 万年前）と呼ばれる時代の地層が分布している。この時代は、日本

海が拡大し、日本列島がユーラシア大陸から離れたという、日本の自然史において大きな変換期のひとつ。島根

半島で見られる岩石の多くは、広がりつつあった日本海の海底や海岸付近で形成された火山岩や堆積岩である。

その成り立ちは、地球規模のダイナミックな変動と無縁ではない。日本海が拡大した過程には、海底が拡大し、日

本列島が横に移動したという説（拡大説）と、日本海部分が陥没した（陥没説）という 2 通りの説がある。 

中新世初期にユーラシア大陸東縁部で拡大を始めた地溝帯には、やがて海水が流れ込むようになり、日本海

の歴史が始まった。この拡大にともない、2500 万年前頃に移動を始めた日本列島は、1500 万年前にはおおよそ

現在の位置になったと考えられている。ただし、その形は現在とは全く異なるもので、変化を続けながら現在に至

っている。また、日本列島の全体が同じように移動したのではなく、西日本と東日本は別々に動いたと考えられて

いる。 

島根半島の形成は、数百万年、1000 万年という長いタイムスケールでの出来事である。年間数 mm というような

小さな変動も、長い時間をかけると大きな変化を生じる。出雲平野の地形発達史は、数千年、数万年という時間

の中での現象で、島根半島形成の場合とはタイムスケールが全く異なっている。出雲平野の形成は、地盤の昇降

運動による変化を無視し得るほど、短期間に急速に進んだのである。また、その地形発達は、縄文時代から弥生

時代、そして現在へと至る文化の歴史と同時代に進んできた。出雲平野の形成は、この地における文化史とも密

接な関わりを持っている。 

黄泉（あの世）の国と現世の境界の地として古事記上巻に，伊邪那岐命が先立たれた最後の妻，伊邪那美命

を慕って黄泉の国を訪ねていかれた入口が，この地（黄泉比良坂）であるとされている。別名「伊賦夜坂」の起源

でもある。神話の国の脳島洞窟にある火山洞窟の岩石は久利層（成相寺層）・堆積期・流紋岩１５００万年前

（16-14.5Ｍａ）を構成する岩石の組成と比較し類似性について検討する必要がある。 

 

２.神話と洞窟 

２-1.黄泉国神話 

古事記(712 年)の神話の

中で、初めて洞窟が出てく

るのは、どの神話であろう

か。アマテラスオホミカミの

お隠れになった天の岩戸

は有名であり、天の岩戸と

考える方が多いかも知れな

い。だが、イザナギノミコトと

イザナミノミコトが登壇する

黄泉国神話の黄泉国、黄

泉比良坂というのは、洞窟

に関わっていると思う。イザ

ナギとイザナミは数々の国

生みや神生みをなされた。

図 2-1.  神話時代（神世七代）と黎明期の皇室系図 
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イザナギは、愛しいイザナミに会いたいと、黄泉国を訪ねた。この黄泉比良坂は、いま出雲国の伊賦夜(ｲﾌﾔ)坂と

言う。黄泉の穴に関する「黄泉考」と用語は、別表 1 と 2 に記述している。 

イザナギノミコト名前の由来には、①本居宣長（1798）は、「ｲｻﾞﾅ」は「誘う（ｲｻﾞﾅｳ）」の語根で、「ギ」は男性を表

す語。②白鳥庫吉（1954）は、「ｲｻ」は「功徳」の意の「功（ｲｻｦ）」の語根で、「ｷ」は男性を表す語。③北畠親房

（1339 頃）は、サンスクリットの「伊舎那天（ｲｼｬﾅﾃﾝ）」、「伊舎那后（ｲｼｬﾅｸｳ）」からと言ってる。諸説がある

（http://ja.wikipedia.org/wiki/）。 

イザナギ（伊弉諾、伊邪那岐）は、古事記、日本神話に登場する皇祖神。イザナキとも。『古事記』では伊邪那

岐命、『日本書紀』では、伊弉諾神と表記される。イザナミ（伊弉冉、伊邪那美、伊弉弥）の兄であり夫である。誕

生の地は、江田神社（宮崎市阿波岐原）とされる。イザナギは天照大神やスサノオ皇室系図（図 2-1）、住吉三神

（底筒男命＝ｿｺﾂﾂﾉｵﾉﾐｺﾄ、中筒男命＝ﾅｶﾂﾂﾉｵﾉﾐｺﾄ、表筒男命＝ｳﾜﾂﾂﾉｵﾉﾐｺﾄ）の父親であり、神武天皇（ﾔﾏ

ﾄ･ｲﾜﾚﾋｺ）の 7 代先祖である。 

ここで、神名の仮名群一覧（聖

書・聖典・経典からる）によると 7 大

天使と住吉三神との関係を）から

引用する。日本書記・古事記･先

代旧事本紀に記載している七大

天使（元］と日本の住吉三神（底

筒男命、中筒男命、表筒男命）と

の関係が日本書記に書かれてい

る（表 2-1）。 

エル・ランティは、地球霊系団

の中でも中心的存在で、高次元

エネルギーを持っている方である。

さらに、愛と科学の両立した文明

を新たに実現するため、約 3 億 6

千年前、高度な文明を誇る星から、ミカエルら七大天使らと 6000 万人をひき連れて地球に飛来した。七大天使の

ガブリエル・ラグエル・ラファエルは、住吉三神（底筒男命、中筒男命、表筒男命）の生まれ変わりである。「日本書

記」では、転生輪廻説によると七大天使のガブリエルは、豊香節野尊として三柱の神（男神）三番目に化生した

神である。『古事記』では、神代七代の二番目、国之常立神の次に化生したとしている。「古事記」にみ

える神として、転生輪廻説によると七大天使のラグエルは、天之闇戸神であることが理解できる。山の神の大山祇

神と野の神である草野姫との子である。表 2-2 は.四大天使と日本の住吉三神等との関係図の表である。 

ミスラ・ミカエルは、東の天に位置にし、天使長兼天

使軍団総指揮官を担当している。さらに、中国では持

国天・莫として、日本では大直日神（ｵｵﾅｵﾋﾉｶﾐ）とし

て生まれている。  

ラシュヌ・ラファエルは、西の天に位置にし、芸術分

野を担当している。中国では広目天・隣として中筒男

命として生まれている。 

スラオシャ・ウリエルは 南の天に位置にし、天使長

補佐を担当している。中国では増長天・圓として、日本

表 2-1.七大天使と日本との系図（A.D.600 頃～） 

表 2-2.三大天使と日本の住吉三神との関係図 
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では底筒男命として生まれている。 

ウォフ・マナフ・ガブリエルは、北の天に位置にし、通信分野を担当している。中国では多聞天・囂として、日本

では表筒男命として生まれている。 

次に、祀られている神社がある。①伊弉諾神宮（兵庫県淡路市）-『古事記』・『日本書紀』の一部によれば伊弉

諾尊の幽宮遺跡と伝わる。②おのころ島神社（兵庫県南あわじ市-『古事記』・『日本書紀』の国産み神話に登場

する、「おのころ島」と伝承される丘に立つ神社である。イザナギ・イザナミを主祭神として祀る。③多賀大社（滋賀

県）-『古事記』の一部によれば伊邪那岐大神が坐すなりと伝わる。④江田神社（宮崎県宮崎市阿波岐原町）-イ

ザナギやその子供である天照大神、ツクヨミ、スサノオ、住吉三神誕生の地であり、禊を行ったとされる地で、神階

は正一位と最高位である。 

洞窟神話から出雲大社の創建には、洞窟の棲家がある。出雲市大社町鷺浦には、「スサノオの穴」「オオクニヌシの

室屋」と言われている洞窟（黄泉の国・根の堅州国）がある。実は神話の宝庫であった。その東隣りの鵜峠（うど）には、

洞窟があったが、今は窟口が塞がれているため詳細は不明である。おそらく、太古の洞窟は神々の棲家であったと考

えている(梶谷実)。 

古事記に登場する世界は、心の段階として四段階に分類できる。 

第１段階は、大宇宙・大神霊・神の天上界である。天上界とは、諸如来・諸菩薩(光の天使)である。『古事記』に含ま

れる日本神話および祝詞において、天地（ｱﾒﾂﾁ）に神々の生まれ出る場所として登場。天照大神が生まれたとき

に、高天原を治めるよう命じられた。須佐男命にまつわる部分では、高天原には多くの神々（天津神）が住み

の場が記述し、人間世界に近い生活があったとの印象がある。 

第２段階は、高天原と黄泉の国の間にある地上界である葦原中国（ｱｼﾊﾗﾉﾅｶﾂｸｲ）である。 

第３段階は、黄泉の国（ﾖﾐﾉｸﾆ）と根之堅州國」（ﾈﾉｶﾀｽｸｲ）の地底界である。黄泉の国：日本神話における死者

の世界を黄泉國というｲｻﾞﾅﾐ神(黄泉津大神)である。根之堅州國：地底界。古事記、『日本書紀』では根国（ﾈﾉ

ｸﾆ）、祝詞では底根の国である。 根の国は、入口を黄泉の国と同じ黄泉平坂（ﾖﾓﾂﾋﾗｻｶ）である。須佐之男命（根之

堅州國の大神）。 

第４段階は、海原（ｳﾅﾊﾗ）の国：水上界。広々とした海や池や水面である。 火遠理命＝豊玉毘売(海神の子。 

第５段階は、常世の国（ﾄｺﾖﾉｸﾆ）：不生不滅の世界。死者の行く永遠の世界、黄泉の国、不老不死の国。 

 

2-2.黄泉国の位置 

宇賀郷（うがのさと）は、今日でいうと出雲市口宇賀町とは、旧平田市)から西方の猪目町(旧 平田市)である。そして、

出雲市大社町鵜峠(うど)、鷺浦(鵜峠を併せて、鵜鷺―うさぎという周辺の広域である。これを「位置」から迫ることにする。

出雲国風土記には、日本海沿岸にある浦・浜・島等の名称について、東から西に向かって順に「浦－濱－磯-埼－島」

書かれている。そこで気づくことは、楯縫郡にある「御津嶋・御津濱」「能呂志嶋・能呂志濱」「許豆嶋・許豆濱」のように、

同名の嶋と濱が対になって同じ場所にあるため相関性がある。 

  「脳礒」の方は、先にとりあげたような短文が挿入されたために、「脳礒」と「脳嶋」が併記できず、「脳礒」だけが離れ

たところで取り上げられてしまった。でも、「脳礒」と「脳嶋」は対にすることである。まず、「脳嶋」がどの位置にあるのかを

調べていきたい。「脳礒」との関連がありそうな脳島を考察できる（表 2-3）。 

表 2-3.出雲国風土記の出雲郡宇賀郷（うがのさと）の新旧対比表 

番号 過去の名称 現 在 の 名 称 

1 井呑（いのみ）濱 現「〒６９１－0024 出雲市猪目町」…猪目洞窟 ✻ 旧「通説の黄泉の穴」 
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2 宇太保（うだほ）濱 現「〒691-0762 出雲市大社町鵜峠」 

3 大前（おほさき）島 現「〒691-0762 大社町鵜峠」、「鵜峠港出掛けの西浦にある」 大前島 

4 脳（なつき）島 

現「〒699-0761 出雲市大社町鷺浦字黒松谷１０７９－９」 ✻新・黄泉の穴。出雲国

風土記：「脳島」は現在の鵜峠と鷺浦との中間にあり、その場所に「脳礒」がある。 

5 鷺  濱 現「〒699-0761 出雲市大社町鷺浦」 

上記の出雲国風土記の記載で分かるように、「脳嶋」は現在の鵜峠と鷺浦との中間にあり、その場所に「脳礒」がある

ことになる。「嶋」と「濱」との関係によって脳嶋から東に約 1.5ｋｍ離れた、しかも鵜峠よりも東にある猪目洞窟(黄泉の穴)

は対象外になる。このような位置論で検証すると、猪目洞窟は条件に当てはまらないことから、違うという洞窟であると

いう結論になる。「脳（なつき）島」の場所に「脳磯」を接すると次のようになる。 

 

出雲市猪目町の猪目洞窟―鵜峠―大前（おほさき）島―脳（なつき）島（新・黄泉の穴）－鷺浦 

 

出雲市猪目町にある猪目洞窟と出雲市大社町鷺浦にある「脳礒・脳嶋」と同じ場所にある 洞窟について、位置や形

状の双方で検証した結果、後者である条件に合致する。よって、出雲国風土記に記載してある黄泉の坂、黄泉の穴に

相応しい洞窟は、出雲市大社町鷺浦にある洞窟という可能性がある。 

 

 2-3.黄泉之国と「出雲国風土記」出雲郡宇賀郷 

梶谷 実（１９９９年）は、「黄泉の穴」について次のように論じている。宇賀に面している日本海の浜には、脳磯賀ある。

その磯の西方には窟戸［ｲﾜﾄ：洞窟］がある。「窟内に穴あり」とは、規模は洞口より奥の方が大きい意味である。ゆえに、

小さい洞口を通過すると光量が少ないため、真っ暗になる。そのため、洞窟の規模を確認することは不可能である。こ

こで、「黄泉の穴」の状況について考察をした。脳（ﾅﾂﾞｷ）島洞窟を里人は瞑想の穴､ 冥途黄泉の穴とも言ってい

た。出雲国風土記によると、島―磯の関係、島―浜の関係や脳島―脳磯も同じ意味である。さらに、御津島―御津

浜、能呂志島－能呂志浜、許豆島―許豆浜における島と浜は対している。ゆえに、脳島は鷺浦と記している。ある

図によっては、『ながら（磯）』と「ナガラ大島」とも言っている。この島は人体の脳に似ている。脳には頭が

あることから「脳島」と言っているかな？と認識できる。出雲国風土記によると、脳島、脳磯の脳を「ﾅﾂﾞｷ」と

呼んでいるから現実的である。磯には洞窟がある。 

洞窟の調査は、銅山を訪ねる会（代表：梶谷実）と大社町教育委員会の共催である。実施日は、平成 6［1994］年 8

月 27 日（土）。参加者は 30 名。外周班の実測者は、伊藤明、倉橋真二､ 加村健吾の 3 名。洞内班の実測者は、金策

雄一、米井昌三､ 落合進、大梶英俊、大坪真誓の 5 名。洞窟の作図は、伊藤明の１名である。 

さらに、銅山を訪ねる会と洞窟環境 NET 学会と共催で、平成 6［2012］年 8 月 27 日（土）、脳島洞窟と猪目洞窟の調

査を行った。測量した計測器は、レーザー距離計である。ここで、別表 3 のように脳島洞窟と猪目洞窟を比較した。 

 

３.脳島洞窟の地形と環境 

３-1.脳島地形の写真 
海食洞窟とは、波浪による侵食で海食崖に形成された洞窟である。洞窟には、海崖に断層や割れ目な

どの弱い部分が存在すると、侵食の度合いによって海蝕洞が形成される。海面の形成は、干満の具合に
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より、隆起と満潮時の水位より上に洞窟が持ち上るものがある。波が来るたびに海水を中の空気と一緒

に吹き出すから潮吹き穴と呼ぶ。海岸が沈降した場合、海底洞窟ともなる。海蝕洞の中には岩を貫通し、

トンネル状になったもの（洞門）も見られる。海蝕洞には人が居住できるほどの空間の例もあり、古代

の生活跡が残されている場合もある。 
 

 
写真 3-1.海上から洞口に接岸。 写真 3-2.陸上から洞口周辺撮影。 写真 3-3.海上からは洞口撮影。 

 

写真 3-1 は海上から洞口に接岸した調査団の船。 写真3-2は陸上から撮影した洞口周辺のAタイプ状の海

岸。写真 3-3 は海上からは洞口を見るひし形に見える。 

 

 
写真 3-4.ロープを使って入洞中。 写真 3-5.内部から見た脳島洞口。 写真 3-6.内部から見た脳島洞口。

 

写真 3-4 はロープを使って入洞中。写真 3-5 は内部から見た脳島洞口で、手前の左には落下した岩石がある。

写真 3-6 は内部から見た脳島洞口で、手前の下に人物を映して洞口を比較している。 

 

 
写真 3-13.内部から見た洞口。 写真 3-14.洞壁を調査する光景。 写真 3-15.床面に自生する苔群。

 
写真 3-13 は内部から見た洞口で、床面は落岩が多く見られる。写真 3-14 は洞壁を調査する光景で、右側は黄

色で、左側は光沢のある鼠色に見える。写真 3-15.床面に自生する苔群が見られる。 
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写真 3-16.洞壁を調査する光景。 写真 3-14.洞口から内部を撮影。 写真 3-18.洞内を調査する様子。

 
写真 3-16～18 は洞壁を調査する光景、天井は黒曜岩、床面には淡い緑色が点在している。特殊な流紋岩には、

黒曜岩石基がガラス質でガラス光沢のあるものである。松脂岩石基がガラス質で、樹脂光沢のあるものである。真珠岩

石基がガラス質で、丸い割れ目の多数あるものもある。 
 
 

 
写真 3-10.洞窟奥部へ昇坂中。 写真 3-10.洞床のコウモリの糞。 写真 3-10.床面から入口を撮影。

 
写真 3-10 は洞窟奥部へ昇坂中。写真 3-10 は洞床のコウモリの糞。写真 3-10 は床面から入口を撮影。 
 

３-２.黄泉之穴の規模の測量 

古事記には、黄泉国、黄泉比良坂(伊賦夜坂)から、出雲国に黄泉国、黄泉比良坂がある。種々と思考の末に

考えだしたのが、洞窟の場所と形状を特定することである。 

 

 

図 3-1.黄泉之穴と思われる脳島洞窟の測量

（2012） 

図 3-2.黄泉之穴（根之堅洲国）の横断面図

（1994）梶谷実作図 
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特定を展開するためには、出雲国で編纂された出雲の地誌である出雲国風土記(733 年)を調べたのである。

出雲国風土記には、出雲郡宇賀郷(「うかのさと」、今日では、「うが」)である。北の海(日本海)濱(べ)に礒(いそ)あり。

その礒を脳礒(「なづきのいそ」―現「大島付近の磯」)と名づく。礒より西のほうに窟戸がある。黄泉の穴の通説と

なっている出雲市猪目町の猪目洞窟から約 1.5ｋｍの西方にある出雲市大社町鷺浦の洞窟に比定できる。 

図 3-1 は、2012 年に行った測量値であり、この図の横軸は洞口から奥までの距離である。上の実践は左

端のデ－タ、中央の点線は横幅のデ－タ、下の点線は右端のデ－タである。左端のデ－タと中央の点線値は、

長さ（２～１５m）間は大きい値である。すなわち、洞口から奥まで行くにつれ、黄泉の坂を越えると、横幅は小さく

なっている。図 3-2 は、1994 年の測量値で、左側にある縦状の点線楕円形は黄泉之坂で、中央部にある

横状の点線楕円形は黄泉の穴坂である。 

①黄泉之坂：洞口から下がる所が「黄泉の坂（黄泉比良坂）」と言える（別表 2）。 

②黄泉の穴：さらに、奥に入ると、中央部には大きな空洞の穴、即ち、黄泉の穴（楕円形の斜線部分）がある。

黄泉国としてこの洞窟を把握すると、洞口は小さいが、それよりも中の方に大きな空洞の穴(黄泉の穴)があるとい

うのである（別表 2）。 

③昇り坂：その奥には海水により土石流が堆積され奥までに盛り上がっている昇り坂である（別表 2）。この昇り

坂の洞窟の形状は膨らました風船形であり、巨大な船が堆積した土石流に上陸していると連想できる。遺跡の発

見は未確認であるが、おそらく堆積した土石流の中に存在していると想像できる。 

④洞窟の構造：洞窟の構造をまとめると、窟口・窟戸（千引き石）・黄泉の坂(黄泉比良坂、伊賦夜坂)・黄泉の穴、

このように一体になったものを、黄泉国・根堅洲国・根国と言っている。 

このように国が付いているから広範囲なものであるという印象を受けるが、この洞窟を国とみなしていたと考えて

ある。奥が先細りのために、「窟の内に穴あり」がない（別表 3）。 

⑤洞窟の規模：洞口から崖のような坂のから 5m に入りと洞窟の幅 6.48m と高さ 6.84ｍで、すなわち幅と高さの

差は 0.36ｍである。ここでは、入口から 20m の奥にある地点の高さは 11.4ｍである。洞窟の形状は、最大奥行

27.8ｍ、最大高さ 11.4ｍ、最大幅 6.66ｍある。今日において、黄泉の穴の通説となっている猪目洞窟の問題点を

あげるならば、崖のような比良坂がない。この２点を取り上げても、猪目洞窟は「黄泉の穴の形状」とは違う洞窟で

あるということができる（別表 3）。 

 

図 3-3. 黄泉之穴と思われる脳島洞窟の高さ

（2012 年調査） 

図 3-4.黄泉之穴（根之堅洲国）の縦断面図

（1994 年調査）梶谷実作図 

 
図 3-3 は、黄泉之穴と思われる脳島洞窟の高さ（2012）である。奥にある天井が低いのは土石流による堆積物

の異動しているからである。ゆえに、水面から見ると11.4ｍより高くなっている。図3-4は、黄泉之穴（根之堅洲国）
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の縦断面図（1994）である。左端側にあるのは、黄泉の坂（黄泉平坂）である。中央にある点集団は黄泉の穴であ

る。 
 

3-3. 脳島洞窟の流紋岩について 
 流紋岩は、花崗岩に対応する成分の火山岩である。名称はマグマの流動時に形成される斑晶の配列などによ

る流れ模様（流理構造）がしばしば見られる。流理構造の見られないものを「石英粗面岩」と呼んでいたが、最近

では流紋岩に統一され、石英粗面岩の名称は用いられない。表 3-1 は、流紋岩に関するマグマの種類と火

山の形について表示した。流紋岩の特徴を次のように要約できる（別表 3）。 

① 重量百分率：流紋岩は SiO2 が 70ｗｔ.%以上の斑状組織である。 

② 色彩：多くは白色である。白色は噴出条件や結晶度などにより異なるため、黒い流紋岩だけでは判断できな

い。二酸化ケイ素（重量比約 69wt.％以上）、石英、カリ長石、黒雲母の淡色などを含む。 

③ 斑晶と石基：無色鉱物である石英・長石（カリ長石・斜長石）と有色鉱物である黒雲母・角閃石（まれに輝石）

に分類できる。流紋岩とデイサイトの中間的な性質の火山岩を流紋デイサイトとする。ガラス質の石基には流理が

目立つ。 

④ 火成岩の分類：塩基性岩 45ｗｔ.% SiO2 以下、塩基性岩 45-52ｗt.% SiO2、中性岩 52–63ｗt.% SiO2、中性-酸性

岩 63–69ｗt.% SiO2、酸性岩>69ｗt.% SiO2 の 5 階級に分類できる。 

⑤ 火山岩名称：流紋岩・半深成岩にはアプライト-ペグマタイト、深成岩には花こう岩とも言う。 

 
表 3-1.流紋岩に関するマグマの種類と火山の形 

火山の名称 岩 石 名 火山の名称 岩 石 名 
火山岩名 デイサイト、流紋岩 溶岩の温度 低い（800℃～1000℃） 
代表的な火山 昭和新山、雲仙普賢岳等 溶岩の色彩 白っぽい、淡い色 
噴火の様子 大墳火、大爆発（ブルガノ式） 溶岩の特徴 お椀をふせた形 
火山の形態 溶岩円頂丘（溶岩ドーム） 溶岩の粘性 高い、粘りが大きく流れにくい 
深成岩 花崗岩 半深成岩 石英班岩 
産出地域 大陸 性 質 班長質、酸性岩 
ケイ酸含有量 多量・69wt％以上 造岩鉱物 石英、カリ長石、黒雲母 

 
3-４．脳島洞窟、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
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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 以上の(wt.%)ケイ酸の特性は、大噴火で、流

紋岩質（ディサイト）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との関係を

究明するために、図 3-1 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 3-1 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、猪目洞窟 6.22 と脳島洞窟 5.87 wt.%と

静之窟の測量値で、図 3-1 は上▲（猪目洞窟）と■（脳島洞窟）のように表示した。脳島洞窟のアルカリ成分の 5.87 wt.%は猪

目洞窟 6.22 より小さい値である。 

図 3-1 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。猪目洞窟のアルカリ

成分は 6.22wt.%であるからデイサイトであり、脳島洞窟のアルカリ成分の 5.87 wt.%は流紋岩質である（別表 3）。さらに、形

態は洞窟に相当する酸性岩である。ここで、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。猪目海食洞窟

のアルカリ流紋岩(AH)は、静之窟海食洞窟より多く、志都岩屋神社岩より少ない。一方、脳島海食洞窟とほぼ同じである。

脳島洞窟のアルカリ成分の 5.87 wt.%は猪目洞窟 6.22 より小さい値である。猪目洞窟のアルカリ成分は 6.22wt.%であるから

デイサイトであり、脳島洞窟のアルカリ成分の 5.87 wt.%は流紋岩質である 

 

 
図 3-1.ケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係 図 3-2.ケイ酸とアルカリ(Na2O+K2O)との関係 

 
図 3-2 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、 

 

アルカリ成分(Na2O+K2O)＝0.256（SiO2) －12.12・・・(R2=0.629)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-1） 

 

である。勾配は 0.256 であり、決定係数は 0.629 であることが確認できる。 

 
3-5．脳島洞窟、ケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係 

大森層（牛切層）の猪目洞窟および久利層（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、SiO2-K2O 図に、それぞれの溶岩の化学組成をプロットした

（図 3-3）。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を 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 3-3 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

－ 67－



12 
 

成分と脳島洞窟（K2O）はそれぞれ 1.49 と 1.79wt.%である。ゆえに、脳島洞窟の酸化カリウム成分（K2O）は、猪目洞窟

の酸化カリウム成分より 0.3 wt.%多いことが判明した。 

 

図 3-3.ケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係 図 3-4.ケイ酸と酸化カリウム(K2O)との関係 

 
図 3-4 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、 

 

酸化カリウム(K2O) ＝0.241 （SiO2) －14.96  （R2=0.512）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3-2） 

 

である。勾配は 0.241 であり、決定係数は 0.512 であることが確認できる。 

 
3-6．猪目洞窟、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であ

る(図 3-5)。 
 

4.おわりに 
4-1.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・静之窟・脳島洞窟比較した。北緯は

35 度 12 分 15 秒～35 度 26 分 23 秒 N 間、東経は 132 度 27 分 25 秒～132 度 42 分 39 秒 S 間で、標高は 8～13m である

（別表 3）。 

 
4-2.島根県、調査を行った洞窟の測量値について 

猪目海食洞窟の規模は、高さ 9.9or10.0m、奥行き 30.0or50.0m、横幅 30.0or33.0m 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で行った。高さでは脳島洞窟（9.1or11.4m）と静之窟（15.1or11.3 or 16.1m）より低い値であ

図 3-5. ケイ酸と Fe2O3/MgO との関係 
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る。猪目海食洞窟の奥行き（30.0or50.0m）は脳島洞窟（27.8or28.2m）と静之窟（30.6 左側、20.6 右側 m）長い洞窟である。猪

目海食洞窟の横幅（30.0or33.0m）は、脳島洞窟（6.7or6.8m）と静之窟（18.0or19.5or30.0m）より広い洞窟である。猪目海食

洞窟の特徴は、洞窟入口の断崖絶壁の高さ 50m、洞窟内に祠があり、斜面洞窟と緑色凝灰岩である(表 4-1)。 
 

表 4-1. 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 
6.7or6.8 

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） 

 
4-3.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 4-2 によると猪目洞窟は、ケイ酸とアルカリ関係からアルカリ流紋岩(AH)で、静之窟より多く、志都岩屋神社より小さい値

であるが、脳島洞窟杜は同じである。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 4-2.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 アルカリ流紋岩（AH） 小 低カリウム カルクアルカリ 

 
4-4.島根県、調査を行った洞窟のケイ酸とカリウムとの関係について  

猪目海食洞窟は、ケイ酸と酸化カリウム関係からアルカリ流紋岩（AH）であることが確認できる。猪目海食洞窟のカリウムは

静之窟より多く、志都岩屋神社より小さい値であるが、脳島洞窟杜は同じである。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。 
 
4-5.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である。 
 

4-6.島根県、調査を行った洞窟との関係について  
この洞窟は、成因別に分類すれば、火山洞窟から浸食作用（海食洞窟・風食洞窟と風化作用（タフォニ・風化穴）に

よって形成された。人間と洞窟の環境としては、居住洞・宗教洞・遺跡洞・観光洞・芸術洞・絵画洞・軍事洞・避難洞と

か墓地洞に変遷する傾向がある。 
別表３から要約した脳島洞窟と猪目洞窟の比較を行った。脳島洞窟を「黄泉之穴」として認定するには、更なる
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証拠が要求される。三証とは、判定基準として論理的に証明するためは文証（証文）・理証（道理）・現証（実証）が

必要である。文証（証文）は、文献上の証拠もある。理証（道理）は、理論を裏づける直接的な証拠もある。現証

（実証）は、現象や現実の証拠をいう。物質的な法則によって証明できることは一部であるが、物質現象以外の 
客観的証拠もあると認容できる。ゆえに、脳島洞窟は、出雲国風土記にはと記述しているが、出土品と遺物包含層

の現証（実証）が急務である。海辺の磯・洞窟の昇坂道・海辺の浜は理解できる。 
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別表１.黄泉考の関連性を探る (編集：梶谷実) 

別表２.黄泉と洞窟に関する意味(編集：梶谷実) 

１ 黄  泉 

大和言葉の「ヨミ」に、漢語の「黄泉」の字を充てたものである。漢語の「黄泉」は「地下

の泉」とか地下の死者の世界の意味である。「ヨミ」は、日本神話の「よみの国」の地名

の説もある。また、月読（ツクヨミ）からの暦（こよみ：黄詠み）は、祖霊（おやがみ）が常世

（黄泉）から歳神（としがみ）として還ってくる正月を算出するための日数演算法という説

もある。 

２ 雲国風土記 
黄泉とは、黄泉の坂・黄泉の穴と呼ばれる洞窟の記載。洞窟は出雲市猪目町の猪目

洞窟に比定されるのが通説。鷺浦の巨大洞窟に比定するのが相応しいと考えられる。 

３ 古 事 記 黄泉とは、黄泉比良坂（よもつひらさか）で、葦原中国とつながる 

４ 
日本書記 

黄泉とは、死の瞬間を泉津平阪（よもつひらさか）という土地に例えた。室、房、窟、館

などの字を［訓］ムロ である。 
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５ 洞窟とは 

 洞窟とは自然洞窟と人工洞窟がある。自然洞窟には地中にある空間である。人間が

入ることの可能なサイズ以上で、洞穴とも言う。①水平方向に伸びている横穴、②井戸

状にある縦穴(竪穴)､③傾斜洞窟、④水中洞窟､海食洞窟、⑤宗教洞窟などがある。洞

口部は氷河洞・雪渓洞などを除くと奥部は暗黒である。窟とは、音］クツ（慣）いわや。 

① ほらあな。いわや。「岩窟・石窟・仙窟・洞窟」、②人の集まったすみか。かくれが。

「巣窟・魔窟・貧民窟」である。 

６ 類聚名義抄 「窟」 を ［訓］イハヤ、アナ、ムロ、スミカ、ホラ、イハムロ などである。 

７ 
中国の『説文』 

に 「穴者室也」 

ムロ (ムロヤ)は 古代の棲みかとしての岩窟や洞窟 のことをいっていたのが、後には

家屋形式の部屋をさすようになっていった語のようである。 (西郷信綱：古代人の夢) 

８ 窟の内に穴有り 「内はほらほら」である。 

９ 窟の外はすぶすぶ 窟の入口が小さくて、窟の中は大きな穴になっている状況 (風船を膨らましたさま)。 

10 窟   戸 窟口にある岩戸の略である。 

11 「黄泉之坂」 
窟口に入ると窟戸があり、そこを過ぎると 「崖のような急な坂」である 「ひら坂」がある。

「黄泉比良 (平)坂」ともいう。 

12 伊賦夜坂 

比定する関連性は、窟→ 戸 (引石・引磐石)→坂→穴 (窟の内に穴有り )となる。

「黄泉之坂」「黄泉比良 (平)坂」と同一と考えるべきである。 

13 「黄泉の国」   

「根堅洲国 

坂や戸だけの単独では存在せず、必ず窟や穴が伴って成り立っているものであり、窟

の中にすべてが揃っている。 

14 大国主神 

根堅洲国でスセリヒメと結婚をして脱出し、宇賀の山本に新居の宮を建てた｡後、国

譲りの条件による宮跡の巨大宮殿の工事で立ち退き、根堅洲国で仮住いをする。 

 

別表３.脳島洞窟と猪目洞窟の比較 

 項  目 脳島洞窟 猪目洞窟 
1 洞窟の所在地 〒699-0761 島根県出雲市大社町鷺浦 1079-9 〒691-0024 島根県出雲市猪目町 1338 

2 交通アクセス 山を越えることは困難で、船を貸し切ることです。
JR 出雲駅より一畑電鉄で雲州平田駅下車、バス 20

分  

3 遺物包含層 国指定史跡と島根県指定文化財指定ではない。
国指定史跡 昭和32（1957）年指定。島根県指定文

化財 昭和 49（1974)年指定。 

4 洞窟の発見 

１９９４年銅山訪ねる会・大社町教育委員会で実

測。洞口標高１１ｍ、高さ 9.15ｍ、幅 6.8ｍ、奥行

き 27.8m、洞口高さ 2.2ｍ、横幅 1.2m、坂の長さ 9

ｍ。 

猪目洞窟は昭和 23 年（1948 年）：約 65 年前発掘。

漁船の船置場として利用するため入口の堆積土を

取り除いた時に発見。 
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5 洞窟の位置 
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。 

洞口の断崖絶壁 50ｍ。高さは祠の所で測量。緑色

凝灰岩の傾斜洞窟。裾に海側の東を向いて開口。

6 洞窟群の地形 

脳島一帯（北山全体含む）は、火山岩および火

砕岩が広く分布している。当時、日本海が開き、

日本列島が大陸から切り離されるという大変動が

生じた。開きつつある日本海の海底および沿岸

では活発に火山が活動し、その噴出物が北山一

体の火山岩類である。海底火山の噴出物は基本

的には洞口は低く、奥には急斜面上の堆積物。 

緑色の凝灰岩の層が海に向かって傾斜洞窟の上

の壁にはグリーンタフの緑が見られる。これは、海

底火山の噴火による火山灰が、火山活動による熱

水で変質した。熱水とは、地殻内にある高温水溶液

である。熱水源は天水（あまみず）、海水、マグマ水

等である。洞窟の天井には、礫岩の層。角礫は、岩

石が水の作用を受けない海底堆積物。 

7 洞窟の特徴 

1500 万年（16-14.5Ｍａ）前の久利層（成相寺

層）、堆積期、流紋岩と推定できる。すなわち、成

相寺層の流紋岩質火砕岩または流紋岩溶岩に

あたるようである。大森層。 

新生代新第三紀の牛切層（１４５０万年前～１４００

万年前）の流紋岩溶岩で、後に緑色凝灰岩。新生

代第三紀の大規模な海底火山活動に由来する岩

石。また、噴出した火山角礫が堆積した層もある。 

8 洞窟の規模 

入口部で幅 6.7-6.8m、高さ 9.1-11.4ｍ、奥行き

27.8-28.2m。洞窟系統の分類は 51m 以のため小

規模洞窟である。 

入口部で幅 30m、高さ 10m、奥行き 30m あるいは

50m 以上。洞窟系統の分類は 51m 以のため小規模

洞窟である。 

9 洞窟の環境 
洞口の海抜１１ｍ、高さは 11ｍの高さがあるため、

出入りは困難である。 

洞窟の前面には恵美須橋がかかり、洞窟内の一部

は漁船置き場として利用。 

10 洞窟生活時期 
天平５［７３３］年、「大国主命の室屋」・「黄泉の

国」と相応すると考えている。 

弥生時代以降、古墳時代後期まで（2300～1400 年

前）の間、埋葬や生活を物語る遺物が発見。 

11 出雲国風土記 
１３００年前に「出雲の地誌」にあり､宇賀郷には

「黄泉の国」は北の海濱の脳磯にあると記述。 

洞窟遺跡は奈良時代（天平５（733）年）に出雲郡宇

賀郷に記述された黄泉之坂、黄泉之穴と考。 

12 出土品 

未発見。「黄泉の国」は、３世紀頃の弥生時代の

話であり、鷺浦の洞窟から構想した方がよいと梶

谷実は考ええいる。 

１３体の人骨、弥生人骨の１体に腕輪は、南方の海

にしか生息しないゴホウラ貝で作られた。弥生時代

から古墳時代にかけての人骨や副葬品が発見。 

13 海辺の磯 あり 見当たらない 

14 海辺の浜 見当たらない ある 

15 洞窟の昇坂道 あり 見当たらない 

16 洞窟の光量 洞口は明るい、奥は暗い 洞口から中間は明るい、奥は暗い 

17 洞窟の規模 洞口より奥の方が大きい 洞口は広く、奥は狭い 

18 天井と床面 平坦で、奥は坂のため低い天井 傾斜になっている 

19 洞口に高さ 約 1.82ｍ 約 12ｍ 

20 洞口に幅 約 1.82ｍ 約 36ｍ 

21 洞窟の北緯・ 北緯 35.26.23N  北緯 35.26.23N  

22 洞窟の東経 東経 132.41.10S 東経 132. 42.39S 

23 洞窟の標高 13ｍ 13ｍ 

24 ケイ酸対アルカリ性 アルカリ流紋岩（AH）線より小 アルカリ流紋岩（AH）線よりに小 

25 アルカリ性の系列 Medium-k Medium-k 

26 アルカリ性成分 5.87 ｗｔ.％（猪目洞窟 6.22 wt.%より小） 6.22 wt.% （脳島洞窟 6.22 wt.%より大） 
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27 洞窟の岩質  アルカリの流紋岩質 アルカリのデイサイト 

28 カリウム成分 1.79ｗｔ.％（猪目洞窟 1.49wt.%より大） 1.49ｗｔ.％（脳島洞窟 1.79wt.%より小） 

29 ケイ酸対カリウム系列 Medium カリウム系列と low カリウム系列の境 Medium カリウム系列 low カリウム系列の境 

30 ケイ酸対 Fe2O3/Mg ソレアイト ソレアイト 

31 成因・造洞作用 海食洞、火山洞（初期）、風食洞 海食洞、火山洞（初期）、風食洞 

32 人間活動との関係 遺跡洞？、居住洞（穴居）？、墓地洞？ 遺跡洞、居住洞（穴居）？、墓地洞？ 

33 洞窟形態 水平洞、天井はドーム状、落石と土石が多い 水平洞、天井と壁面は斜洞、落石が少ない 

 

調査団の記録写真と記者会見の風景 

 
写真Ｆ-1. プレイスうらら館で

記者会見。 
写真Ｆ-2.出雲古代史家、梶谷氏

へ感謝状を渡して記念撮影。 
写真Ｆ-3.記者の質問に答える風

景。 
 

 
写真Ｆ-4.脳島洞窟へ向う船。 写真Ｆ-5. 乗船時の船主。 写真Ｆ-6.海上から洞口を撮影 
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