
 1 

- 1 - 

日本・韓国・ロシア、火山洞窟の蛍光X線分析と偏光顕微鏡写真 

-富士火山の立堀風穴・済州火山のケウセッ窟 ・カムチャツカ半島のゴレ－リ洞窟- 

沢  勲*・金 昌植** （大阪経済法科大学*・済州国際大学校**） 

XRF Analysis of Lava Cave and its Polarizing Microscope Photo,  

Japan, Korea and Russia 

―Tachibori Fuketsu in Fuji-Volcano, Kaeusetgul Cave in Jeju-Volcano, and 

 Gorely Cave in Kamchatka Peninsula― 

Isao SAWA and Chang-Sik KIM 

 

ABSTRACT  

（1）Kaeusetgul Cave in Kimnyong-Ri, Jeju-Do, Korea：Kaeuset-gul Cave (KC) lies at 126 o 45'22” E in 

longitude and 33o33'09” N in latitude 52°36′18″ north latitude. The coast belong Kimnyeong-Ri, Kujwa-eup, 

Jeju-Do. Altitude of the cave-entrance is 10m and length of the cave is 90m. KC is situated in NNE area of the 

Manjang-gul cave (125m a.s.l.). Lava hand-specimens of KC are studied by X-ray fluorescence analysis (XRF). 

Average major chemical components of specimens from KC is as follows (wt.%); SiO2=47.03, TiO2=3.16, 

Al2O3=18.41, Fe2O3=13.53, MnO=0.14, MgO=5.05, CaO=8.66, Na2O=2.81, K2O=0.67, P2O5=0.55 in KC. 

Polarizing microscopic study indicates that these specimens are described of Alkali-basalt. 

（2）Tachibori Fuketsu Cave ) in Shizuoka Prefecture, Fuji Volcano, Japan：Tachibori Fuketsu lies at toward 

the south in skirt of the Fuji volcano, 138°42′04″ east longitude and 35°18′00″ north latitude. The location of 

cave entrance is 2745m a.s.l. Awakura, Fujinomiya-shi, Shizuoka Prefecture. The above sea level and length of 

Tachibori Fuketsu are 1,170m and 82m. Average major chemical components of specimens from cave are as 

follows (Total 100 wt.%) ; ( SiO2=50.52, TiO2=1.69, Al2O3=15.47, Fe2O3=13.13, MnO=0.20, MgO=5.97, CaO=9.17, 

Na2O=2.52, K2O=0.94 and P2O5= 0.40). Polarizing microscopic study indicates that these specimens may belong 

to tholeiite-basalt series.According to polarizing microscopic study, Au (Augite), Pl (Plagioclase), and Ol (Olivine) 

are contained as phenocryst minerals.  

（3）Gorely Cave in Kamchatka Peninsula, Russia：Gorely caldera is located at the southeastern part of 

Kamchatka Peninsula, about 75km southwest of Petropavlovsk- Kamchatka. Gorely lava caves are situated in 

NNE area of Mt. Gorely volcano (1829m a.s.l.). One of lava cave (Go-9612=) lies at 158°00′22″ east longitude 

and 52°36′18″ north latitude. The elevation of cave entrance is about 990m a.s.l. and the main cave extends in 

the NNW direction for about 50m by 15m wide and 5m in depth. The cave of K3 is near the K1 cave. Lava 

hand-specimens K-1 and K-3 caves are studied by light microscope observation and X-ray fluorescence analysis. 

Thin section studies indicate that these specimens are described of Augite andesite. Average major chemical 

components of specimens from these caves are as follows (wt.%) ;( SiO2=55.12, TiO2=1.25, Al2O3=16.07, 

T-Fe2O3=9.41, MnO=0.16, MgO=5.01, CaO=7.21, Na2O=3.39, K2O=1.92, P2O5=0.45) and these values indicate 

that the Gorely basaltic andesite (lava) belong to calc-alkaline rock series. 
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１．はじめに 

韓国、済州火山島で行った日韓共同洞窟総合学術調査（2001-2003）報告の一部である。Kaeuset 窟は同島北東部海岸に位置

する。行政上は済州市旧左邑金寧里に属する。金寧里集落の南東部に洞口があり、そこの数理位置は北緯 33°33′09″、 東

経 126°45′22″を示す（図 1-1）。本洞窟に関しては、これまで本格的な学術調査は行われていない。海岸線からわずか 100

数 10ｍ足らずの位置にあり、海食洞もしくは溶岩洞窟との複合洞である疑いがもたれていた。さらに、海岸湧水や海底洞窟との

関連性も興味深く、そうした点が本洞調査の最初の動機

となった。済州海峡に跨る溶岩洞窟（海底洞窟）の存在

の可能性が大きいことを予測した。ただし、本島におい

て、海底溶岩洞窟の存在に関する報告はこれまで皆無

である。 調査の成果と問題点についてはすでに、日本

洞窟学会（大橋ほか、2002）において中間報告を行い、

さらに、論文（大橋、2002・沢、2002）がある。第２回現地

調査（2002 年 9 月）では、さらに類似条件を有する海岸

にある海面下溶岩洞窟を日韓合同調査を試みた。造洞

層（溶岩）の採取とその蛍光 X 線分析による組成、洞内

水の汚染状況を明らかにする目的で水質分析を試み

た。さらに、周辺地区の金寧寺窟などとの関連、海岸湧

水との関連、海岸段丘や離水浜堤列などとの関連につ

いて検討した。 

 

静岡県富士宮市、立堀風穴（標高 1170m ：総延長 82ｍ以上）にある溶岩と溶岩つらら（LS）の蛍光 X 線分析と偏光顕微鏡的性

格に関する学術調査（2004年10月31日）の一部である（図 1-2）。立堀風穴の特徴は、洞窟の生成研究に貴重なものである。

２次溶岩流が流れた後に、形成された洞窟内の溶岩の流れを完全に確認することが不可能である。洞窟の内部は,崩落が多く、

天井部では、急冷却相を示す黒色の光沢になっている多彩なタイプの溶岩とLSがある。津屋弘逵（1938）は、富士火山の岩石学

的研究が報告され、さらに溶岩洞窟の形成モデルが考案（1971）された。立堀風穴に関する報告として、小山賢之輔（1990）は調

査報．は形態構造の調査である。立堀風穴の偏光顕微鏡観察は、溶岩および LS の縦断面（楔型）の縁と芯（中央部）および横断

面（円形）の縁と芯（中央部）である。その結果、まず、蛍光 X 線分析によると、溶岩はソレアイト玄武岩系列である。次に、偏光顕

微鏡観察によると溶岩には普通輝石（Au=Augite）、斜長石（Pl＝Plagioclase）と橄欖石（Ol＝Olivine）班晶が認められた。またLSに

も、Au、Pｌと Oｌとが認められる。両者の違いが確認された。研究結果から、西臼塚溶岩の化学組成が初めて明らかにされ、西臼

塚溶岩流が富士山のどの溶岩流と関連があるかの推定ができた。またLSについては、その外形・内部構造、そして溶岩つらら石

がどのように成長したのか、などが（日本ではこれまで研究されていない）纏められた。 

 

ロシア、カムチャツカ半島で行った日露共同洞窟総合学術調査（2004）の一部である。Gorely 火山はカムチャツカ州都である

 

図1-1.済州道、火山洞窟の分布（等高線は 100m 間隔）。 

 

図 1-2 .静 岡 県 、富 士 山 の火 山 洞 窟 分

布 図  
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ペトロパブロフスクの南西側の、北緯52°27′、東経158°07′に位置する。直径13ｋｍ×12kmのカルデラを形成し、爆発性の

噴火をする火山のタイプである。Gorely 火山溶岩洞窟(K-1)は、Gorely 火山の北北西方向にあり、北緯 52°36′18″と東経 158

°00′02″に位置している（Maｐ.3.）。本格的な学術調査は行われていないが、BCRA(British Cave Research Association)は、

1996年に Kamchatka Lavaｔubes の調査を行い South Tolbachik 火山で 12 本の、North Gorely 火山で 14本の溶岩洞窟の測量図

を作成し際に記録されている（Slezin 提供）。 

 

  
図 1-3 .カムチャッカ半島 図 1-4 .カムチャッカ半島南部の東西地形投影断面図 

 

図 1-3 はカムチャッカ半島である。西側にある◎表示は洞窟の所在地で、右側は太平洋川で、下側には北海道である。

図 1-4 は故 大 橋 健 教 授 が制 作 した「カムチャッカ半島南部の東西地形投影断面図」である。上の図は山の高さ（1100

～2500ｍ）であり、下の図は、等高線と洞窟関連する平面で、等高線図の高さである。 

 

２.洞窟周辺の地形・地質概観  

2-1.済州火山島、萬丈窟システムの Kaeuse t 窟  

図 2-1 は済州火山島、富士火山とカムチャッカ半島の

地形断面である済 州 道 は、韓 半 島 の最 南 端 に位

置 する。第 三 紀 末 から第 四 紀 のはじめに噴 出

した玄 武 岩 からなる Hot-Spo t 型 の火 山 島 であ

ることが特 色 といえる。済 州 島 の火 山 活 動 は、

第 三 紀 末 に開 始 し、第 四 紀 前 半 に主 要 な活

動 は終 息 している。早 期 に流 出 した古 期 の溶

岩 層 は、200ｍ以 下 の海 岸 部 のなだらかな台 地

をつくっている。一 方 、済 州 島 の中 央 部 に聳 え

韓 国 の最 高 峰 、漢 拏 山 （1950ｍ）はアスピ－テ

を貫 く、鐘 状 （トロイデ）火 山 の特 徴 を呈 し、済

州 島 には時 代 を異 にする火 山 体 が形 成 する複

成 火 山 である済 州 島 の地 質 図 は、玄 武 岩 から

なり南 部 の一 部 に堆 積 岩 が見 られる。済 州 火

山 島 の中 心 から東 北 と西 南 を結 ぶ線 、西 北 と

東 南 を結 ぶ線 および東 西 の中 間 線 で区 分 する

と多 くの特 徴 が見 られる。この東 西 の中 間 線 の  
図 2-1 .済州火山島、富士火山とカムチャッカ半島の地形 
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南 側 と北 側 は、それぞれ寄 生 火 山 と多 くの洞 窟 が存 在 ししている。現 在 まで確 認 されている火 山

溶 岩 洞 窟 数 「 (洪 （1987）、Samesh ima（1988 )）は、190 前 後 であり、そのうち調 査 が実 施 されたもの

が約 60 個 である。洞 窟 の大 部 分 は、北 東 部 の旧 左 邑 と北 西 部 の翰 林 邑 および涯 月 邑 に集 中 的

に分 布 している。萬 丈 窟 ・狭 才 窟 および B i l l emo t 窟 洞 窟 システムなど本 島 の代 表 的 な洞 窟 もそこ

に発 達 している。すなわち、溶 岩 洞 窟 は特 定 の溶 岩 地 帯 「粘 性 が小 さく、アルカリ性 玄 武 岩 層 」の

なかに形 成 されている。単 位 ( 1 km ２ )面 積 あたりの洞 窟 密 度 という点 では、済 州 島 はアジア第 1 位 で

ある。  

 

２-２.静岡県富士宮市、富士山の立堀風穴（溶岩洞窟） 

静岡県、富士山の側火山分布（火山溶岩洞窟の32番）の分布図は、図 1-2 のとおりである。すなわち、約1500年前（印野丸

尾溶岩・鑵子山溶岩・黒塚溶岩・大淵丸尾溶岩・青沢溶岩）の 5 溶岩流は、1500～2000 年前（日沢溶岩と小天狗溶岩の 2 溶岩

流）、約 2000 年前の焼野溶岩そして 2300 年～3300 年前の西臼塚溶岩 旧期に分類できる。富士山頂から見ると、終端にある溶

岩流の溶岩は約1500 年前が多い。富士山頂と各溶岩流の終端の間にある溶岩は、1500 年前～2000 年前であり、その溶岩は小

天狗である。富士山頂の周辺にある溶岩は、焼野溶岩約 2000 年前に分類できる。ここでは、2300 年～3300 年前の西臼塚溶岩 

旧期は、県内では古い溶岩流であることが理解で

きる。 

立堀風穴（溶岩洞窟：◎表示）の平面図と縦断面

図は、１９８９年１０月に調査した形態構造報告とし

て大佐古（1990）は貴重な資料である。その付近に

はコウモリと溶岩つらら石が共存している。この由

来により「かえるの洞窟」とも言われている。観察結

果では、溶岩流の溶岩の岩相は、主として赤褐色

を呈する玄武岩質火砕岩と岩盤溶岩より形成され

ている。岩石の肉眼鑑定・検鏡結果によれば、西

臼塚溶岩流の溶岩の岩質は、橄欖石・普通輝石玄

武岩である。 

 

２-３.ロシア 、カムチャツカ半島、Gorely 洞窟境  

カムチャッツカ半島(Kamchatka Peninsula)は、ユ

ーラシア大陸の東端部に位置するロシア連邦カム

チャツカ州に属しており、州都はペトロパヴロフス

ク・カムチャツキー(Petropavlovsk-Kamchatskiy)で

ある。西側のスレジンヌイ山脈(Shredinng Ridge-中

央山脈：延長 900 km)と東側のボストーチヌイ山脈

(Vostochny Ridge-東部山脈：延長 600 km)に分布

しており、約300 個の休火山と 29 個の活火山が存

在する（図 2-3）。横山(1992)は、トルバチック

(Tolbachik)火山の 1975~1976 年に割れ目噴火した玄武岩溶岩中の溶岩洞に入洞している。富士山火山洞窟研究会は 1995 年 9

月に、ニュー・トルバチック(The Nemassolbachinsky)火山の南西山麓(標高1199m~340m 附近)の噴石丘列群から 1973 年に流出し

た溶岩流中の３本の溶岩洞窟を調査している。大阪経済法科大学 “日露共同洞窟総合学術調査“は、2004 年8 月ロシア・アムネ

イ・クラブの協力を得て、Gorely火山の溶岩洞窟の調査を実施することが出来た。カムチャツカ半島のGorely洞窟ｋ－１（Go9612）

および K-3 洞窟は溶岩洞窟であり、氷穴でもある。K-1 洞窟は標高９９０ｍ、長さ５５ｍ、幅約 15ｍ、深さ 5ｍ、ラバ・チュ－ブの典

型的形態をとどめており、断面は半円型をなす。主洞の方向は北北西の方向を示し、傾きながら低下し、洞幅も大きくなってい

る。その下部には流動した溶岩流が沈下した跡や陥没口があり、崩落岩塊が洞底に堆積したままで、洞底・洞壁・天蓋部には氷

が見られる。溶岩鍾乳などの地物の発達は不良である。周囲には枝洞があり、洞窟系を構成しているものと考えられる。 

 

３.偏光顕微鏡観察および考察  

 

図2-3.ロシア、カムチャツカ半島のゴレーリ・カルデラにある溶岩洞窟

の分布と地質 
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偏光顕微鏡は光学顕微鏡の一種。試料に偏

光を照射し、偏光および複屈折特性を観察す

るために用いられる。偏光特性は結晶構造や

分子構造と密接な関係があるため、鉱物学や

結晶学の研究で多く用いられる。偏光顕微鏡

を用いると試料の偏光特性を輝度または色

の変化として観察が可能となる。構造上の最

大の特徴は、コンデンサ部および対物レンズ

と接眼レンズ間の二箇所に配置された２個

の偏光板である。コンデンサ部の偏光子によ

って試料に直線偏光を照射することを可能

にしている。 

光源は、ハロゲンランプやタングステンラ

ンプが用いられる。偏光子（ポラライザ）は

光源からの光を直線偏光とするために偏光

板が配置される。偏光板はニコルプリズム 

が使用されていた。これは方解石（三方晶系

の炭酸カルシウム結晶）の透明度が高い単結

晶を特定の面に切り出し、2枚を張り合わせ

たものである。 

オープンニコルは、光路に偏光子のみを差

し込んだ状態で観察を行う場合を「オープン

ニコル、開放ニコル」と呼ぶ。試料プレパラートを入れない状態で接眼レンズを覗くと明視野に見える。たとえばここに

花崗岩の薄片標本を入れた場合、肉眼および通常の光学顕微鏡では白色透明にみえる石英・長石は鉱物種・結晶の方向に

したがって減光が起こり、白色-灰色-黒色と変化する。クロスニコルは、光路に偏光子に加え、検光子を差し込んで観察

を行う場合を「クロスニコル、直交ニコル」と呼ぶ。この状態で試料プレパラートを入れずに接眼レンズを覗くと暗視野

に見える。これは2つの偏光板によって光線が遮断されているためである。 

表4-1 は、偏光顕微鏡写真の統計である。偏光顕微鏡写真による結果を纏めると、倍率は 47 である。橄欖石は、済州火山島と

富士山に見られ、ロシア、カムチャッカには見られない。普通輝石は、富士山の立堀沢風穴と、ロシア、カムチャッカには見られ

る。単斜輝石は、済州火山島の萬丈窟、富士山の青木ヶ原樹海と犬涼み土靴進み洞窟に見られる。 

３-１.済州火山島、溶岩洞窟と溶岩樹型の偏光顕微鏡観察 

 

 
写真３-１.済州火山島、萬丈窟石柱の偏光顕微鏡写真 

(左側：溶岩、右側：クロスニコル写真)．Ol＝橄欖石、Pl＝輝石、CPx＝単斜輝石 

 

韓国済州道にある溶岩洞窟と溶岩樹型の偏光顕微鏡観察結果について、萬丈窟産の溶岩石柱の溶岩には班晶として、橄欖

表 4-1.偏光顕微鏡写真の統計 
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石・単斜輝石・斜長石があり、萬丈窟産の溶岩橋３F の溶岩には橄欖石・単斜輝石・斜長石があり、ビレモツ窟産の溶岩には橄欖

石・斜長石があり、昭天窟産の溶岩には橄欖石・斜長石があり、そして、翰林邑産の溶岩樹型の溶岩は橄欖石・斜長石が確認さ

れた。 

 

 

写真3-2.済州火山島、万丈窟の溶岩橋３F、偏光顕微鏡写真 

(左側：単ニコル，右側：クロスニコル)．OI＝橄欖石、PI＝輝石、CPx＝単斜輝石 

 

 
写真3-3.済州火山島、ビレモツ窟の偏光顕微鏡写真 

(左側：単ニコル，右側：クロスニコル)．OI＝橄欖石、PI＝輝石、Matrix＝基石 

 

写真3-4.済州火山島、黄金窟の鍾乳石方解石の偏光顕微鏡写真 

(左側：単ニコル，右側：クロスニコル) 
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写真3-5.済州火山島、昭天窟の偏光顕微鏡写真 

(左側：単ニコル，右側：クロスニコル)．OI＝橄欖石、PI＝輝石、Pore＝孔隙（左上と右下） 

 

 
写真3-6.済州火山島、翰林溶岩樹型の偏光顕微鏡写真 

(左側：単ニコル，右側：クロスニコル)．OI＝橄欖石、PI＝輝石 

 

 
写真3-7.済州火山島、万丈窟石柱の偏光顕微鏡写真 

(左側：単ニコル，右側：クロスニコル)．論集３６、左３６００倍と右１２００倍 
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写真3-8.済州火山島、金寧窟の偏光顕微鏡写真 

(左側：単ニコル，右側：クロスニコル)．左３６００倍と右１２００倍 

 

３-２.富士山、立堀風穴（溶岩つらら）の偏光顕微鏡観察.  

溶岩および LS のマントル部、核部は Pl（斜長石）と Ol（橄欖石）を斑

晶にもち、石基は Pl、Au（普通輝石）、Fe-Ti 酸化鉱物および褐色の

Glass（ガラス）からなる。構成鉱物に関して溶岩、LSのマントル部、核部

は同じである。LS の外殻は、地上で空中に飛散した玄武岩マグマ（ペ

レーの涙、ペレーの髪など）が急冷されてガラスになるのに対し、

Fe-Ti 酸化鉱物からなることが確認された。 

富士山にあるLSの試料薄片の偏光顕微鏡観察結果として、渡部・本

間・三輪（1991）は、三ッ池産の熔岩ストロー（横断面と縦断面）につい

て報告があるが、各場所における鉱物名は見あたらない。ＬＳの特徴

は「黒色の外殻部は厚さ約 10μm でほとんど不透明鉱物（Fe-Ti 酸化

鉱物と思われる）からできている。 外殻から内部へ厚さ約 40μm まで

（マントル部）は、さらに内側（核部）に比べ細粒であり、かつ外殻内側

から内部へ垂直に近い急角度で針状の Pｌ（斜長石）、Au（普通輝石）が

成長する。また、マントル部の Fe-Ti 酸化鉱物は核部に比べて微細な

急冷成長の形態をなすことで特徴づけられる。 

LSの横断面（円形）と縦断面（楔型）の外殻の特徴（写真3-9の上段）

は、Glass（ガラス/最上部）、Au（普通輝石/上部））および Pｌ（斜長石/中

央と下部）に観察できる。 LS の横断面（円形）と縦断面（楔型）の核の

特徴（写真3-9 の下段）は、Glass（ガラス/中央部）、Au（普通輝石/中央

部））および Pｌ（斜長石/右側）に観察できる。 LS のマントル部と核部は Pｌ（斜長石）と Ol（橄欖石）を班晶にもつ。 石基は Pｌ（斜

長石）、Au（普通輝石）、Fe-Ti酸化鉱物および褐色のGlass（ガラス）からなる（写真3-9の左側）。 構成鉱物および組織に関して

溶岩、LSのマントル部、核部は同じである。 LSの外殻は、地上で空中に飛散した玄武岩マグマ（ペレーの涙、ペレーの髪など）

が急冷されてガラスになるのに対し、Fe-Ti 酸化鉱物からなることが確認された。図 3-1 は静岡県 富士山の噴出年代である。表

3-1 は静岡県 溶岩流と噴出年代である。 

 

 

写真3-9．静岡県富士山、立堀風穴の溶岩つらら石 
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図3-1.静岡県 富士山の噴出年代 表3-1.静岡県 溶岩流と噴出年代 

 

   

写真3-10．立堀風穴の円形 写真3-10．溶岩つらら石岩 写真3-10．溶岩試料（多微気泡数:2.22 と 1.89 個/ｃｍ2） 

 

  

写真3-11.溶岩試料（多微気泡数:1.43 と 0.69 個/ｃｍ2） 写真3-12.溶岩試料（多微気泡数:2.21 と 2.25 個/ｃｍ2） 

 

本講演は、静岡県富士宮市、立堀風穴にある溶岩試料と溶岩つらら石（LS：鍾乳石）の蛍光 X 線分析と偏光顕微鏡的性格に関

する学術調査（2004 年 10 月 31 日）の一部である。立堀風穴は静岡県内にある西臼塚溶岩流の、緯度 35°18′00″N；経度 

138°42′04″Eに位置し、表富士グリーン観光株式会社敷地内にある。『富士宮の火山洞窟』によると、「この洞窟は、1974年12

月12日、茸狩りの人によって発見された。洞窟における入口は、南北1.9m、東西2.1m、深さ6.6m。表土下に40cmのスコリア層、

その下に 110cm のローム層があり、さらにその下に 125cm の溶岩層があって、洞窟の天井部になっている。」と記述されている。 

本報においては、初めて明らかにされる立堀風穴より産出した溶岩の蛍光X線分析、溶岩とLS試料薄片の偏光顕微鏡観察を行

った結果について報告する。 
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写真3-10.静岡県・富士山、犬涼み山洞窟にある溶岩の偏光顕微鏡写真 

(左側：溶岩、右側：クロスニコル写真)．Ol＝橄欖石、Pl＝輝石、CPx＝単斜輝石 

 

 
写真3-11.静岡県・富士山、立堀風穴にある「溶岩つらら石」の偏光顕微鏡写真 

縦断面(左側：オープンニコル、中央：クロスニコル、右側：反射像)。 

 

 

写真3-12.静岡県・富士山、立堀風穴にある「溶岩つらら石薄片」の偏光顕微鏡写真。 

横断面（12X15mm）と縦断面（14X25mm） 

 

 

写真3-13.静岡県・富士山、立堀風穴にある「溶岩つらら石」の偏光顕微鏡写真 

縦断面(両側：オープンニコル)、Glass：ガラス、Au：普通輝石、Pl：斜長石 
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写真3-14.静岡県・富士山、「溶岩つらら石（縦断面・楔型の縁）」の偏光顕微鏡写真 

A. (左側：オープンニコル、右側：クロスニコル)、Glass=ガラス、Au=普通輝石、Pl=斜長石 

 

 

写真3-15.静岡県・富士山、「溶岩つらら石（縦断面・楔型の芯(中央部）)の偏光顕微鏡写真 

B. (左側：オープンニコル、右側：クロスニコル)、Glass=ガラス、Au=普通輝石、Pl=斜長石 

 

３-３.ロシア、カムチャッカ、Gorely とムトノフスカヤ火山の溶岩洞窟の観察 

ロシアにある Gorely 産溶岩の偏光顕微鏡観察結果として、班晶に普通輝石・斜長石が観察された。岩石名は普通輝石

安山岩である。偏光顕微鏡観察は斑状組織をしている。斑晶は、１～数mm の自形～半自形の斜長石、数mm以下の半自

形～他形の普通輝石からなる。斜長石は集片双晶をなし、累帯構造の顕著なものが多く、集斑状をなすものも見られる。 

普通輝石は自形をなすものは少なく、不定形の普通輝石のみでの集斑状や斜長石と普通輝石とで集斑状をなすものが

見られる。石基はインターサータル組織(填間状組織)をなし、0.1～0.3mm 程度の細長い斜長石や不定形の普通輝石の間

を、褐色のガラス状・粒状の不透明鉱物などが充填している。肉眼的特徴は多孔質な黒色の岩石で、数 mm 以下の白色の

斜長石斑晶が目立つ存在である。 

 

   

写真3-16. Gorely の雪渓洞窟 写真3-17.Gorely の氷河洞窟 写真3-18. Gorely の氷河洞窟の洞口 
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写真3-16は、ロシア・カムチャッカのムトノフスカヤの温泉。20世紀に起った噴火は10回以上。地熱により地下水の水温が

上昇し沸騰泉や間歇泉が出現する。写真3-17 は、天井や壁面、溶岩が完全に見られる洞口の方向を撮影。写真3-18 は、ゴ

レーリ火山の溶岩洞窟の洞口。溶岩流の断面方向から撮影。 

 

   

写真3-19.Gorely の氷河洞床 写真3-20. Gorely の氷河洞壁 写真3-21. Gorely の崩落洞口 

 

写真 3-19 は、床面は、氷結しておりスケートリングとなっている（氷穴）。写真 3-20 は、壁面は、ひび割れが激しくため、壁面

が崩れ落ちた痕跡の状態。写真3-21 は溶岩流が流れる時、洞窟天井の弱い所に生じた洞窟である。 

 

   

写真3-22. Gorely の氷河洞床 写真3-23. Gorely の氷河洞壁 写真3-24. Gorely の崩落洞口 

 

写真 3-22 は、ロシア・カムチャッカのムトノフスカヤ火山。６０フィートを越える厚い断面には「年縞/氷縞」の発達が見事であ

る。黒色部分にはしばしばテフラが挟まれている。写真 3-23 は、ロシア・カムチャッカのムトノフスカヤ火山。洞窟天井の位置

や形態が「氷縞」の層面に支配されている様子が伺える。写真3-24は、Gorelyの崩落洞口でゴレールイ火山カルデラ内の雪

渓洞窟である。 

 

 
  

写真3-25. ムトノフスカヤの氷河洞床 写真3-26. ムトノフスカヤの氷河洞壁 写真3-27. ムトノフスカヤの消滅前線 

 

写真 3-25 はロシア・カムチャッカのムトノフスカヤの温泉。20 世紀に起った噴火は 10 回以上。地熱により地下水の水温が上

昇し沸騰泉や間歇泉が出現する。写真3-26はロシア・カムチャッカのムトノフスカヤ火山。天井から落ちるいくつもの白いロー

ト状の筋は融氷水である。融氷水のクレバスに沿って降下する。写真 3-27 は、ロシア・カムチャッカのムトノフスカヤ火山。中
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央火口丘北側の氷河消滅前線に形成された儚き short lived 洞窟である。 

 

 
写真3-16.ロシアカムチャッカの Gorely 洞窟にある溶岩の偏光顕微鏡写真 

Pl=斜長石，Aug=普通輝石   

 

４.全岩化学組成および考察 
溶岩の試料は新鮮な部分を純水にて超音波洗浄後、タングステンカーバイド製振動粉砕機により粉末とした。試料粉末は

110℃にて乾燥後、山田ほか（1994）に従い高周波ビードサンプラーにより試料と融剤（Johnson Matehey社製Spectroflux 100B）の

量比が 1:2 のガラスビードとして、蛍光X 線装置（リガク社製 RIX2100）により分析した。定量分析に使用した検量線は、地質調査

所標準試料で作成したガラスビードを用いて装置内蔵プログラムにより作成した。 

4-1.蛍光Ｘ線分析による全岩化学組成 

済州島における成分分析値について、萬丈窟石柱は沢・片山(1989)、沢・村田・洪（1990）と沢（1990)、萬丈窟洞窟は沢・

村田・河野（1996）、萬丈窟溶岩橋は沢・井上（1999・2000）、済州島の溶岩は，沢・川村（2000）、沢ら（2004・2005)などであ

る。済州島の洞窟産火山噴出物のSiO2組成範囲は、47.03～53.10wt.%のである。済州島における成分分析値について、萬

丈窟石柱は沢・片山(1989)、沢・村田・洪（1990）と沢（1990)、萬丈窟洞窟は沢・村田・河野（1996）、萬丈窟溶岩橋は沢・井上

（1999・2000）、済州島の溶岩は沢・川村（2000）、沢ら（2004・2005)などである。済州島の洞窟産火山噴出物の SiO2 組成範

囲は、47.03～53.10wt.%のである。 

 

表4-1.済州火山島、溶岩洞窟の蛍光X 線分析値（ｗｔ.%） 
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立堀風穴産の溶岩の化学組成 (wt.%)は、富士山にある溶岩洞窟との比較を行った。立堀風穴の SiO2=50.52(wt.%)は、富

士山の溶岩洞窟の平均岩石値と同じ程度である。三ヶ池穴の SiO2=50.52(wt.%)と TiO2=2.29(wt.%)は、富士山にある溶岩洞

窟値は最高値である。逆に、三ヶ池穴の T-Fe2 O3=10.85(wt.%)と MnO=1.17(wt.%)、MｇO=4.23(wt.%)と Cao=4.88(wt.%)は、富

士山にある溶岩洞窟値は最小値である。立堀風穴のTiO2=1.69、MnO=0.2、K2O=0.96とP2O5=0.40 (wt.%)は、富士山にある

溶岩洞窟の最大岩石値と同程度である。一方、立堀風穴の Al2O3=15.47 と CaO=9.17(wt.%)は、富士山における溶岩洞窟の

最小岩石値と同じ程度である。富士山における成分分析値について、主に溶岩樹型は、富士山の溶岩は、沢・川村（2000）

と沢・井上・小川ら（2001）などである。富士火山洞窟の火山噴出物のSiO2組成範囲は、7.97wt.%(八幡穴)～1.27wt.%(須走胎

内)である。 

  

 4-2.富士火山、溶岩洞窟の蛍光 X 線分析値（ｗｔ.%）

 

 

ゴレーリ洞窟の熔岩試料(K-1、K-3)の蛍光X線分析結果について述べる。ゴレーリ火山はカムチャツカ半島における海

溝側からの 1 列目の火山列に属している。ゴレーリ洞窟の熔岩試料の分析値（（k-1、k-3）を同じ火山列のアバチンスキー

火山の玄武岩（AV1.１、AV1.2：SiO2の 55.82、55.8ｗｔ.%,Tatsumi et al.,1995）と共に図に示した。今回得られたゴレーリ火山

洞窟の火山試料は、他の 2 火山の試料に比べ、玄武岩（k-1、k-3：の 55.12ｗｔ.%、55.09ｗｔ.%）同程度である。次に少ない

Al2O3 の蛍光 X 線分析値は、（k-1＝16.07ｗｔ.%および k-3＝15.85ｗｔ.%）で、k-1 が大きい含有量である。さらに、少ない

T-Fe2O3 の蛍光 X 線分析値は、（k-1：9.41ｗｔ.%および k-3：9.54ｗｔ.%）で、k-1 が小さい含有量である。一方、最大含有量

は､55ｗｔ.%SiO2である。次にはAl2O3の蛍光X線分析値は15.85ｗｔ.%で、共に10ｗｔ.%以上であることが確認できた。その他

は、10ｗｔ.%以下である。詳細はゴレーリ火山の層序に基づく化学的データ、岩石記載資料を未入手のため不明であるが、

熔岩洞窟が最近形成されたものであるならば、最近の火山活動はカルクアルカリ岩系マグマの活動時期にあたっているの

かもしれない。 
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表 4-3. カムチャッカ火山、溶岩洞窟の蛍光 X 線分析値（ｗｔ.%）

 

 

4-2.ケイ酸とアルカリ成分(Na2O+K2O)との関係 

サンプリングした溶岩試料薄片の蛍光Ｘ線分析による全岩化学組成 (wt.%) は、SiO2=50.52、TiO2=1.69、Al2O3=15.47、

Fe2O3=13.12、MnO=0.2、MgO=5.97、CaO=9.17、Na2O=2.52、K2O=0.94、P2O5=0.4 合わせると（total100wt.%)換算）である。

富士火山に見られる溶岩は玄武岩質から流紋岩質まで組成範囲が広い中で、溶岩洞窟は主に玄武岩質である。溶岩のケ

イ酸とアルカリ成分との関係を究明するため、SiO2-(Na2O+K2O)図を用い、溶岩値をプロットできる（Fig.4-1）。  

 

 

図4-1.溶岩洞窟のケイ酸とアルカリ成分(Na2O+K2O) 

 

 ケイ酸（SiO2）とアルカリ成分(Na2O+K2O)との関係は、アルカリ質玄武岩系列（Ａ）、高アルミナ質玄武岩系列（ＡＨ）とソ

レアイト質玄武岩系列（TH）の 3 つの範囲に区分できる（Fig.4-1）。済州火山の溶岩洞窟産のケイ酸（47.03～53.10 wt.%)）と

アルカリ成分（2.90～4.49 wt.%)）の関係である。溶岩洞窟のアルカリ成分は、アルカリ質玄武岩系列（Ａ）とソレアイト質玄

武岩系列（TH）に属している。溶岩洞窟は主に玄武岩質である。溶岩洞窟の岩石のアルカリ成分は、萬丈窟洞窟溶岩橋

を除くと、SiO2 が大きくなるにつれ、(Na2O+K2O も大きくなる傾向である。富士山全体に見られる溶岩洞窟の成分分析値で
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ある立堀風穴（溶岩洞窟）産の溶岩のアルカリ成分は、高アルミナ質玄武岩系列（ＡＨ）属する（Ｆｉｇ.4-1）。富士山に見られ

る溶岩は玄武岩質から流紋岩質まで組成範囲が広い中で、溶岩洞窟は主に玄武岩質である。富士火山に見られる溶岩洞

窟は、SiO2 が大きくなるにつれ、(Na2O+K2O) も大きくなる傾向である。ｶﾑﾁｬｯｶの洞窟産のケイ酸（50.17～55.85 wt.%)）

とアルカリ成分（2.86～5.35 wt.%)）との関係を考察した（Ｆｉｇ.4.下）。ｶﾑﾁｬｯ ｶに見られる溶岩洞窟のアルカリ成分は、

SiO2が大きくなるにつれ、(Na2O+K2O) も大きくなる傾向である。 

図4-1 は、溶岩洞窟のケイ酸とアルカリ成分(Na2O+K2O)の関係図である。Ｘ表示はケイ酸（SiO2）で、Y 表示はアルカリ成分

(Na2O+K2O)である。ケイ酸とアルカリ成分(Na2O+K2O)の関係を究明するため考察方法として、次のような2変数（XとY）の曲線

回帰方程式を与えられる。ここで、X はケイ酸で、Y はアルカリ成分(Na2O+K2O、決定係数は R2である。 

Y=  0.001 X2 －0.881X ＋23.81 ……決定係数(R2 =0.402) ………(4-1) 

ケイ酸（SiO2）とアルカリ成分(Na2O+K2O)との決定係数は,0.402 であることが判明した。 

 

図 4-2 は、済州火山の溶岩洞窟のケイ酸とアルカ

リ成分(Na2O+K2O)の関係図である。Ｘ表示はケイ酸

（SiO2）で、Y 表示はアルカリ成分(Na2O+K2O)であ

る。ケイ酸とアルカリ成分(Na2O+K2O)の関係を究明

するため考察方法として、次のような2変数（XとY）の

曲線回帰方程式を与えられる。ここで、X はケイ酸

（SiO2）で、Y はアルカリ成分(Na2O+K2O、決定係数

は R2である。 

 

Y= -0.0675X2 +6.558X -155.08……決定係数(R2 

=0.737)      …………………………(4-2) 

ケイ酸（SiO2）とアルカリ成分(Na2O+K2O)との決定係

数は、0.737 であることが判明した。 

 

 

 

 

図 4-3 は、富士火山の溶岩洞窟のケイ酸とア

ルカリ成分(Na2O+K2O)の関係図である。Ｘ表示

はケイ酸（SiO2）で、Y 表示はアルカリ成分

(Na2O+K2O)である。ケイ酸とアルカリ成分

(Na2O+K2O)の関係を究明するため考察方法とし

て、次のような2変数（XとY）の直線回帰方程式を

与えられる。ここで、X はケイ酸（SiO2）で、Y はア

ルカリ成分(Na2O+K2O)、決定係数は R2である。 

 

Y=  0.0831X -0.818……決定係数(R2 =0.209) 

……(4-3) 

 

ケイ酸（SiO2）とアルカリ成分(Na2O+K2O)との決

定係数は、0.209 であることが判明した。 

 

 

 

図4-2.済州火山島、ケイ酸とアルカリ成分(Na2O+K2O) 

 

Fig.4-3.富士火山、ケイ酸とアルカリ成分(Na2O+K2O) 
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図4-4 は、カムチャッカ溶岩洞窟のケイ酸とアルカリ成

分(Na2O+K2O)の関係図である。Ｘ表示はケイ酸（SiO2）で、Y

表示はアルカリ成分(Na2O+K2O)である。ケイ酸とアルカリ成

分(Na2O+K2O)の関係を究明するため考察方法として、次のよ

うな 2 変数（X と Y）の直線回帰方程式を与えられる。ここで、X

はケイ酸（SiO2）で、Y はアルカリ成分(Na2O+K2O）、決定係数

は R2である。 

 

Y=  0.0831X -0.818……決定係数(R2 =0.209) ……(4-3) 

 

ケイ酸（SiO2）とアルカリ成分(Na2O+K2O)との決定係数は、

0.209 であることが判明した。 

 

4-3 .ケイ酸 と酸 化 カリウム成 分 (K2O)との関 係  

ケイ酸 と酸 化 カリウム成 分 (K2O)との関 係 について、図中の 2 本の境界線（太線）は Kuno(1966)によるもので、上

部境界線より上の領域がアルカリ玄武岩系列（A）、下部境界線より下の領域がソレアイト玄武岩系列（TH）、 2 本の境界線に挟ま

れる部分が高アルミナ質玄武岩系列（AH ）に属するものである。溶岩は高アルミナ玄武岩系列であることが確認できた。溶岩の

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。境界線は、

Miyashiro（1978）; R.W.Le Maitre（1938）によるもので、溶岩は medium-K の領域であることが確認できた。  
ケイ酸 と酸化カリウム成分K2O との関係は、high-ｋ、medium-ｋと low-ｋの 3 つの範囲に区分できる。済 州 道 における溶

岩洞窟産のケイ酸（47.03～53.10w t . %）と酸化カリウム成分（0.36～1.54w t .%）の関係を比較した（Ｆｉｇ.4-4）。済州火山島におけ

る噴出物の広い範囲では、SiO2 が多くなるにつれ、酸化カリウムは減少の傾向である。立堀風穴産の溶岩のケイ酸と酸化カリウム

成分との関係を究明するため、ケイ酸SiO2（47.97～51.27w t . %）-酸 化 カリウム成 分 K2O（0.52～0.96w t . %）図に、それぞれ

の溶岩の化学組成をプロットした（Ｆｉｇ4-5）。溶岩成分SiO2=50.52ｗｔ.％と K2O＝0 . 94ｗｔ.％関係図にプロットした。 

 
Fig.4-5.溶岩洞窟のケイ酸と酸化カリウムとの関係 

 

 
Fig.4-4.カムチャッカ、ケイ酸とアルカリ成分(Na2O+K2O) 
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図4-6 は、済州火山洞窟のケイ酸と酸化カリウム成分

(K2O) の関係図である。Ｘ表示はケイ酸（SiO2）で、Y 表示は

酸化カリウム成分(K2O)である。ケイ酸と酸化カリウム成分

(K2O)の関係を究明するため考察方法として、次のような 2 変

数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる。ここで、X はケイ

酸（SiO2）で、Y はアルカリ成分(K2O）、決定係数は R2であ

る。 

Y=- 0.0344X2 +3.33X-79.598……決定係数(R2 =0.410) …

…(4-4) 

 

ケイ酸（SiO2）とアルカリ成分(K2O)との決定係数は、0.209 で

あることが判明した。溶岩洞窟の岩石の 酸 化 カ リ ウ ム 成

分 は、玄武岩質の範囲内の SiO2が 48w t . %までに大きく

なるにつれ、K2O は大きくなる傾向である。それからは減少

の傾向である。 

 

図4-7 は、富士火山洞窟のケイ酸とアルカリ成分(K2O)の

関係図である。Ｘ表示はケイ酸（SiO2）で、Y 表示は酸化カリ

ウム成分(K2O)である。ケイ酸と酸化カリウム成分(K2O)の関

係を究明するため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）

の直線回帰方程式を与えられる。ここで、X はケイ酸（SiO2）

で、Y はアルカリ成分(K2O）、決定係数は R2である。 

 

Y=0.038X2 -3.71X＋91.46……決定係数(R2 =0.1297) ……

(4-5) 

 

ケイ酸（SiO2）とアルカリ成分(Na2O+K2O)との決定係数は、

0.1298 であることが判明した。 

 

Fig4-7 の表示は、立堀風穴（溶岩洞窟）産の溶岩である。

溶岩洞窟の岩石の酸 化 カリウム成 分 は、玄武岩質の範囲内の SiO2が 50 w t . %まで大きくなるにつれ、K2O は減少し、さ

らに大きくなる傾向である。立堀風穴産を含む富士山の溶岩洞窟の酸 化 カリウム成 分 は、medium-K の領域であることが確

認できた。立堀風穴（溶岩洞窟）産の溶岩の酸 化 カリウム成 分 （0.94w t . %）について、富士山の洞窟と比較すれば、K2O は

平均値よりやや多い値である。 

 

カ ム チ ャ ッ カ の洞窟産のケイ酸（50.17～55.85w t . % ）と酸

化カリウム成分（0.27～1.96wt . % ）との関係を検討した。図 4-8.

表示は、沢ら（2006）による Gorely 洞窟産の溶岩である。Gorely

洞窟産の酸化カリウム成分は high-ｋの領域である。一方、沢ら

（2006）以外の酸化カリウム成分は、玄武岩質と玄武岩質安山岩

の範囲の low-ｋの領域において、SiO2が大きくなるにつれ、K2O

も緩やかに大きくなる傾向である。カムチャッカの洞窟産のケ

イ 酸（ 50.17 ～ 55.85w t . % ） と 酸化カ リ ウ ム 成分（ 0.27 ～

1.96w t . %）である。Gorely 洞窟産の溶岩は high-K であり、他の

溶岩は kow-K である。 

 

 

 

Fig.4-6.済州火山洞窟、ケイ酸と酸化カリウムとの関係 

 

図4-7.富士火山洞窟、ケイ酸と酸化カリウムとの関係 

 

Fig.4-8.カムチャッカ洞窟、ケイ酸と酸化カリウムとの関係 
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５.済州火山、ケウセツ窟の水質分析および考察  

済州火山島の Kaeuset 窟の成因は溶岩洞窟であり、海食洞ではない。その下部には流動した溶岩流が沈下した跡、洞底には

流水が見られる。南側に枝洞があり、連結洞である。海食洞ではなく、溶岩洞窟である。北端は海面下溶岩洞窟である。海底洞

窟の可能性が大である。水質分析の結果から洞内水の水質汚染はほとんど認められない。 

 

Table２ 済州火山、ケウセツ窟を含む溶岩洞窟の水質分析値（mg/l） 

 
 

生物学的酸素要求量（BOD）に関する試験方法と排水基準はＪＩＳ Ｋ０１０２と160（ｍｇ/ｌ）で、萬丈窟洞窟システム内の水質試験

分析値は、萬丈窟＝26（ｍｇ/ｌ）：沢（1997）と Kaeuset 窟＝1（ｍｇ/ｌ）：沢（2005）である。化学的酸素要求量（COD）の試験方法と排

水基準はＪＩＳ Ｋ０１０２と 160（ｍｇ/ｌ）で、環境基準は２（ｍｇ/ｌ）である。CODに関する萬丈窟洞窟システム内外の水質試験分析値

は、萬丈窟=1.5（ｍｇ/ｌ）：沢（1997）、Kaeuset 窟＝1.1（ｍｇ/ｌ）：沢（2005）および東金寧里海岸=1.4（ｍｇ/ｌ）：沢（2005）である。さら

に、Cu 含有量（排水基準3（ｍｇ/ｌ）の 0．3 未満）は Zn 含有量（排水基準5（ｍｇ/ｌ）の 0．5 未満）、溶解性Fe 含有量と溶解性Mn

含有量（排水基準10（ｍｇ/ｌ）の 1 未満）および F 含有量（排水基準8（ｍｇ/ｌ）の 0．01）未満）であることが確認された。 

 

６.おわりに 

6-1.済州火山、金寧里の海面下溶岩洞窟Kaeuset 窟 

済州火山、金寧里の海面下溶岩洞窟Kaeuset窟をめぐる地形学的諸問題、造洞層の蛍光X線分析と水質分析の結果は、つぎ

のように要約できる。蛍光X 線分析から見た組成はアルカリ玄武岩である。現在、水質分析の結果は安全である。SiO2 の含有率

は、48.80wt.%の玄武岩質(塩基性岩)で、済州火山島内の最小値である｡Kaeuset窟の TiO２とFe２O３は、済州火山島内において最

大級の含有率である。KC の Al２O３、CaO と P２O５は、済州火山島内において中間級の含有率である。KC の SiO２、MnO、MgO、

Na２O と K２O は、済州火山島内において最小級の含有率である。KC は、SiO２とアルカリ性の関係から高アルミナ玄武岩であるこ

とが確定された。 

 

6-2.立堀風穴の溶岩と溶岩つらら石（ LS ） 

立堀風穴の溶岩と溶岩つらら石（ LS ）の蛍光X 線分析（溶岩試料）と偏光顕微鏡観察（溶岩試料薄片と LS）の結果から、次の

ように要約できる。 ① 蛍光X 線分析によると溶岩試料薄片は、 高アルミナ玄武岩系列に属するものである。 ② 偏光顕微鏡
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観察によると LS は、層状構造をなし、構成物，組織上の特徴から、外殻，マントル部、核部に分けられることが明らかになった。 

 

立堀風穴の蛍光X 線分析（溶岩）と偏光顕微鏡観察（溶岩と溶岩つらら石）の結果から、次のように要約できる。まず、蛍光X 線分

析によると溶岩はソレアイト玄武岩系列である。次に、偏光顕微鏡観察によると溶岩には、LS の核部ともに班晶として Au、Pｌと Oｌが

認めらる。また、LS は組織により外殻・マントル・核に分けられる。偏光顕微鏡観察は斑状組織である。斑晶は、１～数ｍｍの自形～

半自形の斜長石、数mm以下の半自形～他形の普通輝石からなる。 斜長石は集片、累帯構造の顕著なものが多く、集斑状をなす

ものも見られる。偏光顕微鏡観察結果として、溶岩には Auｇ（普通輝石）、Pｌ（斜長石）と Oｌ（橄欖石）の結晶が見られる。 

 

6-3.ロシア、カムチャツカ半島の高地の洞窟 

ロシア、カムチャツカ半島で行った日露共同洞窟総合学術調査（2004）の一部である。ゴレーリ火山はカムチャツカ州都である

ペトロパブロフスクの南西側の、北緯 52°27′；東経 158°07′に位置する。11 箇所の火口と複数の噴火丘（熔岩ドーム）をも

ち、さらに山腹には 30 箇所の単成火山（寄生火山）が鎮座している。歴史時代に８回の噴火が記録されており、最後の噴火は

1985 年である。直径13km×12km のカルデラを形成し、爆発性の噴火をする火山のタイプである。 

ゴレーリ火山熔岩洞窟は、ゴレーリ火山の北北西方向にあり、北緯52°36′18″;東経158°00′02″に位置している。 

 本格的な学術調査は行われていないが、BCRA(British Cave Research Association)は、1996 年に Kamchatka Lavatubes の調査

を行い South Tolbachik 火山で 12 本の、北ゴレーリ火山で 14 本の熔岩洞窟の測量図を作成し際に記録されている（SLEZIN 提

供）。 

 試料粉末は 110℃にて乾燥後、山田ほか（1994）に従い高周波ビードサンプラーにより試料と融剤（Johnson Matehey 社製

Spectroflux 100B）の量比が 1:2 のガラスビードとして、蛍光X 線装置（リガク社製 RIX2100）により分析した。 

 

定量分析に使用した検量線は、地質調査所標準試料で作成したガラスビードを用いて装置内蔵プログラムにより作成した。熔

岩試料は新鮮な部分を純水にて超音波洗浄後、タングステンカーバイド製振動粉砕機により粉末とした。 

ロシア、カムチャツカ半島の自然と洞窟において、Gorely 火山にある洞窟については、洞窟を胚胎する蛍光Ｘ線分析結果による

と玄武岩質安山岩である。次に、偏光顕微鏡による観察によると普通輝石安山岩である。一方、溶岩の化学組成分析によると、

Gorely 洞窟の試料（k-1 と k-3）における SiO2 の含有率は、それぞれ５５．１２ｗｔ.%と５５．０９ｗｔ.%の玄武岩質安山岩である。 

 

 Andraichuk, V.N.(1991)は、カムチャツカ及びKurile Islandsの現世(Recent)の溶岩流中にtube-like and sphere-like Cavesの存

在すること、最大のものは カムチャツカ半島 にあり延長約500m の規模を有するものであることを報告している。 

 横山卓雄(1992)は、トルバチック(Tolbachik)火山の 1975～1976 年に割れ目噴火した玄武岩溶岩中の溶岩洞に入洞しいる。ス

コリア原にある四角柱状の塔から下部に 2m 降り直径 30～40cm の穴から入洞、内部で人の歩けるのは約 100m であること、溶岩

つらら(lava stalactite)の存在・コウモリの生息していることなどを記している。 

Slezin, Y.B. & Tsyurupa, A.I.(1996)は、トルバチック(Tolbachik)火山の1975～1976年噴火で生じた玄武岩質～安山岩質玄武岩

溶岩よりなる Zvezda 火山円錐丘中の溶岩洞の調査報告を行っている。 

  富士山火山洞窟研究会は1995年9月に、ニュー・トルバチック(The New Tolbachinsky)火山の南西山麓(標高1,199m～340m

附近)の噴石丘列群から 1973 年に流出した溶岩流中の３本の溶岩洞窟を調査している。そのうちの２本について測量図を作成

し、Yurii Cave No.1, - No.2 と命名した。Yurii Cave No.1 は３層構造を示し総延長は 576m、縄状溶岩床・溶岩球・A タイプ溶岩棚

が観察されている。Yurii Cave No.2 は総延長 213.4m あり、洞床は平坦面で支洞には A タイプ溶岩棚が認められている(小川ほ

か，1997)。 

BCRA(British Cave Research Association)は、1996 年に Kamchatka Lavatubes の調査を行い South Tolbachik 火山で 12 本の、

North Gorely 火山で 14 本の溶岩洞窟の測量図を作成している。 

熔岩の化学組成分析によると、  

① ゴレーリ洞窟の試料（k-1、k-3）における SiO2の含有率は、それぞれ 55.12、55.09ｗｔ.%の玄武岩質安山岩で、富士火山（玄武

岩）や済州火山島（玄武岩と安山岩）の熔岩より高い含有率である｡  

② ゴレーリ洞窟の試料（k-1、k-3）における（Na2O+K2O）含有率は、富士火山や済州火山島の熔岩より高い含有率である｡  

③ ゴレーリ洞窟の試料（k-1、k-3）におけるＴｉO2と T-Fe2O３含有率は、富士火山や済州火山島の熔岩より低い含有率である｡ 
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