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ABSTRACT
This research is a part of a comprehensive academic survey aimed at clarifying the cave
history of the area and preparing documents of cultural heritage studies. This paper is a
limestone cave in the eastern part of Mine City, Yamaguchi Prefecture, 100-200m
underground in Akiyoshidai, with a sightseeing path of about 1 km open. It is Japan's largest
as the limestone cave of Akiyoshi-Cave. Akiyoshi-Cave is flowing down the underground river
for about 1 km from Kotonbuchi to Doguchi in the cave.
Main attractions in the cave: Nagafuchi is a linear underground river with a width of about
15m and a length of 100m. Above Akiyoshi-Cave, there is a rock shelf showing traces of rivers
of tens of thousands of years ago at about 10 meters. Akiyoshi-Cave's hundred plate is a
limestone stage consisting of a group of levee ponds, also known worldwide.
Akiyoshi-Cave's Senjojiki is 80m in width and 175m in length and 35m in height difference.
It is the second largest in Japan (the first in existence) and is a huge cave space. The
sightseeing path is climbing above the large-scale fallen bed that occurred tens of thousands
of years ago.
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1.はじめに
本研究は、地域の洞窟歴史を明らかにして、文化遺産学の資料を作成することを目的としている総合学術調査
の一部である。本稿は、山口県美祢市東部、秋吉台の地下 100-200m にある鍾乳洞で、約 1km の観光路をもって
公開されている。鍾乳洞としては日本最大規模で、洞奥の琴ヶ淵より洞口まで、約 1km にわたって地下川が流れ
下っている。
洞窟（どうくつ、Cave, Grotto, Cavern）とは、地中にある、ある程度以上の大きさの空間をいう。普通、人間が入る
ことの可能なサイズ以上のものを指すことが多く、洞穴（どうけつ、ほらあな）とも言う。水平方向に伸びている横穴
や井戸状に開口している縦穴（竪穴）などがある。洞口部では日光が差し込むこともあるが、氷河洞・雪渓洞などを
除いて、奥部は完全な暗黒の世界と言える。
洞窟内に神仏を祭った例が各地にみられ（宮崎県鵜戸神宮、埼玉県橋立鍾乳洞など）、洞窟そのものをご神体
とする例も多い。
生成作用により、分類すれば、次の通りである。溶食作用、2.波食作用、3.削磨作用、4.洗掘作用、5.風食/風化
作用、6.昇華作用、7.火山作用、8.火成作用、9.裂開作用、10.崩落作用、11.爆発作用、12.膨上作用、13.集積作
用、14.被覆作用 15 造礁作用、16.晶結作用、17.掘削作用。有史後：地下鉱山採掘跡、トンネルや防空壕、地下
水路、地下墓地/寺院、地下住居などがある。
洞窟の生物：洞窟には外界では目にしない、特殊な生物が見られることがあり、まとめて洞穴生物と言うこともあ
る。その性質から、大きく 2 つに分かれる。
人間の利用と文化：洞窟は古くから人間に利用されてきた。文明が発達する以前から、天然の洞窟は往々にし
てヒトの住居となって、主として洞口に休息の場を求めたと考えられる。隠れ場所としては優れているが、ヒトは夜目
が利かないので、奥部までを利用したものではなかったであろう。しかし例外的には、アメリカやヨーロッパの洞窟で
ミネラルの採取や、原始宗教目的での壁画等の作成のために奥深くまで入った例が知られている。
文化的な洞窟：死後の世界や異世界への入り口と見なされた例も多く、イザナギノミコトがイザナミノミコトを求め
て黄泉の国へと行ったのも地下へ続く洞窟を通ってである。琉球地方では、かつて洗骨後の追葬（風葬）のために
石灰岩の小さなほら穴が利用されていた。
洞窟の方言：1.湯釜（北海道：温水が湧く）、2.ワックズ（岩泉：地下水が湧く）、3.フトコロ（青海）、4.ガマ（秩父）、
5.ズリドオシ（安曇）、6.シンキチアナ（小笠原）、7.ウド（伊予）、8.カナチアナ（備中：鍾乳洞の意）、9.ヂバス（秋吉：
縦穴の意）、10.ハトアナ（平尾台：縦穴の意）、11.ムゴ・テゥル・イェー・イョー・ガマ・ガーマ・ガネ・アブ・ミードー・ク
ムイ・グー（琉球）等がある。
本稿は、国家の命運を決定づけた舞台としての秋芳洞を多角的にとらえた実証研究の報告であり、既存の秋芳
洞の関連資料情報を収集して、調査の規模と形態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。国内においては、秋芳洞の関連資料に関する報告は少なく、住民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と考え、筆者らは、回帰方程式によって
勾配と決定係数で解明した。今後の研究課題として、洞窟の保全と環境問題などについて所見を整理したい。さら
に、短時間の調査であったため、未解明の事項が少なくなく、今後も調査を継続する予定であるが、とりあえずこれ
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までの成果の所見を整理した。最後に、秋芳洞の年表と内容を纏めることができた。

2.山口県中央にある美祢市の洞窟環境
2-1.山口県美祢市
美祢市（みねし）は、山口県中央部にある市。日本ジオパーク委員会（JGC）により Mine 秋吉台ジオパークとして、
市内全域が日本ジオパークに認定されている市である。
地勢：山口県のほぼ中心に位置する。四方を山が囲み、特に長門市・萩市との間は中国山地が横たわるため、
冬季は凍結や積雪などがある。さまざまな化石が産出され、土地は石灰質である所が多い。
市名の由来：「山（峰）に囲まれていることから、峰が美祢に転訛した」という説がある。
歴史：昭和 29（1954）年３月３１日：美祢郡大嶺町・伊佐町・於福村・東厚保村・西厚保村・豊浦郡豊田前町が合
併して美祢市（第１次）が発足。平成 20（2008）年３月２１日：美祢郡美東町・秋芳町と合併し、改めて美祢市（第２
次）が発足。隣接地方は中国地方、山陽地方、山陰地方である。面積：228.25km² 総人口:17,323 人（推計人口、
2008 年３月）。隣接自治体:下関市、宇部市、長門市、山陽小野田市、美祢郡秋芳町である。 美祢市役所所在地
は〒759-2292 山口県美祢市大嶺町東分 326-1 である。
産業：明治維新後に開発された大嶺炭田の無煙炭、石灰石の産出などで工業都市として発展。特に大嶺炭鉱
の無煙炭は、戦前の軍艦などの燃料に重宝された。石灰石は全国有数の国内シェアを誇る。大嶺炭鉱が閉山した
後は人口が激減した。現在でも、宇部興産や太平洋セメントによる石灰石の産出を行っており、工業団地の誘致な
どにより工業都市としての発展を図っている。平成 19（2007）年５月、日本初の PFI 方式で設置された刑務所であ
る美祢社会復帰促進センターが豊田前町の工業団地「美祢テクノパーク」内に開設された。市東部の秋芳・美東
地域は秋吉台国定公園を中心とした観光業が主たる産業であり、秋吉台・秋芳洞をはじめとする観光資源が多数
存在する。農業も盛んで、梨やゴボウ・ホウレンソウ（他地域より甘みがあり、生で食べることもできる）が特産である。

2-2.秋吉台
秋吉台（あきよしだい）は、山口県美祢市中・東部に広がる日本最大のカルスト台地。北東方向に約 16km、北西
方向に約 6km の台地上の総面積 54km2、石灰岩の分布（沖積面下の潜在部を含む）総面積 93km2、台地面の標
高 180〜420m である。厚東側によって東台と西台に分けられ、東側地域が狭義の秋吉台（特別天然記念物、国定
公園）である。秋吉台最北部の烏帽子岳を望む。地表には無数の石灰岩柱とともに多数のドリーネ（擂鉢穴）を有
するカッレンフェルトが発達し、地下には秋芳洞、大正洞、景清穴、中尾洞など、400 を超える鍾乳洞がある。カル
スト台地上の降水は、蒸発散以外は全て地下に浸透し、秋芳洞をはじめとする多くの洞窟地下水系を通じ、東台と
西台に降る雨の大半が厚東川に排出する。
東台の主部は広大な草原地となっており、昭和中頃まではドリーネ耕作や飼料用草刈り場として維持するため、
春先に山焼きが広く行われていたが、近年は、草原の景観維持の目的に変わり、毎年 2 月に実施されている。台
上東部の小盆地に集落（長登）がある。
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西台の大半は樹林地で、台地内のカルスト凹地 3 ヶ所に集落（江原、入見と奥河原）がある。東台には秋吉台科
学博物館や秋吉台エコミュージアム、長登銅山文化交流館、秋吉台家族旅行村、秋吉台少年自然の家、秋吉台
ユースホステル、秋吉台道路など、学術研究や観光用の施設が数多く整備されている。西台の麓の美祢市街地に
は美祢市歴史民俗資料館、美祢市化石館がある。

2-3.石灰岩洞窟の秋吉洞窟
秋芳洞（あきよしどうは、山口県美祢市東部、秋吉台の地下 100-200m にある鍾乳洞で、約 1km の観光路をもっ
て公開されている。鍾乳洞としては日本最大規模。洞奥の琴ヶ淵より洞口まで、約 1km にわたって地下川が流れ
下っている。1990 年前後の洞窟探検家による琴ヶ淵から奥への潜水調査の結果、東方約 2.5km にある「葛ヶ穴」ま
で連結し、総延長は約 8,500m に達した。その後の探検によっても延長は伸びており、現在、日本第４位にランクさ
れている。1926 年以前は、滝穴（瀧洞）と呼ばれていた。特別天然記念物。秋吉台国定公園に属する（図 2-5）。
名称：洞口に滝があるために古くから「滝穴」と呼ばれていたが、1926 年（大正 15 年）5 月 30 日、東宮（当時 25
歳の皇太子の裕仁（ﾋﾛﾋﾄ）親王。後の昭和天皇が行啓の折、この鍾乳洞を一時間かけて探勝（予定を 40 分超過）。
昼食時、「滝穴」の名称について話題となる。東宮が質問したところ、時の山口県知事の大森吉五郎は、以前から
称え伝えた名称であり、その所在地の者がかく称えていたと回答。すると、時の内大臣だった牧野伸顕から「滝穴」
とは何だか名実相伴しない観があるから何とか名称をつけかえたらよかろうとの提案があった。これに対して大森は、
天下に誇るべきこの鍾乳洞にふさわしい名を殿下から戴くことは畏れ多いことなので牧野内大臣から命名していた
だきたいと答えたが、牧野曰く、この「滝穴」の名は今回の行啓記念に殿下の思召によって近く改めて一段の光彩
を添えることがよかろうとのことだった。公式には、大森県知事から侍従長の入江為守に新たな名称の撰定を依頼
したと記録されている。大正 15（1926）年６月１７日、防長新聞は「秋吉の滝穴に、入江侍従長から「秋芳洞」と命名
された」と報じた。
「秋吉洞」と命名されたと当初は解釈された（現地の旧村名が「秋吉村」でもあった）。しかしこの字について、念
のため折返し知事に照会した結果「よしの字は芳なり」との返電があったので「秋芳洞」と書くことが判明した。
こうして６月２３日、大森県知事から村長に「秋芳洞」の名が伝達された。７月１４日、当時の秋吉村の村長（根来
義興）は内務大臣に対し、「瀧穴」を「秋芳洞」、洞窟内名称の一部変更を届け出た。
上述のとおり、当初から「秋芳洞」は「あきよしどう」が正式な読み方であるが、実際には「しゅうほうどう」と読まれる
ことが多く、1955 年に秋吉村を含む４箇村が合併した際には町名を秋芳町（しゅうほうちょう）とした。その後、昭和
38（1963）年に山口国体が開催された際、秋芳町が多数の観光客の来訪を予期して宮内庁に秋芳洞の読み方を
再確認し、「あきよしどう」であるとの回答を得たが、現在も地元では、「しゅうほうどう」の読みも普及している。
洞内の主な名所：長淵：幅約 15m、長さ 100m の直線的な地下川。上方約 10m に数万年前の川の跡を示す岩
棚がある。百枚皿：世界的にも知られている一群の畦石池からなる石灰華段。東宮行啓前は縮皿。洞内富士：直
径約 5m の巨大な石柱。下部はフローストーンで裾広がりとなり、富士山のようなスロープをつくっている。長淵付近
の千畳敷：幅 80m、長さ 175m、高低差 35m、日本第 2 位（現存では第 1 位）の巨大な洞内空間。観光路は数万年
前に生じた大規模な落盤層の上を登っている。
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傘づくし：昔の傘屋のように、
天井から沢山の鍾乳石が傘の
ようにぶら下がっている。改称
前は傘屋。大黒柱：鍾乳石と石
筍がつながって、天井を支えて
いるかのような石柱をつくって
いる。
黄金柱（こがねばしら）：高さ
約 15m の巨大な石柱状フロー
ストーン。
秋芳洞のシンボル。昔は金
の釣柱（金柱とも）と呼んだ。
五月雨御殿：無数の鍾乳石
が天井から下がっている大空間
である。名所名の中には明治

図 2-1.秋吉台にある秋芳洞の模式断面図

末の梅原文次郎による開発時
とは変わっているものもある。美祢郡細見絵図が描かれた江戸時代末の 32 景の名は不明であるが、日本各地を巡
り歩くことを楽しみとしていた地元の人が名付けたものという。百枚皿（旧名、縮皿）、千町田（〃百町田）、傘づくし
（〃傘屋）、黄金柱（〃金柱）、岩谷観音（〃穴観音）、黒谷（〃地獄）など 6 名称は東宮行啓後、洞名と共に入江東
宮侍従長から改名されたものである（図 2-1）。

３.石灰岩洞窟の秋吉洞窟と自然観察
3-1.山口県景清洞

写真 3-1.山口県景清洞、華麗に広が

写真 3-2.山口県景清洞、珊瑚塊が

写真 3-3.山口県景清洞、珊瑚塊のつらら

る珊瑚状天井、横穴と地下川洞

つらら状にぶら下がり、スケ－ルが太

状。炭酸カルシウムを含んだ水が作用し

い石群。

た成長模様。
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壇ノ浦の戦い（だんのうら）は、平安時代の末期の元暦 2 年/文治元（1185）年３月２４日～４月２５日）に長門国赤
間関の壇ノ浦（現在の山口県下関市）で行われた戦闘。栄華を誇った平家が、滅亡に至った治承・寿永の乱の最
後の戦いである。壇ノ浦の戦いに敗れた平家の武将「平景清」が落ちのびて、この洞窟に潜んでいたと伝えられて
おり、景清洞の名の由来になっている。洞内も「兜かけ」「景清明神」「景清つらら」「景清のどんちょう」など、平景清
にちなんだネーミングがつけられ、壁や天井にはポケット（洞内の天井や壁に穿たれた半球状の窪みのこと）、ノッ
チ（洞の壁に見られる水平な溝のこと）、スカラップ（水流の浸食作用でえぐられた跡の中で、貝殻状の窪んだえぐり
跡のこと）が多数見え、天然彫刻を楽しむことができる。
写真 3-1 は、山口県景清洞、華麗に広がる珊瑚状天井、横穴と地下川洞が見られる。写真 3-2 は、山口県景清洞、珊瑚
塊がつらら状にぶら下がり、スケ－ルが太い石群である。写真 3-3.山口県景清洞、珊瑚塊のつらら状。炭酸カルシウムを含ん
だ水が作用した成長模様である。

写真 3-4.山口県景清洞、フロ‐スト-

写真 3-5.山口県景清洞、壇ノ浦の戦

写真 3-6.山口県景清洞、てんぐ

ン。地下水洞窟は珊瑚水で、感動的

いに敗れた平家の武将「平景清」から

岩、貫通型鍾乳洞，照明整備の

な流石群。

景清洞にある。

観光コースである。

写真 3-4 は、山口県景清洞、フロ‐スト-ン。地下水洞窟は珊瑚水で、感動的な流石群である。写真 3-5 は、山口県景清洞、

壇ノ浦の戦いに敗れた平家の武将「平景清」から景清洞になる。写真 3-6 は、山口県景清洞、てんぐ岩、貫通型鍾乳洞，
照明整備を整った観光コースである。
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3-2.山口県秋吉洞

写真 3-7.山口県秋吉洞、フロ‐スト-ン。日

写真 3-8.山口県秋吉洞、松茸状の

写真 3-9.山口県秋吉洞、珊瑚石灰

本の三大鍾乳洞にある大松茸状の重合体

石筍、天井から落下珊瑚が成長した

華柱、黄金柱・高さ 28m・幅 8ｍの黄

の流石壁

曲瘤状

褐色筋

写真 3-7 は、山口県秋吉洞、フロ‐スト-ン。日本の三大鍾乳洞にある大松茸状の重合体の流石壁である。写真 3-8 は、山
口県秋吉洞、松茸状の石筍、天井から落下珊瑚が成長した曲瘤状である。写真 3-9 は、山口県秋吉洞、珊瑚石灰華柱、黄金
柱・高さ 28m・幅 8ｍの黄褐色筋である。

写真 3-10.山口県秋吉洞、百枚皿。

写真 3-11.山口県秋吉洞、地底湖、豊

10 数個の階段状に形成、500 以上の

富な水量の洞内最大淵。高さ 20m、長

石灰華段丘群

さ 70ｍ

写真 3-12.山口県秋吉洞、
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写真 3-10 は、山口県秋吉洞、百枚皿。10 数個の階段状に形成、500 以上の石灰華段丘群である。写真 3-11
は、山口県秋吉洞、地底湖、豊富な水量の洞内最大淵。高さ 20m、長さ 70ｍである。写真 3-12 は、山口県秋吉洞
である。

写真 3-13.山口県秋吉洞、河内富士周

写真 3-14.山口県秋吉洞、龍の抜

写真 3-15.山口県秋吉洞、「かぼち

辺の地形。天井を雲状にたとえるとそ

け穴

ゃ岩」、地下水が石灰岩を洗い、

の頂を突き刺した連想

石灰華にみられるに類似

写真 3-13 は、山口県秋吉洞、河内富士周辺の地形。天井を雲状にたとえるとその頂を突き刺したものの連想で
ある。写真 3-14 は、山口県秋吉洞、龍の抜け穴である。写真 3-15 は、山口県秋吉洞、「かぼちゃ岩」、地下水が
石灰岩を洗い、石灰華にみられるものに類似したものである。

3-3.山口県の洞窟生物

写真 3-16.山口県秋吉

写真 3-17.山口県秋吉

写真 3-18.山口県秋吉洞、メ

写真 3-19.山口県秋吉

洞、カタツムリ（蝸牛）は、

洞、ショクヨコエビ（横蝦海

クラヨコエビ、（横蝦、-海老）、

洞、蛙（カエル）、良く鳴

陸に棲む巻貝類、有肺

老）、甲殻亜門・軟甲綱・

甲殻亜門・軟甲綱・端脚目、

く事で有名、脊椎動物亜

類の殻が細長

端脚目、魚類

魚類

門類の動物
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写真 3-16 の山口県秋吉洞、カタツムリ（蝸牛）は、陸に棲む巻貝類、有肺類の殻が細長である。写真 3-17 は、
山口県秋吉洞、ショクヨコエビ（横蝦海老）、甲殻亜門・軟甲綱・端脚目、魚類である。写真 3-18 は、山口県秋吉洞、
メクラヨコエビ、（横蝦、-海老）、甲殻亜門・軟甲綱・端脚目、魚類 写真 3-19.山口県秋吉洞、蛙（カエル）、良く鳴く
事で有名、脊椎動物亜門類の動物である。

山口県秋吉洞にある貝類のカタツムリ（蝸牛）・魚類のショクヨコエビ（横蝦海老）・魚類のメクラヨコエビ、
（横蝦、-海老）と脊椎動物亜門類動物の蛙（カエル）を紹介する。

写真 3-20. 山口県秋吉洞、

写真 3-21. 山口県秋吉洞、

写真 3-22.山口県秋

写真 3-23.山口県秋吉洞、

秋吉ホラヒメ蜘蛛、クモ目に

ヤスデ（馬陸）、節足動物、

吉洞、ハネカクシ、

オオゲジ虫。体長 7cm、ム

属する動物 、網を張り、虫 細く短い多数の歩脚で、数 前翅が小で後翅が

カデなどの唇脚に属す。

を捕食する

褐色艶の昆虫

は異なる

大の昆虫

写真 3-20 は、山口県秋吉洞、秋吉ホラヒメ蜘蛛、クモ目に属する動物、網を張り、虫を捕食する。写真 3-21
は、山口県秋吉洞、ヤスデ（馬陸）、節足動物、細く短い多数の歩脚で、数は異なる。写真 3-22 は、山口県秋吉
洞、ハネカクシ、前翅が小で後翅が大の昆虫である。写真 3-23 は、山口県秋吉洞、オオゲジ虫。体長 7cm、ムカ
デなどの唇脚に属す。褐色艶の昆虫類である。

山口県秋吉洞にある昆虫を捕食する秋吉ホラヒメ蜘蛛、節足動物のヤスデ（馬陸）、昆虫のハネカクシ
とオオゲジ虫を紹介する。

10

写真 3-24.山口県秋吉洞、

写真 3-25.山口県秋吉洞、

写真 3-26.山口県秋吉洞、ト

写真 3-27.山口県秋吉

ガロア虫、昆虫、綱ガロア

コムシ、昆虫に属する。節

ビ虫（粘管目）、跳躍器や粘

洞、ホラアナナガコ

ムシ目の虫、コオロギモド

足動物門 六脚上綱 内

管器官と触角に筋肉、節足

虫、白色の透明、細長

キとも言う

顎綱、乳白色

動物門

い体が特徴

写真 3-24 は、山口県秋吉洞、ガロア虫、昆虫、綱ガロアムシ目の虫、コオロギモドキとも言う。写真 3-25 は、山
口県秋吉洞、コムシ、昆虫に属する。節足動物門 六脚上綱 内顎綱、乳白色である。写真 3-26 は、山口県秋吉
洞、トビ虫（粘管目）、跳躍器や粘管器官と触角に筋肉、節足動物門である。写真 3-27 は、山口県秋吉洞、ホラア
ナナガコ虫、白色の透明、細長い体が特徴である。

写真 3-28.山口県秋吉洞、コウモリ（蝙蝠）、脊椎動物亜門哺乳綱コウモリ目に属する動物。別名に天鼠（てんそ）、飛鼠
（ひそ）がある。コウモリ目は翼手目ともいう。約 980 種、ネズミ目（齧歯類）に次いで大きなグループとなっている。左は出
産前の胎内、超音波の交信の識別能力、洞窟性のデングコウモリ（蝙蝠）、キクガシラ蝙蝠・コキクガシラ蝙蝠・ユビナガ
蝙蝠
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４.石灰岩洞窟である秋吉洞窟の地下水の水質分析
秋芳洞から流れ出ている地下水も、洪水の時には濁りがあるが、良い天気が長くなると、よく澄んだ水となる。洞
口の淵の所では水は青みがかっていて、底までが透き通って見える。しかし、この地下水も秋吉台上に降った雨水
が石灰岩の残留粘土（テラ・ロッサ）の中に浸みこみ、そして石灰岩の割れ目を通って地下川に流れる。さらに、大
雨の時には、ドリーネやポノールから流れ込んだ地上水も含まれ、そのため、この水は、「テラ・ロッサ」や石灰岩中
に含まれている。
秋吉台上にある「テラ・ロッサ」の表面には、風によって運ばれたナトリウム(Na)や塩素（Ｃｌ）が溜まっていて、テラ・
ロッサの中に含まれる共に、マグネシウム(Mg)、カルシウム（Ｃａ）とケイ酸分(SiO2)なども含まれている。石灰岩の主
成分は炭酸カルシウム（ＣａＣ０３）である。秋吉台上に降る雨水には、もともとナトリウムや塩素が含まれテラ・ロッサ
や石灰岩中に含まれている成分も溶かし込んだりして、地下水となり流れる。
秋芳洞の地下水は、地下の深い所を通って流れているため、水温は年間を通してほぼ一定で、14 度～16 度で
ある。そのため、夏は冷たく感じ、反対に冬は暖かく感じる傾向である。水素イオン濃度（ｐＨ）は 7.3～8.0 で弱アル
カリ性を示す。石灰岩中を通って流れているので、気になるのがカルシウム(Ca)の含有量で、わが国の河川の平均
が 5～１０ ppm に対して秋芳洞から流出しているので水は 50～60ppm で、極めて硬度の高い地下水といえる。表
4-1 は、秋吉台科学博物館（杉村昭弘）の含有量を参考にして、化学量論的に考察を行った。

表 4-1.秋吉台南部地域の秋吉洞地下水の化学成分の含有量
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ケイ酸と秋芳洞地下水の Na, K と Mg（ｐｐｍ）成分との関係を究明するため、それぞれの熔岩の化学組成を
プロットした。ケイ酸（SiO2）と秋芳洞地下水の Na, K と Mg（ｐｐｍ）成分との関係の成分である（図 4-1）。関係式
は、散布図に引かれた直線の方程式によって求め、ケイ酸（SiO2）が増大するにつれ、Na, K と Mg は、わずか
だが増大の傾向にあることがわかる。 勾 配 は 0 . 0 7 1 か ら 0 . 1 3 0 で あ り 、 そ の 差 は 0 . 0 5 9 で あ る 。
決 定 係 数 は異 なって 0.120 から 0.361 であることが判 別 できる。

Na(ppm) ＝0.130 ケイ酸 +3.306・・・・・・・・・・・R2=0.120・・・・・・測量値・・・・・・・・（4-1）
Mg(ppm) ＝0.137 ケイ酸 +0.484・・・・・・・・・・・R2=0.605・・・・・・測量値・・・・・・・・（4-2）
K (ppm) ＝0.071 ケイ酸 +0.015・・・・・・・・・・・R2=0.361・・・・・・測量値・・・・・・・・（4-3）

図 4-1.秋芳洞地下水 Na,K,Mg（ｐｐｍ）の含有量

図 4-2.秋芳洞地下水 Ca と Cl（ｐｐｍ）の含有量

ケイ酸と秋芳洞地下水の Ca と Cl（ｐｐｍ）成分との関係を究明するため、それぞれの熔岩の化学組成をプロッ
トした（図 4-2）。関係式は、散布図に引かれた直線の方程式によって求めると、ケイ酸（SiO2）が増大するにつれ、
Ca はわずかな減少傾向で、Cl は増大が示される傾向が示される。 Ca と Cｌの勾 配 は 、 そ れ ぞ れ 1.759 と
0.153 で あ り 、 が そ の 差 は 1 . 6 0 6 で あ る 。 Ca と Cｌの決 定 係 数 は 異 な っ て 0.577 と 0.086 で 、 そ
の差 は 0.491 あることが判 別 できる。

Ca(ppm) ＝1.759 ケイ酸 +64.62・・・・・・・・・・・R2=0.577・・・・・・測量値・・・・・・・・（4-4）
Cl(ppm) ＝0.153 ケイ酸 +5.982・・・・・・・・・・・・R2=0.086・・・・・・測量値・・・・・・・・（4-5）

図 4-3 は、秋芳洞地下水の７ヵ所の水温（℃）とｐH の比較を行ったものであり、水温の範囲は１４.4℃から１
5.9℃であった。その差は 1.5℃である。一方、ｐH は 7.35 から 7.96 で、その差は 0.61 である。
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図 4-3.秋芳洞地下水の 7 ヵ所の水温（℃）とｐH の比較

図 4-4.秋芳洞地下水の SiO2 とアルカリ性との関係

ケイ酸と秋芳洞地下水のアルカリ（ｐｐｍ）性との関係を究明するため、それぞれの熔岩の化学組成をプロット
したものである（図 4-4）。関係式は、散布図に引かれた直線の方程式によって求められる。ケイ酸（SiO2）が増大
するにつれ、アルカリ性は増大傾向を示し、勾 配 は そ れ ぞ れ 0 . 4 1 0 で あ る 。 決 定 係 数 は 0.848 で あ
ることが判 別 できる。

アルカリ性(ppm) ＝0.410 ケイ酸 +1.924・・・・・・・R2=0.848・・・・・・測量値・・・・・・・・（4-6）
図 4-5 は、秋芳洞地下水の採集場所と含有量との関係を示したものである。秋芳洞地下水の最大含有量は Ca
であり、最小含有量はカリウムで 0.14ｐｐｍである。

図 4-5.秋芳洞地下水の採集場所と含有量との関係

図 4-6.秋芳洞地下水のケイ酸とアルカリ度

ケイ酸と秋芳洞地下水のアルカリ度（ｐｐｍ）成分との関係を究明するため、それぞれの熔岩の化学組成をプ
ロットした（図 4-6）。関係式は、散布図に引かれた直線の方程式によって求めると、ケイ酸（SiO2）が増大するに
つれ、アルカリ度は減少傾向を示し、勾 配 は 0.069 であ り 、 決 定 係 数 は 0.441 で あ る こ と が 判 別 で
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きる。

アルカリ度(Meq/l) ＝-0.069 ケイ酸 +2.978・・・・・・・・・・・R2=0.441・・・・・・・測量値・・・・・・（4-7）

５.おわりに
本研究は、地域の洞窟歴史を明らかにして、文化遺産学の資料を作成することを目的としている総合学術調査の
一部である。本稿は、山口県美祢市東部、秋吉台の地下 100-200m にある鍾乳洞で、約 1km の観光路をもって公
開されている。Akiyoshi-Cave の鍾乳洞としては日本最大規模であり、Akiyoshi-Cave は洞奥の琴ヶ淵より洞口ま
で、約 1km にわたって地下川が流れ下っている。洞内の主な名所：長淵は幅約 15m、長さ 100m の直線的な地下
川である。Akiyoshi-Cave の上方には、約 10m に数万年前の川の跡を示す岩棚がある。Akiyoshi-Cave の百枚皿
は、世界的にも知られている一群の畦石池からなる石灰華段である。Akiyoshi-Cave の千畳敷は幅 80m、長さ

175m と高低差 35m であり、日本第 2 位（現存では第 1 位）の巨大な洞内空間である。観光路は数万年
前に生じた大規模な落盤層の上を登っている。
Na(ppm) ＝0.130 ケイ酸 +3.306・・・・・・・・・・・R2=0.120・・・・・・測量値・・・・・・・・（5-1）
Mg(ppm) ＝0.137 ケイ酸 +0.484・・・・・・・・・・・R2=0.605・・・・・・測量値・・・・・・・・（5-2）
K (ppm) ＝0.071 ケイ酸 +0.015・・・・・・・・・・・R2=0.361・・・・・・測量値・・・・・・・・（5-3）
Ca(ppm) ＝1.759 ケイ酸 +64.62・・・・・・・・・・・R2=0.577・・・・・・測量値・・・・・・・・（5-4）
Cl(ppm) ＝0.153 ケイ酸 +5.982・・・・・・・・・・・・R2=0.086・・・・・・測量値・・・・・・・・（5-5）
ケイ酸に対する最大勾配数はカルシウム 1.759 であり、最小勾配数はカリウム 0.071 である。一方、
ケイ酸に対する最大決定係数はマグネシウム 0.605 であり、最小勾配数は塩素 0.086 であることが判明
できた。
アルカリ性(ppm) ＝0.410 ケイ酸 +1.924・・・・・・・R2=0.848・・・・・測量値・・・・・・（5-6）
アルカリ度(Meq/l) ＝-0.069 ケイ酸 +2.978・・・・・・R2=0.441・・・・・測量値・・・・・・（5-7）
ケイ酸に対するアルカリ性(ppm)とアルカリ度(Meq/l)の勾配は、それぞれ 0.410 と-0.069 である。一方、
ケイ酸に対するアルカリ性(ppm)とアルカリ度(Meq/l)の決定係数は、それぞれ 0.848 と 0.441 である。す
なわち、逆の傾向であることがわかる。
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別表.山口県、秋芳洞の年表と内容
和暦

西暦

秋芳洞の内容
付加体として地下深く（約 10km?）に埋もれていく海山・珊瑚礁群は、プレートから剥ぎ取ら
れる過程で横圧力によって大きく横臥褶曲し、地層の上下が逆転する地質構造をつくるとと
もに、２億３千万年前には押し上げられ、山脈の一部に石灰岩層が露出した

第三紀以前

約 500 万年以前のカルスト地形の様子はよく分かっていないが、次のような歴史をへて、多
数のドリーネや鍾乳洞が形成され、現在のようになった。

約 2000 万年前

① 低位の準平原形成。現在の秋吉台上を被っている赤色土中には、円磨された石英砂
粒が広く普遍的に含有され、準平原時の堆積物に由来するものと推定された。
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約 500 万年前

② 約 500 万年前、標高 600m の隆起準平原化。

370 万年前

③ 標高 300m まで古厚東川の侵食が進み、準平原地形から台地地形へ変化。

110 万年前

④ 標高 100m まで厚東川の侵食が進む。同時に秋吉台上も溶食によって次第に低くな
り、今の秋吉台に近くなった。秋芳洞の形成が開始した。

8〜9 万年前

⑤ 阿蘇カルデラの巨大噴火（正確には噴火の結果、カルデラができた）によって高温の火
砕流が萩近くまで達し、秋吉台も大量の火山灰に広く被われた。

約 1 万年前

⑥標高 45m まで厚東川の侵食が進んだ後、沖積層の厚い堆積によって厚東川は現標高
80m 付近を流れるようになる。

7〜10 世紀

秋吉台東部（美祢市美東町長登地区）で、わが国最古の銅山、長登銅山が開発され、精錬
が行われた。長登の地名は、奈良の大仏鋳造に本地産の銅が献納されたことをいう「奈良
登り」の訛と伝えられている。 以後、中世〜近代を通じて本地区には、いくつもの鉱山が稼
行されたが、1960 年坑道の出水により操業が停止され、翌々'62 年長登銅山としての終焉
を迎えた。

10 世紀

「延喜式」の付録「和名考異」中に、長門国美祢郡に石薬として鍾乳石を産することが記載。
大干ばつに際して大洞寿円禅師が洞内で雨乞修法を行い、満願三七日目の豪雨による洪水に入寂

正平 09

1354 したのが開山とされる。秋古、白住寺開山寿円禅師が滝穴（秋芳洞）にこもり、雨乞修法成就して、龍
が淵にて入寂した。

享保 10

1725 地下上申にて「滝穴 32 景あり」と記されている。

享保 12

1727 〜1729 年の地下上申絵図

享保 14

1729 描かれた地下上申絵図（秋吉村）に滝ノ口、弘谷滝、稲川の名が見られる。

宝暦 11

1761 〜1763 年の宝暦小村絵図から、台上でドリーネ耕作（窪畑）があった。

天保 01

1830 1843 年の旱魃に際して地元民が大挙して洞奥を探った。

天保 14

1843 萩医学館本草学出精の者６、７人が美祢郡秋宵広谷に鍾礼石の採集に出張。

弘化年

1844 編纂された防長風土注進案には、秋吉村の名所旧跡の項、滝穴中に千畳敷や高桟敷の語が見られ
～ る。地元民が大勢して奥まで入るとも記されている。また、流れ出る川について、「秋吉台の上流の村
1847 で秋に刈り干していた稲が大雨で流失し、滝川と呼ぶ。防長風土注進案の美祢宰判に滝穴の記述。

間

防長風土注進案に秋吉台の名がある。滝穴（今の秋芳洞）の洞内見物に関する記述がみら
れる。
弘化 4

1847 萩の医学館の者数名が石薬の鍾乳石を採取のために滝穴と蝙蝠穴へ訪れた。

文久 2

1862 年に刊行された美祢郡細見絵図中に、滝穴の 32 景の記述。

明治 18

1885 ～1945、東台の一部が旧日本軍の演習地（大田演習場）となった。大田演習場は終戦後ニ
ュージーランド軍、米軍による強制接収と射撃演習地への利用、一時は自衛隊が使用。

明治 36

1904

~1905 年頃、英国王立地理学会員エドワード・ガントレットにより、洞内渡し船が寄贈。
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明治 37

1907

鉱山業者の梅原文次郎の依頼によってエドワード・ガントレット、中目 覚氏が梅原文次郎の依頼
で、滝穴を学術調査。

明治 41

1908

明治 42

1909 ガントレットが英国ヨークシャーの紀行誌に瀧穴の概念的平面図を紹介した。梅原文次郎により観光

大阪時事新報の一記者が初めて黒谷支洞の底を探り、中目 覚が琴ヶ淵までの全容を明らか。

洞として開発され、盛大な開窟式が行われた。エドワード・ガントレットの滝穴紹介文が英国の雑誌に
掲載された。梅原文次郎が滝穴開宮武を主催する。観光洞として滝穴の開発が行われた。
大正 8

1919 滝穴の天然記念物調査が行なわれた。

大正 9

1920

大正 11

1922 滝穴と景清穴が国の天然記念物に、大正滝穴が天然記念物に指定された。同時に滝穴の管理は

内務省天然記念物調査団により初めて詳細な測量図が作成された。

秋吉村に移った。天然記念物主務大臣より秋吉村による管理を命じられる。
大正 12

1923 秋吉村による管理と経営を開始した（それまでは広谷部落による）。大正洞と中尾洞が天然記念
物に指定された。小沢儀明が日本初の大規模な横臥褶曲構造説を秋吉台で提唱した。

大正 14

1925 電灯による洞内照明を開始。滝穴に電灯の施設が許可された。

大正 15

1926 皇太子殿下（今上天皇）が滝穴に行啓された。洞名が滝穴から秋芳洞に改められた。

昭和 02

1927 岩根又重氏の「天下の奇勝秋芳洞」が刊行された。

昭和 03

1928 地獄台が天然記念物に指定

昭和 05

1930 岩根又重氏の「秋芳潤の概要」が山口県より発行された。

昭和 15

1940 浜田清吉氏の「秋吉台の研究」が出版された。

昭和 24

1949 皇太子鮭下が秋芳洞を探勝された。

昭和 26

1951

昭和 27

1952 秋芳洞が特別天然記念物に指定された。

昭和 30

1955 東台の大半が国定公園に指定。エレべーターが完成。

昭和 31

1956 フランスのコアフエ博士を迎え、日仏合同で秋芳洞の学術調査が行なわれた。

昭和 34

1959 バーリン氏、コウモリ調査のため秋芳洞を訪れる。秋吉台科学博物館が設立される。

昭和 35

1960 水銀灯等による大規模な洞内照明を開始。

昭和 36

1961 東台の主部が天然記念物に（1958.2.29 文化財保護委員会決定）、

昭和 37

1962 秋芳洞琴ケ淵の潜水調査が行われた。太田正道氏らが潜水した。

昭和 38

1963 黒谷支洞が開発さ机 トンネルができた。天皇陛下が秋芳洞に御幸された。

昭和 39

1964 特別天然記念物に指定された。

昭和 40

1965 住友セメント(株)秋芳鉱山が、西台にセメント向けに大規模な石灰石採掘事業を開始した。

昭和 45

1970 秋吉台道路が開通した。

昭和 47

1972 もぐらケイビングクラブが琴ヶ淵を潜水し、新潟（玉串第一潟）を発見した。

昭和 49

1974 もぐらケイビングクラブが再び琴ヶ淵の奥で新制圧串第二回）を発見した。

昭和 60

1985 西日本洞窟潜水研究会が琴ケ淵奥で第３新潟を発見した。

(or 1952)年に長湯に桟橋ができ、渡舟が廃止。
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昭和 62

1987 九州大学水質研究グループによって、エレペーター下で新支潟が発見された。また、西日本洞窟潜
水研究会が琴ケ淵奥で新潟（第４特洞と第５特訓）を発見した。さらに「秋芳洞を調べる会」が発足。

平成 17

2005 ３つの鍾乳洞、景清穴、大正洞とあわせ、秋吉台地下水系という名称でラムサール条約登録湿地と
なる。

平成 19

2007 秋吉台とともに日本の地質百選に選定された。

平成 27

2015 「Mine 秋吉台」として日本ジオパークに選定された。

