
79群馬県立自然史博物館研究報告（14）：79－94，付図2枚 2010

Bull.Gunma Mus.Natu.Hist.（14）：79－94，fig,2  2010

原著論文

受付：2010年1月8日，受理：2010年2月14日

岩手県岩泉町の氷渡洞におけるケイブシステムと二次生成物

菊池正志1・山内　正1・伊勢典昭1

大山夏生1・大崎善成1・長谷川善和2

1日本洞穴探検協会：〒262-0014千葉市花見川区さつきが丘2-10-22-402

（jcck@lake.ocn.ne.jp）
2群馬県立自然史博物館：〒370-2345群馬県富岡市上黒岩1674-1

（hasegawa@gmnh.pref.gunma.jp）

要旨：1972年から2009年までの氷渡洞の調査結果を報告した．総延長は6,000m以上である．

当ケイブシステムには三層以上の帯水期と急速な下刻による浸食作用があったことがわかる．

洞内の二次生成物は多彩で，国内の他の洞穴でみられない形態のものが多数発見された．
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Abstract：The Akka Limestone, which runs 50 km from north to south and extends 5 km in maximum
width from east to west, widely distributes the Iwaizumi Town, eastern part of Morioka City,
northeastern Japan.  The limestone is crystalline substance, and the geological time is difficult to
determine, however, it has been estimated as Triassic by conodont biostratigraphy.  There are several
limestone caves in the rock body: the Ryusen-do Cave in the southernmost part; the Akka-do and the
Shigawatari-do caves in the central part; the Uchimagi-do Cave and several small caves in the northern
part.  The Ryusendo-Cave and the Akka-do Cave have been recognized as a national natural treasure in
Japan.  The Shigawatari-do Cave situated near the Akka-do Cave, in which the authors have been explored
and made a measurement from 1972 to 2009.  The total length of the cave is more than 6000 m.  In
general, three aquifers, erosion by down cutting and formation of secondary product materials are
observed.  We here present about characteristic objects such as flowstone, stalactites and stalagmites.

Key Words：Iwate Prefecture, Iwaizumi Town, Akka, limestone cave, cave-system,

cave animal, exploration, secondary product material（Speleothems）



80 菊池正志・山内　正・伊勢典昭・大山夏生・大崎善成・長谷川善和

はじめに

日本洞穴探検協会は古くは天然記念物岩泉湧窟（龍泉洞）

や，安家洞の調査をした経験のある会員をはじめ，安家石

灰地域のケイブシステムに深い関心をもっている新会員た

ちを中心に活動してきた．とくに，安家洞では日本ケイビ

ング協会の調査後に新洞をみつけるなど基礎的な情報を提

供し，国の天然記念物指定に至る過程でなにがしか貢献で

きたと自負するところである．同時に，菊池・山内らは

折々に機会をつくって長年氷渡洞の調査を進めてきた．

2007年春第2坪沢の発見を機に地形・地下水の状況から洞

形成を見直すことにより，次々に新洞が発見され氷渡洞が

多層構造であることが判明した．全ての探検と測量を終え

るのにどれ程の時間を要するかわからないが，氷渡洞を擁

する岩体から考えて，概要を把握できたと考えられるので

中間報告をすることにした．

本報告ではこれまでに測量した範囲と，その地域におけ

る二次生成物で特長的な形状と思われるものについて報告

することとした．

氷渡洞は国指定天然記念物となっている安家洞とは安家

川を挟んで指呼の距離にある．すなわち安家洞より3km上

流の所に氷渡洞の入口がある．氷渡洞の縦断面図が作成さ

れ少なくとも三段の平坦な面，すなわち現在の下段にみら

れるように，常時地下水が流れていた古地形が測量図から

読み取れることがわかった．かなり複雑な洞穴である。

1．氷渡洞の名称

当該洞穴は古くはバクチ穴，氷渡の穴と呼ばれていた．

近年「Su」と発音する向きもあるが，1963年，最初に洞

穴を調査した名古屋洞窟研究会と立命館大学探検部の報告

書では，何れも「Shigawatari-Do」と記載，1971年，岩泉

町発行の安家石灰洞窟群調査報告では『安家の古老は「シ」

と呼んだ』との玉沢儀三郎氏（安家在住の旧マタギ）から

の指摘があり「Shi」を採用した．国土地理院の発行する

2万5千分の1地形図では「シガワタリドウ」とルビを付け

ている．これに準じ本報告では「Shigawatari」とした．

なお，同じく国土地理院の地形図にある関係する地名の二

三の呼び方について付記しておく．

安家（あっか），端神（はしかみ），門（かど）

氷渡洞の分布域における地政と管理は次のようになる．

①龍の背本洞幻の滝～最奥部・分岐点から不帰の道は氷渡

自然保護連合が管理し，②龍の背本洞洞口～幻の滝・第1

坪沢は岩泉町が管理している．

2．探検史

氷渡洞の探検史の中で重要な調査と新洞発見など年次的

に調査歴を示す．

1963～1966年：立命館大学探検部（1964，1966）氷渡洞

奥部発見、龍の背本洞、不帰の道、第1坪沢　初

踏破2,100m．

1967年：岩手高校ケイビングクラブ：岩手高校（1968），

盛岡グアノ会（1971）龍の背本洞最奥部青き地底湖

42m初踏破．

1967～1970年：日本大学探検部（1971），日本ケイビン

グ協会（1970），新支洞発見，全洞精査2,700m日本

第2位（当時）の長さとなる．

1994～1998年：Japan Cavers Club Ⅱ（現，日本洞穴探

検協会）（1998）青き地底湖潜水初踏破，第6サンプ

まで確認．龍の背本洞800m延長．調査回数4回，

延調査日数28日，延参加人数62名．

2007年：日本洞穴探検協会（2007）第2坪沢発見，氷龍

本洞発見．調査回数5回，延調査日数39日，延

参加人数43名．

2008～2009年：調査回数12回，延調査日数119日，延

参加人数134名．

3．測量方法など

測量方法はハンギングコンパスとクリノコンパスおよび

レーザー距離計を利用した測量を中心に行った．測量場所

と整理は下記のように責任分担制にした．

測量責任者：伊勢典昭（担当　龍の背本洞・氷龍本洞）

山内　正（担当　第1坪沢・第2坪沢）

トレース　：吉田知子（担当　龍の背本洞・氷龍本洞）

山内　正（担当　第1坪沢・第2坪沢）

4．氷渡ケイブシステムの概要

4-1 地質学的背景

ここに報告する氷渡洞には複数の入口（4-2参照）があ

るが，発見当初に氷渡洞と呼ばれた洞口を中心としてケイ

ブシステムとしての話を進めることとした．この氷渡洞の

洞口は岩手県下閉伊郡岩泉町安家宇松林（北緯39度59分20

秒，東径141度42分14秒）に位置する．

図1（産総研地質調査総合センター，2009）に示したよ

うに，岩泉町には南北に約50km，最大の幅は約5kmに及

ぶ長大な範囲に石灰岩が分布している．この石灰岩塊は安

家石灰岩（小貫，1956）又は安家層（大上・末広，1988）

と呼ばれ，地質年代は古生代三畳紀のものと考えられてい

る．

安家石灰岩体には古くからいくつかの洞穴が知られてい
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る．一番北に内間木洞，南に国指定（1935）天然記念物岩

泉湧窟（龍泉洞），岩体ほぼ中程の東側に桃ノ木洞，そし

て，その西に国指定（1975）天然記念物安家洞．安家洞の

西北西に3km離れて氷渡洞が位置する．

安家洞と氷渡洞は両者の間を流れる安家川及び周辺の山

塊からの水量の変化に影響されることが多く，両者のケイ

ブシステムは地形的条件からみて明らかに安家川の下刻の

歴史と密接な関係があったと考えられる．しかしながらこ

の安家川流域は地形が急峻で段丘形成の痕跡がほとんどみ

られないため，両洞穴の形成史を簡単には読み取れない．

将来の課題である．

4-2 洞口位置

洞口は5箇所有り位置は下記の通りである．

①こんなん沢流入口：標高　540m

所在地：岩手県下閉伊郡岩泉町安家長内沢こんな

ん沢

経緯度：北緯40度0分32秒、東経141度41分57秒

②第1坪沢：標高　370m

所在地：岩手県下閉伊郡岩泉町安家字松林坪沢

経緯度：北緯39度59分21秒，東経141度42分20秒

③第2坪沢：標高　370m

所在地：岩手県下閉伊郡岩泉町安家字松林坪沢

図1 産業技術総合研究所研究情報公開データベースDB084の図中
安家石灰岩体に主要洞穴の位置を示した．



82 菊池正志・山内　正・伊勢典昭・大山夏生・大崎善成・長谷川善和

経緯度：北緯39度59分24秒、東経141度42分22秒　

④氷渡洞：標高　310m

所在地：岩手県下閉伊郡岩泉町安家字松林

経緯度：北緯39度59分20秒，東経141度42分14秒

⑤氷渡川流出口（入洞可能な空間は無い）

：標高　280m

所在地：岩手県下閉伊郡岩泉町安家字松林

経緯度：北緯39度59分16秒，東経141度42分16秒

※流出口は洞口周辺の安家川沿いに3箇所ある

が上記がもっとも水量が多い．

この他，長内（おさない）沢水系には，贋金作りの穴と

して知られる銭吹き穴（横穴100m），かさどり穴（横

300m），さらに2008年には旧流入口と思われる2本の横穴

が発見されているが，現時点ではこれらの洞穴と氷渡洞と

の直接の連結は確認されていない．将来，氷渡洞との連結

が確認される可能性が高い．

4-3 洞内概要

洞穴は下層で長内沢本流の流入口から安家川の流出口ま

で直線距離2,500m，標高差260mの間に3層にわたり横穴が

形成されていたと考えられる（図2）．上層には第1坪沢

（Tsubosawa）・第2坪沢（686m），氷龍（Hiryu）本洞

（887m＋α）が位置しそれぞれ天井高が30～50m，洞幅20

～30m，伸長方向は北東から北西方向である．氷龍本洞の

北は今後の探検次第で更なる延伸が期待される．第1坪沢

の壁面の一部には古水流の痕跡であるノッチがみられる．

中層は龍の背（Tatsunose）本洞（2,146m＋α）と不帰の

道（1,346m＋α）である．上層の下約30mに位置する龍の

背本洞は天井の一部が80m以上に達する天井の高い地底空

間が1,600m以上続く，我が国屈指の地底の渓谷洞である．

他方，不帰の道（Kaerazu no michi）は高さ1～5mの迷路状

の洞穴が1,300m以上続き，左右対照的な地底空間を形成し

ている．

図2 国土地理院2.5万分の1地形図に重ねた氷渡洞下層の分布状態
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現在の氷渡ケイブシステムは長内沢水系（図2）により

支配されていると考えられる．1970年，日本大学探検部の

食塩によるトレーサー調査では，長内沢支流のこんなん沢

で投入したものが龍の背本洞の青き地底湖で検出され，氷

渡洞洞口下の安家川の湧水となって流出することが確認さ

れている．また1975年夏，長内沢本流の林道工事の際，長

内沢本流が濁り，その濁りが青き地底湖でも確認されたこ

とから長内沢上流で地下に消えている沢水のほとんどが龍

の背本洞を流れ，不帰の道の地下を通り安家川に流出して

いるものと思われる．

下層で最も興味深いのは下流が直線的に発達した洞を形

成しているのに地底湖の奥は水没するところが多い点であ

る．Thompson（1997），Hires（1997）が報告したように6ヶ所

にサンプ（Sump）があった．日本では安家洞の一の関，二

の関と同じもので山内浩はサイホンと呼んでいるが，流水

洞がU字形にまたはクランク状に深くなった構造で多くの

場合水没している．全体は第1サンプから第4サンプまでほ

ぼ南北に伸び，第4サンプから第6サンプまでは直角に西方

に曲る．

大雨の後，氷渡洞から水が流出し県道の通行が危ぶまれ

るほどの水量になることがあるが，この水は洞口付近の天

井からの水と熊の鳴き穴奥部からの出水によるものであ

る．立命風洞直下が水没することもあるが，この水の主水

流は立命風洞の左岸（北側の）10m先天井からの水流によ

るものであることが確認されている．しかしながら，龍の

背本洞を流れる水量が洞口まで達することはない．

4-4 二次生成物の特徴

上層の第1坪沢，氷龍本洞には我が国最大級の二次生成

物群が発達し，また我が国では初めてその存在が確認され

た二次生成物も発見された．詳細な分布調査等は今後のこ

とであるが現在まで判明している二次生成物で特長的なも

のを挙げておく．

氷龍本洞で初めて発見された二次生成物

①ケイブキューブ　大小数十個以上．氷龍本洞．

（図版8-1）

②カルデラ型針状結晶付石筍－氷龍本洞．（図版6）

③ダブルドレーパリー（二重カーテン状の鍾乳石）－

氷龍本洞．（図版4-3）

④フローストンの上に形成された楕円形石筍（厚さ

1cm、長径20cm短径15cm）の鍾乳石．周囲に針状

結晶．－氷龍本洞．

⑤球状結晶．静水内のセプタリア状のケイブパール．

（図版8-2）

⑥先端変形つらら石．（図版5-3, 4, 5）

⑦複合シールド，中にヘリクタイトがみられる（図版

4-1）

日本最大あるいは、最多と思われる二次生成物

①最大の石柱－第1坪沢北洞で発見された石柱．

②最大のカーテン「銀の緞帳」（高さ12m，幅10m）

－第1坪沢南洞．（図版2-1）

③最大のフローストン（高さ18.6m，幅45m）－氷龍

本洞．（図版1）

④最多のシールド群　500以上－氷龍本洞．

（図版3-1，4-2）

⑤最大の面積（14m2以上）に分布するケイブパール

群－氷龍本洞．（図版8-1, 4, 5, 6）

⑥最多のカーテン群（ダブルカーテン，蛇行カーテン

など特異なカーテン）－全洞に分布．

（図版4-3，4）

特異な二次生成物

ウーライト、コウモリの骨のケイブパール（図版8-6）、

光を通す石筍（図版5-6）、ヘリクタイト、ヘリグマイ

ト、針状結晶、洞穴珊瑚、カヌライト、マイクログー

ル、ボックスワーク．

4-5 形成年代

2009年に産業技術総合研究所の丸井敦尚（2009）が，氷

龍本洞で採取した石筍の年代測定を行い，この石筍は

8,000年前との結果が得られた．しかしながら，氷渡洞の

全体の形成年代はそれぞれに年代差があり，鍾乳洞や石筍

も様々の時代のものがあるはずである．実際，巨大な鍾乳

石の落石の上に石筍が出来ているものが各処にあり，今後

それぞれの年代差の検討が必要である．したがって，ケイ

ブシステム全体の年代を議論するのは今後のことである．

4-6 生物遺骸について

氷渡洞内では下記のコウモリ4種類の生息が確認されて

いる。

ニホンウサギコウモリ（環境省指定絶滅危惧Ⅱ類）

ニホンテングコウモリ（環境省指定絶滅危惧Ⅱ類）

ニホンキクガシラコウモリ

ニホンコキクガシラコウモリ

氷渡洞では洞内堆積物が少なく，動植物の遺骸はほとん

ど残っていない．1981，1983，1985年の3年間に坪沢洞内

の発掘が実施され，その結果が報告されている（佐々木・

大石・柳沢，1986）．厚さ約2m発掘し，上部1.3m内の石灰

岩礫と泥の中から

Crocidura dsinezumi ジネズミ 少

Urotrichus talpoides ヒミズ 少

Rhinolophus cornutus コキクガシラコウモリ 少

R. ferrumequinum キクガシラコウモリ 多

Lepus brachyurus ノウサギ 普通

Lepus brachyurus? ノウサギ？ 多

Aschizomys sp.? ヤチネズミ類？ 少
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Apodemus sp.? アカネズミ類？ 多

Mus sp.? ハツカネズミ類？ 希

Muridae gen.et sp.indet ネズミ類 普通

Martes melampus? テン？ 希

Mustela sibirica italsi ホンドイタチ 少

Capricornis crispus カモシカ 希

など13種の哺乳類がみられる．コウモリを除いてすべて洞

外からのものであり，これらは現生種と同じで動物遺骸が

化石化したものとは考えられないと結論している．

筆者らが2009年に入洞して表面調査した限りでは，第1

坪沢洞のグアノの地表面にキクガシラコウモリの新しい遺

骸があり，一番奥の小さいリムストンプールにはキクガシ

ラコウモリ，コキクガシラコウモリなど何十体分の遺体が

散在していた．遺骸骨が遊離し，各骨の表面がトラバーチ

ンで被覆されているものがあったが，決して古いものとは

考えられないものばかりである．また，第2坪沢の傾斜地

の落盤の間隙の土砂の中など，複数個所からムササビ

（Petaurista leucogenys）の遺骸を採集した．骨はもろく，

褐色に染まっていたが，これからも時代的に古いものと考

えられない．外部から飛び込んだムササビが出られなくな

って死んだものと思われる．

まとめ

・氷渡洞は水の滞水するレベルを下層として，上に少なく

とも2層の旧地下水洞があったことが判った．

・氷渡洞のシステムはかつては安家川の下刻と関係があっ

たことは地形的に明瞭であるが，現在の流系は長内沢水

系と関連がある．

・測定した総延長は6,000m以上で，未測量部分がまだあり，

更に相当の長さになることが予測される．

・氷渡洞内部には多くの二次生成物が発達しており，それ

らの多くは日本の他洞穴にみられない特筆すべき二次生

成物である．

今後の課題

・未探検の主洞と支洞がまだ多くあり，出来るだけ早く測

量を終えて氷渡洞ケイブシステムの検討をする必要があ

る．

・安家石灰岩体に形成されている他の洞穴群の分布，およ

びそれぞれのケイブシステムとの比較を行う必要があ

る．特に，氷渡洞と安家洞ケイブシステムの形成過程に

関する比較．

・洞内における二次生成物および鉱物についての専門性の

高い研究．

・竜泉洞及び安家洞はそれぞれ特徴のあるケイブシステム

を持っていることで，国指定の天然記念物に指定されて

いるが，氷渡洞もこれらに匹敵するものである．近い将

来，内間木洞，桃ノ木洞なども含め安家石灰岩全体をジ

オパークとして広く保護・活用されることが望まれる．
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図版の説明

図版1 氷龍本洞．最大のフローストン．

図版2 1 第1坪沢南洞．「銀の緞帳」瀑布状カーテン塊．

2 龍の背本洞．溶岩流状フローストン．

図版3 1 氷龍本渡洞．シールド群カーテン，つらら石，石筍，石柱など混交した状態．

2 氷龍本洞．フローストン，透明な水の溜ったプール．

図版4 1 氷龍本洞．上板が持ち上げられたシールド，隙間にヘリクタイトあり．

2 氷龍本洞．シールドの密集した状態

3 氷龍本洞．褶曲したカーテン状鍾乳石，ドレーパリー（Draperies）．タスマニアのKubla Khan

Caveに似たものあり（Hill & Forti，1997，P65）

4 氷龍本洞．ダブルカーテン（断面U字型になる）．

図版5 1，2 第1坪沢．トックリ蜂の巣のような鍾乳石，Turnips．

オーストラリアのビクトリア州，Buchan Caveにあり(Hill & Forti，1997，fig.95  P99）

4 氷龍本洞．変形つらら石．

3，5 変形つらら石の先端は茸の傘状に太くなり，その先に小棘が発達する．

6 氷龍本洞．真白で光を当てると透明な石筍．読売新聞社撮影．

図版6 氷龍本洞．奥のプール近くのフローストン上にできた石筍の上端がカルデラ構造になっている．

帽子状の部分は枝状サンゴのような樹枝状の小結晶になっている．床面にも同じ結晶ができて

いる．

1．全体の形，2．頭部拡大側面，3．頭部上面観，4．3の拡大，5．小結晶拡大．

図版7 1 氷龍本洞．大型傘状石筍の集合体．読売新聞社撮影．

2 氷龍本洞のシールド．リムストンプールに出来た水滴波紋．

図版8 1 氷龍本洞．方形ケーブパール．大きいのは長方形，小さいのはサイコロ形．カナダ

Castleguard Caveにある．（Hill & Forti，1997，P85）

2 氷龍本洞．リムストンプールの静水中にできたセプタリア（Septaria）状のケーブパール．

3 氷龍本洞．リムストンプールの静水表面に薄板状に集合した浮遊方解石（floating cave

rafts）・ブラジルLapo do Angelicaにある（Hill & Forti，1997，P89）

4 氷龍本洞．ピンポン玉大の白いケーブパールと黒色を帯びた洞穴真珠（Black and White

pearls）ニューメキシコ Lechuguilla caveにある．（Hill & Forti，P84）

5 氷龍本洞．リムストンプール中のケーブパールの集合した状態．

6 氷龍本洞．コウモリの骨のケーブパールと不規則な形のケーブパール．
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図版1
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図版2
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図版3
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図版4
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図版5
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図版6
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図版7
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図版8


