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鬼退治で有名な桃太郎伝説のゆかりの地の一つとして岡
山県は有名です.岡山の桃太郎伝説の地と言えば，県南部
にある吉

き

備
び

津
つ

神社（岡山市北区）や鬼
き

ノ
の

城
じょう

（総社市）が知
られています．ところがそれとは別の伝説が県中央部に位
置する美

み

咲
さき

町（図1）に存在するそうです．実際に桃太郎
伝説に関連するローカルな地名が残っています．

美咲町では，有志の方々（美咲桃太郎の会）により元祖
「みさき桃太郎伝説」のウォーキングマップが作られてい
ます．それには伝説の土地をめぐる10km程度のコースが
示されています．そのコースを歩くと，「鬼

おに

山
やま

」と呼ばれ
る尖った小山や，「おばあさんの洗濯板」と呼ばれる凸凹
した河床を見ることができます．このコースには，桃太郎
伝説という文化的な面だけでなく，地形・地質的な面でも
魅力がありそうです．そこで今回は，ウォーキングコース
沿いで見ることができる地形や地質について紹介します．

地形の概要
美咲町の周辺の山地は，標高300〜600m程度の定高性

のある小起伏山地からなり，「吉備高原」と呼ばれていま
す（図1，写真1）．地形学的には，吉備高原は隆起準平原
ではないかという説が唱えられています（小藤，1908）．

吉備高原には北東－南西方向の直線的な谷地形が多く分

布しています．それらは古い時代に活動した地質断層に沿
ってできた「断層線谷」です．断層沿いには，断層運動に
よって破砕された岩石が分布しているため，その周りに比
べて侵食・削剥作用が進みやすく，侵食谷が形成されます．
美咲町から吉備中央町にかけては，断続的に分布する北東
－南西方向の断層線谷があり，畑

はた

ケ
が

鳴
なる

断層と呼ばれていま
す（図1，写真2）．

地質の概要
鬼山とその周辺に分布する基盤地質は，大きく3つに分

けることができます．古い方から順に，1）三畳紀〜ジュ
ラ紀に変成作用を受けてできた変成岩（周

す お う

防変成岩類），2）
白亜紀に活動したマグマによってできた火成岩（流紋岩類，
花崗岩類），3）新第三紀の海に溜まった砂や泥からなる堆
積岩（勝田層群）です（図2）．ウォーキングコース沿いに
は，これら全てが分布しています．つまり教科書に載って
いる岩石の3区分（火成岩，堆積岩，変成岩）の全てを見
ることができます（表1，写真3〜6）．

ウォーキングコース沿いの観察地点を図3のルートマッ
プに示します．以降では，ウォーキングコース沿いの注目
点として，「鬼山」と「おばあさんの洗濯板」を取り上げ，
解説と話題提供をします．
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No.5　岡山県美咲町の“桃太郎伝説”ウォーキングコース沿いの地形と地質

図 1　地形概要
国土地理院（2021a）の色別標高図を使用．対象地は吉備高

原の北縁部に位置する．吉備高原には北東－南西系の断層線谷
が発達している．畑ケ鳴断層の位置は，国土地理院（2021a）
の「日本の典型地形」を引用．

図 2　地質概要
産業技術総合研究所地質調査総合センター（2020）による20万

分の1シームレス日本地質図を引用．基図は国土地理院の10mメッ
シュDEMから作成した陰影図を使用．対象地には，白亜紀の流紋
岩類・花崗岩類および新第三紀中新世の堆積岩が主に分布している．
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表 1　ウォーキングコースで見ることができる地質

図 3　ルートマップ
基図は国土地理院（2021b）の10mメッシュDEMから作成した等高線図を使用し，基盤地図情報基本項目の一部（道路縁，軌道の中

心線，水涯線，建物の外周線）を表示した．自家用車で出かける場合，鬼山の西側の公園が最寄りの駐車場である．
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写真1〜6
（1）定高性のある小起伏山地からなる吉備高原．鬼山から北東を望む．（2）畑ケ鳴断層の断層線谷．鬼山から南西を望む．（3）流紋

岩溶岩の露頭．硬質で緻密な岩石からなる．この写真では基質に乏しい角礫状を呈する．（4）風化花崗岩の露頭．数mmサイズの石英・
長石を含む．風化が進んでマサ状を呈する．（5）礫岩の露頭．径10cm程度の丸みを帯びた礫が含まれる．（6）泥質片岩の近接写真．片
理構造が発達して薄く剥がれやすく，雲母類を多く含むため光沢を帯びている．



30
蒜山地質年代学研究所　地質データベース［露頭紹介］

写真7〜12
（7）鬼山の全景．東側から撮影．急斜面に取り囲まれている．戦国時代には山城として利用された．（8）流紋岩溶岩の破断面．斑晶は

ほとんど含まれず，元々はガラス質であるが，変質作用により緑色を帯びた色調を呈する．（9）おばあさんの洗濯板の状況．打穴川の下
流に向かって撮影．大礫岩（Ⅰ）の部分は，基質の方が侵食されやすく礫の部分が突出している．粗粒砂岩〜中礫岩（Ⅱ）の層が所々に
挟在する．粗粒砂岩〜中礫岩（Ⅱ）は下流側に向かって緩く傾斜しており，大礫岩（Ⅰ）の部分よりも突出している．（10）粗粒砂岩の
破断面．希塩酸を少しつけると発泡すること（三角印で示した箇所）から，石灰分に富んでいると言える．（11）洗濯板（プラスチック製）
の写真．横断面を見ると，三角形のギザギザがついた板であることが分かる．（12）宮崎県青島に分布する砂岩泥岩互層．写真の縦方向
が地層の走向である．硬い砂岩層は侵食されにくく凸状をなすのに対し，泥岩層は軟質で侵食されやすく凹状となる．凸部と凹部が交互
に分布するため，洗濯板のようなギザギザの表面形状が形成される．ＮＨＫクリエイティブ・ライブラリーの静止画素材を利用．
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鬼山
鬼山（標高182m）は谷底からの比高40m程度の小山で，

その周囲は急斜面で取り囲まれています（写真7）．打
う た の

穴川
の谷底低地に突出したような場所に位置しており（図3），
周囲の見晴らしも良いです．また，昔の街道の要衝でもあ
り，戦国時代には山城として利用されていたとのことです．

鬼山の地質は白亜紀の流紋岩溶岩からなります（図3）．
流紋岩溶岩は，マグマの粘性が高いため，しばしば溶岩ド
ームを形成します．溶岩ドームが拡大する際に，溶岩の外
縁部は割れて，流紋岩からなる角礫が形成されます（図4）．
形成された角礫は，崩れて再び堆積することもあります．
このため，流紋岩溶岩の地質は，溶岩を構成していた流紋
岩とその破片からなる火砕岩の組み合わせで構成されます．
鬼山でも塊状緻密な流紋岩（写真8）と角礫状の流紋岩（写
真3）を観察することができます．

鬼山の独特な景観の形成には，地質が関係しています．
鬼山を構成する流紋岩は，噴出当時はガラス質でしたが，
その後の変質作用等により再結晶化し，微細なシリカ鉱物
に置き換わっています．このため，岩石は緻密で非常に硬
い性質を示します．鋼製の岩石ハンマーの先などで擦ると，
金属の方が削れて岩石に痕がつきます．

また，もう一つ重要なことは，流紋岩溶岩と周りの地質
の風化程度の違いです．鬼山とその北側にある退治山の山
塊は流紋岩からなりますが，その西側や南側の低山地には
花崗岩が分布しています（図2，3）．この花崗岩は流紋岩
と同じ白亜紀の岩石で，岩石（マグマ）の化学組成も両岩
は類似しています．しかし，花崗岩は石英・カリ長石・斜
長石などの粗粒な鉱物の集合体から構成されるため（写真
4），鉱物種の熱膨張率の違いによる物理的風化作用を流紋
岩よりも受けやすいという特徴があります．花崗岩は風化
すると，構成する鉱物粒子が分離して，風化残積土すなわ
ちマサ（真砂）へと変化します．祝

の っ と

詞や焼
やけ

寺
でら

では風化した
花崗岩を観察することができます（写真4）．風化した花崗
岩からなる山地は，硬質な流紋岩よりも削剥が進み，相対
的に低くて緩やかな山容を示します（図3）．

さらに，三つ目の要因として，地質断層の存在が挙げら
れます．地形の概要でも述べたように，吉備高原には北東
－南西系の断層線谷が発達しています．これは地質断層に
沿って河川による削剥作用が進むことで形成されます．打
穴川は畑ケ鳴断層沿いに発達した河川です．鬼山から南西
を眺めると，その断層線谷を見ることができ（写真2），鬼
山周辺まで断層が続いています（図1, 2）．ということは，
鬼山周辺には，硬い流紋岩と，それに比べて削剥されやす
い花崗岩および断層破砕帯の岩石が分布していることにな
ります．地質断層沿いに発達した河川（打穴川）が，硬い
流紋岩（鬼山）を取り残すように蛇行し，河川侵食が進む
ことで，還流丘陵状に流紋岩の山（鬼山）が残ったものと
考えられます．

さて，ここで少し視点を広げて，流紋岩の分布について
考えてみます．鬼山や退治山に分布する流紋岩溶岩と同じ
白亜紀の流紋岩類は，南北約17km，東西約7kmの範囲に
分布しています（図5）．鬼山はその岩体のちょうど北西縁
部に位置しています．実はこの流紋岩岩体は，白亜紀のカ

ルデラ火山（柵
やな

原
はら

コールドロン：石川・小室, 2016）であ
ったと考えられています．カルデラ内部には，厚さ1kmを
超える火山岩類が分布していると推定されています（石川・
小室, 2016）．その場合，鬼山や退治山に分布する流紋岩
は，カルデラ火山の北西縁部に形成された溶岩ドームであ
った可能性があります．カルデラの縁辺は，基盤岩と断層
で区切られますが，その断裂沿いはマグマの通り道（火道）
となりやすく，カルデラ縁沿いに岩脈や溶岩ドームが形成

図4　流紋岩からなる溶岩ドームのイメージ図
流紋岩溶岩の地質は，溶岩を構成していた流紋岩とその破片

からなる火砕岩の組み合わせで構成される．

図5　美咲町に存在すると推定されている白亜紀のカルデラ火山
産業技術総合研究所地質調査総合センター（2020）による20

万分の1シームレス日本地質図を引用．柵原カルデラと二上山
カルデラの位置は，小室（2013）を参考にして描画した．なお，
原著ではコールドロンと表記しているが，一般に馴染みのある
カルデラという用語を使用した．
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されると考えられています（図6；例えば，Lipman, 2000）．
ちなみに，鬼山から南西約5kmにある二

ふた

上
かみ

山
さん

周辺には，同
じ白亜紀の別のカルデラ火山（二上山コールドロン：佐藤・
今岡, 1992）があったと考えられています．

流紋岩類は地表に噴出したマグマや地下浅所に貫入した
マグマにより形成されますが，より深部に定置したマグマ

（マグマ溜まり：図6）は冷却されると花崗岩になります．
中国地方には白亜紀のカルデラ火山が多数存在することが
分かっていますが，マグマ溜まりの痕跡，すなわち白亜紀
の花崗岩も広く分布しています．鬼山の西側に分布する花

崗岩岩体もその一つと考えられます．
白亜紀のカルデラ火山の周りには，カルデラから噴出し

た火砕岩で構成される火砕流台地が広がっていたものと考
えられます（図6）．現在の吉備高原の定高性のある地形面
は，古第三紀（表1の白亜紀と新第三紀の間の時代）の陸上
削剥期間を経て，新第三紀中新世末期には概形が形成され
たとの考え（例えば，岡田, 2004）がありますが，それ以
前の白亜紀の吉備高原には，カルデラ火山とその周りに広
がる定高性のある火砕流台地が存在したと推定されます．

最後に，鬼山周辺で確認されたカルデラの基盤岩につい
て触れます．鬼山から約450m東には，基盤岩に当たる周
防変成岩類の泥質片岩の小露頭（図3，写真6）を確認する
ことができます．既存の地質図によると，泥質片岩が図示
可能な広さで分布するのは，この露頭よりも南に約2kmお
よび北西に約4kmの地域です（図2）．つまり，この露頭は，
泥質片岩の分布域から離れた，流紋岩と花崗岩の分布域内
の局所的な存在になります．カルデラの陥没構造の存在を
考えた場合，この泥質片岩の露頭の位置づけとしては，次
の3つのケースが想定されます．A：カルデラの外側の基盤
岩，B：カルデラの内側の基盤岩，すなわちカルデラ床を
構成する岩石，C：カルデラ内部に堆積した基盤岩のブロ
ック，つまりカルデラ壁の崩壊堆積物です（図6）．この小
露頭がどれに該当するのかは，今後の課題ではありますが，
柵原のカルデラ火山を復元する上で制約を与えることにな
るでしょう．

おばあさんの洗濯板
洗濯板と聞いて分かる人は，ある程度の年齢以上の人か

もしれません．洗濯板とは，断面が三角形を示すギザギザ
がついた板です（写真11）．その名の通り，水の中で洗濯
板に洗濯物を押し付けて擦ることで，汚れを落とすといっ
た道具です．

さて，堆積岩が分布する岩石海岸の波食棚や海食台では，
洗濯板の形状に似た岩場を見ることができる場合がありま
す．地形学用語としては「洗濯板状起伏」や「波状岩」と
呼ばれ（日本地形学連合編, 2017），国土地理院による日本
の典型地形の調査（国土地理院, 1998）では「鬼の洗濯岩」
という地形項目として区分されています．

鬼の洗濯岩に該当するもので有名なのは，国指定天然記
念物である宮崎県青島の「鬼の洗濯板」ではないでしょう
か（写真12）．青島の波食棚には，傾斜した砂岩泥岩互層
が分布しています．砂岩は泥岩よりも侵食抵抗があるため，
波食が進むと，砂岩部が凸状，泥岩部が凹状になります（図
7）．まさに洗濯板の凹凸の形状です．

鬼の洗濯岩は全国各地で見ることができ，それらは一般
に岩石海岸に分布する砂岩泥岩互層です．しかし，勝

しょう

﨏
ざこ

の
「おばあさんの洗濯板」（写真9，10）は一般的な洗濯岩と
は少し異なります（表2）．まず，形成された場所は岩石海
岸ではなく，岩床河川です．また，地質も砂岩泥岩互層で
はなく，主に礫岩層からなります．このため，洗濯板の分
布は狭く，また，凹凸の形状も異なります．

おばあさんの洗濯板のイメージを図8に示しました．河床
には径10cm程度の丸みを帯びた大礫岩が露出しています

図6　カルデラ火山のイメージ図
（1）大量のマグマが地下浅所に定置する．マグマ活動が活発

になると，地表面の高さ・勾配の変化や火山性地震などが発生
する．（2）破局的な火砕流噴火により，大量のマグマが短期間
のうちに噴出することで，マグマ溜まりの天井部（カルデラ床）
が陥没し，カルデラが形成される．（3）カルデラ内は火砕岩や
カルデラ壁の崩壊堆積物で埋積される．天水が溜まってカルデ
ラ湖が形成される場合もある．カルデラの外側には，火砕流台
地が分布する．カルデラ縁辺部の断裂沿いには岩脈が形成され，
地上に噴出したものは溶岩ドームを形成する場合がある．カル
デラ火山の下のマグマ溜まりは，やがて冷却して花崗岩岩体を
形成する．
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（写真9）．大礫岩の部分は礫と基質の侵食程度の違い，すな
わち基質の方が侵食されやすいことにより礫の部分が上に
突出した形状を示します（写真9）．まるで健康サンダルの
突起のようです．これがおばあさんの洗濯板の基本構造で
す．もう少し詳しくみると，礫岩中には厚さ数10cm程度
で粒度の細かな地層（粗粒砂〜中礫岩）が部分的に挟まれ
ています．この層は緩やかに北傾斜，すなわち下流側（津
山盆地側）に向かって傾斜しています（図3）．粗粒砂岩〜
中礫岩層は，粒径の差が小さく粒子同士がしっかりと組み
合って侵食抵抗があるためか，周りの大礫岩の部分よりも
若干突出しています（写真9）．このようにおばあさんの洗
濯板は，Ⅰ：礫と基質の侵食程度の差を反映した点状の突
起と，Ⅱ：岩相の違いによる侵食程度の差を反映した波状
の凹凸からなり，それらが組み合わさった差別侵食地形と
言えます．定義からすると，鬼の洗濯岩はⅡによる地形に
なりますが，おばあさんの洗濯板はⅠの影響の方が強く，
厳密に言えば鬼の洗濯岩には該当しないのかもしれません．
とは言え，差別侵食による地形であることには変わりはあ
りません．

シームレス地質図（産業技術総合研究所地質調査総合セ
ンター, 2020）によれば，勝﨏の礫岩は新第三紀中新世の
堆積岩，すなわち勝田層群に属するものと推定されます（図
2）．勝田層群は海成の砂岩や泥岩を主体としますが，基底
部や分布の縁辺では礫岩も認められます．地質技術第9号で
紹介した津山盆地の宮川の河床露頭でも，基底礫岩層が確
認されます（曽根原ほか, 2019）．宮川河床の礫岩は貝化石
を含む石灰分に富んだ礫岩です．勝﨏の礫岩はどうでしょ
うか．岩石に希塩酸を少しつけると発泡することから，や
はり礫岩の基質は石灰分に富んでいると言えます（写真10）．
観察時には貝化石は確認することはできませんでしたが，
もしかしたら周辺の露頭で貝化石が見つかるかもしれませ
ん．ちなみに，美咲町内に分布する勝田層群からは，貝化
石だけでなく，小原地区において水陸両棲の哺乳動物であ
るパレオパラドキシアの化石（福地・鈴木, 2014），金堀地
区において新種の造礁サンゴの化石（学名キビショウガサ
ンゴ：Niko et al., 2018，学名ミサキキクメイシ：Niko and 
Suzuki, 2021）が報告されています．

美咲町の南に位置する久
く

米
め

南
なん

町では，勝田層群は新第三
紀当時の細長い谷に堆積したと考えられており，それは現
在の谷地形にも沿った分布を示します（鈴木ほか, 2003）．
鬼山周辺でも，勝田層群の礫岩や砂岩は，現在の谷地形沿
いに局所的な分布を示します（図2，3）．恐らく新第三紀
当時の谷地形を埋積するような形で，これら礫岩や砂岩が
堆積したものと推定されますが，新第三紀の堆積岩は，そ
の基盤岩である白亜紀の流紋岩類よりも軟質であるため，
勝田層群の分布に沿った形で侵食が進みやすかったのでし
ょう．これは露頭レベルよりも規模の大きな差別侵食と捉
えることもできます．

図7　鬼の洗濯岩のイメージ図
相対的に硬質な岩石（この例では砂岩）と軟質な岩石（この例
では泥岩）が互層をなす場合，差別侵食により地形面に規則的
な凹凸が生じる．その形状が洗濯板に類似することから，俗に
鬼の洗濯岩と呼ばれる．

図8　おばあさんの洗濯板のイメージ図
おばあさんの洗濯板の形状は，2つの差別侵食により形成されて
いる．Ⅰ：大礫岩は，礫の方が基質よりも侵食抵抗があるため，
突出した形状をなす．Ⅱ：挟在する粗粒砂岩〜中礫岩は，粒径
の差が小さく粒子同士がしっかりと組み合って侵食抵抗がある
ためか，突出した形状をなす．

表２　鬼の洗濯板（青島）とおばあさんの洗濯板（勝﨏）の比較

名称 鬼の洗濯板 おばあさんの洗濯板

都道府県 宮崎県 岡山県

市町村 宮崎市 美咲町

地名 青島 勝﨏

地形 岩石海岸（波食棚） 岩床河川

地質時代 新第三紀 新第三紀

地層名 宮崎層群 勝田層群

岩相 砂岩泥岩互層 礫岩層

備考 日南海岸国定公園，
国指定天然記念物 みさき桃太郎伝説の地
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なお，美咲町や久米南町に分布する勝田層群の堆積環境
や化石については，鈴木茂之名誉教授（岡山大学）にご教
授たまわりました．記して御礼申し上げます．

※現地調査は，新型コロナウイルス感染症対策に留意の上，
2021年4月10日に実施しました．
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