トキが舞う金銀の島

３億年の旅と
ひとの暮らし

赤亀岩の海食洞

、
て
北
部
渡
地
じ
域を見 て、感
小佐
楽しく歩いてみよう！
小佐渡北部

佐 北 部のジ オパーク ス ト ーリー
小 渡

小 佐 渡 北 部 エリア は 国 見 山 の

629mを筆頭に600mを越える山々
が南西-北東方向の稜線に沿って連続
しています。海底が隆起し、小佐渡丘
陵ができる過程で丘陵の南東側（新潟
側）の隆起量が大きかったのでこちら側
の斜面がたいへん急になりました。急な斜
面には地すべりが頻繁に発生しました。この
地に住む人々は災害の脅威を感じながらも
地すべりでできた地形を巧みに利用し、見
事な棚田を作りました。急傾斜は陸地だ
けでなく、海底へと続いています。その深
さは数百メートルにも達し、深い海にす
む生き物を獲る漁業が盛んに行われるよ
うになりました。また、隆起量が少なかっ
た両津湾側は緩やかな斜面が形成され、徐々
に標高を下げ海成段丘へとつながります。斜面を流れる
河川の沢筋には、自然豊かな里山を残す集落があり、国産トキの最期の営
巣地でした。そこには人とトキとの心温まるつながりがあり、その逸話は今
でも語り継がれています。海岸には、日本海誕生以前の大陸時代の火山岩
が広く分布しています。縞模様の見事な流紋岩やデイサイト、熱水でできた
黄鉄鉱や碧玉、日本3大銘石の一つとされている赤玉石など鉱物・岩石観察
にも適したコースがこのエリアの見どころです。

2

小佐渡北部のジオパークストーリー
さあ！小佐渡北部のサイトを探索してみよう！
★ジオパークおすすめコース

A両津湾岸コース（3時間コース） B前浜海岸北部コース（2時間コース）
C自然散策と里山コース（6時間コース）

小佐渡北部地域を学び楽しむための３つのみどころ
みどころ❶深海へと続く断崖、激しい地殻運動がもたらした地形と災害
みどころ❷大陸時代の火山活動、多様な火山岩と熱水が作り出した宝石の数々

みどころ❸雪椿の森とトキを育んだ里山
佐渡へのアクセス
3

2

4
6
6

8
13
16

お問い合わせ  ★観光全般に関して／佐渡観光協会

新潟県佐渡市両津湊353 ☎0259-27-5000

野城

さあ！ 小佐渡北部のサイトを
探索してみよう！ A 両津湾岸
2

住吉

両尾

野崎

野城

河崎

真木

P

1

宇賀神社

両津大川 野城

仏岩

両尾

柱状節理
縞状構造

羽二生

津神島

溶結凝灰岩
舟つなぎ石

両尾海岸

稀少な鉱物
打上げ貝類
隆起波食台

千原東真更川大橋

下久地

城腰

才神

椎泊

田中橋

椎泊

高野

学校橋
中川橋

3

コース

B前
 浜海岸
北部コース

羽二生

吾潟

片野尾稲場

片野尾沢山

両尾戸板
椎泊谷平

8

片野尾

新穂田野沢

片野尾の棚田

地すべり地形の利用
大平トンネル

久知河内

久知川ダム
野浦西

C自
 然散策と
里山コース

野浦
城ヶ鼻トンネル 9

杉池

東強清水
東強清水

WC 16 生椿

溶岩ドームの崩壊
赤色の石英

ユキツバキ

生椿

里山、自然

15

東立島

国見山

バス停

WC

赤玉の棚田
景観

改田碑

赤玉石産地

立間石

13
11

赤玉トンネル

文殊院の赤玉

赤玉石、黄玉石
立間
間地石
（けんちいし）
の石積
12 立間橋
豊岡

トイレ P 駐車場
柿野浦

赤玉

赤玉南

●…特 徴的な地質・地形が見
られる場所
●…絶景を楽しめる場所
●…貴 重な生物が観察できる
場所
…佐 渡の歴史・文化・産業
を学べる場所
⃝…採集禁止サイト
大野
⃝…私有地につき許可が必要

14

4

10

野浦橋

弁天岩

野浦 城ヶ鼻

流紋岩の流理構造
古の港、
大膳坊と阿新丸

★路線バスに関して／新潟交通バス案内所 佐渡市河原田諏訪町80番地 ☎ 0259-57-2121

★ジオパークおすすめコース

※各コースの時間はガイド付き・車を使っての所要時間です

A 両津湾岸コース（3時間コース）

姫埼灯台

竜王崎海岸

4

流紋岩、スダジイの森
黄鉄鉱の鉱染

水津

水津漁港

5

高波災害

水津

赤亀岩

6

P
WC

波食洞
流紋岩
鉱染

7

風島弁天・弁慶岩
溶岩ドーム、ノッチ

最寄りの
バス停

東海岸線

もろ お

両津港からの距離約8.9㎞

両尾

コースのみどころ

りゅうきはしょくだい

❶両尾海岸：鉱物、柱状節理、隆起波食台と
グリーンタフ
❷仏岩（入桑）：安山岩溶岩、柱状節理
❸津神島（大川）：溶 結凝灰岩、廻船の風待
ちの港、老松、舟つなぎ石
❹姫 埼灯台・竜王崎海岸（姫崎）：
流紋岩、竜王岩、スダジイの森

❹ 姫埼灯台から竜王岩を望む

B 前浜海岸北部コース（2時間コース）

すい づ

両津港からの距離約15.8㎞

水津

コースのみどころ
❺水津漁港：急 崖をつくる海底地形、
南蛮エビ、高波災害
❻❼赤亀岩・弁慶岩・風島弁天：
流紋岩、黄鉄鉱、海食洞、弁天を祀る社
❽片野尾：広大な棚田、歌舞伎
❾野浦：流 紋岩、城ヶ鼻の古い港、
くまわか

阿新丸の昔話

❾ 縞模様にそってはがれる流紋岩（野浦）

C 自然散策と里山コース（6時間コース）

あかだまみなみ

両津港からの距離約27.3㎞

赤玉南

コースのみどころ
赤玉：名石、地すべり地形、棚田
杉池：地すべり地形と湧き水、
ユキツバキの森、イチイの巨木
生椿：里山の自然、
日本産トキ最後の生息地
 陽光が差し込む新緑の池
（杉池）

★ジオパークのコース、
見どころに関してのお問合せ

注意事項 このサイトの多くは、県立自然公園に
指定され、地域のほとんどが、自然公園法で守ら
れています。このため、鉱物、岩石、生物を保護・
保全するために採取などの行為は届け出が必要
です。このことに関するご相談等は、ジオパーク
推進協議会へご連絡ください。目で見て、触れ
て、写真で記録をとるなど、マナーを守り、観察を
楽しみましょう。

佐渡ジオパーク推進協議会
新潟県佐渡市畑野甲533番地
☎0259-66-4160
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小佐渡北部地域を
学び楽しむための

❶

深海へと続く断崖、
激しい地殻運動が
もたらした地形と災害

みどころ

コラム

1

3

つ
の

みどころ

歴史

小佐渡北部沿岸には、各集落の漁港があります。

それぞれの港では様々な魚介類が水揚げされますが
ホッコクアカエビ（南蛮エビ）やベニズワイガニが
この地域の名物です。

なぜ、このような食材が近くにあるのでしょうか？
また、集落を流れる川沿いには

美しい棚田が形成されています。

相川金銀山の影響も関係しますが、

との

関わり

その根本は佐渡島の誕生の歴史と
大きな関わりがあります。
サイト❼

大昔の溶岩ドーム 風島弁天

打ち寄せた高波の被害と復興

サイト❺

平成20年2月24日未明から早朝にかけて高さ８ｍにも及ぶ高波が水
津漁港を襲いました。漁港を50年以上も守り続けた防波堤は、ほとんど
が決壊、漁船４隻、船外機船数10隻が大破沈没、その他漁具、漁網の流
出など、甚大な被害を受けました。当日の気象要素を調べてみると月齢
6

小佐渡北部地域を学び楽しむための

3 つのみどころ

最大1000mに達する急な崖ができたわけ
小佐渡北部の海岸を走ると、崖が海岸に
迫っていることがよく分かります。崖の脇には
細い道路が通りすぐ横に海が迫っています。
荒れたときには波が道路にかぶり、通行止め
になることもしばしばあります。このような崖が
できたのは、小佐渡丘陵のすべてを含む巨大
な大地の塊が横から圧縮され、海底から隆
起するときに海側の方が大きく持ち上がった
からです。この急な崖は、最も高いところから
海底まで、その標高差は1000ｍに達します。

サイト❾

図1 海底に沈む急崖

深海ゆえのおいしい食材
佐渡の中で陸から海底へと急崖が続いているところは、
内海府海岸と小佐渡北部の海岸です。海底地形図を見
るとそのことがよく分かります。岸から近いところで一気に深
くなるこの海域には、深海性の生きものがたくさん生息して
います。
エビやカニはもとより、
マダラ、
スケトウダラ、
アンコウな
ど冬の鍋物に最適な食材がたくさんみられます。
その恩恵
をいただけることもこのエリアならではの特徴です。

地すべり多発地帯での棚田形成
小佐渡北部の集落は、小佐渡丘陵の急崖から流
れ出る川の河口周辺に見られます。生きるうえで必要
な水の確保は絶対条件ですが、主食となる米が作れ
るかどうかが集落形成の大きな要因になりました。こ
の地域の川の上流は大小さまざまな地すべり地形が
あり、その緩斜面を利用して田んぼが作られました。
各集落によって田の大きさが違っているのも地すべり
の規模と深い関係があるようです。

サイト❽

図3 地すべり地形に作られた広い田（片野尾）

は15.8、西よりの風、風速10ｍ～17ｍの暴風が吹き荒れまし
た。大潮と重なったことで高潮となり未曾有の災害を引き起こ
しました。現在の水津漁港は復興を果たし、防災意識の高揚
と今後の漁業への飛躍を果たすために地域の人たちは今もな
お努力を重ねています。きれいになった港の一角に残された漁
船は、当時の様子を静かに物語っています（左図）。
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図2 水
 深300m以深に生息するホッコ
クアカエビ（南蛮エビ）

❷

大陸火山活動、
時代の
多様
な火山岩と
り 石の数々
熱水 が出作し宝
た

みどころ

鉱
物を

少
希 な

小佐渡地域の岩石のほとんどは、

大陸時代の火山活動でできたものです。
地下深くにできた高温のマグマは
地表にむかって上昇し溶岩や
火砕流になりました。

また、地下の水はマグマによって熱せられ

観
察

周りの岩石から様々な鉱物を溶かしこみました。
多彩な岩石と熱水によって作られた
希少な鉱物を観察してみましょう。

弁慶岩 縄の跡がノッチ？（風島弁天）

サイト❼
8

小佐渡北部地域を学び楽しむための

多彩な火山の石と
散りばめられた希少な宝石類、
そして…

3 つのみどころ
サイト❶

う か

宇賀神社の麓の海岸では、白、緑、赤、
めのう
黒色の石、縞模様がきれいな石、瑪瑙な
どの宝石類を見つけることができます。こ
れらの岩石は、この付近の山から流れ出
る沢によって運搬されたもので、山々を作
る岩石が多様である証拠です。これら色と
りどりの岩石や宝石類はおよそ2000万年
前の火山活動でできた岩石です。また、丸
い石で埋め尽くされた浜の近くには波で削
られた緑色をした隆起波食台が見られま
れき
図4 礫浜と隆起波食台（両尾海岸）
す。礫 浜と波食台、海底に点在する砂の
堆積場など様々な環境があるためか、海岸にはたくさんの貝殻が打ち上げられています。

打ち上げ貝類で標本作り

サイト❶

佐渡の人々が食用にする貝の中で「シタダミ」と呼ばれて
いる貝があります。地域によっては「シッタカ」などとも呼ば
れます。このシタダミとはどんな貝なのでしょうか？実はシタ
ダミとは１種類ではなく少なくとも５種類はあると思われま
す。極端な話、食することができる比較的大きな巻貝をす
べてシタダミと呼んでいたのかもしれません。両尾の海岸
にはたくさんのシタダミの殻が落ちています。形を比較しな
がら標本をつくることも面白いでしょう。
図5 たくさんの打ち上げ貝類（両尾海岸）

仏様を拝む

サイト❷

いり くわ

入 桑 の海岸線を歩くと、仏岩と呼ばれ
る特徴的な岩を見ることができます。柱の
ような大きな岩が何本も集まり、一種独特
な風景が海岸に広がっています。このよう
な岩石ができた原因は、溶岩が冷え固まる
ときにできる割れ目が関係します。割れ方
には方向性があり、規則的に入るので柱
の形になります。このような割れ目を柱状
節理と呼び、仏岩はこの柱状節理が作り
出した自然のモニュメントです。

図6 自然のモニュメント 仏岩（入桑）
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コラム

2

貝殻標本作りに

もろ お

挑戦！

両 尾 の海岸にはたくさんの貝殻が落ちています。オ
オコシダカガンガラ、コシダカガンガラ、クボガイ、ヘソ
アキクボガイ、イシダタミ、スガイなどは、シタダミとよ
ばれる巻貝です。その他、ゴイサギガイ、
トマヤガイ、ム
ラサキイガイ、ヒバリガイなどは二枚貝の仲間です。貝
類は大きく２種類に分類されますが、棲んでいる場所は、
様々です。岩にくっついて生活するもの、砂にもぐって
生活するもの、岩石に穴を空けて生活するものなど、自
分に適した住処をもっています。両尾の海にはこのよう
な多様な環境があり、たくさんの生物を育んでいます。
ようけつぎょうかいがん

溶結凝灰岩の島に残された歴史

サイト❸

大昔の陸上火山の証拠を残す島

大川集落に入る坂の上から津神島を眺める
と、穏やかでのどかな小佐渡地域を象徴する
風景を感じます。島の近くの海岸に出て岩石を
観察するとたくさんの細長い穴が同じ方向に
並んでいる様子が分かります。このような穴の
並びは溶結構造といって陸上火山の火砕流に
見られる特徴です。できたばかりの頃は、この
穴の中に軽石が入っていましたが長い年月を
経て風化し、なくなってしまいました（図7）。

図7 溶結凝灰岩（大川）

廻船業の名残

津神島にかかる朱色の橋からふと海にある岩
を見ると人工的に空けられた穴が見つかります
（図8）。中には穴に綱を通している岩もありま
す。これは、江戸初期から明治期にかけて最盛
期を迎えた廻船業で船が港に立ち寄ったとき、
船をつなぎとめるためにつくられたものです。大
川の港は、水津の港とともに風待ちの港として
の役割を果たし、数多くの船が停泊することか
らこの地にはたくさんの問屋がありました。
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図8 細長い穴が並んだ岩（大川）

小佐渡北部地域を学び楽しむための

3 つのみどころ

津神神社と老松

橋を渡り津神島に入ると海の安全を祈願した
津神神社が目に入ってきます。神社の参道の脇に
いかり
は大きな碇が並べてあります。港に停泊した船が
嵐に遭い、難を逃れるために切り離した碇が、そ
の後引き上げられました。また、参道の入り口の
鳥居の脇には、一際目を引く老松があります（図
9）。岩の割れ目に根をのばし、苦境に耐えながら
成長したその姿は、見る人に植物のたくましさを
感じさせます。廻船業が栄えた江戸時代からずっ
と港の様子を見てきたに違いありません。

図9 岩に生える老松（津神神社）

竜王岩伝説と悪戦苦闘の溶岩（高粘性の溶岩）
小佐渡北部の先端には、悪戦
苦闘をしながら上昇してきた極め
て粘性が高い溶岩があります。
その溶岩は、流れた方向に縞
模様ができることから流紋岩と呼
ばれています。流紋岩の白い岩石
こんぺき
と紺碧の海、現役で稼働する日本
最古の鉄製灯台、そしてスダジイ
の群落が作り出す景色は、一押し
のビューポイントになっています。

サイト❹

図10 竜王岩（野城）

竜王神社とスダジイの森
ひめ ざき

姫埼灯台に向かう途中に竜王神社があり
ます。竜王岩伝説では、あるお坊さんが、竜
王岩の近くで短刀を海に落としてしまいまし
た（図10）。大切な短刀を失ったことを嘆き、
深く悲しんでいたところ海から短刀をくわえ
た竜が現れ、無事お坊さんのもとに返された
といったお話です。このお坊さんこそが、承久
の乱で佐渡に流された順徳上皇であったと
されています。なお、この短刀は現存し、両津
図11 スダジイの森（竜王神社）
の町に程近い河崎地区の神社（河崎神社）
に保管されているそうです。その他、小佐渡地域には暖帯系の常緑樹 スダジイの群落が見られ
ます（図11）。遠くから眺めると黒々とした森となり、佐渡汽船のカーフェリーからもその広がりが
よく分かります。スタジイの実はどんぐりの一種で子供たちの遊びにも使われました。
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悪戦苦闘の溶岩

～流紋岩～

竜王神社を出て、海岸に向かうと竜王岩がよ
く見える海岸に出ます。海岸には縞模様がはっ
きり分かる流紋岩が一面に広がり、その模様か
ら水あめのような溶岩が悪戦苦闘しながら地
上に向かって突き上げてきたことが想像できます
（図12）。また、海岸に落ちている流紋岩の礫を
ルーペで観察してみましょう。きらきら光る黄鉄
鉱のきれいな結晶を見ることができます。流紋岩
ができた後、黄鉄鉱を含んだ熱水が岩に染み込
こう
み、この結晶ができました。このような現象を鉱
せん
染といいます。

花開く溶岩ドーム

風島弁天

サイト❼

佐渡の巨岩の一つである風島弁天は、
デイサイトと呼ばれる岩石でできた溶岩ドー
ムと考えられます（図13）。粘性の高いマグ
つり がね
マが地表に出て、釣鐘のような火山を作り
ました。その証拠が柱状節理に残されてい
ます。柱状節理は、マグマの進行方向に直
角にできることから地下から地上に出て、天
に向かって花が開くように広がったことが
想像できます。このようすは弁天岩の裏に回
り、海から眺めることで実感できます。
佐渡が大陸の一部で、火山活動が真っ
盛りだった頃のお話です。

日本の銘石

図12 粘性の高い溶岩 流紋岩（竜王崎海岸）

図13 溶岩ドームを貫く岩脈（風島弁天）

赤玉石の産地

サイト

日本 の3 大 銘 石の一つ赤玉石は、赤
玉集落の山腹斜面から産出しました（図
へき ぎょく
14）。赤玉石は宝石名としては碧玉（ジャ
スパー）に分類されます。主成分は石英で
ごく小さな鉄（赤鉄鉱）を含んでいるため
に赤い色をしています。赤玉石の活用の歴
史は古く、特に国中平野にある新穂玉作
くだ たま
まが たま
遺跡から管 玉 、勾 玉 などの材料として使
われました。また、明治以降には庭園の石
として日本各地に広がり、赤玉石の名が広
く知られるようになりました。

図14 地すべり地から産出した赤玉石（赤玉）
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小佐渡北部地域を学び楽しむための

❸

雪椿の森と
トキを育んだ里山

みど
ころ

3 つのみどころ

人の生活
に

触れ

海岸から山越えをするルートで、
棚田が作られた海側の斜面と
ぶんすいれい

分水嶺を越えた後の傾斜には
大きな違いがあります。

分水嶺付近には、自然観察に適した森があり、
少し下ったところには

懐かしさを感じる里山があります。

地殻変動によって引き上げられた山々の
環境に適合した生きもの、

それらと関わりながら営まれた
人の生活に触れてみましょう。

る

サイト

咲き誇るユキツバキ（杉池）
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隆起、地すべり地形に育まれた生態系

サイト

杉池の魅力

杉池は、海抜450ｍの小佐渡丘陵の分水
嶺付近にある池です。高木層はコナラ、ミズ
ナラ、中木層は、
ヤマモミジ、エゾイタヤ、ハウ
チワカエデなどが見られます。また、林床には
ユキツバキやハイイヌガヤが群生し、ユキツ
バキを含め、ツルシキミ、スミレサイシンなど
の日本海要素を示す植物が数多く見られま
す。また、尾根にある展望台付近にはイチイ
の巨木が２本あり、風雪に耐え、枝や幹が大
きく変形した姿は見る者に感動を与えること
でしょう（図15）。

図15 イチイの巨木

杉池の水はどこから？

杉池は、地形的に見て地すべりによってで
きた緩やかな斜面に見られますので、くぼみ
が生じたところに湧き水や雨水がたまり、池
ができたと考えられます（図16）。
杉池の周りの岩石は流紋岩質の火砕流の
堆積物であることから、杉池の湧き水は、岩
れっ か すい
石の割れ目から流れ出している裂 罅 水 と思
われます。山頂に近い場所で、枯れることなく
水が湧くことは大変珍しいのですが、佐渡に
は、ドンデン池や山居の池など湧き水で作ら
れた比較的大きな池があります。

生椿にみる日本の山村風景

図16 湧水地に生えるミズバショウ

里山とトキ

赤玉集落から峠を越えて下久知に向か
う途中、西側の山麓の山深くに生椿の集落
があります（図17）。江戸時代初期に新穂
の島集落から新天地を求めて人々が移り
住んだことが集落の始まりです。開拓は、
地すべり地形でできた斜面を開墾し、田を
作りました。その後、世帯は増え、厳しいな
がらも自然と共生しながら生活を続けてき
ました。しかし、平成元年を最後に集落に
住む人はいなくなりました。

私有地

図17 生椿から望む米山
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サイト

小佐渡北部地域を学び楽しむための

3 つのみどころ

里山を守るために

生椿の里山は、山奥の澄んだ空気、鳥のさえ
ずりや田んぼにすむ生きものの声、小川のせせ
らぎ、若葉が萌え、紅葉に彩られる山々、整然
と手入れされた木々など日本の山村の風景が
溢れるほど感じられる場所です（図18）。このす
ばらしい環境を、生椿の最後の住人だった方が
今もなお守り続けています。
図18 秋の夕暮れ

トキとの共生

生椿の田は、様々な生き物を育んでいます。マル
タニシ、ドジョウ、キタノメダカ、クロサンショウウオ、
モリアオガエルなどが観察できます（図19）。小川に
は、水のきれいさを象徴するイトトンボ、ヘビトンボ、
カゲロウやカワゲラの幼生が見られます。そして、こ
の地は国産トキの営巣地として、絶滅の直前までそ
の姿を見ることができました。その背景には、トキが
里山の仲間であり、共生していこうとする住民たちの
優しさがあったことは言うまでもありません。

コラム

3

図19 クロサンショウウオの卵塊

トキは仲間

平成30年現在、佐渡には約290羽のトキが佐渡
の空を舞っています。大正期に絶滅したとされたト
キが佐渡に生息していることがわかり、特別天然
記念物、国際保護鳥として全世界が注目すること
となりました。生椿の最後の住人だった高野高治
さんは、里山での生活の中でトキを大切にし、餌
さい じ
場として田を提供したり、採 餌 のときには作業を
やめて驚かせないようにしたといいます。その後、
日本のトキは人工飼育を行うために全鳥が捕獲さ
れ、生椿近くの清水平に設けられたトキ保護セン
ターで飼育されることとなりました。そのときの飼
育係として高治さんはこれまでの経験を活かし、ト
キのために尽力されたということです。
自然豊かな里山での生活、トキとの共生について、高治さんのご子息が当時の様子
いにしえ
を懐かしく語ってくれます。里山の風景と心温まるお話は、私たちに古の農村の姿を
思い出させてくれます。
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●カーフェリー（佐渡汽船）

●高速船（佐渡汽船）
（ジェットフォイル）

1時間40分 （あかね）
（あいびす）

★佐渡汽船の運航状況は
こちらをチェック
検索

⬇

佐渡汽船

長岡

北陸新幹線
上
信
自 越
動
車
道

信越本線～
中央本線

北陸新幹

線

佐渡市教育委員会・佐渡ジオパーク推進協議会
問合せ先／℡0259-66-4160 ℻ 0259-66-4165
E-mail sado-geopark@city.sado.niigata.jp

