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伊 豆 半 島 の 生 い 立 ち Geological History of Izu Peninsula

「凝灰岩」のもとを作った海底火山活動の時代
Stage of submarine volcanic activity that made the origin of "Tuff rock"
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江浦白色凝灰岩の採石場跡
Old quarry of tuff rock at Enoura

This photo is not a quarry in the Kofun period.
※古墳時代の採石場ではありません。

　公園内に展示されている石棺や、原分古墳内にあった石棺は、沼津市江浦
付近に分布する「凝灰岩」という種類の岩を加工して作られた家形石棺です。
　凝灰岩は火山灰などの火山噴出物が堆積してできた岩石です。伊豆半島で
見られる凝灰岩の多くは海底に降りつもった火山灰や軽石で、伊豆が海底火
山だった頃のなごりです。軽くて加工しやすいこの石は「伊豆石」と呼ばれ、
古くから石材として使われてきました。

The stone coffin displayed in the park or the stone coffin in Harabun 
ancient tomb are the house shaped stone coffin made from the rocks 
of the type called "Tuff" distributed around Enoura, Numazu city.
Tuff is a rock formed by the deposition of volcanic ejecta such as vol-
canic ash. Many of the tuffs distributed in Izu Peninsula are volcanic 
ash and pumice deposited on the ocean floor and it is evidence that 
Izu was a submarine volcanoes. This stone called "Izu-ishi" stone is 
light-weight and easy to process and has been used as a building 
stone from ancient time.

"Izu-ishi" stones were also used in the house shaped stone coffins that 
were excavated from Shizuhatayama Kofun and Maruyama Kofun in Shi-
zuoka City. The house shaped stone coffins are also a proof of influential 
person in their region, and you can know the connection between the re-
gions through "Izu-ishi" stone.
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　静岡市の賤機山古墳や丸山古墳から出土した家形石棺に

も伊豆石が使われていました。家形石棺は有力者の証でも

あり、石材を通じて当時の地域間の交流が見えてきます。
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