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誰が積んだの？この石垣

Who made this stone wall?

あさひだき

正面から見る旭滝は、まるで人工的につみあげた石垣の間を流れ落ち
こ む そ う

ているように見えます。虚無僧にゆかりのあるこの地ですが、もちろん
虚無僧の手によって石垣がつみあげられたわけではありません。
滝の展望台にのぼると、石垣のように見えた岩が柱のような形をして
いることに気が付きます。この柱のような岩は、マグマが冷えて固まる

伊豆半島ジオパーク

IZU PENINSULA GEOPARK

ちゅうじょう せ つり

ときに縮んでできる割れ目「柱状節理」です。柱状節理は、マグマが冷
えた側から柱が伸びていくという性質があります。
旭滝は、かつての火山の地下にあったマグマの通り道が地上に姿を現
した「火山の根」の一部です。火山の根の側面にあたるこの場所は、横
方向からマグマが冷やされたため、横倒しの柱状節理ができたのです。
柱状節理の間を右へ左へ向きを変えながら流れ落ちる滝は美しく、尺
た き おと

八の名曲「滝落しの曲」の元にもなりました。

■「火山の根」のでき方 Formation of volcanic neck

火山の直下で冷え固まった
マグマが、のちの浸食によっ
かざんがん

て洗い出されたものを火山岩
けい

頸（火山の根）と呼びます。
きゅうしゅん

浸食に耐えた 1 枚岩は急峻な
山を作ることがあります。

■旭滝の柱状節理 Columnar joints of Asahidaki Falls
柱
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Volcanic neck

「火山の根」の側面では、マグマ

A volcanic neck is a steep,
rocky hill created by magma
solidifying along the vent of a
volcano.
The brittle outer layers of the
volcano was eroded and only a
volcanic neck remains.

が横方向から冷やされたため、
横倒しの柱状節理ができました。
In the lateral side of "volcanic
neck", magma was cooled from
horizontal direction, and horizontal
columnar joint was formed.

伊豆半島の生い立ち Geological History of Izu Peninsula
海の時代

2000〜1000万年前

20〜10 million years ago

Submarine Volcanoes

衝突の時代

1000〜200万年前

200〜100万年前

10〜2 million years ago

本州 Honshu

本州 Honshu

プレート
沈み込み口
Trench

800 〜
400km

海底火山

Submarine Volcanoes

深い海での火山活動
Deep Submarine Stage

プレート
沈み込み口
Trench

海底火山

Submarine Volcanoes

2〜1 million years ago

本州 Honshu

400 〜
80km

80〜40km

小火山島

Small Volcanic Island

浅い海での火山活動

Shallow Submarine Stage

North Nakaizu Area : Shuzenji Onsen Geosite
Asahidaki Falls

When seen head-on, Asahidaki Falls appear tobe ﬂowing down through a
man-made stone wall. Climb up to the viewing platform, however, and
you will notice the column-like shape of the stones that create this
“wall” .
How this waterfall was formed?
This column-like stone, called "columnar joint" was created by regular
cracks that were formed by the decrease in volume when the magma
cooled.
Columnar joints naturally stretch into columns on the cooled side of the
magma.
Asahidaki Falls is part of a "volcano neck", a solidiﬁed magma passage
which appeared above the surface by uplift and erosion. This spot is located in the lateral side of "volcanic neck" and the magma was cooled
from horizontal direction. Thereby the columnar joints show a toppling
shape.
The waters of the falls, ﬂowing left and right between the columnar
joints, create a beautiful site and served as the basis for the famous
shakuhachi ﬂute piece, Takiotoshi-no-kyoku ( “song of the waterfall” ).

しんしょく

Cooled and solidiﬁed
magma

中伊豆北エリア ：修善寺温泉ジオサイト
旭滝

熱海層群最下部の
砂や泥が堆積

100〜60万年前

1〜0.6 million years ago
丹沢山地の隆起と浸食

60万年前

0.6 million years ago

Uplit and Erosion of Tanzawa mountains

Terrestrial Volcanoes

60〜20万年前

0.6〜0.2 million years ago

多賀火山

Taga Volcano

陸地

伊豆半島の隆起

Uplift of Izu Massif

衝突の進行

Progress of the collision

蛇石火山

0.2 million years ago〜Recent
丹那断層

Tanna Fault

Hakone Volcano

達磨火山

Jyaishi Volcano

20万年前〜現代

箱根火山

Daruma Volcano

本州への衝突のはじまり
Start of collision

衝突とその後の時代（陸上火山の時代）

Collision to
Main Island (Honsyu)

宇佐美火山

Usami Volcano

伊豆半島の原型の完成
Birth of the Peninsula

設置・管理者：伊豆市 産業振興課
http://www.city.izu.shizuoka.jp/

天城火山

Amagi Volcano

南崎火山 Nanzaki Volcano

ほぼ現在の伊豆半島に

Izu Peninsula gets its present shape
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石廊崎断層

Irozaki Fault

伊豆東部火山群

Izu Tobu Volcano Group

生きている伊豆半島

An active monogenetic volcano ﬁeld and crustal movements

監修：伊豆半島ジオパーク推進協議会
http://izugeopark.org/

