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千貫門：地表に姿を現した「火山の根」

Nishiizu Area ・ Iwachi・Ishibu・Kumomi Geosite
Muroiwado abandoned quarry

Senganmon Rocks “Volcanic neck” appeared on the surface of the earth
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西伊豆や南伊豆をはじめとする伊豆半島南部の広い地域は、伊豆が本州に衝突
する前に噴火した海底火山や火山島によってつくられています。遊歩道の先にあ
せんがんもん

え

ぼ

し

や

ま

る千貫門や、千貫門の右手に見える烏帽子山は、かつて海底火山の地下にあった
か ざ ん が ん け い

「マグマの通り道」が地上に姿を現した「火山の根（火山岩頸）」の一部です。
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。

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.

けず

か い し ょ くど う

千貫門には、岩の中央部分に波で削られてできたトンネル（海食洞）があり、巨
くも み せ ん げ ん じ ん じゃ

大な門のように見えるその姿は烏帽子山山頂にある雲見浅間神社の門に見立てら
せんげんもん

か ち

せんがんもん

あたい

れ「浅間門」と呼ばれていましたが、「見る価値が千貫文にも値する」という意
味から「千貫門」と呼ばれるようになりました。

The broad expanse of the southern Izu peninsula, including Nishi Izu and Minami Izu, was formed from the products of ancient volcanic islands
and submarine volcanoes before the Izu block collided with the main island (Honshu). The Senganmon Rocks, at the end of the promenade, and
Mount Eboshiyama which can be seen to their right, are part of a volcanic neck ( check the explanation in this sign ).
The rocks have the tunnel (a sea cave) at their center. This gate-like shaped rock has caused them to be seen as the gates of the Sengen jinja
Shrine. Their name came from the idea that viewing them was an experience worth "Sen ganmon." (In Japanese, "Sen" is 1,000 and "ganmon"
is an old unit of money).
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