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河津・東伊豆エリア/
河津七滝ジオサイト

河津七滝 ： 伊豆の踊子が歩いた滝の七変化

Kawazu・HigashiIzu Area /
Kawazu Seven Falls Geosite

Kawazu Seven Falls : Changing water landscapes and the Dancing Girl of Izu
かわづななだる

河津七滝の滝は、それぞれに独特な表情があり、見る者

天城山 Amagi volcano

天城峠

Amagitoge Pass

を楽しませてくれます。滝の個性はどのようにして
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伊豆東部火山群の
溶岩流分布範囲
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岩の柱がおりなす

河 津 七 滝 のでき方

溶岩流

Lava flow

に次々と姿を変えて行きます。流れ落ちる水のながれ
だけでなく、そのまわりの地形や岩の姿にもぜひ目を
鉢ノ山火山の溶岩

Distribution of Hachinoyama Lavas

向けてみてください。

かわづななだる

しちへんげ

河津七滝の七変化をお楽しみください！

Each of the Kawazu Seven Falls has its own appearance,
entertaining on-lookers. How were the features of these
falls created? Each of them is characterized by pillar-like rocks.
These rocks called ”Columnar Joints”. You can see different
shape of such joints along the trail. Please take a look at not
only the water running down but also the landform and the
shape of rocks around it.
Enjoy the varied landscapes of Kawazu Seven Falls!
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「柱状節理」と呼ばれるこの岩は、遊歩道を進むたび
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Formation of Kawazu Seven Falls
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柱状節理

登り尾南火山
Noboriominami volcano

Columnar joints

およそ2万5000年前、登り尾南火山から流れだした溶岩が、谷の中に
流れ込みました。
伊豆が海底火山だった頃の地層
Strata of submarine volcanoes

Approximately 25,000 years ago, lavas from the Noboriominami Volcano
flowed into the valley.

溶岩の表面と底は冷えて固まっていきました。その時に溶岩の
体積が縮まって割れ目ができました。この割れ目は冷やされる
面に垂直にのびていきます。
The surface and bottom of the lava cooled and hardened.
Then, the volume contracted developing cleavages.
These cleavages stretch vertically along the cooled side.

やがて溶岩全体が冷やされると、さまざまな方向から冷やされて
できた複雑な割れ目ができあがりました。
Once all of the lava cooled, complicated cleavages were created from
many directions.

溶岩が縮むときにできる割れ目が組み
合わさって、柱のような岩ができます。
これを「柱状節理」といいます。
Pillar-like rocks are formed when cleavages
created at the time of lava contraction interlace.
These are called “columnar joints.”

その後、溶岩が流れ込んだ谷に再び川が流れはじめました。川の
流れは長い時間をかけてかたい溶岩を削り取り、溶岩の内部に
あった柱状節理が姿を現しました。
Afterwards, the river started to flow again in the valley where the lava had flowed.
The flow of the river chipped away the hard lava over a long period of time, and
columnar joints hidden inside the lava appeared.

富士箱根伊豆国立公園
Fuji-Hakone-Izu National Park

設置・管理者：河津町
http://www.town.kawazu.shizuoka.jp/

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

