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An active monogenetic volcano ﬁeld and crustal movements

massif that originated in the south and Honshu. The volcanic massif
ʻcollidedʼ due to the movement of the Philippine Sea Plate toward the
coast of Honshu (the main island of Japan). The modest Mt. Kanukiyama you see today was one of the volcanic seamounts that made
up the base of todayʼ s Izu peninsula. Today, you see only the remnant of that mount, a volcanic neck. Kanukiyama and other parts of
the Numazu Alps all bear testimony to the ancient volcanism.
From here you can look directly down to the Suruga Bay, a water
body formed on the Suruga Trough. It is also the deepest bay oﬀ
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伊豆半島の生い立ち

2000〜1000万年前

新しい火山ができ、現在の景色ができたのです。

the Southern Japan Alps, mountains that were thrust upward due to
mm/ year.
Mountains like Fuji, Ashitaka and Hakone that dominate todayʼ s
skyline are all ʻproducts of this collisionʼ in this sense.
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