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Fuji-Hakone-Izu National Park

下田市：太古の火山島を巡る Shimoda city : Travel to the ancient submarine volcanoes
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ほぼ現在の伊豆半島に
Izu Peninsula gets its present shape

生きている伊豆半島
 An active monogenetic volcano field and crustal movements
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Izu Peninsula
伊豆半島

本州で唯一、フィリピン海プレート上に位置する伊豆半島は、かつては南洋
にあった火山島や海底火山の集まりでした。この海底火山群は、プレートと
ともに北上し、約60万年前に本州に衝突して半島になりました。伊豆半島で
は、現在も火山活動や地殻変動が続いており、これによって豊かな温泉や湧
水などの恵み、変化に富んだ地形をもつ魅力的な半島が形作られています。

Izu Peninsula is the only part located on the Philippine Sea Plate in Honshu.  This part 
was originally a group of volcanic islands and submarine volcanoes in the South Seas. 
These islands and volcanoes drifted by the northward motion of the Philippine Sea 
Plate and collided with Honshu island (the main island of Japan) about 600,000 years 
ago to form a peninsula. Even now, volcanic activity and crustal movements continue 
in this peninsula. As a result, various “Gifts” of nature such as abundant hot springs, 
spring water and natural scenery are enjoyed by the people of the peninsula.

南から来た火山の贈りもの Volcano Gifts from the South
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下田市の大地のなりたち Geological history

Enjoy nature and culture自然を楽しむ・歴史を知る

海底火山の噴出物が降りつもった地層が、数100万年の時を経て、その美しい姿を

地上に現しています。島のまわりには隆起によって生じた千畳敷が広がっています。
Products of submarine volcanism create these beautiful landscapes by being deposited across several 
million years. The Senjojiki̶which is a product of the upliftment, can be seen around the island. 

波の浸食でできた洞窟の天井が崩れてできた直径約40mの天窓。入り口から
階段で龍宮窟に入ると、この神秘的な天窓の下に立つことができます。
This is a sea cave, initially created by wave erosion, whose roof subsequently fell off. This cave has a 
diameter of 40 m. If you walk along the steps in the seacave, you would feel the mysterious atmosphere 
inside this eroded cave. 

海底火山のマグマが冷え固まったときにできた「柱状節理」。柱のような岩が立
ち並ぶこの場所は「爪木崎の俵磯」と呼ばれています。
Columnar joints created by the process of cooling of the magma ejected during submarine volcanism. 
The ‘Tawaraiso’ (Rocky bale) is the landscape where joints stand side by side, at Tsumakizaki. 

かつての海底火山の中心部である「火山の根」にかこまれた下田の街。安政東海地震

の大津波（1854年）から立ち直ったこの街には、津波の教訓も多く残されています。
The town in Shimoda City that forms the center of the ancient submarine volcanoes. The place is surrounded 
by volcanic roots. This town was rebuilt in the aftermath of the large tsunami caused by the Ansei Tokai Earth-
quake (1854)̶thus the landscape gives us important lessons about earthquakes and tsunamis. 

東～南伊豆から望むことのできる伊豆諸島などの火山噴火と向き合ってきた
伊豆の人々の祈りは、各地の遺跡や祭りなどの中に息づいています。
Beliefs and rituals of the Izu Islands (visible from the east and west coasts) , were borne out of the history 
of coexistence with volcanic eruptions. These rituals are alive till date in the forms of cultural relics or 
festivals of different regions. 

下田市街のあちこちにみられる「伊豆石」の建物。海底に降りつもった火山灰や
軽石が、つもった際の模様を残しながら長い年月を経て石に姿を変えました。
Monuments created with the Izu stones in different locations of the Shimoda City. Volcanic ash and 
pumice that collected in the seabed during submarine eruptions took the shape of stones in a process 
spanning a long time. 

温暖な気候のなか、荒 し々い海岸線では独特な植物を四季折々に楽しむこと
ができます。
Special types of vegetation growing on the jagged coastal landscape can be seen in all four seasons in 
this area, which belongs to a relatively warm climatic zone.

白い砂浜も実は「火山の贈りもの」のひとつ。海底火山の白い軽石などが美し
い海の景色を演出しています。
White sand beach are also a form of the volcanic gifts at Izu. The white pumice make a beautiful land-
scape of beach.
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隆起する伊豆東海岸と沈む西海岸 Differences in coast landscape of Izu

　現在地から南方向を眺めると、白浜海岸の手前に
平らな磯にかこまれた龍宮島が見えます。このような
地形は、波に削られてできた平たん面が隆起して海
上に姿を現した「波食台」といいます。伊豆の東海岸
には、多くの海食台があり、絶好の磯遊びスポットに
なっています。
　一方、伊豆の西海岸には海食台は見られず、絶壁
が海に面した荒 し々い海岸線になっています。これは
東海岸とは逆に、沈降している証拠がのひとつです。
　西伊豆沖の駿河湾へのプレートの沈み込みと関連
するとみられるダイナミックな地殻変動が、東伊豆と
西伊豆の海岸景観の違いを生み出しているのです。

Looking southward from the present location, you can see the 
Ryugu island surrounded by the flat rocky joints in the fore-
ground of the Shirahama Beach. This landscape is the product 
of erosional flats being uplifted and is known as ‘Wave-cut plat-
form’. The Eastern coastline of the Izu Peninsula has many such 
erosional flat beds that are perfect for enjoying these eroded 
joints. On the other hand, these landscapes are absent at the 
western coast, where the rocky cliffs directly face the sea, which 
is a proof of subsidence. 
The difference between the eastern and western coastlines of 
the peninsula is thought to be caused by the dynamic land 
movement caused by the subduction of the plate in the Suruga 
Bay area in the sea near Nishi Izu. 

東海岸の景色 Coastline of east Izu

西海岸の景色 Coastline of west Izu
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