
海底から姿をあらわした須崎半島
Suzaki peninsula uplifted from the seabed
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　伊豆半島の南部には、太古の海底火山の噴出物が広く分布しています。

長い海底火山の時代の後、伊豆全体が隆起と浸食を受けたため、本来は地

下に埋もれていたはずの海底火山の姿を直接見られるようになったので

す。国立公園にも指定されている須崎の海岸線では、海底火山の痕跡を

あちこちで見ることができます。

　 爪木崎の柱状節理も太古の海底火山のなごりです。数 100 万年前の海底火山

の地下で、マグマが冷え固まる際の収縮によってできました。

　地元では柱状節理の断面の形から「俵磯（静岡県指定天然記念物）」と呼ばれて、江戸時代

には建築用材として切り出され、見事な 6 角形の石材は「俵石」と呼ばれ好評を博しました。

In the southern part of the Izu Peninsula, prehistoric volcanic ejecta can be found 

widely. As the long stage of submarine volcanism came to an end, the peninsula 

became uplifted, and erosion proceeded. These processes made it possible for us 

to directly observe the volcanoes that should have been located underground. We 

can see the remnants of submarine volcanoes in the Suzaki coastline. The 

coastline is registered as a part of the National Park. 

The columnar joints seen at the Tsumekizaki area are also remnants of submarine 

volcanism. These joints formed when the magma cooled below the submarine 

volcanoes several million years ago. 

These joints are called ʻTawaraisoʼ (appearance of a rocky bale) and are 

designated as a natural treasure by the Shizuoka Prefecture. These joints were 

once used for construction, during the Edo Period (1603-1867) in Japan the site 

was excavated for construction materials. The stones with beautiful hexagonal 

shapes were known as ʻTawara Ishiʼ and they were prized construction materials. 

た い こ

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

りゅうき しんしょく

すざき こんせき

つめきざき ちゅうじょうせつり

しゅうしゅく

たわらいそ

はくたわらいし

海の時代 衝突とその後の時代（陸上火山の時代）衝突の時代
2000～1000万年前 1000～200万年前 200～100万年前 100～60万年前 60万年前 60～20万年前

0.2 million years ago～Recent20～10 million years ago 10～2 million years ago 2～1 million years ago 1～0.6 million years ago 0.6 million years ago 0.6～0.2 million years ago

プレート
沈み込み口

海底火山

深い海での火山活動
Deep Submarine Stage

浅い海での火山活動 本州への衝突のはじまり
Shallow Submarine Stage Start of collision

衝突の進行
Progress of the collision

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

本州

800～
400km

海底火山

プレート
沈み込み口

400～
80km

小火山島

本州

80～40km
陸地

本州

熱海層群最下部の
砂や泥が堆積

丹沢山地の隆起と浸食

伊豆半島の隆起 蛇石火山
宇佐美火山

達磨火山

多賀火山
箱根火山

南崎火山
伊豆東部火山群

丹那断層

石廊崎断層

Submarine Volcanoes Terrestrial VolcanoesCollision to
 Main Island (Honsyu)

Honshu Honshu Honshu

Trench Trench

Submarine Volcanoes Submarine Volcanoes
Small Volcanic Island

Uplit and Erosion of Tanzawa mountains

Uplift of Izu Massif

Tanna Fault

Irozaki Fault Izu Tobu Volcano Group
Amagi Volcano

Hakone Volcano

駿河
湾
Sur
uga
 Bay

Taga Volcano

Usami Volcano
Nanzaki VolcanoJyaishi Volcano

Daruma Volcano

天城火山

20万年前～現代

伊豆半島の原型の完成
Birth of the Peninsula

0m200m 200m 400m

0m

200m

200m

現 在 地
You are here

俵磯の柱状節理
Columnar joints at Tawaraiso beach

爪木崎灯台
Tsumekizaki lighthouse

須崎遊歩道
Suzaki trail

野水仙群生地
Narcissus plant family

池ノ段
Ikenodan

田ノ浦
Tanoura

昭和天皇の歌碑
Tanka inscription
 of Emperor Showa

ジオポイント
Geopoint

展望地 / 景勝地
View point

駐車場
Parking

トイレ
Toilets

凡 例 Legend

バスのりば
Bus stop

爪木崎
Tsumekizaki

40m

20m

0m

標高 Elevation

爪木崎花園
Tsumekizaki Flower Garden

　現在地から須崎半島を見渡すと、この半島が平べった

い形をしていることがわかります。かつて海面近くにあ

って、おもに波によって削られてできた平たん面が段階

的に隆起してできた「隆起海成段丘」という地形です。

 　過去に何度も繰り返され、現在も続く隆起によってこ

のような平べったい半島ができあがりました。
If we look towards Suzaki from this location, we can understand 
that the peninsula assumes a flat shape. This is due to a process 
of periodic uplift of the flatter portions of the landscape near the 
sea that were eroded by wave actions. The process is known as ʻ
Uplifted Marine Terraces.ʼ 
As this process took place time and again in the past, the penin-
sula eventually got its current flat shape. 

須崎半島はどうして平べったいの？ Why Suzaki peninsula is flat?
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