横穴群にみる海底火山のなごり
Ancient graves dug in the submarine volcanoes

狩野川下流域における横穴墓の分布

Distribution of ancient graves in the lower Kanogawa river
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北伊豆一帯には、斜面を横方向に掘って作られた「横穴墓」が分布してい
ます。7 世紀の中ごろから作られ始めたこれらの横穴墓は、簡単な道具でも
掘ることができる地層の中に多く作られています。
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北江間横穴群をはじめとする狩野川左岸側の横穴墓の多くは、数百万年前、
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伊豆が本州に衝突する前に海底につもった火山灰や軽石の地層の中に作られ
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このような掘削しやすい地層は石材としても用いられてきました。伊豆石と

野

香貫山

しまもよう

ており、壁面には海底につもった際の縞模様などがそのまま残っています。
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呼ばれるこの石材は、韮山反射炉など、多くの場所で使われています。

Kashiya Ancient Graves
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一方、柏谷横穴群など、狩野川の右岸側に分布する横穴墓は、箱根火山（数
かさいりゅうたいせきぶつ
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十万年前以降）の火砕流堆積物などの中に多く作られています。掘りやすさ
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地のなりたちの一端を知ることができます。
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海底火山時代の地層が分布する範囲
Distribution of submarine volcano deposits
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Many ancient graves excavated laterally on the hillsides are distributed throughout the nourthern Izu. They are found in strata that can be dug even with simple tools. They started to
appear around the middle of 7C. The majority of them are small tunnels.
Many of the ancient graves, including Kitaema ancient graves, on the left bank of the Kanogawa River are found in the strata of volcanic ash and pumice stone that had accumulated
on the seabed before Izu collided with Honshu (the mainland of Japan) several million years
ago. The easy-to-dig soil of the strata has been used as building stone－known as “Izu
Stone” . Izu Stone is used for various applications also in The Nirayama Reverberatory Furnaces, for example.
On the other hand, ancient graves including the Kashiya ancient graves that are distributed on the right bank of the Kanogawa River are often found in pyroclastic ﬂow deposits
from Hakone volcanoes (formed several hundred thousand
years ago).
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Distribution of ancient graves helps us to understand the わかとねり
若舎人の石櫃 Stone coﬃn of Wakatoneri
伊豆の国市あやめ会館に展示されています。
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geological information of this area.
It is displayed at Izunokuni Ayame Hall.（8：30〜17：15）

設置・管理者：伊豆の国市 観光課 TEL:055-948-1480
https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/

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

