
釜滝：覆いかぶさる溶岩がつくる巨大な釜
Kamadaru Falls : Waterfall formed by lavas.
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監修：伊豆半島ジオパーク推進協議会
　                 http://izugeopark.org/

設置：静岡県 観光政策課　管理者：河津町 産業振興課
　　　　　　　http://www.town.kawazu.shizuoka.jp/

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

Kawazu・Higashiizu Area Kawazu Seven Falls Geosite
                                                       Kamadaru Falls

河津・東伊豆エリア　河津七滝ジオサイト
　　　　　　　　　　　　　　　　　釜滝
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　滝つぼに覆いかぶさるようにそびえる溶岩が迫力満

点の滝です。約 2 万 5000 年前の登り尾南溶岩を、天

城山から流れ出した川がみがき上げて作り上げた景色

なのです。この迫力の景色を演出しているもののひと

つが、複雑に折り重なる柱状の岩「柱状節理」です。

　景色をよく見ると、足もとや滝つぼ付近の岩には、

柱状節理ができていません。これらの岩は、登り尾南

溶岩が流れ下る前に地表を作っていた古い地層です。

The lava over the waterfall makes a beauti-

ful scenery. The lavas has been flowed here 

from Noboriominami volcano, and it has 

been deeply eroded by stream of river. In 

this lavas you can see the “columner 

joints” . These rocks make a unique scenery 

of the waterfall.

Please look carefully at the scenery.The 

rocks at the bottom of the waterfall are not 

contain “columnar joints “. These rocks are 

older strata.

おお

のぼりおみなみ

ちゅうじょうせつり

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

The surface and bottom of the lavas 
cooled and hardened. Then, the 
volume of lava  decreased and  
formed cracks. These cracks stretch 
vertically from the cooled side.

Once all of the lava cooled, complicated cracks were created from many 
direction.

Afterwards, the river started to  flow in the valley where the lava had 
flowed.The flow of the river was eroded the hard lavas over a long time, 
and columnar joints hidden inside the lavas appeared in front of us.

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。この割れ目は冷えた
側から内側に向かって伸
びていきました。

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。

その後、溶岩が流れ込んだ谷に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、その結果、溶岩の内部にあった柱状節理が姿
を現しました。

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。

河津七滝のでき方
岩の柱がおりなす

Formation of  Kawazu Seven Falls

Pillar-shapd rocks were formed by 
many cracks when the lava decreased 
its volume due to cooled. These are 
called “Columnar joints” .

伊豆が海底火山だった頃の地層
Strata of submarine volcanoes

登り尾南火山
Noboriominami volcano

溶岩流
Lava flow

伊豆が海底火山だった頃の地層
Strata of submarine volcanoes

横倒しの柱状節理
Horizontal Columner Joints

柱状節理ができた
溶岩流
Lavas with columner joints

釜 滝
Kamadaru Falls
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You are here

溶岩が
流れる前の地表
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登り尾南火山の溶岩
Lava Flow from Noboriominami volcano

伊豆半島が海底火山だった頃の地層
Strata of submarine volcanoes

釜 滝
Kamadaru Falls


