
 　城ヶ島は神奈川県三浦半島の最南端に位置し，東⻄西約1.8km，南北約0.6kmにわたる
島です．城ヶ島と三浦半島とは城ヶ島⼤大橋で接続されています．古くは北原⽩白秋ゆかり
の地として広く親しまれ，約1000-400万年前の海底に堆積した⽕火砕質砂岩泥岩互層主体
の三浦層群と，関東ローム層が⾒見見学できます．地層を⾒見見学する上で⼤大変⾒見見どころも多く，
安全であるため，多くの⼤大学や⾼高校の巡検地域としても有名です．	  

6.	  城ヶ島エリア	  
⼩小川⼤大輝（探査⼯工学研究室）	  



ジオサイト 6-1	

ジオサイト 6-2	

ジオサイト 6-3	

ジオサイト 6-4	

ジオサイト 6-5	

ジオサイト 6-6	

ジオサイト 6-7	

ジオサイト 6-7	

ジオサイト 6-8	

城ヶ島エリアのジオサイトマップ

国⼟土地理院発⾏行行1/25,000	  地形図「三浦三崎」より	  



6-1.	  灘ヶ崎	  
 　この平らに削られた露頭は隆起した海⾷食台で，
城ヶ島の海岸に広く⾒見見られます．露出する地層
は三崎層と呼ばれ，約1200万年前~440万年前
に⽔水深約2000~3000mの陸から遠い海底で堆
積しました．ここの地層は，⻄西北⻄西⽅方向に延び，
洗濯板のように凹凸のある地層が⾒見見られます．
中でも出っ張っている部分はスコリア質砂岩や
凝灰岩で構成されています．このような凹凸は，
地層の硬さの違いによって差別侵⾷食を受けた結
果できたものです．	  
 　⿊黒っぽい地層を詳しく観察すると，層の内部
で粒が⼤大きい部分から⼩小さい部分へと漸移的に
変化するものがあります．これは海底で攪乱さ
れた砂や泥が堆積する際に，⼤大きい粒⼦子の沈降
速度が速いため，先に堆積することによりでき
る級化層理という堆積構造です．写真をもとに，
地層の上下を判定してみましょう．	  
 　灘ヶ崎では，断層も数多く発達しています．	  

三崎層の泥岩砂岩互層	



6-2.	  観光橋のスランプ褶曲	  

スランプ構造	

 　このジオサイトの地層の⼀一部に，特異な湾
曲を⽰示す地層を含む部分が連続して続いてい
ます．海底の斜⾯面で⼤大きな地震が発⽣生したり，
洪⽔水が起きて⼟土砂が流れ込むと，⼀一度堆積し
たものが不安定になり地滑りが起きます．海
底でこれらがある程度固まった状態ですべる
と，層の状態を保ちながら曲がって⼤大きく変
形することがあります．こうして曲がった地
層の上部と下部の地層は乱されていないこと
から，地層全体が圧縮されてできた通常の褶
曲とは異なり，スランプ褶曲と呼ばれていま
す．つまり，スランプ褶曲は地層の堆積とほ
ぼ同時に作られたものです．	  
 　観光橋のジオサイトには，そのほかに逆断
層とスランプ褶曲が伴った構造や，断層によ
る地層の繰り返し，地盤の隆起を証拠づける
やっこかんざしの群集の存在などが知られて
います．	  



6-３．京急ホテル南側の⽕火⼭山灰層	  

オドリタフの⽕火炎構造と逆断層	  

 　このジオサイトまで南下すると，地層の傾斜
の変化に気づかされます．平らな⽔水平に近い地
層が観察できます．このジオサイトでは近くに
⽕火⼭山活動が盛んであったことを裏付ける地層が
あります．露頭で⽬目⽴立立つ⽩白⾊色の炎のような形を
した層は⽕火⼭山灰が固まった凝灰岩層で，オドリ
タフと呼ばれています．このような模様を⽕火炎
構造と呼びます．下の⽩白い凝灰岩層が堆積した
後に，上に積もったスコリア質砂岩の加重によ
り，下の地層が巻き上げられてできたもので，
逆に上の地層は垂れ下がっており，それを加重
痕と呼びます．	  
 　写真の露頭では，地層を切る逆断層が存在し
ます．⽔水平⽅方向に圧縮応⼒力力が加わったために地
層がずれました．	  
 　このオドリタフの下には，ピンク⾊色を⽰示すや
や厚い凝灰岩層が挟まれています．その中に，
葉理（ラミナ）が乱されたコンボリュートラミ
ナや⽣生痕化⽯石，部分的にクロスラミナが存在し
ますので，探してみましょう．	  

三崎層に挟まれた⽕火⼭山灰層（ピンク⾊色）	  



6-4.	  城ケ島南⻄西部の褶曲構造	  

城ケ島の向斜構造	  

 　城ヶ島灯台から海岸側の⽅方向へ進むと，
⼤大規模な褶曲構造が⾒見見えます．断⾯面では，
緩やかに上に向かって開いた向斜構造を
なしていますが，ほぼ⽔水平な海⾷食台上でも
地層が曲がって⾒見見えるのは，褶曲の軸が
⽔水平⽅方向より南東⽅方向に傾いているから
です（下図参照）．	  

軸が⽔水平な向斜	  

軸が傾いた（沈下した）向斜	  



6-5.	  城ケ島南部の断層と海⾷食洞,	  Soタフ	  
 　城ヶ島灯台から海岸を東へ進むと，左⼿手に海
⾷食洞がみえます．この海⾷食洞の左⼿手奥に⽬目を向
けると，左右で岩相が少し異なることがわかり
ます．左側（⻄西側）はスコリアの多い地層，右
側（東側）は褐⾊色の凝灰質砂岩です．両者の境
界は⻄西に傾斜したシャープな⾯面で，断層です．
この断層に沿って岩⽯石が砕かれたため，⾕谷地形
となり，海⾷食洞がつくられました．また，断層
のそばに寄ると，断層によってこすられた跡
（断層条線）や細かく砕かれた断層ガウジ（粘
⼟土）も確認できます．	  
 　海⾷食洞の上には，厚さ4mほどのごま塩に似た
凝灰岩層が挟まれています．この凝灰岩はSoタ
フと呼ばれており，三崎層-初声層の境界付近に
存在します．荒崎や毘沙⾨門でも露出しています．
⽕火⼭山灰は広範囲に広がり，⻑⾧長い地質時代の中で
は瞬時に堆積して凝灰岩となりました．従って，
地層の年代（同じ時間⾯面）を知る上で⾮非常に有
効な層（鍵層）です．	  

海⾷食洞	  断層	  

So	  



6-6a.	  ⾺馬の背洞⾨門	  
 　6-5から東に進むと「⾺馬の背洞⾨門」がみえま
す．この洞⾨門は⻑⾧長い年⽉月をかけて，波浪、⾵風
⾬雨等に侵⾷食されてできた海⾷食洞です．1923年
に発⽣生した⼤大正関東地震までは満潮時に⼩小⾈舟
でこの洞⾨門を通り抜けられましたが，地震の
時にこの付近の地層が約1.5m隆起したため，
⼲干上がってしまいました．6-5の海⾷食洞も同様
です．	  
 　この洞⾨門を構成する地層は初声層とよばれ，
⻩黄褐⾊色の凝灰質砂岩の中に，しばしば斜交葉
理や，スランプ礫（偽礫）がみられます．三
崎層と初声層の境界は，6-5と6-6の間に存在
すると考えられており，その付近の三崎層中
には⽕火⼭山⾖豆⽯石も⾒見見つかっています．	  

⾺馬の背洞⾨門	  

斜交葉理	  



6-6b.	  洞⾨門上の関東ローム層と不整合	  

 　⾺馬ノ背の洞⾨門の階段を上り⽯石垣の近
くにいくと，柔らかい関東ローム層が
⾒見見えます．その中でも特に際⽴立立ってオ
レンジ⾊色の層があり，東京軽⽯石層と呼
ばれています．これは、約5万年前に箱
根⽕火⼭山が噴⽕火したことにより噴出され
た⽕火⼭山灰から成り⽴立立っています．	  

 　関東ローム層は，城ヶ島公園から東
側海岸に降りる歩道沿いにもよく⾒見見学
できる場所があります．	  

洞⾨門（階段側）の地層	  
上部：⾚赤褐⾊色：関東ローム層	  
下部：⻩黄褐⾊色~灰⾊色：初声層	  

関東ローム層：関東⻄西部や北部の
⽕火⼭山周辺に堆積した⽕火⼭山灰が⾵風に
よって巻上げられて堆積したもの．
数⼗十万年前以降，現在も堆積し続
けています．	  



6-7.	  海鵜展望台から望む不整合境界	  
 　洞⾨門の階段を上り，城ヶ島公園への
歩道沿いに，海鵜展望台があります．
この展望台の対岸は断崖となっており，
例年10⽉月末頃から海鵜が北国から渡っ
てきて冬を越します．このため，神奈
川県が天然記念物として指定しており，
展望台からの景観は「城ヶ島の落雁」
として三浦半島⼋八景に選定されていま
す．	  
 　この対岸の露頭を望遠すると，初声
層と関東ローム層の境界をなす不整合
がよくわかります．双眼鏡があると，
海鵜の巣とともに，初声層が傾斜した
傾斜不整合の様⼦子もよく観察すること
ができます．	  
 　初声層の露頭にみられる⽩白いものは，
海鵜の糞です．	  

不整合境界が望遠できる海鵜の崖	  



6-8.	  安房崎の三崎層ー初声層境界と地層の逆転	  
 　城ヶ島公園の東端から⽯石段を下りると，
左側に写真のような地層が⾒見見学できます．	  
写真左⼿手は三崎層の砂岩泥岩互層，右⼿手は
初声層の凝灰質砂岩です．よく観察すると，
三崎層が初声層に斜めに削られており，そ
の境界部には多量のスランプ礫（偽礫）が
含まれていることがわかります．このこと
から，三崎層が堆積した後に海底地すべり
を起こしながら上の初声層が堆積し，不整
合のような境界をつくったと解釈されてい
ます．また，スランプ礫には，⼀一部に⽕火⼭山
⾖豆⽯石が含まれ，⾺馬の背洞⾨門そばの⽕火⼭山⾖豆⽯石
と同じ噴⽕火活動によってできた可能性が考
えられます．	  
 　海岸を少し北上すると，三崎層の地層の
逆転が認められ，北傾斜南上位であること
がわかります．⼀一⽅方，三浦半島南端の三崎
層は，北傾斜北上位であることが知られて
おり，海峡を挟んで⼤大規模な褶曲構造が想
定されます．この褶曲は剣崎背斜と呼ばれ，
剣崎まで続いています．	  



6-9.	  ⻲亀の⼦子島の⽯石灰質岩	  

 　⽩白秋碑前バス停から新潟造船所の南側の
路地を抜けると，⻲亀の⼦子島の崖が⾒見見えます。
この崖ではキャベツの葉を輪切りにしたよ
うな，コンボリュート（うずまき）葉理構
造と呼ばれる地層の模様が⾒見見られます．	  
 　⽔水で充填されていた地層で地震や海底地
すべり等の震動で液状化を起こすと同時に
複雑な模様ができたものです．⽔水が上に抜
ける時に尖った⽅方向が地層の上位となりま
すので，地層の上下がひっくり帰って逆転
したものと判断できます．	  
 　この崖を詳しく観察すると，砂粒のほか
に⾙貝やごかいのかけらや珊瑚が密集してい
ることがわかります．三崎層が堆積してい
る時に，このような⽣生物の殻の破⽚片等が海
底で吹きだまりのように密集したものと考
えられます．	  

地層の逆転を⽰示すコンボリュート葉理	  



県⽴立立城ヶ島公園	  
県⽴立立城ヶ島公園は城ヶ島全エリアの東部
の⼤大半を占めます．⼊入⼝口にクロマツの
⽊木々がそびえ⽴立立ち，そこを抜けると草原
⾵風景が広がります．この景観は太平洋か
ら吹き付ける強⾵風と降り注ぐ⽇日差しがつ
くりだしたもので，ほとんどの植物は⾼高
くなれず，クロマツも⾵風をさけるように
島の内側に傾いて枝を伸ばしています．	  

ハチジョウススキ	  

イソギク	  

城ヶ島公園⼊入⼝口	  

クロマツの並⽊木通り	  




