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方災蕊喪

中部及び北関東地方における広域地質環境評価のための断裂系謂査

　　　　　　　　　　　　要　　　　旨

　本調査は・広域調査の一環として・全国を対象とした航空写真による断裂系調査を実

施し、高レベル放射性廃棄物地層処分のための収納岩体の安定性や水理地質に関する基

本的特性を把握するための基礎資料の作成を目的として進められた。

　本調査では、日本全国を網羅している1／40，000航空写真を用いて、中部地方の中央部

から南部地域と北関東地域を対象として断裂系を判読・抽出した・判読にあたっては・

断層・破砕帯、節理などの割れ目系に起因するリニアメントに着目し、それらを「活断

層」、「地質断層」、及び「これら以外の割れ目（その他のリニアメント）」として3

分類し、さらに「活断層」及び「地質断層」については、確実度に基づき2区分した。

　この結果は王／50，000地形図などに図示され、　「活断層」、　「地質断層」の属性を一覧

表にとりまとめ・さらに分布の形態や地質との関係について記述した・

　その結果、本地域では475本の活断層、1，151本の地質断層、数千本の活断層・地質

断層以外の割れ目が判読・抽出された。また、既存活断層資料との対照により、本地域

において166本の活断層が新たに抽出された。

　本地域に発達する活断層・地質断層は、地域と地質によって分布形態・密度に大きな

差を持っている。主として先第三紀の地質から構成される糸魚川静岡構造線以西の地域

には、数多くの、また長大な活断層・地質断層が、北部では南一北方向に、南部では南

一北方向及び北東一南西方向に発達する・関東山地の先第三紀層は西南日本外帯に属す

るが、ここでも北西 南東方向の地質断層が数多く抽出された。また関東山地北縁付近

では、山地縁辺方向の北西 南東方向に活断層が数本判読される。関東地方北部の足尾

・八溝山地も先第三紀層分布地域であるが、局所的な花縄岩類分布地を除いて地質断層

・その他のリニアメントは少ない。糸魚川静岡構造線以東のフォッサマグナ地域におい

ては、活断層は火山地帯を除いてほとんど抽出されず、また地質断層も少ない。伊豆半

島に分布する第三紀火山岩類・堆積岩類では、北西 南東方向の活断層・地質断層が非

常に多く抽出され、関東平野北部ではわずかな本数の活断層が抽出されたのみである。

本報告書は、アジァ航測株式会社が動力炉・核燃料開発事業団との契約により実施した

渠務の成果である。

契約番号＝02CO465

事業団担当部課室＝中部事業所、環境地質課・技術開発課

※＝防災・地質部
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　　The　purpose　of　this　s　tudy　ls　しo　exa皿ine　the　fracture　syste皿　ana　l　ys　is　thlrou帥ou　t　japan

by　aer　ia　l　pho　tographs　　in　order　to　obtain　the　bas　ic　data　about　the　stabiI　i　ty　of　rocks

for　geologi cal　dispDsal　of　the　high　level　radio active　wastes　　arld　　the　fmda皿ental

characteristics　of　hydro geology．　　In　this　study，　fracture　syste皿　1n　the　central　part　of

Chubu　a【1〔i　Northem　Ka目tou　i　s　interpreted　by　the　use　of　the　aeria　l　phot〔）graphs　of　　Japan，

1＝40，000　in　scale．　　In　the　intelpretatiQn　parしicular　attention　is　paid　to　linea皿ents

which　37e　caused　by　fau1しs，　fracture　zones　and　j　oint　s．　　Such　l　ineaments　are　c］assified

intotは㏄groups；activefaults，faults（i．e，non－activefaults）andotherfract皿es．

Active　faults　and　faults　are　fu■ther　classified　into　two　groups　accoτding　to　the　certainty，

respectively．

　　The　result　of　this　study　is　shown　1【1the　toP〔｝graphic　皿aps，！＝50，GOO　in　scale、　The

　attributes　of　active　faults　and　faults　are　l　isted　in　a　table，　　Their　〔1istribution　and　the

relationship　冒ith　the　geological　features　are　also　described　in　this　paper．

　　As　a　result　of　thi s　study　475　active　fauLしs　and　1，！51　faults　we■e　i【lter【）reted．　　A皿ong

the475active　faults166are　ne胃Iy　found　in　co皿parison　with　the㎞o甜n　active　faults　in

the　l　iteratures、

　　In　the　present　area　しhere　are　Oons　j derab　l　e　differences　in　己istribut　ion　and　dens　ity　of

しheactlvefaultsandfaultsaccordi㎎totheregionaldlfferencesofthearea．lnthewest

of　ltoigawa Shizuoka　Tectonic　Line冒hich　is皿ainly　characしrized　with　Hesozo工c　and　older

r・cks，thereare㎜yand1・㎎activefaultsmdfaults．＄uchfaultshasN－Sdirecti・nin

the　northem　part　the　area，暫hereas　N S　and　NE　SW　dir㏄tion　in　the　southem　part、In　kallto

皿auntains　region　of　Pre－Tertiary曲ich　belongs　to　Inner　zone　of恥ロthem　Japan　are

ident　ified　a　number　of　NE S1「d　irecし10n　fau　l　t　s．In　the　northern　margin　of　kanto　皿ountains

region　，there　a■e　severa　l　NE S賀　direct　ion　act　i　ve　fau　l　t　s　in　palra　l　l　e1　胃i　th　the　pied皿ont，　In

Ashio　＆　Ya皿izo　皿ountains　region　in　the　nortern　par　t　of　kan　to　district　賀hich　be　l　o㎎　to

Pre Tertialy，there　are　fe甲　faults　and　other　lillea皿e【1ts　expect　in　local　Granites　group　a】rea．

InFossaHagnadistrict，eastofltoigawa－ShizuokaTecωnicLine，therearefe胃activefaults

andfaults，thefo皿erbd㎎exceptindistrictofvolcanicrocks．1且thedistrictofNoogene

volcanicr㏄ksandsedimentalyr㏄ksinlzupeninsula，thereisalotof冊SEdirection

active　faults　and　faul　ts．
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まえがき

　　この報告書は、動力炉・核燃料開発事業団との契約によりアジア航測株式会社が実

　施した、　「中部及び北関東地方における広域地質環境評価のための断裂系調査」の結

　果についてとりまとめたものである。

　　高レベル放射性廃棄物地層処分にあたっては、我が国の地質環境特性の把握解明を

　全国規模で実施し、その適性を評価する必要がある。その基本項目の一つである収納

　岩体の安定性や水理地質特性は、岩体に発達する断裂と密接に関係するため・断裂系

　の分布とその特性を把握することは地質環境を評価する上で極めて重要である。本調

　査は、この断訳系の分布特性を全国規模で把握。評価するために必要な統・一された判

　読基準による断裂系分布図の作成を目的として実施されている。

　　蕊空写真判読による断裂系の抽出は、かねてから多くの研究機関・団体によって試

　みられてきている。なかでも、1980年には活断層研究会によって、一部地区を除く日

　本全土の活断層の分布が「日本の活断層 分布図と資料」として公表され、現在では

　これが最も権威あるものとして受け入れられている。同書の結びにおいて「日本列島

　の主要活断層発見時代は終わった」と述べられているように、陸 L部に分布する活断

　層の入半が検出されたと考えてよいであろう。

　　しかし、これはあくまで活断層のみに着目したものであり、本調査の目的である高

　レベル放射性廃棄物収納岩体の安定性や水理地質に関与すると考えられる他の断裂系

　については、まったくといっていいほど触れられていない。本調査は、上記資料で検

　山された活断層の再検討はもちろんのこと、地質時代における断層についても、日本

　全国を同一レベルで新たに検出しようとするものである。

　　なお、本調査は1988年度から引き続いて実施されているものであり、開始から3年

　度目に当たる・その結果、本契約業務で対象とする中部地方及び北閨東地方において

　も活断層・地質断層が数多く検証され、また 一部ではあるが新規に検出されている。
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1　調査概要

　L生目的

　　　高レベル放射性廃棄物地層処分にあたっては、我が国の地質環境特哲の把握解明

　　を全国規模で実施し、その適性を評価する必要がある。その墓本項目の一つである

　　収納岩体の安定性や水理地質特性は、岩体に発達する断裂と密接に関係するため・

　　断裂系の分布とその特性を把握することは地質環境を評価するトで極めて重要であ

　　る。

　　　本調査は、この断裂系の分布特性を全国規模で把握・評価するために必要な統一

　　された判読基準による断裂系分布図の作成を目的として実施されている。

　L2解析範囲

　　　解析範囲は図 1に示すように、中部地方のほほ中央部から南部にかけての地域

　　と北関東地方の合計約25，000㎞2の範囲である。

　　　建設省国土地理院発行の地形図。地勢図範囲は、図 2に示す通りであり、

　　1／50，000地形図で81枚、！／200，000地勢図で7枚の範開となる。

　1．3使用データ

　　　判読。解析に使用した航空写真は、国土地理院が整備公刊し・　（財）日本地図セ

　　ンターが販売している縮尺1／40，000の白黒密着印画である。解析範囲の写真明細を

　　表 1に示す。

　1，4業務内容

　　（1）判読基準に基づいて1／40，000白黒航空写真を判読し・リニアメントを抽出する。

　　（2）リニアメントの分類

　　　　判読・抽出された断裂系を以下の項目に分類し、その確実度を明記する。

　　　　　・活断層（確実度1、及び2）

　　　　　・地質断層（確実度1、及び2）

　　　　　・その他

　　（3）リニアメントの特徴抽出（属性調査）

　　　　判読・抽出され、活断層・地質断層に分類されたリニアメントに対し、以下の

　　　特性を写真、地形図、及び文献より調査する。

　　　　　・長さ

　　　　　・走向
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図 2解析範囲の地形図と地勢図

　　小さい枠は1／5万地形図、それを含む

　　大きい枠は1／20万地勢図の範囲を示す。
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　　　・傾斜方向

　　　・判読要素（リニアメントを判読した根拠となる地形特徴）

　　　・変位量・変位方向（活断層に分類されたリニアメントのみ）

　　　・記載文献の有無・文献名

　　　・地質

（4）解析図および報告書の作成

　　上記（1）～（3）をとりまとめ、報告書及び解析図表を作成する。

　①報告書

　　　リニアメントの判読基準・分類基準及び確実度、リニアメント毎の特性（表）

　　各地域（1／20万地勢図の区画）のリニアメントの分布形態の特性・地質とリニ

　　アメントの関係、活断層の分布等について記述する。

　②概要報告書

　　上記報告書の内容を要約した概要書。

　③1／5万判読図

　　　1／5万地形図上に判読結果記入する。その内容は、判読された全1フニァメン

　　ト、及び分類・確実度、コード番号、判読要素、変位方向である。

　④1／5万マイラー原図

　　　1／5万地形図からリニアメントに関してトレースした図

　⑤1／20万マイラー原図

　　　抽出された活断層・地質断層に分類されたリニアメント、及び分類・確実度

　　を記入する。

　⑥1／100万・1／2DO万マイラー原図

　　　抽出された活断層に分類されたリニアメント、及び確実度を記入する。

　⑦青焼き

　　　各マイラー原図の青焼き図Q

　⑧リニアメントの属性一覧表

　　　活断層・地質断層に分類されたリニアメントの属性をまとめた表。また、こ

　　れとは別に、活断層に分類されたリニアメントのみの属性一覧表も作成する。

　⑨航空写真標定図

　　　調査に使用した航空写真の標定図。
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　（5）成果品数量

　　　・1／5万判読図

　　　・1／5万、1／20ガ、　1／100万、　1／2DO万マイラー原図

　　　・！／5万、1、／2D万、　1／100万、 1／200万青焼き図幅

　　　・属性一覧表（活断層・地質断層）

　　　・属性・覧表（活断層）

　　　・属性・覧表のフロッピーディスク

　　　・解析結果の報告書

　　　・解析結果の概要報告書

　　　・1／4万白唄航空写真

　　　。航空写真標定図

1，5業務実施期間

　　目　平成2年　9月　　1日

　　至平成3年1月31日

L6調査員

　　総括責任者　村田　正敏

　　調査担当者　加藤　芳郎　　　　　 　岡田　正明

　　　　　　　小野田　敏　　　　　　　　小林　公一

　　　　　　　伊藤　正樹　　 　　 　　栩野　　博

　　　一式

　　各一式

　　各3部

　　　5部

　　　5部

　　　一式

　　　5部

　　10部

購入分一式

　　　一式

・5一



表 1（1）空中写真一覧表

整理番号 コース
写真番号 数　量 1／5万地形図名

（地区名） 番　号
KT 67 6Y C1

4～19
15

榛名山、前橋

（高　　崎） C2
5～19

15
榛名山、前橋

C3
1～17

17
榛名山、前橋

C4
5～17

13
榛名山、前橋

C5
5～16

12
富岡、高橋

C6 1～1 5 15
富岡、高橋

C7
3～16

14
富岡、高橋

C8
3～10

8 富岡
KT 67－10Y Cl A

1～15
15

宇都宮、烏山、常陸大宮

（水　　戸） C2A
1～14

14
手都宮、烏山、常陸大宮

C3
2～13

12
宇都宮、烏山、常陸大宮

C8A
1～2 2 古河

CgA
1～3 3 古河

KT 69 9Y C1
5～1G

6 寄居

（上野原） C2
5～10

6 寄居
C3

4～9 6 寄居

KT－69－7Y C5A
4～15

12
沼田

（足　　尾） C5B
1～12

12
沼田、足尾、鹿沼

C6
4～27

24
沼田、足尾、鹿沼

C7
4～26

23
沼田、足尾、鹿沼

C8
3～22

20
沼田、足尾、鹿沼

KT－71
8Y C5A

4～15
12

中野、岩菅山、四万

（中之条） C5B
1～10

10
中野、岩菅山、四万

C6
6～25

25
中野、岩菅山、四万

C7
4～24

21
中野、岩菅山、四万

C8
5～24

20
中野、岩菅山、四万

C9A
5～12

8 中野、岩菅山、四万
C9B

1～12
12

中野、岩菅山、四万
CIDA

1～14
14

須坂、草津、中ノ条
ClOB

1～14
14

須坂、草津、中ノ条
Cl1A

1～11
11

須坂、草津、中ノ条
Cl1B

1－13
13

須坂、草津、中ノ条
Cl2A

1～13
13

須坂、草津、中ノ条
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表一1（2）　空中写真一覧表

整理番号 コース
写真番号 数　量 1／5万地形図名

（地区名） 番　号

KTヨ1－8Y
Cl2B

1～14
14

須坂、草津、中ノ条

（中之条）
C13A

1～12
12

須坂、草津、中ノ条
C13B

1～13
13

須坂、草津、中ノ条
C14A

1～12
12

須坂、草津、中ノ条
C14B

1～12
12

須坂、草津、中ノ条

KTイ1－9Y
C5

1～14
14

戸隠、中野

（長　　野） C6
1～14

14
戸隠、中野

C7
1～14

14
戸隠、中野

C8
1～14

14
戸隠、中野

C9
1～10

10
長野、須坂

C10
1～9 9 長野、須坂

C11
1～11

11
長野、須坂

C12
1～10

10
長野、須坂

KT 71 11Y C1
3～29

27
坂城、、ヒ田、軽井沢、榛名山

（上　　田）
C2

3～30
28

坂城、上田、軽井沢、榛名山
C3A

3～11
9 坂城、上田、軽井沢、榛名山

C3B
1～20

20
坂城、上田、軽井沢、榛名山

C4
3～28

26
坂城、上田、軽井沢、榛名山

C5
3～28

26
和田、小諸、御代田、富岡

C6A
3～14

12
和田、小諸

C6B
1～16

16
和田、小諸、御代田、富岡

C7
3～29

27
和田、小諸、御代田、富岡

C8
3～29

27
和田、小諸、御代田、富岡

KT
75－3Y

C1
2～26

25
寄居、熊谷、隅巣、水海道、土浦

（大　　宮） C2
2～24

23
寄居、態谷、鴻巣、水海道、±浦

C3
1～25

25
寄居、簾谷、薩巣、本海道、土浦

C4
3～24

22
寄居、熊谷、骸、水海道、土浦

KT－75－14Y
C1

1～9 9 常陸大宮、日立

（水　　戸） C2
1～9 9 常陸大宮、日立

C3
1～7 7 常陸大宮、日立

C4
1～15

15
真岡、水戸、那珂湊

C5
1～14

14
真岡、水戸、那珂湊

C6
1～14

14
真岡、水戸、那珂湊
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表一1（3）空中写真…覧表

整理番号 コース 写真番号 数　量 1／5万地形図名
（地区名） 番　号

KT－75－15Y
C1

1～21
21

桐生及足利、栃木

（足　　利） C2
1～18

18
桐生及足利、砺木

C3
1～21

21
桐生及足利、栃木

C4
2～19

18
桐生及足利、栃木

C5
1～11

14
高崎、深谷、古河

C6
1～11

14
高崎、深谷、古河

C了 1～7 7 深谷、古河
C8

1～4 4 古河、小山
C9

1～11
ll

古河、小山、真壁
C10

1～9 9 古河、小II k真壁
KT－76－3Y

C1
5～10

6 真岡

（土　　浦） C2
4～10

7 真岡
C3

4～10
7 真岡

C4
4～20

17
真壁、石岡、磯浜

C5
4～19

15
支壁、石岡、磯浜

C6
4～20

17
真壁、石岡、磯浜

C7
5～20

16
土浦、玉造、鉾田

C8
6～21

16
土浦、玉造、鉾田

C9
5～21

15
土浦、玉造、鉾田

KT－77－4Y
C1

2～15
14

宇都宮、壬生、小山

（宇都宮） c2
2～1∂

14
宇都宮、壬生、小山

C3
2～16

15
∫く都宮、壬生、小山

C4
2～11

10
宇都宮、壬生、小山

KT－78
1Y C5

14～17 4 肖崎、深谷

（前　　橋） C6
15～18 4 商崎、深谷

C7
17～19 3 高崎、深谷

CB－69－10Y
C1

4～29
26

南部、富士宮、御殿場

（沼　　津） C2A
4～15

12
南部、富士宮、御殿場

C2B
1～14

14
南部、富士宮、御殿場

C3
3～26

24
南部、富士宮、御殿場

C4
4～27

24
南部、富士宮、御殿場

C5A
5～14

lo
南部、富士宮、御殿場
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表一1（4）空中写真一覧表

整理番号 コース 写真番号 数　量
（地区名） 番　号

CB－69
10Y C5B

1～15
15 南部、

（沼　　津） C6凡 4～14
11 清水、

C6B
1～12

12 清水、

C7A
4～13

10 清水、

C7B
7～12

6 清水、

C8
2～6 5 沼津

C9
2～9 8 沼津

C10
1～8 8 修善寺

C11
2～9 8 修善寺

Cl2
1～lo

lo
修善｛

Cl3
1～9 9 下田

C14
2～9 8 下m

Cl5
2～9 8 下田

C16
2～8 7 下田

C18 1．2 2 富士崔

CB 70 8Y C1
3～35

33 大河燭

（富士・吉田） C2
3～35

33
大河媚

C3
3～35

33 大河屡

C4A
3～21

19
大河原

C4B
1～16

16 鰍沢、

C5A
3～10

28
鰍沢、

C5B
1～25

25
鰍沢、

C6
3～39

37
大河塒

C7
3～37

35
赤石毛

C8
3～39

37 赤石も

C9
3～39

37 赤石｛

ClOA
3～39

37 赤石｛

C11
3～40

38
赤石長

CB－70－9Y
C1

7～17
11

井川、

（静　　岡）
C2

8～18
11 井川、

C3
8～18

1！ 井川、

C4
6～1了

12 井川、

C5
7～17

11 井川、

1／5万地形図名

南部、富士宮、御殿場

清水、吉原、沼津

清水、吉原、沼津

清水、吉原、沼津

清水、吉原、沼津

大河原、鰍沢、甲府、都留

大河原、鰍沢、甲府、都留

大河原、鰍沢、甲府、都留

大河原、鰍沢

鰍沢、甲府、都留

鰍沢、甲府、都留

鰍沢、甲府、都留

大河原、鰍沢、甲府、都留

赤石岳、身延、富士山、li 1中湖

赤石岳、身延、富士山、山中湖

赤石岳、身延、富士山、山中湖

赤石岳、身延、富士Il 1、山中湖

赤石岳、身延、富士山、山中湖

井川、南部

井川、南部

井川、南部

井川、南部

井川、南部
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整理番号

（地区名）

CB－70－9Y

（静　　岡）

CB－72－12Y

（塩　　山）

CB 73 7Y

（諏　　訪）

表一1（5）空中写真一覧表

コース

番　号

　C6

　C7

　C8

　Cg

　C10

　Cll

　C12

　C13

　C14

　C15

　C16

　C17
　Cl

　C2

　C3

　C4

　C5

　C6

　C7

　C8

　C9

　C10

　Cll

　C12

　C13
　Cl

　C2

　C3

　C4

　C5

　C6A
　C7

　C8

真番号 数　量 1／5万地形図名

6～17
12

千頭、清水

7～17
11

千頭、清水

5～23
18

干頭、清水、吉原

6～22
1了 千頭、清水、吉原

6～22
17

家山、静岡

2～16
15

家山、静岡

2～13
12

家山、静岡

3～13
11

家山、静岡

3～12
10

掛川、住吉

3～9 7 掛川、住吉

4～9 6 掛川、住吉

5～9 5 御前崎

1～20
20

十石峠、万場，寄居

1～22
22

十石峠、万場，寄店

1～20
20

十石峠、万場，寄居

1～22
22

十石峠、万場，寄居

1～19
19

金峰山、三峰

1～20
20

八ヶ岳、金峰山、三峰

1～20
20

八ヶ岳、金峰山、三峰

1～21
20

八ヶ岳、金峰山、三峰

1～20
19

八ヶ岳、金峰山、三峰

1～20
19

韮崎、御岳昇仙峡、丹波

1～18
18

韮崎、御岳昇仙峡、丹波

1～17
17

韮崎、御岳昇仙峡、丹波

1～17
17

韮崎、御岳昇仙峡、丹波

2～19
18

諏訪、蓼科山

2～19
18

諏訪、蓼科山

2～19
18

諏訪、蓼科山

2～19
18

諏訪、蓼科山

2～19
18

諏訪、蓼科山

3～10
28

高遠

3～19
17

高遠、八ケ岳

3～19
17

高遠、八ヶ岳
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表一1（6）空中写真一覧表

整理番号 コース 写真番号 数　量
（地区名） 番　号
CB 73 7Y C9

3～19
17 高遠、

（諏　　訪） C10
2～17

16 自一㌧→つ・同遇、

Cll
3～17

15
市野痢

C12
3～19

17
市野瀬

CI3
3～19

17
市野痢

C14
3～20

18
市野痢

C15A
3～12

10
市野痢

Cl5B
1～10

10
市野痢

C16A
3～11

9 市野乱

C16B
1～12

12
市野歯

58一1－l　T25 008～015
8 深谷、

049～051
3 深谷、

057～065
9 古河

104～106
3 古河

108～113
6 古河

58－6 1 7883～7889
7 古河

合計

2，720枚

1／5万地形図名

高遠、八ヶ岳

　　　八ケ岳

市野瀬、韮崎

巾野瀬、韮崎

市野瀬、韮崎

市野瀬、韮崎

市野瀬、韮崎

市野瀬、韮崎

市野振、韮崎

市野瀬、韮崎
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2　判読・解析方法

　2．1リニアメントの抽出基準

　　　リニアメントの抽出基準を以下に示すように設定した。

　（1）　抽出基準の墓本的考え方

　　　・基本的な抽出基準は「日本の活断層（活断層研究会．1980）」に準拠する。

　　　・本解析の目的は断層をはじめとする断裂系の把握であることから、地質境界や

　　　　層理面に起因するリニアメントは対象外とする。

　　　・本解析の判読結果は、あくまでも写真ヒに示されている情報（事実）を主とす

　　　　ることとし、地質的解釈は必要最低限に押さえ、できる限り生データに近いも

　　　　のとする。

　　　・活断層と推定されるリニァメント以外は、1㎞以上の延長を持っリニアメント

　　　　を採用する。

　　　・リニアメントが断剰する場合、延長方向にあるリニアメントは1本のリニアメ

　　　　ントとし、また方向の変位量が10。以内で且つ類似した地形特徴（同一ラン

　　　　ク）を有するリニアメントは、同一のリニアメントとして連続させる。

　（2）　具体的な抽出基準

　　　　リニアメントの判読・抽出は、地形的特徴、植生配列、あるいは土壌の階調な

　　　どの連続性によって行われる。これらの特徴は、一般的に次のように示されてい

　　　る。

・断層崖の存在

・直線的な谷

・ケルンコル、ケルンバットの存在

・特定方向に平行する地形の存在

・稜線や河川の流路にズレがある場合

・山腹斜面の傾斜変換点が直線的に連続する場合

・河川の流路が著しい直線状を示す場合

・水系が格子状または直線状を示す場合

・地形的急変部

・水系異常

・一 12一



・湖沼、温泉・火口、湧水地点・崩壊・あるいは地すべり等が一直線状配列し

ている場合

・扇状地ズレがある場合

・河成段丘面が直線的境界をもって・落差もしくは水平ズレを生じている場合

　以上の！3要素のうち、主要な地形的特徴の模式図は図一3に示す通りである。

　ここにあげたリニアメントの特徴には互いに重複した項目が含まれており・こ

れを整理すると、以下のア～サのように示される。

ア．横ずれ地形：数箇所以上に単独で存在する尾根・河川等の横ずれした地形

イ．横ずれ地形＝横ずれした地形がある区間連続して存在するもの

ウ．崖　地　形：段丘面などの平坦面に認められる比高の小さな崖地形

工．三角末端面二尾根先端部の三角状をなす崖地形

オ．鞍　 部二尾根上の鞍部（ケルン］ル）

カ．地形急変部二山腹斜面に認められる傾斜変換点

キ．直線状の谷＝河川の流路が著しい直線状を示すもの

ク．凹地・陥没地

ケ．凸地・地塁

コ．崩壊、地すべり、湖沼等の連続

サ．植生：周辺とは異なる植生の直線状配列

なお、リニアメントの形成過程に生じるいろいろな地形を断層変位地形と呼び、そ

れらを表す主な用語は表一2に、地形の模式図は図 4、図 5に示される通りで

ある。

（3）層理に起因する1ノニアメントと断裂系に起因するリニアメントとの区分

　堆積岩類の発達する地域では、しばしば層理面方向が断裂系に起因するリニアメ

ントと類似の特徴を持って判読されることがある。

　本判読においては、以下のような場合は層理を表現しているリニアメントとされ、

断裂系に起因するリニアメントとして取り扱っていない。

①明瞭な変位地形が認められない

②連続性に乏しく、全体に小規模で短い
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③湾山した稜線もしくは水系を示し、直進性に欠ける

④谷の規模が小さい

⑤分布形態がほぼ等間隔て千行に分布し、リズミカルである

　実際の判読では、㊤～⑤の項目を総合的に検討して区分した。

　　　　＼㎏顕

　－

　　　々　　　～「f電　〃ノ’∫
　　　　ノ　　　　／
　　　ン・・一！レpL

　　　　　　　　　　，「　　　　　1　　　　　　pl’7　〆 　　　　グL　1
　　　　　　　ノ　　　　

納

　　　　　　　戸　　　　　　　　　　　　　　〆

　　　　　　　　　　pI－

八
　　　　　　　　∠一　

く●〕焔ゴ1しをなrrオこ‘匹楓．plで示したよう

　なとこうは，フπト・り乙7〆ントと†
　べさとこノ2で．・』rlマ　Fで層であること
　が丁貸きれろ『1し1錘㌃Eマ揖『

（b》∫10ばったオ乙系ドγ・plニフπ卜・1♪二7

　ノント，It；硫砕坑

1の』＝ケルンバ7』blケルンコ1」・．pに
　フ評ト・リニア〆ントを入れるべき｛立五9
　水ヂ』も多タrカ・わうている二と⊃「ある〔【），

1‘）平野郡と山地を塊ずる7雲トーリニ7メ
　ンHpllは．断層「け1〕と平f』石二との
　択捌ニニリ引（ことができる・沢の出ロ
　には．扇軽、地（伍〕か1；甲える、

　！

　卜

＿1

　躯Iq

り

　！

1門

，⊥

庚

月

　　　　　・毯三、コ

　　　厨諒給．
陣，叙　度
　　　　　甥

　（吐）立量ミ糾lrl－r．ICズレを7戸†，1土緯のズ　　 （ま）一所解置入1二配ξ Iし∫＝煩　 火gn寡πは．
　　レと同B龍，沢r榊ズレ鵬めらr砧「　　樒遡lp』）のτFτ皆示〆†る・こ’＝とは
　　　　　　　　　　　　　　男り1二、pirのよフなフノ『「〕σ〕1置追線も勇亀ら

　　pn7d’1岸7ノン㌧　　　　　れる．

図　3　リニアメント抽出基準の主要な地形的特徴の模式図

　　　　　　　　　　　　　　　　（武田・今村，1976）
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表 2　断層変位地形の主な用語（活断層研究会，19部）

1）　崖　地　形

　（縦ずれ地形，変動崖）

断層塩融崖 （鵡低断層崖（c）・三角末瓶塵（B），逆むき匠断層崖

2）凹　地　形
　　（変動凹地）

断層谷、地溝（G〉，小地溝一断層凹地，断層陥殴池，断層池睾（D），断層核部（Fl，

断層角盆地

3〉　凸　地　形

　　（変動凸地）

地塁・小地塁・ふくらみ零（E），断層地塊山地，傾動山地，圧縮尾根

4〉横ずれ地形 横ずれ尾椴，横ずれ谷（H）、閉塞丘窪）、段 巳崖のくいちがい（M－M戸），山麗線の

くいちカ：い（L－L7）

・印の地形は池の原因でも形威されるので，正・ずしも断層π位地 形とは限ろない．

　　　　　　　　　　1譜

摩塗慧物’　｝　ナ　，　ur　｝　マ　｛　←
　T』　甲　｝　マ　？　畠　甲　φ　1’

図一4　断層崖の諸例（活断層研究会，1980）

図一5　右ずれ断層による変位地形の諸例（活断層研究会，1980）

B＝三角末場面，Cl低蕎層崖，D二断層池，E二ふくらみ，下　断層鞍都，G＝地溝・H＝横ずれ谷・

1＝閉運丘，」・二蔵頭谷，K　凪隙，L－L’；山麗綿のくいちがい，M－M㌔段丘匿のくいちがい
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2，2リニアメントの分類および確実度の基準

　　抽出したリニアメントは、①活断層、②地質断層、③その他に3分類され、さら

　に①と②については、確実度1、確実度2の2区分している。

　　①活断層

　　　　確実度1二活断層であることが確実なリニアメント。　「日本の活断層」の基

　　　　　　　　準に準拠する。

　　　　確実度21活断層と推定されるリニアメント。　「日本の活断層」の基準 に準

　　　　　　　　拠する。但し、変位地形が1箇所でも認められた場合は、 ．のラ

　　　　　　　　　ンクに分類する。

　　　　ここで・　「日本の活断層」に示されている確実度について以下に引用する。

　　　　確実度1とは、1）数本以上にわたる尾根・谷の系統的な横ずれ、2）逆むき低

　　　断層崖、3）低断層崖と思われる崖が時代を異にする地形面群を切ってい、、・4）

　　　ひと続きであることが確かな地形面を切る低断層崖、5）同一地形面の著しいた

　　　わみ・6）第四紀層を変位させている断層の露頭・という特徴を持ち、断層の位

　　　置、変位の向きがともに明確であるものである。

　　　　確実度2は・位置・変位の向きも推定されるが、1と判定できるような決定

　　　的な資料に欠けるものである。

　　　　「日本の活断層」には・確実度皿が設定されている・これは活断層の疑いの

　　　あるリニアメントとされており、本解析では判読される地形特徴を検討し、そ

　　　れが変位地形であれば活断層1または2、そうでなければ地質断層としている。

　　②地質断層

　　　　確実度1：地質断層と推定されるリニアメント。写真上で断層を示す地形的

　　　　　　　　　な牝徴を有しているリニアメントのうち・既存文献に記載されて

　　　　　　　　　いるもの。

　　　　確実度2＝地質断層と推定されるリニアメント。写真上で断層を示す地形的

　　　　　　　　　な特徴を有するが、既存文献に記載されていないもの。

　　③その他

　　　　断層以外の害1」れ目系と推定されるリニアメント。活断層、地質断層以外の断

　　　裂系に起因すると考えられるリニアメントは、このランクに分類される。

　　　　図 6、図一7には、縦ずれ及び横ずれ活断層の模式的な例を示す。
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　　　　・丸’　　　帆諭層螺

　　　二憾／酔、職
　：，，　　　＼・￥．一　崖壁

1藷蓉二凄笏．
　　軒『・讐1禽，舞身飼’

　　；㍗ぎ＝二；〒・ 、』麗1拝1崖

　　一　幽き」ボ∫二こ；P．

翁　
一処．’．

、跡1

　　断層岐砕齋　　　　　　　　　　　　上1正翫署．

　　図 6　縦ずれ活断層の模式的例

　　　　　　　　　（活断層研究会，／980）

　　　　　　　　　ノ
窯＼「イ ．≦き．

くlll・薄麦影’

　　　　　、．坤，’

メ書駆乏ノ
，諏
らも≧細一1　　’！・y

く；：・1、．き婁、勤物

　　風鍬くミノー
　　　　　　　　　　　　　上；右ずれ断層，下＝

　　図 7　横ずれ活断層の模式的な例

　　　　　　　　　（活断層研究会，1980）
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3　リニアメントの特性

　　航空写真から判読・抽出されたリニアメントのうち、活断層と地質断層にっいては

　リニアメント属性一覧表にとりまとめている。

　　表 3には活断層・地質断層に区分されるリニアメントの属性一覧表（例）を示し・

　表 4には活断層に区分されるリニアメントのみの属性一覧表（例）を示す。これら

　の結果は、各々別冊としてまとめられている。

3，1活断層・地質断層に区分されるリニアメントφ属性一覧表

　　表 3に示した活断層・地質断層に区分されるリニアメントの属性 一覧表には、

　1／20万地勢図・1／5万地形図単位に、以下の（1）～（10）の項目がとりまとめられて

　おり、その記入要領とと毛，に示す。

　　（1）位置

　　　・1／20万1建設省国土地理院発行の1／20万地勢図名

　　　・1／5万：建設省国土地理院発行の1／5万地形図の番号

　　　　なお、本調査にかかわる1！20万地勢図及び上／5万地形図の範囲は、図 2に

　　　示してある。

　　（2）リニアメント番号

　　　　1／5万地形図ごとに、活断層・地質断層に区分されるリニアメントに付けら

　　　れた番号である（1～n）。複数の地形図にまたがって連続す）リニアメント

　　　については・主要部分の存在する地形図で表記している。図面上では、延長区

　　　間の地形図では、リニアメント番号の前に主要部分の地形図番号（1～16）

　　　を付けて表示している。

　　　　また、1本のリニアメントが途中で1D。以上屈曲している場合は、屈曲地点

　　　でリニアメントを分け、コード番号に続いてアルファベット（a，b…）を追

　　　記している。

　　（3）分類

　　　　リニアメントを活断層・地質断層に分類しており、活断層を1、地質断層を

　　　2として表示している。

　　（4）確実度

　　　　分類された活断層・ 地質断層を確実度の基準に基づいて、各々1または2に
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表 3
7置1／ZO万 〕”、1首1／5 ニメン ・畦 貞 一さlk月 ・　向 璽

長　　野 8 z7 2 z 3．2 N45』18 2 2 3．7 N72W 5∈
29 z 2 4．2 N81W
30 2 2 2．9 ［ N88〕31 2 2 5．0 N3qw ヰ5 ∈
32 2 2 1．9 N68｝

長　　野 9 1 2 2 ‘．3 N53W 昌E
2 2 2 4．1 N44｝3 z 2 1．9 N33E ∈
4 z 2 7．5 N30E 5 e
5 2 2 3．8 ε　　馨 5∈
6 1 2 0．4 N63E
7 1 2 0．5 N56E
呂 1 1 0．6 N33E
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活断層・地質断層に区分されるリニアメントの属性一覧表（例〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　憲 言　　献ト地ガ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E－Ny皿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 　一　　臥 v皿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5　　－　　Nヤ¶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∈7　　・　　P21Nヤ皿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　　・　　N皿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　・　　 P2玉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　GV且

備

57　　　　　　皿
∈7　　　　　 B粗　　　　　　　　・
　〔 　　　　　』Bヤ皿　　

　　　　　　B、皿　　　　　　　　一
　3　　　　　BV丑　　　　　　　一
　3 B、1御食51岳f．（1）
　3　　　　　　　B、皿　　　　　　御飯岳f，（∬

に，7　　　　　　N珊B、コ　　　　　ー

　7　　　　　B、1　　　　　　　－
　　　　　　 N、一　　　　　　　　一

　　　　　　匹冊　　　　　　　　一
　5　　　　　　 Q、・　　　　　　滝　原f．（n
　3 　　　　 Bヤ丑　　　　　三方ケ厘f．（ ．1）

　3　　　　　　B厭　　　　　三方テ原£二f上｝＿
　3 　　　　 B覇　　　　三方ケ原f，（1）

　3　　　　　B盟　　　　　三方ケ原f．（1）
　3 　　　　　　 Bヤ咀　　　　　　 トーミf．（1）

、，7　　　　　　 B、T　　　　　　トーミf．（1｝
　3 　　　　　　BV皿　　　　　　 トーミf．〔1〉

　3　　　　　　 B、皿　　　　　　トーミf，（1）

　3　　　　　　v　　　　　妾ケlf．〔日
　　　　　　E，7 　　　　　　 B～一

　6　　　　　B粗　　　　　　　　一
　 　　　　 B題　　　　　　　一
弓6 　　　　＼粗　　　　　　　一E7

　　　　
Qv

　　
　3 　1　　B～11－　 　　（田
　6　　1　　但鴨　　　　　六子ケ峰f，（且l
E，6 　1　　BV皿　　　　八　ケ峰f．IH

　5　　・　　IB阻　　　　　　　　・
∈7 　　一　　　 Bヤ皿　　　、　　　　　”

匡6　　－　　PII　　　　　　一
」

　3 　－　　Q
＿一蔓　 　 　 ．城、一 山f，（工）二’

　3 　1　　Q　　　　　　善光寺f．（1）
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　区分している。また、途中で確実度が変化する場合には、1～2と表示してい

　る。

（5）長さ

　　リニァメントの起点から終点までの距離である。　100m単位まで測定し、㎞

　表示としている。

（6）走向

　　リニァメントの起点から終点までの方向であり、北から東または西へ振った

　角度をlu単位で計測し表示している。1本のリニアメントが途中で10Q以上

　屈曲している場合は、屈曲地点で挟まれる区間の方向である。

（7）判読要素

　　リニアメントを判読・摘出した根拠となる地形特徴であり・2章で述べた判

　読基準に一致する。次に示す番号で表ホしている。

　　　　　1二横ずれ地形（単独）　　　2＝横ずれ地形（連続）

　　　　　3：崖地形　　　　　　　　　4二三角末端面

　　　　　5：鞍部　　　　　　　　　61地形急変部

　　　　　7：直線状の谷　　　　　　8：凹地・陥没地

　　　　　9＝凸地・地塁　　　　　　10＝崩壊、地すべり、湖沼等の連続

　　　　　11：植生

（8）記載文献

　　リニアメントとして判読・抽出した活断層・地質断層が記載されている文献

　を表示している。ここで対象とした既存文献は、下記のものである。

　　　1二日本の活断層　　　　　　　2＝1／21）万地質図「高田」

　　　3＝1／20万新潟県地質図　　　　4：1／211万長野県地質図

　　　5二1／10万山梨県地質図　　　　611／20万静岡県地質図

　　　7＝1／20万群馬県地質図　　　　8二1／20万栃木県地質図

　　　9；1／20万茨城県地質図　　　　10二1／21）万埼玉県地質図

　　　11：地震と活断層（ISU）　　　　12：日本披害地震総覧

（9）地質

　　表 5に示す区分に基づいて、リニアメントの位置する地質を表示している。

　単独の地質区分に存在するワニアメントの他に、複数の地質区分にまたがるも

一21一



　の、地質区分の境界となっているものがあるが・複数の地質区分にまたがるも

　のはその内の主要な部分を占める地質区分とし、地質区分の境界となっている

　ものはその両方を表示している。但し、第四紀層との境界をなす場合は、その

　基盤岩を推定できる場合にはそれをヲ玉している．なお参考として、図 8に

　解析範囲の1／10G万地質図を示’ 。

（10）備考

　　抽出したリニアメントについての特記事項として・活断層・地質断層の既存

　文献での名称と、日本の活断層に示されている確実度を表示している。

3．2活断層に区分されるリニアメントの属性一覧表

　　表 4に示した活断層に区分されるリニアメントの属性一覧表には、1／20万地勢

　図・1／5万地形図単位に、以下の（1）～（13）の項目がとりまとめられており、その

』記入要領とともに示す。

　　（1）位置

　　　・1／20万1建設省国土地理院発行の1／20万地勢図名

　　　・1／5万二建設省国士地理院発行の1／5万地形図の番号

　　（2）リニァメント番号

　　　　1／5万地形図ごとに、活断層に区分されるリニアメントに付けられた番号で

　　　ある。番号は地質断層を含めた連続番号となっているため、本表では出現に規

　　　則性はない。複数の地形図にまたがって連続するリニアメントについては・主

　　　要部分の存在する地形図で表記している。

　　　　また、1本のリニアメントが途中で100以上屈曲している場合は、屈曲地点

　　　でリニアメントを分け、コード番号に続いてアルファベットを追記している。

　　（3）分類

　　　　リニアメントを活断層と地質断層に分類し、その内の活断層のみを取り上げ

　　　ているため、すべて1．となっている。

　　（4）確実度

　　　　分類された活断層を確実度の基準に基づいて、1または2に区分している。

　　　また、途中で確実度が変化する場合には、1～2と表示している。

　　（5）長さ

一22一
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表一5地質環境単元の区分とその地域

　　　　　　　　（着色部分は図一8と対応している）

先

新

第

紀

花　　崩　　岩　　類

（白亜紀一古第三紀）

花　嵐　岩　類
　（ジ号ラ辛己以前）

帯

西　　南

斑　レ　イ　岩　類

塁．

流　　紋　岩　　類

御荷鉾帯

玄　　武　岩　　類

先新第三紀堆積岩

（中　・古生代）

先新第三紀堆積岩

（舌第三紀）

岩

P21

石 灰

，片　岩　類

地質構造区

　岩　　類

MI

　秩父帯，下部四万十帯

上部四万十帯

結　晶 三波川帯

西　　南　　・

非グリーンタフ地域

　屋久・大隅，尾鈴，熊野

　尾鈴，室生

　南九州

　南西言者島，　宮氏奇，　垂己伊備

　北神戸，瀬戸内

G。11

B∬

孟

時代・岩種

　花　商

P2π

L立

M∬

．

新

第

紀

流　　紋　　岩　　類

玄　　武　　岩　　類

新第三紀堆積岩

R四

BIV

N膵

　　中　　部　　日　　本

　　　　　　内　　　　帯

北九州，西中国．

三国

飛騨・船津

夜久野帯

高田，有馬，濃飛

中国山地

中国帯，丹妓帯，美濃帯，上越一足尾帯，和泉帯

九州炭田，対馬

秋吉，阿哲，伊吹山

西彼杵帯，三郡帯

中　　部　　日　　本

　　　グリーンタフ地域

　GV　西海

　RV　　山陰，丹後，北陸

　B　V　　西海，山陰，丹後，北，陸

　NV　　西海，山陰，丹後，北陸

BU

Nw

Gz皿

北　　　　日　　　本

山陰，領家，朝日・飯豊 阿武隈，

B皿 佐呂間。日高

尾帯，和泉帯
やf亙　＿　喜’

ミ

北上帯，石狩一神居古潭帯，日高帯釧路炭田，石狩炭田，常磐炭田

P2皿丁　ヤ　　Urr　

　‘

L皿 安家

M皿1母嫡蝋神居古潭　　　1

東　　　北　　　日　　本

グリーンタフ地壌　　　　　　　　　　　グリーンタフ地域

金峰山，谷川岳

R皿　　上越．出羽．北見

天塩　　　　　　　　　　　　　伊豆．西関東，上越，出羽，　　　　　　　　　　　　　　津軽一下北，渡島，積丹，北見

秩父，房総，常磐，十勝夕張，天塩 N田　　富士川，信州，上越，会津，山形　　　出羽．津軽一下北渡島，北見一知床
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図一8噺範囲の1／100万地質図

日本地質アトラス（1982）を一部修正して引用

凡例は表 5を参照　白抜きの範囲は

第四紀の堆積岩と火山岩類の分布範囲 一25一ザ26一



　　リニアメントの起点から終点までの距離である。　100m単位まで測定し・㎞

　表示としている。

（6）走向

　　リニァメントの起点から終点までの方向であり、北から東または西へ振った

　角度を1。単位で計測し表示している。1本のリニアメントが途中で10。以上

　屈曲している場合は・屈曲地点で挟まれる区間の方向である・

（7）傾斜

　　活断層のなす断層面の傾斜角度とその方向を既存文献からの引用で表示して

　いるQ事例が多い場合には・備考欄にも記入している・既存文献に表記のない

　ものは、　「一一」としている。

（8）判読要素

　　リニァメントを判読・抽出した根拠となる地形特徴であり、2章で述べた判

　読基準に一致する。次に示す番号で表示している。

　　　　　　1：横ずれ地形（単独）　　　2：横ずれ地形（連続）

　　　　　3：崖地形　　　　　　　　　4＝三角末端面

　　　　　　5；鞍部　　　　　　　　　　6＝地形急変部

　　　　　　了：直線状の谷　　　　　　8：凹地・陥没地

　　　　　　9：凸地・地塁　　　　　　10：崩壊、地すべり、湖沼等の連続

　　　　　11：植生

（9）水平変位量

　　活断層の活動に伴って形成された変位地形のうち・水平の変位量を計測して

　10m単位で表示している。ずれの量が小さいため計測できない変位量は「0」

　とし、水平変位のない活断層は「一」としている。

（10）変位の方向

　　活断層の活動に伴って形成された変位地形のずれの方向を表示するもので、

　横ずれ活断層の場合は「右ずれ」　「左ずれ」、縦ずれ活断層の場合は、崖面の

　傾斜から見た相対的な落ちの方向を「東落ち」のように4方位で表示している。

（11）記載文献

　　リニアメントとして判読・抽出した活断層が記載されている文献を表示して

　いる。ここで対象とした既存文献は、下記のものである。
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　　　1二

　　　3：

　　　5二

　　　7：

　　　9；

　　　11＝

（12）地質

　　表

日本の活断層

1／20万新潟県地質図

1／10万山梨県地質図

1／20万群馬県地質図

1／20万茨城県地質図

地震と活断層（ISU）

2d／20万地質図「高田」

4＝1／20万長野県地質図

611／20万静岡県地質図

8：1／20万栃木県地質図

1G；1／20万埼玉県地質図

12二日本被害地震総覧

　　　　5に示す区分に基づいて、リニアメントの位置する地質を表示している。

　単．皇の地質区分に存在するリニアメントの他に、複数の地質区分にまたがるも

　の・地質区分の境界となっているものがあるが・複数の地質区分にまたがるも

　のはその内の主要な部分を占める地質区分とし・地質区分の境界となっている

　ものはその両方を表示している・但し・第四紀層との境界をなす場合は・その

　基盤岩が推定できる場合はそれを表示している。なお・参考として、図 8に

　解析範囲の1／100万地質図を示している。

（上3）備考

　　抽出したリニアメントにっいての特記事項として、活断層の既存文献での名

　称と・「日本の活断層」に示されている確実度を表示している・

　　また・既存文献に事例が多い場合の活断層の傾斜角度とその方向を引用で表

　示している。
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。4　解析結果の概要

　　解析範囲は中部地方の中央部から南部地域と北関東地方であり、長野・山梨・静岡

　・群馬・埼玉・茨城の各県にまたがり・新潟・東京・神奈川の各都県にわずかにかか

　る（図一1）。

　　本調査地域の地形的な概観は・以下の通りである・

　　本地域の北西側には・長野県北部の豊野町から南の諏訪湖にかけて・水内山地及び

　内村・諏訪山地があり・水内山地の南東には千曲川を隔てて河東山地がおる・いずれ

　も高度が1，00Qm級の山地である。

　　南西側には赤石山地が北北西一南南東方向にのびている。これは南アルプスともい

　われ、また、赤石懊状地という三角地を形成している，）この三角の頂角は諏訪湖の西

　にあって、南に高度を増し、｛Ill丈・赤石・聖岳などの3，000m級の高山となっている

　が、聖岳以南は再び低くなり、遠州灘沿岸の低地に移行する。この三角地の両側には

　副脈がある。東側のものは甲府盆地・富士川渓谷に臨み、西側のものは天竜川に臨む。

　　南東部には富士1 ljと伊豆半島がある。山梨・静岡県境に位置し、標高3，776mをな

　す冨士山は、我が国最高峰の円錐成層火山であり、西の赤石山地、東の丹沢山地とに

　挟まれてそびえている。富士山の東や南東には、箱根山や伊豆半島の天城山等の火山

　が集中して分布する。

　　北部では・浅間・四阿・草津白根・榛名・赤城の諸火山と、斑尾・高社・鳥甲・苗

　場の諸火山があり・それぞれ2，000m前後の火山体を形成している。

　　中央部には関東山地があり・関東平野西縁を画する。関東山地の最高部は埼玉・長

　野q1』梨三県の境界付近（甲府盆地北東）にあり、2，5001n前後の甲武信ヶ岳・金峯

　山などがこれに当る。この付近から北方及び東方に次第に低くなるが、西と南へはあ

　まり低くならないまま・八ヶ岳連峰と区域外の丹沢山地につながる・但し・南西方向

　には甲府盆地にむかって急に低くなっている。

　　北東部には、西より足尾山地・八溝山地・日立山地が分布する。足尾山地は標高

　　300～1，200mの山地であり、南西側を利根川の谷に、南側を関東平野に、東側を鬼

　怒川低地帯に区切られる。八溝山地は高度500m以ドの囲折の進んだ山地であり、鷲

　子・鶏足・筑波の3っの山塊に分けられる。西には鬼怒川低地帯があり、東は久慈川

　で限られる。日立山地は調査区域の北東隅に位置し・久慈川と鹿島灘に挟まれて阿武

　隈山地南端部の三角地域を形成している。
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　本調査の解析結果を述べるまとまりの単位として・対象地域を1／20万地勢図の範囲

を基に・中部地方中央部を高田・長野地区・甲府地区・静岡・御前崎地区の3区分し・

北関東地方を宇都宮地区、水戸地区の2区分、計5地区に区分した。以下の記述は、

基本的にはこの地区区分に基づいて記述されているが、上述したように各地には分離

独立する山地があり・山地単位の・己述がまとまりをもつ場合には・それに従っている・

4，1　断裂系の分布形態

　表 6には、解析範囲全体の活断層・地質断層の本数を示す・中部及び北関東地方

の餌析範囲で拙ll、された活断層・地質断層の総数は1，626本である。判説された活断

層・地質断層が最も多い地区は甲府地区であり・総数の約4i％・655本を占める。少

い地区は、範囲面積が小さいことや第四紀層が広大に分布する水戸地区の58本である・

　活断層・地質断層の分布と方向には地域により特徴がある・高田。長野地区の北西

蔀では新潟地域から連続する北東一南西方向の活断層が特徴的である。南白部の諏訪

湖付近から甲府地区及び静岡地区にかけての西半分地域では・北西　南東方向の活断

層と、南一北方向の地質断層が卓越しており、それらは静岡地区では、顧次北東一南

西方向へと変化するQ中部地方西部には短小な活断層が多いため・抽1n本数は全体の

30％近くを占める。高田・長野地区の南東部から甲府地区の東部を占める関東山地で

は・北西 南乗方向の活断層・地質断層が卓越する。閾1地方北部での活断層の抽出

本数は少く・全体の10％を上まわる程度である。伊豆半島においても北西 南東方向

の活断層・地質断層が顕著に卓越する・宇都宮地区及び水戸地区では、南 北方向を

中心とした方向と一部北西一南東方向がみられるが、密度は小さく、それ以外の地域

と大きな差がある。これらの各地域は火山や第四紀堆積物からなる平野によってお互

いに隔てられており、あたかも各々独立した地域を形成しているようにみられる・

　表 7には、　「日本の活断層」との対照による活断層の数を示す。　「日本の活断層」

には確実度1～皿の活断層が362本図示されているが、本解析ではこのうち63本が確

認されず、また新たに166本の活断届が抽出されている。

4，1．1中部地方

　　本地域は、松本市付近を通る東経138。と伊豆半島東岸の東経139。との間であ

　り、南は駿河湾・遠州灘に臨み、北は野尻湖・飯山市を通る東西の線で限られる。
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表 6　解析範囲全体の活断層・地質断層の本数

1／20万地勢図範　　囲 活　　　　断　　　層 地　　質　　断　　層
合　計

合　計 1 2
1～2 合　計 1 2

1～2

高　　田
54821941201285 48587253525 52256471212110653 5124040817119648 1063386653321311458

長　　野

甲　　府

静　　岡

御前崎

宇都宮

水　　戸

合　　計
475 209 243 23 1i51 79 1Ol5 57 1626

1）解析範囲の1／20万地勢図「高田」の範囲は、本年度範囲の1／5万地形図4面分である。

表一7　解析範囲において新期に抽出された活断層と確認できなかった活断層の本数

1／20万堪勢図範　

囲

「日絢騎層1中の瀦澱 新　期　抽　出　活　断　層 確認できなかった活断層

合　計 活断層1 話断層2 融層1－2 合　計 活輔1 活臨層H 活断層匿

高　　田
2365141104　814　7 Io1110933　3　0　0

016910100 10103623200 0040000 4111126083 0005000 3112020

9063

長　　野

甲　　府

静　　岡

御前崎

宇都宮

水　　戸

合　　計 362 166 81 81 4 63 5 9 49

1）解析範囲の1／20万地勢図「高田」の範囲は・本年度範囲の1／5万地形図4面分である。

2）　「日本の活断層」中の活断層数は、独立．して表示されている断層ごとに集計した・

3）「日本の活断層」中で同一延長上で確実度が変化する断層については・高い確実度に二

　括して集計した。

4）「日本の活断層」に表示されている活断層の一部のみを確認したものにっいては、

　同一延長（トレンド）上で一致する部分が全長の過半を越えた場合には一部の木

　抽出部分が残ったとしても・確認したものとして集計した。

5）活断層1－2は活断層1と活断層2が接合するもの。

6）「口本の活断層」中で1／20万地勢図範囲にまたがる活断層については・またがる双方の

　範囲で活断層として計測を行った。
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1／20万地勢図では、高田（下端部）・長野・甲府・静岡・御前崎の範囲である。

　活断層や地質断層として抽山したリニアメントは、L454本である。方向として

は南 北を挟んだ北北東 南南西～北北西一南南東方向が半数近くを占め、北東

南酉方向や北西 南束方同がこれに次ぐが、東 酉方向は比較的少い。

〔1）活断層

　抽出された活断層は462本であり・このうち活断層1（1～2を含む）は226本、

活断層2は236本である。本地域で活断層1が活断層2と同程度抽出されているこ

とは、赤石山地に短小な活断層1が多数抽出されていることに起因している。

　方向では北北東 南南西～北北曲 雨南東方向が半数以上を占める。活断層の延

長は10kmを超すことは少く、　5㎞前後が多い。また、長さ1画前後の短小な活断層

1も80本以上数えられる。

　中部地方で抽山された活断層の概要を表 8（1）に示す。なお、高田・長野地区

rの東部では、活断層は抽出されていない。

表一8（1）抽出された活断層の概要（単独の活断層）

地区
概略

位　　　　　置 活断層の性状

本数 卓越方向 最大長㎞ 最多長㎞

長
北西部　水内山地 NS～NE

10
4～6

野 130

●

～ 中央部　河東・諏訪山地 WN胃 3
1～3

盲
同

⊥4！

田
南西部　諏訪湖周辺 NEロNW

12
5～6

甲
130

東部　　関東山地・御坂山地 NE，NW 王1

4～6

～ 中部　　甲府盆地南部
NE 5

2～3

府 ！40 西部　　赤石山地・巨摩山地 NS～NN耳
11

5～7

静
南東部　伊豆半島

NS 8
3～5

岡 ／2D

・御
～　　　一

中央部　富士川沿岸 NトNNW 6
3～4

』目「1
130

崎 南西部　小笠丘陵 NNE・NN賀 2
1～2
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表 8（2）抽出された活断層の概要（雁行。断続する活断層）

地
位　　　　置

L／5万図幅名と抽出番号 連 続 断層群

区 万司長さ㎞ 方向 長さ㎞

① 中野晦23・24・29・33
NS 12

NS

長 水内山地 中野Nα17・36・42 NE・NS
15

～
35

野 （千曲川沿岸〉 戸隠Nα25・24
NE 18

NE

■ 長野Nα3・5・　7・8 NE・NS
11

自一同

②　　　　　東岸 諏訪No40・41・46
NW 13

田 諏訪湖　　西岸 諏訪Na32・35・38 N署 NW 30

北方 和田NdO・諏訪甑9・1D NS・NW 8

③ 高遠ぬ56・57
NW 14

甲 赤石Il 1地 高遠N巳58・61・63
NW 17 NW 38

（釜無川沿） 韮崎Nα1・4・39
NNW 13

府 ④ 甲府Nα7・8・10・11
NE 8 NE ま4

甲府盆地南 甲府ぬ13・鰍沢ぬ43
NE 8

　表 8（2）のうち、①は1990年調査の高田地区へと北方に連続し、②と③は互い

に連続する延長70㎞にも及ぶ長大な活断層である。

　なお、 ヒ記①～④の活断層は、「日本の活断層」とは次のように対比できる。

　　　①＝長丘断層・替佐断層・田子断層・小松原断層

　　　②：下諏訪断層・ ヒ諏訪断層・諏訪湖南岸断層

　　　③二釜無山断層・大熊断層・鳳塁山断層

　　　④＝曽根丘陵断層

　延長方向に長く断続する活断層のほか、延長は短いが密集する活断層は表

一8（3）の通りであるQ

　静岡・御前崎地区である伊豆半島の1／5万・修善寺一恥3と同一Nd2は、走向方

向に約2㎞離れているが、一連とみなせば延長は約10㎞となり、　「日本の活断層」

の達磨山断層群に相当する。
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表一欧3）抽出された活断層の概要（密集する活断層）

地　区 位　　置 1／5万図幅名と抽出番号
密 集　の 形

方　　向 長さ㎞ 幅　㎞

高　長　●

河東山地 上田甑5～8
NW

2．5 1．5

田　野 諏訪山地 諏訪N碕8～6⊥
EW 2 1

巨摩山地
菲崎晦据～22

NS 2 1

甲 鰍沢恥69～76
NS 5 2

大詐1原恥49～61 NS・NNE 4 1．5

大河原晦33～40
NS 2 0．5

赤石岳N面3～70
ENE 3 0．5

府 赤石山地 赤石岳Nα74～76 ENE 1 0．5

赤石岳Nα16～25 NE 2 1

赤石岳Nα31～41 NE・NNE 4 1

赤石岳Nα44～51 NE 3 1

修苫寺晦40～44 NW・NNW 5 2

静　御 修善寺ぬ50・49・39・51
NS 6 1

・前 伊豆半島 修善寺Nα3。　4。　7～9
NS 4 1．5

岡　崎 修善寺N凪2～15 NN賀 3 2

下田Nα12～15・22・24
NE 4 1．5

（2）地質断層

　992本の地質断層は各方向にほほ均等にみられるが、北東 南西方向から南北を

挟んで北西一南東方向がやや多い。延長では20血近いものが認められるが、　7～10

㎞の長さが多い。地質断層のうち地質断層1（1～2を含む）は130本前後のわず

か13％であり、大部分は地質断肩2に属する。

　地質断層1の方向としては、北北東一南南西～南 北方向が半数近くを占め、他

の方向はほぼ均等に分布する。延長では5～1D㎞が多いが、20㎞に近いものもみら

れる。甲府地区では、全地域の地質断層のうち確実度1が半数以上の本数が抽出さ

れる。

　870本前後の地質断層2は、各方向ともほぼ均等に分布する。しいていえば、北
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西 南東方向と北東 南西方向～北北東一南南西方向がやや多い。延長では7～8

㎞が多い。各地区の地質断層をまとめると表 9の通りである。

表一9　各地区の地質断層の総括

地　区 地　区　の　細　分 本数
地　質　断　層　の　概　要

卓越方向 最大、ミ㎞ 最多長血

長　高　●野　田 東部　足尾山地・関東山地西部　水内山地・諏訪山地 170110
　NwwNE・WN響

1110
6～75～7

甲　府 東部　関東山地・御坂山地西部　赤石山地・巨摩一」地 160230
NE・N耳NS・NE 10！3 5～87～1D

静　御　・前岡　崎

東部炉豆半島酉部　赤石山地
40150

　NW・NNWNS引EINW
613

4～58～】0

＊本数は概略

（3）　その他リニアメント

　その他リニアメントは全般的に長さ1～2㎞をなし、北東 南西方向と北西 南

東方向が卓越する・しかし、地域的にみると・長野・高田地区北東部の足尾山地と

その連続する地帯では南 北方向、南東部の関東山地では東 西方向が多いQ甲府

地区の甲府盆地北方ではやはり東一西方向が多いが、西部の赤石山地では南 北方

向と北西一南東方向も目立っ。静岡・御前崎地区北東部の富上・箱根地帯では、活

断層・地質断層はほとんど抽出されていないが、その他のリニアメントは少ないも

のの北西～西北西方向が抽出されている。

4，1，2北関東地方

　　本地域は、前橋市付近を通る東経139。と鹿島灘の間であり、北は日立市北方か

　ら沼田市を結ぶ東西の線、南は霞ヶ浦南部と秩父市を結ぶ北緯36“で限られ、1抱0

　万地勢図の水戸と宇都宮の範囲であるD

　　リニアメントの分布は台地・沖積地にはほとんどなく・巨 1地とその周辺にみられ

　る。活断屑や地質断層は、あわせても172本と少い。南 北方向と西北西　東南東

一35一



方向が多く、次いで北北東・北北西方向の東 西方向が多い。延長は10㎞を最長と

し、　5～6㎞が平均的であるが、　3㎞前後の短いリニアメントも比較的多い。

（1）活断層

　活断層は非常に少く、わずかに13本である。延長も4蜘前後が多い。抽出された

活断層を表一10にまとめて示す。

表 IO　北関東地方の活断層

地区 位　　　　　置
1／5万地形図名

方　向
長　さ

活断層名
・コード番号 ㎞

北東部、 常陸大宮翫11・毘
NS

2．3 水府村

水 』日立山地（西〉 中染西・東

中央部、 局山甑3・4
NS 5 烏山東方

八溝山地（北）

戸 中央部、 真壁Na1
ENE 4 吾国山

八溝山地（南）

中央北部、 足尾晦22
ENE 6 内ノ籠

ウ十

足尾d1地（北）

深谷Nα1
NW 10

深谷

都
西部

高崎Nα1・2 WN胃 3。　2 神川

関東山地（北）
高崎Nα3・5 NW・WNW 3曾　2 平井

宮 高崎Na6
WNW 4 櫛挽

熊谷晦1 N冒 2 江南

〔2）地質断層

　地質断層1（1～2を含む）は15本前後である。水戸地区に5本、宇都宮地区に

10本と非常に少ない。主要な地質断層1を表一11に示す。

　地質断層2は144本抽出されている。方向別頻度で・1て越するものは南 ・北～北北

東一南南西方向と東 酉～西北西 南南東方向である。延長は10㎞を最長とし、　5

～7㎞が多い。地質断層をまとめて表一12に示す・
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表一11　北関東地方の主要な地質断層1

地区 位　置
1／5万地形図名　・コード番号

方　　向
長さ　㎞

備　　　　考

水　　　　戸

北東部 日立晦7。11 NNW 4・5

中央部 烏山Nα5
NS 7

南西部 寄居恥1 NNW 3
Ne2と雁行

宇　都　宮 南西部 寄居Nα訂
WNW 6 Nα33・3G・38・39、熊谷恥2雁行

南西部 寄居晦9 翼S 8

南西部 寄居Nα20
NS 6

表 12　北関東地方の地質断層の分布

地区 位　　　置 概略本数 多い方向 最大長㎞ 最多長㎞

水　戸 北東部　日立山地中央部　八溝山地 1535
NS・暦ENNWoNE

76

3～43～5

宇　都　宮

中央北部　足尾山地南西部　関東山地 704D
　NNE・▽N▽NS。E耳～▼N胃

810

4～63～4

（3）その他のニアメント

　活断層や地質断層が判読される地域と同じ地域に判読され・本地方南部の台地・

沖積地発達地域にはほとんど分布しない。

　水戸地区の北東部では、南一北方向と北西一南東方向の発達があり、同中央部で

は北東 南西方向と北西 南東方向さらに東一西方向が分布する。宇都宮地区の中

央北部では、北西 南東方向と東 西方向が目立ち、同南西部では東 西方向が卓

越する。いずれも長さは1～2㎞と短い。
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4．2地質と断裂系の関係

4．2．1地質の概要

解析範囲域は本州弧の中央に位置し、西南日本弧と東北日本弧との会合部にあたり・

地層分布や地質構造は複雑である（図 9）。従って、地質構造線・4特殊な地質構造

地域と地質環境単元、及び解析地区との関係を先に述べておく。

1）　地質構造線及び特殊な地質構造地域

（1）糸魚川静岡構造線

　　新潟県糸魚川付近から長野県松本市・諏訪湖を経て、赤石山地東縁を通り、静岡

　市付近まで本州弧の中央部を横断する大断層である。この断層は中新世初期に形成

　されたものであるが、断層に沿う運動は現在にまで及んでいる。糸魚川静岡構造線

　　　　　　　　　　　　　　　『　　　　　　　　　　r」其’

　　　　［1木㌧F『＝il
　　　　　　チ　　　　　　　　　　　　　　　　曜　　調
　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　’　一　　買　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　「〆　　　　　　　　　　　　　　た＿
　　　　　　　　　　　　　／処　⑩

胸※fl糸　　噸i……髪…i｝　綜
、・、・貿荊　サ　＼＼置姜…i…茎一

駆lll魏1，庸　　　　w
星…鯉川II　　bZ＿、Y
囮［雪鵬隠・川塵足1確露i蜘

騨鵬麟筑麟団胤□熈帯
□轟．，矯囮嫁帯圧コL齢Eコ」1乏鼎

図 9 中央日本の主な地質構造線と地質区

（目本の地質編集委員会・編，1988）
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　によって・新第三紀層は西南・中部日本と東北日本とに区分される。また、この構

　造線はフォッサマグナの西縁でもある。

（2）中央構造線

　　中央構造線は・糸魚川静岡構造線以西の西晴日本を内帯（北側）と外帯（南側）

　とに区分する構造線である。西南日本では断層帯として非常に明瞭であるが、糸魚

　川静岡構造線以東の中部日本への延長については・論議の多いところである。

　　調査地域の糸魚川静岡構造線以東では、関東山地北縁を東 西～西北西 東南東

　方向に走る断層が中央構造線とされており、この断層の北側には領家型花醐岩類が、

　南側には紀伊半島・四国・九州の外帯に似た地層が分布する。

　　この中央構造線の東方延長部は関東平野に没し・西側の延長は新期堆積物に覆わ

　れて定かでないが・佐久盆地を経て諏訪湖付近に至るものと想定されている。従っ

　て先新第三紀層については・諏訪湖一関東山地北縁（富岡一寄居）によって内帯

　（北側）と外帯（南側）とに区分される。内帯は八溝・足尾両山地と、糸魚川静岡

　構造線以西で中央構造線以北の大竜川沿い辰野付近であり、外帯は関東山地と糸魚

　川静岡構造線以西の赤石山地である。

（3）棚倉構造線

　　新潟県北部から山形県南部を通ってほぼ南東にのび・福島県棚倉付近で南部阿武

　隈山地西縁に沿い、調査地域北東部の常陸太田市に至る構造線をいう。この構造線

　は久慈川に沿って走り・八溝山地と日立山地とを分けている・先新第三紀層の地質

　環境単元区分の西南・中部日本と北日本とを分けるものが、この棚倉構造線である。

　従って解析範囲では、北日本に属するのは日立山地のみである。

（4）フォッサマグナ

　　フォッサマグナの西縁は糸魚川静岡構造線であるが・東縁はあまり明瞭でなく諸

　説がある。フォッサマグナの東縁については、小田原付近から関東Li」地西辺を経て

　直江津付近に至る線（ナウマン）、富士帯（原田豊吉・小川琢治）、また、柏崎

　銚子線（山下昇）が考えられている。この場合関東山地もフォッサマグナ地帯に含

　まれることとなるが、現在は、新発田小出構造線と柏崎銚子線を結んだ線を東限と

　するのが一般的である。

（5）グリーンタフ地域

　　新第三紀層にっいては・日本列島全体にわたってグリーンタフ地域と非グリーン
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　タフ地域という区分がなされる。グリーンタフ地域には・①火山性の岩石を主とす

　る、②砕屑岩層に火山性の岩石を挟む、地質が分布し、両者ともグリーンタフ層と

　いわれている。

　　フォッサマグナには火山性の岩石を挟む典型的な地層が分布することから、当然

　グリーンタフ地域に属し、また、北関東の群馬県北部・栃木県北部や藤岡一児玉地

　区もグリーンタフ地域に含まれる。従って、解析範囲の新第三紀層の大部分はグリ

　ーンタフ地域に属し、非グリーンタフ地域は日立i」』地と糸魚川静岡構造線以西の主

　に大井川以西区域である。

2）地質環境単元別の解析地区

　　地質環境単元とそれに対応する山地・地域及び解析地区は、表 13の通りとなる。

　　　　表一13（1）先第三紀の地質環境単元別と解析地区（括弧が解析地区）

西　南　・　中　部　日　本
北　　日　　本

外　　　　帯 内　　　　　帯

関東山地（宇都宮・長野　・甲府・静岡）赤石山地　（甲府・静岡） 八溝山地（水　戸）足尾山地（宇都宮）三国山地（長　野）

日立山地（水　戸）

表一13（2）先第三紀の地質環境単元別と解析地区（括弧が解析地区〉

西南・ 中部日本 北 日　　　本

非グ1一ンタフ地域 甥一ン幻地域 非朔一ン幻地域 グリーンタフ地域

赤石ll 1地南麓 日立山地 八溝山地

新 （静岡） （水戸） （水戸）

諏訪湖南 足尾山地

第 （甲府） （宇都宮）

関東山地

三 （長野・甲府

・宇都宮）

紀 フォ弾マ財（長野

・甲府・静岡）
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　　4．1では、関東地方北部と中部地方とに地理的に区分して説明したが、地質にっ

　いての区分は困難である。本解析範囲では地域を2分するような意味ある地質構造

　線は地区の中央にあり、また・四国・九州との様に分断する地勢的要素もない。従

　って・地質概要では地域区分を行わないで説明する・

（1）先新第三紀　西南・中部日本　外帯

　　地質環境単元区分に従って各解析地区に分布する主要な地質を示すと、表一14の

　様に表される。なお、水戸地区には分布がない。

　　　　　　　　　　　　表 14　解析地区別の地質

　　　　解析地区岩　種

宇都宮
長　野　　・高　田

甲　　府
静　岡　　・棚前崎

斑レイ岩類　A　I 御荷鉾緑色岩 御荷鉾緑色岩 御荷鉾緑色岩

中・古生代　　　　　　P　I　I　　堆積岩

秩父帯
秩父帯山中地溝帯 秩父帯下部四万十帯

下部四万十帯

古第三紀　　　　　　P乞　1　　堆積岩

瀬戸川帯 瀬戸川帯

石灰岩　　　L　I 秩父帯中 秩父帯中

結晶片岩類　M　I 三波川帯
三波川帯横河川変成岩

三波川帯

　結晶片岩類・MIは主に三波川帯を構成しており・泥質片岩・砂質片岩・塩基性

片岩・石英片岩よりなる。本岩類は・宇都宮地区の南部から高田・長野地区にかけ

ての関東山地北部にほぼ東一西に・また・高田・長野地区の赤石山地西部に北北東

一南南西方向に分布する。諏訪湖北方には点絞片岩の横河川変成岩が見られ、分布

面積は小さいが注目される。

　斑レィ岩類・A　Iは御荷鉾緑色岩類といわれるものであり、関東山地の結晶片岩

類・MIの南側、赤石山地のそれの東側にそれぞれ並走する。本岩類は塩碁性火山

岩類や斑レイ岩・蛇紋岩よりなる。

　中・古生代堆積岩・P！1は関東II 1地と赤石山地に分布する。甲府地区も含めて

関東山地では、本岩は三波川帯・御荷鉾緑色岩類の南に広く分布する。このうち中

・古生代のものが秩父帯であり・粘板岩・砂岩を主とする地層よりなる。秩父帯の
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　中央にはそれに挟まれて、ほぼ東一西に分布する山中地溝帯がある。これは砂岩・

　泥岩及び礫岩からなる白亜紀層である。11 1中地溝帯は長野。高田地区のみに認めら

　れる。赤石山地においては、関東山地とよく似たチャート・石灰岩を挟む岩相の秩

　父帯が、御荷鉾緑色岩類の東側に分布する。更にこの東には、砂岩6泥岩とこれら

　の互層よりなる主に白亜紀層の下部四万十帯が、静岡・御前崎地区にかけて分布す

　る。また、甲府地区の関東山地南部にも認められる。

　　石灰岩・L　Iは、主に秩父帯に挟まれた形で分布する・

　　古第三紀堆積岩・P21は、砂岩・泥岩とその互層よりなる瀬戸川帯といわれる

　地層であり、赤石山地の東側と関東山地南部に分布する。各地層とも、三波川帯に

　ほぼ平行に分布し、関東山地では東 西に近く、赤石山地では北北東 南南西の走

　向を示す。その間には地質構造線や断層が多く介在し、地層の逆転も多い。

（2）先新第三紀　西南・中部日本　内帯

　　地質環境単元区分に従って各解析地区に分布する主要な地質を示すと・表 15の

　様に表される。なお、静岡・御前崎地区には分布がない。

　　白亜紀一古第三紀花闊岩類・GロHは、水戸地区では八溝山地に分布し、八溝型

　・稲田型・筑波型花陶岩と呼ばれる。宇都宮地区では沢入花闘岩閃緑岩・古峯原花

　　　　　　　　　　　　表一15　解析地区別の地質

　　　　地　区岩種

水　　戸 宇　都　宮 長野・高田 甲　　府

白亜紀～古第　三紀花闘岩類　　　　Gl　H 八溝・稲田・筑波花高岩 沢入花闊閃緑岩越畑花闊岩　　　（領家） 平井花簡岩川井山石英閃緑岩 高遠花闘岩　　（領家）

斑レイ岩類AH 筑波山 片品川 谷川岳（上越帯）

流紋岩類　Rn

中禅寺型酸性　　　　火山岩金山流紋岩

中・古生代堆積岩　Pl　n 八溝層群筑波変成岩

足尾層群
岩室層（上越帯）・梓川層群

領家変成岩

石灰岩　　Ln 葛生石灰岩
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闊閃緑岩・越畑花高岩、長野・高田地区では下仁田付近の平井花簡岩・川井山石英

閃緑岩・甲府地区では高遠花高岩がこれに相当する。このうち・越畑花高岩は関東

山地の北縁に・高遠花嵐岩は赤石山地の西側にあり、それぞれ中央構造線の北側又

は西側にあり、領家花爵岩に対比される。

　斑レイ岩類・AHは・水戸地区の筑波山・宇都宮地区の片品川流域・長野・高田

地区の谷川岳付近に小さい分布を示す。片品川流域と谷川岳付近のものは、上越帯

中の塩基性岩類である。

　流紋岩類・R　Hには、宇都宮地区の北方に広く分布する中禅寺型酸性火山岩類の

南辺のものと、桐生市付近の金山流紋岩とが該当する。

　　中・古生代堆積岩・P　l∬では・水戸地区の八溝山地に砂岩を多く伴う八溝層群

が分布する。これらは、白亜紀 古第三紀花簡岩・GI　Hとともに、鷲子・鶏足・

筑波の各山塊を形成している。また、筑波山南東麓には八溝層群を原岩とする筑波

1変成岩があり、摺曲作用により複雑な地質構造を示している。宇都宮地区では足尾

層群に代表され、粘板岩・砂岩・チャートを主とする。葛生町付近の石灰岩・L∬

　はこの足尾層群に厚く挟在されてみられる。足尾層群には摺曲構造が発達している。

　長野・高田地区では、利根川上流と諏訪湖西方との2ヶ所に小さく露出する。前者

　は岩室層といわれ黒色頁岩・礫岩よりなり、上越帯に属し・下部ジュラ紀の来馬層

　群に対比される。後者は砂岩・泥岩の互層であり・糸魚川静岡構造線以西に広く分

　布する二畳紀～ジュラ紀の梓川層群の一端である。甲府地区の辰野には・低～高変

　成度の領家変成岩がある。源岩は泥岩・砂岩が主であるが、塩基性火山岩や石灰岩

　もみられる。

（3）先新第三紀　北日本

　　本構造区は水戸地区にのみ分布する。

　　白亜紀一古第三紀花闘岩類・GL皿は日立山地北部に分布し、阿武隈花爵岩の南

　に続く入四間花嵐岩である。

　　斑レィ岩類・A皿は、常陸太田市付近に点在する塩基性岩類と、日立山地の南端

　部の輝緑岩である。

　　中・古生代堆積岩・PI皿は、日立山地とその南の延長部分の那珂湊付近に分布

　する。前者は片麻岩や化石を含む細粒堆積物よりなる日立古生層である。後者は白

　亜紀の那珂湊層群であり、西南日本の和泉層群に似ている。
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　　古第三紀堆積岩・P2皿には白水層群が該当する、本地域にはそのほんの一部が

　分布するにすぎないが、主体は北方の常磐炭田にある。

（4）新第三紀　西南・中部日本　非グリーン・タフ地域

　　地質環境単元区分に従って各解析地区に分布する主要な地質を示すと、表 16の

　様に表される。なお、甲府地区及び静岡・御前崎地区にのみ分布するQ

　　　　　　　　　　　　表 ！6　解析地区別の地質

　　　　　解析地区岩　種

甲　　　府 静岡・御前崎

花樋岩類　　　　GIV 駒ヶ岳花嵐岩

新第三紀堆積岩　NW 守屋層？
相良層群掛川層群他

　花嵐岩類・G　IVは、甲府地区の赤石山地北東部で下部四万十帯に貫入している甲

斐駒ヶ岳花嵐岩である。破砕されており網状の小断層が多く発達する。

　新第三紀堆積岩・NIVは、甲府地区では赤石山地北端の守屋山と・静岡・御前崎

　地区では赤石口」地南麓より御前崎にかけて分布する。前者は守屋層といわれ礫岩・

砂岩・泥岩・緑色凝灰岩が厚く堆積し、グリーン・タフ地向斜堆積の層相をもって

　いる。しかし、フォッサマグナ外（西）側の地域にあたるので・その区分は困難で

　ある。後者は礫岩・砂岩・シルト岩よりなる中新世～鮮新世の地層であり、北西

　南東方向の軸をもっ緩い背斜・向斜構造が認められる。

（5）新第三紀　東北日本　非グリーン・タフ地域

　　本地域は水戸地区にのみ分布する。新第三紀堆積岩・NVIは日立山地東辺の中新

　世～鮮新世の多賀層群をいい、凝灰質シルト岩を主とし、礫岩・砂岩を挟む。全体

　としては東に緩く傾斜する等斜構造をなす。

（6）新第三紀　東北日本　グリーン。タフ地域

　　地質環境単元区分に従って各解析地区に分布する主要な地質を示すと、表一賀の

　様に表される。

　　花闘岩類・GV旺は、宇都宮地区では寄居町南に分布する金勝山石英閃緑岩であり、

　下部中新世の堆積物を貰いている。長野・高田地区には三国山地を構成する谷川岳

　岩体があり、北方にかけて広く分布する。南縁部では石英閃緑岩となる・また・関

一44一



表一17　解析地区別の地質

　　　　地区岩種

水　　戸 宇都宮 長野・高田 甲　　府
静岡　・御前崎

花嵐岩類G皿

一

金勝山　石英閃緑岩 谷川岳岩体美ヶ原岩体

甲府深成岩体 富士川流域

流紋岩類RW

『

足尾流紋岩片品川流紋岩

三国山地中

一
竜爪山

玄武岩類B皿
一

聖山安山岩 水ヶ森火山岩 高草山

堆積岩　N皿
荒川層群中川層群

宇都宮層群
富岡層群別所層～棚層 富士川層群西八代層群

静岡層群

東山地西縁部と上田市北側の河東山地、並びに諏萌山地にも散在する。甲府地区・

甲府盆地周辺のものは花闊岩～花高閃緑岩であり、甲府深成岩体として一括される。

この岩体は、日本の新第三紀花閾岩体のうち大きいものの1つである。また、同じ

ものが静岡・御前崎地区の富士川流域にも点在する。

　流紋岩類・RWは、宇都宮地区では、備前楯山のものは足尾流紋岩、片品川流域

のものは片品川流紋岩といわれる。長野・高田地区の三国山地に分布するものは片

品川流紋岩に相当し、静岡・御前崎地区では竜爪山と伊豆半島に分布する。

　玄武岩類・BV皿に相当するものは、長野・高田地区の更埴市西の聖山安山岩と甲

府市北の水ヶ森火山岩である。また、静岡・御前崎地区には富士川河口西の高草山

と伊豆半島に小さい岩体がある。

　新第三紀堆積岩・Nvaは、水戸地区では八溝山地周辺部に火山砕屑岩を主とする

中川層群、その上に載る凝灰岩を挟む海成堆積層の荒川層群である。宇都宮地区で

は、足尾山地の周囲と関東山地北東部に分布する。前者は宇都宮層群などの火砕岩

と堆積岩よりなる中新統である。長野・高田地区においては、関東山地北部に接し

て富岡層群が分布し、千曲川両岸の山地から諏訪湖にかけて中新世～鮮新世の泥岩

　・凝灰岩の別所層～柵層が分布する。甲府地区では、下部は中新世の巨摩層群・西

八代層群。御坂層群、上部は中新世～鮮新世の富士川層群。西桂層群である。これ

　らは甲府盆地の巨摩山地から富士川谷を隔てて東は御坂山地まで連続して分布する。

また、静岡・御前崎地区ではそれぞれ静岡層群・浜石岳層群と呼ばれている。
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（7）更新世　堆積物と火山

　　堆積物Qは、各地区の盆地・台地・丘陵・沖積平野として発達し、砂礫を主とし

　泥層を挟む地層によって構成される。また、台地・丘陵はローム層に覆われている。

　　火山とその噴出物Qvは、フォッサマグナを縦断する火山フロントと、これと交

　錯し東北日本弧に沿う火山フロントに属す火山から放出されたものである。各火山

　は、玄武岩類や安山岩類の火山砕屑岩で構成される。

　　フォッサマグナを縦断する火山フロントには・南より・天城・達磨・箱根・愛鷹

　・富士・八ヶ岳・黒姫、等の火山があり、東北日本弧に沿う火山フロントには、西

　より、斑尾・高社・鳥甲・苗場・四阿・浅間・草津白根・榛名・赤城等の火山があ

　る。単独あるいは複合して広大な裾野を形成している。

4．2．2地質と断裂系の関係

　　本解析範囲の主要な山地は、そのまま地質ブロックにほぼ一致する。従って、こ

　こではその山地別に記述を行う。即ち、水内 諏訪山地・赤石山地・関東山地・伊

　豆半島・足尾山地・日立山地である。このうち、地質構造線と抽出されたリニァメ

　ントとの関係が深い地域は関東山地と赤石山地であり、他の山地では地質の反映は

　少ない。

　（1）水内一諏訪山地

　　本調査対象範囲の北西部にあたる水内一諏訪山地は、豊野町から霧ヶ峰の問をい

　い、上田市付近の河東山地や諏訪湖周辺を含む長野・高田地区の西部である。

　　この山地は、主に東北日本グリーンタフ域にあたり、新第三紀堆積岩・NWであ

　る別所層～棚層が分布する。

　　活断層・地質断層として抽出されたリニアメントは350本前後であり、そのうち

　活断層は約40％を占める。

　　140本余の活断層は、表 18に示すように、一部地域に集中してみられる。千曲

　川沿いの活断層群は昨年度調査の高田地区へと続き、津南 松本構造線の現れと考

　えられている。水内 諏訪山地の巾間にあたる内村山地には、活断層は少ない。

　　糸魚川静岡構造線の西側にあたる諏訪湖以西では、先第三紀西南・中部日本内帯

　の中古生代堆積岩・Pl　Hがわずかな範囲に分布する。これは以西に広くひろがる

　梓川層群の一部である。分布面積が小さく地質との関係は不明であるが、1／5万・
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表一18　水内一諏訪山地の活断層集中域

位　　　　　置 最多方向 最多長㎞ 特　　徴 地質構造線名

水内山地（千曲川沿岸）
NE

4～5
断層群として約35㎞連続 津南 松本構造線

河東山地・諏訪山地
EW

1～3 重力性多い

諏訪湖周辺
NW

5～6
断層群として約30㎞連続 糸魚川一静岡構造線

諏訪一恥26のように、中央構造線と同方向の北北東一南南西方向の活断層2がある。

　地質断層は100本前後抽出されているが、大部分は地質断層2である。北西部で

は、活断層の方向と調和的な方向、及びそれらに直交する地質断層が抽出されてい

る。信濃川左岸山地の隆起に伴う構造が現れているとも考えられる。また・1／5万

・坂城と同・和田付近においては、図一10に示す中央隆起帯を境に地質断層ののび

の傾向が異なっている。さらに中央隆起帯は、南部では諏訪湖北方の点紋片岩より

なる横河川変成岩（M　I）とその西側の新第三紀堆積岩・ド孤とが接する断層とな

っているようであり、ここでは南一北方向の地質断層1（1／5万・諏訪 Nα6）が

抽出されている。

（2）赤石山地

　赤石山地は、ここでは釜無川・富士川以西の地域をいい、赤石山地集方富士川左

岸の巨摩山地とその南方の連続、及び赤石山地の南にある遠州灘までの小笠丘陵を

含む。赤石山地を細分した山地の主な地層分布を表一19に示す・

　これらの山地には6DO本に近い活断層・地質断層が抽出されている。そのうち活

断層は200本以上である。活断層1は150本前後と多いが、これは主に赤石山地φ

高標高の山稜に判読されるものであり、重力性断層であって地質との関連は少い。

　主な活断層の傾向と地質構造との関係は、表一20のように示される。

　赤石山地で中央構造線に相当する地質断層1（1／5万・高遠 陥14・1／5万・大

河原一Nα7・Nα14等）は南北に50㎞以上連続し、その南では活断層！（1／5万・大

河原 ぬ4－41）に移行し、総延長60㎞近くにわたって断続しながらも抽出されてい

る。更に南南西方に、飯田地区に連続するD

　赤石山地東縁には、釜無川右岸から静岡市まで70㎞にわたり断続し、糸魚川静岡

マ
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構造線に該当する活断層（1／5万・韮崎 Nα1・Nα4・Nα39等）と地質断層（

1／5万・鰍沢 NQ12・恥30、同・南部 Nd9、同・清水 Nα1等）が判読される。

　　　　　　表一19　赤石i1 1地とその周辺山地の主な地層分布

山　　地 地質構造区 地　質環　境単元 地　　　層

西南・中部日本 中・古生代堆積岩　　　　　　P日1 領家変成岩

内　　　　帯 白亜紀一古第三紀花闘岩類　Gl　n 高遠花寓岩

結晶片岩類　　　　　　　　　MI 三波川帯

赤石山地 西南・中部日本 斑レイ岩類　　　　　　　　　AI 御荷鉾緑色岩類

中・古生代堆積岩　　　　　P　I　H 秩父帯

外　　　　帯 下部四万十帯

古第三紀堆積岩　　　　　　　Pz　I 瀬戸川帯

東北日本 新第三紀堆積岩　　　　　　　　NW 巨摩層群

巨摩山地 グリーンタフ地域 富士川層群

花閥岩類　　　　　　　　　　G皿 駒ヶ岳花嵐岩

小笠丘陵 南西・中部日本 新第三紀堆積岩　　　　　　　　NN 相良層群

非グリーンタフ

表一20　主な活断層の傾向と地質構造との関係

山　　地 最多方向 最多長㎞ 状　　　　況 地質構造線・他

赤石山地東縁 N胃・N即 5～7
断層群として30㎞雁行・断続

糸魚川 静岡構造線

巨摩山地東縁 N獅 2～3 6kmに断続する 甲府盆地との境界

赤石山地
NNE 10 北の地質断層に続く、飯田地区に連続 中央構造線

富士川沿岸 N胃・NN晋 3～4 やや多い

小笠丘陵
NNE

1～2
御前崎付近に多い、NN宥方向あり 台地面を切る
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この北側は、諏訪湖付近まで続く活断層群（1／5万・諏訪 Nα60・N面3、等）に移

行する。

　糸魚川静岡構造線と中央構造線との間には、南 北方向と北東一南西方向の地質

断層が数多く抽出されるσ南一北方向は外帯の構造帯を縁取る構造線や走向断層に

相当し・仏像構造線（1／5万。市野瀬 Nα38・同・大河原一Nα68等）・御荷鉾構造

線（1／5万・市野瀬一Nql7・等）・笹山構造線（1／5万・身延一Nd3・同・南部一

Nα13、等）に該当する。また構造帯内部に発達する断層を反映している。北東 南

西方向は、これらの構造帯や地層を横断する断層である。

　巨摩山地とその南の連続では・南一北方向と北北西一南南東方向が概して多い。

糸魚川静岡構造線の東側でそれに並走し・南一北方向に断続する地質断層1（

1／5万・清水一Nα22・晦21等）は小渕沢一静岡衝上断層にあたり・西側の竜爪層群

（R圃）と東側の静岡層群（NW）とを境する断層である。

（3）関東山地

　関東山地は、長野。高田地区の南東部、甲府地区の北東部、宇都宮地区の南西部

にまたがり、本調査対象範囲の中央部を占める。ここでは、関東山地とその周辺及

び甲府地区南東部の御坂山地とを含めて述べる。

　関東山地には西南・中部日本外帯と東北日本グリーンタフ地域に属す地質が分布

する（表 21、図一11）。

表一 21　関東山地に分布する地質

構造区 地質環境単元 地　　　　質

結晶片岩類　　　　　　MI斑レイ岩類　　　　　A　I中・古生代堆積岩　P聖1古第三紀堆積岩　　P21 三波川帯御荷鉾緑色岩類秩父帯・下部四万十帯瀬戸川帯

グ　タリ　フ1　地ン　域

花闘岩類　　　　　　　GVII新第三紀堆積岩　　　　NW 甲府深成岩体富問層群（北）　御坂層群（南）
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　　　　　　　　　　　　　　リト

長＼　 ぐ　　／　舜

　　　　　　　　　　　藏輿i 而i墨

　　　　　図一11　関東山地の地質区分（猪郷・他編，1980）

　活断層・地質断層と判定されるリニアメントは、留0本前後抽出される。そのう

ち活断層は10％にも足りない・しかし・活断層と地質断層とが連続することが特徴

的であり、活断層・地質断層の区分に関係なく・抽出されたリニアメントの分布は、

関東山地とその周辺地域の地質構造をよく反映している。

　主な地質構造線とリニアメントとの関係を以下に述べる。

　関東山地の北限をなす中央構造線は・宇都宮地区では一部活断層（1／5万・高崎

一Nα5）であるが、長野・高田地区ではすべて地質断層1（1／5万・富岡一晦22 ・

甑17。甑19）であり、西北西～東西方向に40㎞以上の延長をもつ。関東山地の中央

構造線は西南日本の中央構造線と異なり、現在の活動はほとんどないといえる。

　山中地溝帯北限の断層は、長野・高田地区で西北西 東南東方向にのびる地質断

層1として抽出されており（1／5万・万場一Nα了、同・十石峠一NQ26）、ほぼ13㎞

連続する。南限の断層は・断続して西北西一東南東方向にのびる地質断層1（

1／5万・十石峠一Nα21、同・万場一晦16）であり、約19㎞の延長をもっ。古生層と

中生層の境界をなす断層は・すべて地質断層として抽出されている。
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　中古生代堆積岩の秩父帯（P11）と中生代堆積岩である下部四万十帯（Pl　I）

の境界の断層は・仏像線あるいは五日市 川上構造線といわれ、甲府地区の北東方

向の活断層（1／5万・丹波一恥15－22）と地質断層1（1／5万・丹波一ぬ25～晦27）

との連続する延長20㎞のリニアメントに該当する。

　下部四万十帯（PI　I）と瀬戸川帯（P21）との境界は明確ではない。それに

相当すると推定される短い地質断層は、1／5万・丹波 Nα23かNα22のいずれかであ

る。

　瀬戸川帯（P21）と御坂層群（NV皿）とを境する藤野木一愛川線は、東一西方

向～東北東一西南西方向に断続・雁行しながら30㎞の延長をもち、東の東京地区に

至る。甲府地区では地質断層1（1／5万・都留一N巳43）であるが、東部は活断層2

（1／5万・都留一Nα15－1）である。

　関東山地の地質各帯を境するリニアメントについては、一部区間で既存文献の断

層と一致するが、それと合致しない区間もある。三波川帯（M　I）と秩父帯（P、

1）の接するリニアメントのように・地層走向を横切る断層は明確であり、既存文

献とほぼ一致する。山中地溝帯を縦走する地質断層もまた、多くは既資料の断層分

布とほぼ一致する。しかし、山中地溝帯を横断するいわゆる胴切断層はほとんど 一一

致いない傾向にある。

　中央構造線以北の富岡層群（N皿）には活断層・地質断層ともに少ない。関東山

地以南の御坂層群（NW）中には、前記した藤野木一愛川線と同傾向の東一西方向

～東北東西南西方向の地質断層が多く判読される。

（4）伊豆半島

　相模湾と駿河湾との間で南に伸びる伊豆半島は、新第三紀東北日本グリーンタフ

地域であり、そこには、堆積岩・NWの湯ヶ島層群・白浜層群、玄武岩類・BWの

猫越峠安山岩、流紋右類・R孤の下田一修善寺、流紋岩・デイサイト、及び更新世

の天城・達磨火山の噴出物Q　v　GA分布する。

　この地域の地質は錯雑としているが・大きい構造線というものはない。従って、

抽出した断裂系も地質構造との関連はあまりない。

　抽出された活断層・地質断層は100本前後であり、そのうち約m％が活断層であ

る。活断層は多くの場合、短かいものが密集して断層群を形成している。伊豆半島

北西の達磨火山（1／5万・修善寺一Nα3～Nα9）や南西の蛇石火山（1／5万・下田
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一Nα12～Nα16等）において、ほぼ南

一北方向に走る活断層群は顕著であ

り、それぞれの火山噴出物・Qv中

にある。これらは山体を変位・破壊

する正断層群である。また、北東部

の丹那断層帯（1／5万。修善寺一恥

6～匝8等、その主体は横須賀地区）

は、南北に断続して断層群を形成し、

多賀火山噴出物・Qv中にある。こ

れらの断層群を除いた活断層には北

北東一南南西方向と西北西一東南東

方向との2方向があり、前者は左ず

　　　　h　阪多
　　　　へ凝蕪。L瀞

図一翅　伊豆及びその周辺地区の第四紀

　　　　断層及び地震断層と最大圧縮主

　　　　応力軸（木村．1985〉

れ、後者は右ずれ活断層である。これらは、既知の方向と一致する（図 12）。

　30本前後の地質断層は活断層と同様の傾向で判読され・南一北方向と西北西一東

南東方向が比較的長く、卓越している。この西北西 東南東方向の地質断層は伊豆

半島中部から南部にかけて比較的多く、同方向の活断層とともに白浜層群（NW）

を切載しているD

（5）足尾山地

　足尾山地はここでは、宇都宮地区の中央北部にある足尾山地に加えて、水戸地区

の八溝山地と長野・高田地区北東部の三国山地の一部を含める。従って・本調査範

囲の、東端と西端とを除いた北部区域をいう。

　主な地質は西南・中部日本内帯の足尾帯と上越帯、東北日本のグリーンタフ地域

に属し、表一22に示すものが分布する。

　抽出された活断層・地質断層は15D本前後である。活断層は3本・地質断層1は

10本にも足らず、大部分は地質断層2である。また、八溝山地では40本前後、足尾

　・三国山地にはそれぞれ60本前後が認められる。これら地質断層には・地質境界と

なっているものもあるが、地質構造を大きく支配するものではない。

　八溝山地北部の南 北方向の活断層（1／5万・鳥山 ぬ3・甑4）は、今市スコ

　リァ降下期（約1．4万年B．P）以前の活動と考えられているので、活断層として

　は古いものとみられている。
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表一22足尾山地地域の地質

構造区 地質環境単元 地　　　　質

内 白亜紀 古第三紀花闊岩類　GL　H 沢入花崩岩

流紋岩類　　　　　　　　　　RH 中禅寺型酸性火成岩

世田 中・古生代堆積岩　　　　　　PI　H 足尾帯・上越帯

グ　タ
花闘岩類　　　　　　　　　　G皿 谷川花闘岩

リ　フ
流紋岩類　　　　　　　　　　RV皿 片品川流紋岩

1　地 新第三紀堆積岩　　　　　　　　NV皿 宇都宮層群

ン　域

　足尾山地の北北東一南南西方向の活断層・地質断層は、ともに足尾層群（PI　H）

の地質構造を反映しているように思われる。しかし、他方向の活断層・地質断層で

は、地質との関連性は小さい。

（6）日立山地

　水戸地区北東部を占める狭い山地である・地質上・他山地と異なる地域であるの

で、日立山地とその周辺地区とを独立して述べる。

　日立山地は・常陸太田市付近を北北西 南南東に走る棚倉構造線の東側に位置す

る。構造区は先新第三紀北日本に属し、中古生代堆積岩・P　I皿や斑レイ岩・A皿、

入四間花高岩（G1皿）等が分布する。周辺には主に東北日本の新第三紀堆積岩・

NW及びN孤が分布する（表一23、図 13）。

　常陸太田市北側には、南 北～北北西一南南東方向の活断層（1／5万・常陸大宮

一Nα11・恥12）や、同方向の地質断層（同一Nα9・NdO）が比較的多数集中する。

これらは幅約7㎞にわたっており・棚倉破砕帯を示唆するものと推定される。しか

し、長い連続は認められないため・現在の活動は少いであろう。この破砕帯を示す

リニアメントの東には・北北西一南南東方向の地質断層（1／5万・日立一Nd1）が

あり、棚倉破砕帯の東を限る棚倉破砕帯東縁断層に相当するように考えられる。

　日立層群（Pl皿）。入四間花寓岩（GI皿）や西側の荒川層群（Nvn）の分布

域で抽出される地質断層は、地質と関速っけにくい。日立山地東部に分布する多賀

層群（NVI）には、地質断層はほとんど認められない。
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表一23　日立山地地域の地質

構　　造　　区 地質環境単元 地　　質

北 白亜紀一古第三紀花闘岩類・GI皿 入四間花縄岩

日 古生代堆積岩・P1皿 日立層群

本 斑レイ岩・A皿

東

北 非グリーンタフ地域 新第三紀堆積岩・NVI 多賀層群

日 グリーンタフ地域 新第三紀堆積岩・NW 荒川層群

本
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図一13　日立山地地域の地質（猪郷・他編，1980）
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5．各地区における解析結果

5．1　断裂系の分布形態

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　138。　　　　　　139。

　5．1．1高田。長野地区

　　　本地区の西半部は長野県北東部、　　　　　　　　　　　　鞭

　　東半部は群馬県西部に属するが、北

　　がわずかに位置する（図 14）。

　　　抽出されたリニアメントのうち、

　　活断層と地質断層に判定したものの　　 　　　　　長野

　　総数は444本である。他の甲府地区、

　　静岡・御前崎地区と比較して、特に　　　　　　レ／

　　活断層のうち、活断層1は30本（活　　360　　　　　　　　　　　　　　　36’

　　断層1～2を含む）である。308本

　　の地質断層では・地質断層1は全地　　138・　　・甲‘コ　139・

　　質断層の約6％であり、大部分は地

　　質断層2に属す。　　　　　　　　　　図一一14　高田・長野地区の解析範囲

　　地区内で判読されたリニアメント

　　の概略的な集中域は、西部の水内・河東。諏訪山地と、東部の足尾山地・関東山地

　　にあり、中央部には比較的少ない。

　　活断層の方向別としては、南一北を挟み北東一南西～北西一南東方同の範囲のも

　　のが80％以上を占める。地質断層には各方向がみられるものの、北西 南東方向が

　　やや多く、関東山地では顕著である。その他のリニアメントでは各方向のものがみ

　　られるが、西部では南一北方向～北西一南東方向、東部では東一西方向と北東一南

　西方向がやや卓越する。

　1）　活断層

　　活断層は地区北西部の水内山地と南西部の諏訪湖周辺に集中し、中央部には短か

　　いものが10本前後認められるのみであり、他地区にはほとんど判読されない。本地

　区で抽出された主な活断層を挙げると、表一24～表 25に示すものがある。
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　北西部の活断層では、南一北方向～北東一南西方向が大部分を占め・東一西方向

と北西 南東方向がわずかに判読されるに過ぎない。長さは5㎞前後である場合が

多い。これらの活断層は幅2～5㎞の範囲に“帯状“に分布し・並走・分岐を繰り

返している。活断層の多くは崖地形や地形急変部によって判読され・変位はいずれ

も縦ずれと考えられる。長野市南東部では・松代群発地震に伴って発生した割れ目

帯の存在が知られている。本調査では、これらの地域には活断層は判読されない。

表 24　高田・長野地区北西部の主な活断層

1／5万 抽　出
概略の方向

長　さ 活断層
記　　　　　　　事

地形図名 番　号 （㎞） 確実度

戸　　隠 2・3
N貿 495 2 断続しているが一連のものと推定

〃 31・32 HNE・NE 3・4
2 〃

■’
25 NE 5 2 Nα24、1／5万・長野に続く

中　　野
14 EW 5 2 1／5万・戸隠に続く、Nα13を派生

ノノ
15 N胃 3 2

〃
17 NE 5 1 断続、Nα19・20・21・22並走

〆ノ
23 NS 4 1 N住25・26。2了を派生及び並走

’ノ 24．29 NS州E
8 2 断続して連続

933

〃
42 NE 7 2 断続して1／5万・戸隠まで続く、

Nα37・38等、並走

長　　野 4 NE 4 1 1／5万・戸隠一ぬ24に続く

〃
7 ENE 3 2

！ノ 8 NS 3 2 湾曲してぬ了に続く？
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　中央部の活断層は、浅問山等の火山体に判読されるものであり、すべて西北西一

東南東方向をなし、　1～4㎞の長さである。

　南西部では、諏訪湖両岸に北西一南東方向が多く、霧ヶ峰一帯に東一西方向が多

い。松本盆地の延長にあたる地域では・南 北方向～北東一南西方向が若干見られ

る。長さは1～2㎞と短いもの、　4㎞前後と比較的長いものがあるが、これらは断

続しながらも本地区内で12㎞前後連続する・活断層は主として崖地形から判読され・

一様に諏訪湖側に面した縦ずれ活断層と推定される。霧ヶ峰から蓼科d」にかけての

活断層は、火山列の方向にほぼ一致する方向性をもって配列している。

表一25　高田・長野地区中央部と南西部の主な活断層

1／5万 抽　出
概略の方向

長　さ 活断層
記　　　　　　　　事

地形図名 番　号 （㎞） 確実度

上　　田
10 冨NW 4 2 甑9・11も同方向

〃 5 NW 3 1 Nα6並走

諏　　訪 40・41 WNW・N賀 4・3
1 断続する、更にNα45に続く。恥42

。43・44カく短く並走

’ノ
46 NNW 4 1 Nα45と平行

’〆
31 NW 2 1 断続して隔33に連続

〃
38 NW 3 1 派生断層あり

〃
32 N胃 3 2 Nα38に続く　（活断層1）、Nα34・

35・36と並走

〃
26

亙NE 4 2

”
16 NE 3 2 N“15・18と平行

〃
51 EW 4 短い恥52並走

〃
66 WNW 4 2 Nα衡並走

蓼科山 2・ 貿N算・NF 2・2
2 一連のもの
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　活断層として抽出したリニアメントの主要なものと、「日本の活断層」に記載さ

れているものとを対比すると・表 26のように一致するものが大部分である。本調

査により新規に抽出された活断層は21本であるが・地区北西部や南西部等の活断層

集中帯にのみ位置する。これは、崖地形等の変位地形の連続を細部にわたって判読

した結果・　「日本の活断層」で1本とされているものが細分されたことによるもの

である。また、「日本の活断層」との対比により確認されなかった活断層は焉本と

なっているが、同じく活断層集中帯に位置する確実度皿とされている活断層がほと

んどである。

表 26　本解析による活断層と「日本の活断層」との対比

1／5万地形図名 本　　　　　調　　　　　査 「日　本の活断層」

抽出番号 記　　　　　事 断　層　名 記　　　　事

一旦　　隠　〃　！ノ

29331・32　25
断続・伏在した2本断続 戸　隠　山善　光　寺田　　　子 1本で抽出　〃

中　　野　〃　〃 141723

N酪6へ更に南に続く断続・雁行Nα29・Na33

荒　瀬　原替　　　佐長　　　丘

断続して10㎞一連のものとして扱う

長　　野　〃 48

戸隠より続く、断続Nα6 田　　　子小　松　原 ユ／5万・戸隠より続く

諏　　訪　’ノ　〃　〃
4G・41　31　51　66

下　諏　訪上　諏　訪諏訪湖南岸霧　ケ　峰鷹　　　山

蓼科山 2・3 2本抽出 八子ヶ峰 1本

十石峠　〃 105 断続並列 ト　ー　ミ三方ヶ峰 断続並列

富　　岡 1 東部で唯一のもの 磯　　　部
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2）地質断層

　　地質断層は、活断層と同様に、地区の北西部と南西部、及び束部に多く、中央部

　には少ない。地質断層1及び2は約300本抽出されるが・地質断層1は少ない。地

　質断層の方向別頻度では、北西 南東方向～西北西一東南東方向が40％近く占め、

　北東一南西～東北東 西南西方向が30％前後であり、他の方向はほぼ同程度の頻度

　であるQ

　　地質断層1は既存地質文献の精度に左右されるものであるが・本地区では南東部

　の関東山地にやや集中し、北東部と南西部にも認められる。長さは5～7㎞のもの

　が多い。南東部では東一西方向がほとんどであり・北東部は北東 南西方向・南西

　部は南 北方向を示す。地質断層1の主なものには、表一27に示すものがある。

　　地質断層2は、地質断層1と同様、東部並びに北西部と南西部に多くみられる・

　北西部のうちでは、千曲川西岸の水内山地に多く、東岸の河東山地には少ない。

　　北西部の地質断層2では北東一南西方向が多く・これに次いで西北西一東南東方

　向が多い。前者は5㎞前後の延長が多く、後者は3㎞と短いのが一般的である。ま

表一27　高田・長野地区の地質断層1

1／5万地形図名 抽　出番　号

概略の方向
長　さ　（㎞）

記　　　　　　　事

草　　津 6 NE 5

諏　　訪 6 NS 5 同系統の甑1、　4㎞離れてあり

富　　岡
22 EW 5 Nα！7（3㎞〉とNd9（5㎞）と一連のものか、断続して全体で17㎞

御代田
23 ENE 5

十石峠
21 胃N賀 7 1／5万・万場に続く、Nα19と雁行

万　　場　〃 136 NE賀NW
107

1／5万・十石峠
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た、南一北・東 西方向も抽出されている。主な地質断層2を表一28に示す。

　南西部は内村・諏訪山地であるが、南寄り地域には活断層が多く、北寄りの内村

山地には地質断層2がやや多い。方向としては東北東 西南西～西北西 東南東を

含めた東一西方向と北西一南東方向がやや多く・長さは3～6㎞がτ般的である。

主な地質断層2を表 29に示す。

　東部のうちでは、北東部の足尾山地と南東部の関東山地とに集中する傾向がある。

方向別としては、西北西一東南東方向～西南西 東北東方向がやや卓越し・北東一

南西方向がこれに次ぎ、南一北方向もみられる。また・関東山地では北西一南東方

向も目にっく。延長では4～7㎞が多いが・10㎞を越すものも認められる・主な地

質断層2を表 30に示す、

　地質断層で分布上特徴をもつ区域が3区域ある・1つは長野市の北西側であり・　｝

活断層に平行する地質断層と、それらに切断され、南西側にはのびない北西一南東

方向の地質断層が読み取れている。2つめは地区南東部にある。関東山地の一部地

域に北西一南東方向の地質断層が帯状に分布し・周辺地域とは異なって同方向の地

表一28　高田・長野地区の地質断層2（北西部）

1／5万 抽　出 概略の 長さ
位　　置 記　　　　　　　　事

地形図名 番　号 方　向 （㎞）

戸　　隠
22 NE 6 水内山地 恥21並列、1／5万・長野一甑10に断続

ノ〆 8 NE 5 〃 Nα7を始め6㎞の問に数本雁行

〃
20 WN冒 3 ！！ Nα22と直交

この系列のもの付近に多い

長　　野
23 NE 5 〃 数本雁行

付近にNS方向のものがある

〃
15 NN貿 4 ノ〆 Nα13、1／5万・戸隠一Nd2と同一系統

ノ’
18 NS 2 〃 Nα19・20と雁行

坂　　城 1 N冒 10 河東山地 長野・上田にかけて連続

例外的に長い（内村山地？）

須　　坂 4 NNE 7 ノ’ 恥3を分岐・連続
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表一29　高田・長野地区の地質断層2（南西部）

1／5万地形図名 抽　出番　号 概略の方　向 長　さ（㎞）

位　　置 記　　　　　事

和　　田　ノ’　〃　ノノ 1941314
ENEN冒NNENE

6483 内村山地　〃　〃諏訪山地 西に餌系数本南に2本雁行1／5万・小諸

Nα4断続恥12。1／5万。小諸一Nα3断続

諏　　訪
50

剛W 7 諏訪湖北岸 雁行あり

表一30　高田・長野地区の地質断層2（東部）

1／5　万地形図名 抽　出番　号 方　向 長　さ（㎞） 位　　置 記　　　　　　事

四　　万　　ノノ 3－14　5
NSNW 114 足尾山地足尾山地 越後湯沢から続く、Nα18を派生甑8と断続

中之条 4 NE 3 中之条北 北及び南に同系列

草　　津 9 WN胃 5 中之条西中之条西 同方向6～7本（3～窟m）　　　並列及び雁行

富　　岡 4 胃N買 6 関東山地 南に6本（3～5㎞）並走

万　　場　　■ノ　　〃 2i16 N冒NE－N▽
7119 関東山地　　〃　　〃 NE系のNα1に切断されるN冨系のN憾4を切断同系統多い

十石峠　　ノ’ 414 E買WN貿
810 関東山地佐久東関東山地佐久南 付近にW研系多いNW・研系多い

質断層が優勢してのびている。この傾向はさらに南部の甲府地区にまで連続する。

3っめは西部にあり、1／5万・和田では地質断層空白域を挟んで・その東西両側

でのびの方向が明らかに異なっている。
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3）　その他のリニアメント

　　活断層や地質断層と同じく、その他のリニアメントは地区の西部及び東部に多い。

　2㎞前後の長さが普通である。一般的に北東一南西方向と北西一南東方向が卓越す

　るが、南西部では北西 南東方向、北東部では南一北方向、南東部では西北西一東

　南東方向のリニアメントが比較的多く判読される。

　　地区北西部では・地質断層の項で述べたように、北西一南東方向の地質断層が北

　東 南西方向の活断層群で切断されているように判読される。信濃川低地を挟んで

　その南東側山地に判読される北西一南東方向の地質断層とその他のリニアメントの

　方向には若干の差があり、ここに構造上の差が考えられる。

　　1／5万・和田地域では・地質断層空臼域にもその他リニアメントが判読され・そ

　れらもまた地質断層と同様、東西両側でのびの方向が異なる傾同にある。

5』1．2甲府地区

　　本地区の大部分は山梨県に属し、

　北東部は群馬・埼玉県と東京都、南

　東部は神奈川県、南部は静岡県にま

　たがる。また、北部から西部にかけ

　ては長野県の行政区画となる（図一

　15）。

　　地区中央部を甲府盆地が占め、東

　部は北より関東山地と御坂山地、西

　部は赤石山地・巨摩山地である。南

　には富士山がそびえ、北には八ヶ岳

　がみられる。盆地の南には、御坂山

　地の連続である天子山地が富士山麓

　を南にのびているQ

　　抽出されたリニアメントのうち、

　活断層・地質断層と判定したものは

　665本であり、比較的多い。　200本

　近い活断層のうち、活断層1は全活

360

359

138D 13go

o

甲府

富上

o

罐。

35D

し／138ロ＼ ノ139一

図一15　甲府地区の解析範囲
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　断層の63％を占め、非常に多い。山稜部に判読される長さ1㎞足らずの短小な活断

　層1が多いためで、これらを除けば活断層！は活断層2よりわずかに多い程度であ

　る。地質断層は471本挙げられ、そのうち地質断層1としたものは10％前後である。

　これらのリニァメントは地区の東部と西部に多く分布する。

　　方向別に示すと・活断層1では南 北方向～北東一南西方向が60％近くを占め・

　他の方向はほぽ均等に分布する。活断層2は各方向に比較的均等であるが、東 西

　方向は少い。地質断層全体としては、南 北方向～北東一南西方向が50％程度を占

　める。

　　その他のリニアメントは・富士山・八ヶ岳を除いて地区全体に見られ・また・活

　断層・地質断層の少い甲府盆地北方にも多く認められる。方向は、活断層。地質断

　層と同様の傾向にあるが、これらに薩交するものも多い。

1）　活断層

　　活断層は、地区西部の赤石山地・巨摩山地と甲府盆地南縁とに多い。延長は1㎞

　以下から10㎞を超すものまでがある。活断層の主なものを挙げると、表一31に示す

　ものがある。

（1）東部地区

　　活断層は北東部にはほとんどなく、中央東縁と甲府盆地南縁にみられる。活断層

　2は活断層1よりやや多く、活断層全体としては北東一南西方向が多く・　6～10㎞

　の延長もあるが2～3㎞が多い。盆地南東縁では、比較的短いものが密集してみら

　れる。甲府盆地南縁の活断層のほとんどは崖地形や地形急変部によって判読され、

　変位はいずれも甲府盆地側が相対的に低下する縦ずれと考えられる。

（2）西部地区

　　赤石・巨摩山地の北寄り地域の活断層は、東端の宮川・釜無川沿いに多い。2～

　3の活断層を除いて北西 南東方向が目立ち、延長は2㎞内外から10㎞を越すもの

　があり、1㎞以下の短小の断層は少ない。南部では、北から連続するものが甲府盆

　地と境するように走り、方向は北北西 南南東～北 南方向と変わり・長さも3㎞

　前後となる。南西部には北北東一南南西方向で延長！0㎞の活断層が1本認められる。

　また・南寄りの赤石・巨摩山地中には、　1㎞あるいはそれ以下の活断層1が80本以

　上抽出される。

　　なお、本地区の短小な活断層は、大仙丈ヶ岳・千頭星山・櫛形山・鳥帽子岳・小
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表一31　甲府地区の主な活断層

1／5万 抽　出
概略の方向

長　さ 活断層
記　　　　　　事

地形図名 番　号 （㎞） 確実度

丹　　　波
NU 4 2 関東山地南部、Nα2と連続

〃
12

NNE－NS 6 2 関東山地南部、恥13と連続

都　　　留
EW 11 2 湾曲、付近に2本あり

関東山地南縁

御岳昇仙峡 6 NNE 5 1 1／5万・丹波に続く

甲府盆地東縁

甲　　　府
55 NE 3 1 Nα53の活断層2と断続

甲府盆地東縁

Zノ
13 NE 2 1 1／5万・鰍沢一Nα43と断続

甲府盆地南縁

ノ1 10・11
NE 5 1 並走・雁行多い

・12 甲府盆地南縁

高　　　遠
56 NW 1王 1 釜無川沿い

〃
57 N冒 3 1 Nα56に断続か雁行

’ノ 1 WN響 4 ！

〃
63 NW 5 1 Nα1との間に4本断続

韮　　　崎 1 NNW 3 1 巨摩山地東縁

！ノ
39 NNW 7 2 北のNα4。Nα1に続くか

〃
34 NNW 10 2 甲府盆地西縁

鰍　　　沢
54 NNW 4 1 甲府盆地西縁、雁行。並走

〃 9 NS 3 1 巨摩山地

ノノ
70 NNE 4 1 巨摩山地、

付近に短小なもの多い

大　河　原 4 41 NNE 10 2 1／5万・大河原一恥14地質断層

赤　石　岳 と連続、赤石山地
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　河内岳・七面山・赤石岳・聖岳付近にみられる。確実度では活断層1が多く、方向

　は様々であるが、概して南一北方向が多い。

　（3）「日本の活断層」との対比

　　活断層と判定した主要なものと「日本の活断層」とを対比すると・表一32に示す

　ように一致するものが多い。しかし・「日本の活断層」では1本の長い連続として

　示されているものでも、本調査では断続して抽出したものが多い。なお・　「日本の

　活断層」の神縄断層は・本地区ではその延長部が認められない・また・　「日本の活

　断層」の千頭1 Ll断層は、本謂査の1／5万・韮崎 恥10（地質断層）に相当する。

　　本調査により新規に抽出された活断層は、地区東部や西部等の活断層集中帯にも

　あるが・ほとんどは赤石山脈の山稜部に位置する。これは、崖地形等の変位地形の

　連続を細部にわたって判読した結果によるものであり・前者では「日本の活断層」

　で1本とされているものが細分されたこと・後者では山稜部に形成されている小崖

Pを変位地形として考えたことによるものである。また、「日本の活断層」との対比

　により確認されなかった活断層は、ほとんどが確実度皿の活断層であり、南東部の

　御坂山地で比較的多い。

2）地質断層

　　地質断層は、甲府盆地を挟んで東部と西部に多く、甲府盆地の北側には少く、富

　士山と八ヶ岳周辺にはほとんどみられない。　500本近い地質断層のうち、地質断層

　1は15％前後である。方向別では、北東一南西～南一北方向が半数近くを占め、北

　西一南東方向もやや多く、他の方向は同程度である。延長は18㎞におよぶものもあ

　るが、　5～8㎞が多い。

　　地質断層1は東部と西部に多く、その頻度比率は4：6前後である。方向として

　は、西部では南一北～北東一南西方向が多く、東部では南一北方向が少なく、北西

　一南東方向と東 西～東北東 西南西方向がやや多い。延長18㎞とやや長いものが

　あるが・　6～8㎞が多い。地質断層1の主なものを表一33に示す。

　　地質断層2は、地質断層1と同じく東部と西部に多いが、東部では西部に比較し

　てやや少い・方向は南一北～北東一南西方向が半数近くを占め、他の方向はそれぞ

　れ同程度である。延長は12㎞と長いものもみられるが、4～7㎞の長さが多い・主

　な地質断層2を表一34に示す。

　　地質断層は、東部では南東部の御坂山地に多く、北東部の関東山地にはやや少い・
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表 32　本解析による活断層と「日本の活断層」との対比

1／5万 本 調　　　　査 「日　本の活断層」

地形図名 抽出番号 記　　　　　　事 断　層　名 記　　　　事

丹　　　波 15－12 北西側Nα1地質断層に続く 鶴　　　川

関東山地南部

〃
12 Nα10・13の地質断層に続く 大菩薩嶺

関東山地南部 西側

都　　　留 15－1 湾曲、小活断層伴なう 扇　　　山

関東山地南縁

御岳昇仙峡 6 甲府盆地東縁

一
確実度皿

甲　　　府
55

甲府盆地南東縁
一

確実度皿

〃 11・12 多く雁行 曽根丘陵 6本並走・雁行

曾13・16 甲府盆地南縁

盲　　　　　　　　『 56．57 雁行・並走 釜　無　山 雁行・並走

・63 釜無川沿い

〃 1 赤地山地北東端 大　　　熊

韮　　　崎 1 竹　　　宇

ノノ
39 鳳　鳳　山

！ノ
34

甲府盆地西縁 下　円　井

鰍　　　沢 54・53 〆ノ 市　之　瀬

・58

〃 9 1／5万・韮崎一Nd6地質断 大ナジカ峠 長い

層に続く

〃
70

付近に小活断層多い 櫛　形　山 小断層多い

大　河　原 4－41 北の地質断層に続く 中央構造線 1／5万・高遠まで

赤　石　峠 赤石山地 1本とする
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表 33　甲府地区の地質断層1

1／5万 抽　出 概略の 長さ
記　　　　　　　　事

地形図名 番　号 方　向 （㎞）

丹　　波 2 NW 18
関東山地、南東の活断層に連続、分岐あり

都　　留
17 ENE 9 御坂山地、1／5万・甲府に続く、同一晦34・Nα35

と雁行

ノ！
24 NE 4 御坂山地、同方向多い

〃
35 EW 3 活断層と平行

〃
42 NE 4 御坂山地、Nα34に連続

甲　　府
29 EW 8 御坂山地、晦28と雁行

〃
34 ENE 4 御坂山地、同方向多い

山中湖 2 NE 9 御坂山地、恥1と雁行

鰍　　沢 4 NE 8 巨摩山地

ノノ
12 NNE 11

巨摩山地、1／5万・韮崎 Na15に続くか

ノノ
37 NNU 7 活断層Na35・36に続くか

〃 4！ NN▽ 4 曾根丘陵、NE系の活断層を切断？

身　　延 9 N賀 8 巨摩山地

〃 28・29 NNW・NS 8 巨摩山地

』白？　　　　　』土同　　　　旭 30 NS 11
赤石山地、M12・甑14と雁行

大河原
7 NS 18

赤石山地、1／5万・市野瀬一Nα3・甑45・Nα9と

断続

ノノ 14 NNE 5 赤石山地、Nα4－41の活断層に連続、雁行状に北

に長く続く

赤石岳
55 NE 4 赤石山地、Nα56と雁行

ノ！ 26 NNE 4 赤石山地、NS系恥15に切られ甑5に続くか
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表一34　甲府地区の地質断層2

1／5万地形図名 抽　出番　号 概略の方　向 長さ（㎞）

記　　　　　　　　　　事

金峰山
6 H貿 10

関東山地、断続

三　　峰 3 賀NW 7 関東山地、並走・雁行

丹　　波 5 NS 8 関東山地、1／5万。三峰

都　　留　ノ〆　〃　　　コ 4112617 NWWNWE潤EENE
79810 御坂山地、晦3と並走御坂山地、この系統多い御坂山地、同系統多い御坂山地、同系統多い

甲　　府　〆〆 3150 WN冒ENE
610

御坂山地、同系統多い御坂山地、同系統多い

高　　遠
31 RS 10

赤石山地、Na14・晦30・恥33と並走

市野瀬　〃 3541 NENNE 1413 赤石山地、1／5万・韮崎一恥4に続く、並走多い赤石山地、1／5万・高遠一N巳39に続くか

大河原 4 NNE 13
赤石山地

韮　　崎
27 NN買 8 巨摩山地

鰍　　沢
45 NS 4 巨摩山地

富士山
46 NS 12 巨摩山地、湾曲して恥45に続く

赤石岳
81 RE 8 赤石山地、Nα55・56・28と雁行

身　　延
15 NS 8 巨摩山地、Nα14他並走

方向別では、北西一南東～西北西一東南東方向が多く、東北東一西南西方向がこれ

に次ぐ。長さ10㎞を超すものはほとんどなく、　4～7㎞が多い。御坂山地の北東一

南西方向の地層は、北西 南東方向を切断する傾向にある。

　地質断層ののびの傾向は・　「日本の活断層」の曾根丘陵活断層群（1／5万・甲府

一Na1等多数）と同じく扇山断層（1／5万・都留一隔15－1）を結ぶ線より南の地域、

曾根丘陵活断層群の北東延長部と1／5万・丹波一恥1・Nq2・Nα25～Nα27・Nα

15－22　（鶴川断層）・及び扇山断層で挟まれる三角地域・更に地区北東隅の地域と
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　で・大きく異なる・これらは3つの異なった構造区となっていることが推定できる。

　　西部の地質断層は・南一北方向と北東一南西方向とが多く・東部とはきわだって

　異なる。特に南一北方向が特徴的であり・断続しながらも連続性は良く、他の方向

　に優勢する。これらは赤石山地と巨摩山地東縁に多く、個別の延長では4～6㎞と

　10㎞前後のものが多い。

　　地区西部では、1／5万・大河原 ・一恥62・N住24，同・赤石岳一Na6・Nα7・甑12・

　Nα13と断続する地質断層、それとはやや斜交する1／5万・鰍沢一Nα12・恥25、同・

　赤石岳 Nα59・Nα43の地質断層に挟まれた帯状地域を境に、その北側と南側で地質

　断層の分布パターンが異なる。北側では東振りの南一北方向が特徴的であり・南側

　では異なる方向の地質断層が混在している。また、南一北方向もやや西振りの傾向

　にある・帯状地域には北東一南西方向とそれに直交する若干の北西一南東方向の地

　質断層が認められる。この3っの地域は・明らかに構造が異なった地域であるとい

える。

3）　その他のリニアメント

　　棄部及び西部に多く、富士山・八ヶ岳地域に少ない。東部では北西一南東方向と

　北東 南西方向が多く、甲府盆地北方では東一西方向が卓越する。長さも2㎞前後

　が多い。地質断層の項で挙げた3っの異なる断層パターンを示す地域では、鶴川断

　層とその北西一南東方向延長の地質断層、曾根活断層群の北東延長部、及び扇山断

　層で挟まれる三角地域で、南一北方向のその他のリニアメントがやや卓越するが、

　他の2地域では、方向性に差はあまりない。

　　西部では北西一南東方向と北東 南西方向のほか、東一西方向も目立つ。南一北

　方向は少ない。長さは1～2㎞である・地質断層の項で挙げた3つの異なる断層パ

　ターンを示す地域では、その他のリニアメントの方向に顕著な差はない。

5．1．3静岡・御前崎地区

　　本地区の大部分は静岡県に属し、北縁の一部は山梨県である。南部には駿河湾が

　広がっている（図一16）。

　　抽出されたリニアメントのうち、活断層と地質断層とは345本である。　132本の

　活断層のうち、活断層1と活断層2とはほぼ同数である。　213本の地質断層のうち、

　地質断層1は全地質断層の20％弱を占めるにすぎない。
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　ここでは、富士川流域で東。西に2　　　　　138。　　　　　　　　　13go

分して説明を行なう。リニアメントの

分布は・南東部の伊豆半島及び西部の

赤石山地とそれに連続する地域に多い。

方向別頻度では、北北東～北北西を挟　

んだ南 北方向が半数以上である。

1）活断層

　活断層の分布は、南東部の伊豆半島

と中央部の富士川沿岸に多い。また、

富士山腹に2本、南西部の掛川から御

前崎にかけてわずかにみられる。方向

は南 北方向が60％以上と多いが、伊

’豆半島ぞは北西一南東方向が卓越する。

長大なものは少く、長くても数㎞～10 　　138’　　　　　　　　139。

㎞である。特に富士山と西部の赤石山　　図 16　静岡・御前崎地区の解析範囲

地、南西部では短小である。

　伊豆半島の活断層を除いてほとんどが縦ずれであり、それらは崖地形によって判

読される。富士宮市付近の活断層群では、西側の相対的隆起が推定される。伊豆半

島では、やはり多くは縦ずれ活断層であるが、中には横ずれ変位地形を伴うものが

あり、北西 南東方向の活断層では右ずれ、南一北方向では左ずれの傾向を持っ。

このことからは、伊豆半島における近年の地殻運動は、北西 南東方向の応力場を

もつといえようQ

　本地区で抽出された活断層の主なものは、表 35の通りである。また、活断層と

して抽出したものを「日本の活断層」と対比すると、ほとんどすべて一致する・主

なものを挙げると、表一36のようになる。

　　「日本の活断層」の棚場山断層は、1／5万。修善寺一Nα26の地質断層付近にみら

れるが、確かではない。しかし、同一Nα26の北に同一Nα16・NQ！9、南に同一Nα27の

　1㎞前後の活断層と連続するものであれば、1／5万・修善寺一Nα26とこの付近の断

層は棚場山断層に相当すると考えられる。　「日本の活断層」の入山瀬断層は・一部

区間で抽出されているが、軍士川に沿った蒲原地震断層区聞は、富士川低地にある

1σo

36。

ず

36’

當士o

35“
躍o

35
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表一35　静岡・御前崎地区の主な活断層

1／5万 抽　出
概略の方向

長　さ 活断層
記　　　　　　　　事

地形図名 番　号 （㎞） 確実度

御殿場
2 NS 1 1 Nα1（1㎞）が近接

沼　　津 8 NS 2 1 1／5万・修善寺一Nα55と断続

修善寺
43 N冨 5 1 EWに湾曲、Nα42並走

〃
40 NW 5 1 Nα43並走、同方向多い

〃
51 NS 4 1 Nα39・49並走

〃 4 NS 3 ！ 晦3随伴　　　P

ノノ 7 NS 3 1 Nα8並走、活断層1・2密集

〃 ！1 NNE 2 1 晦7の南、N巳12・13・14あり

下　　田
66 NNE 7 1 Nα7と断続

ノ！
15 NHE 2 1 Nα12・13・14他多い

神子元島 1 賀N算 8 2

〃 4 N賀 7 1 恥3雁行

富士宮
11 NN冒 6 1 湾曲・分岐

！’
20 NW 6

1～2 湾曲

〃
17 NNE 2 2

吉　　原 3 NE 3 1 恥4雁行

〃 5 NS 9 1 1／5万・富士宮に続く

掛　　川 7 ENE 2 2

〃
10 NW 1 1 短小M9雁行

！ノ
13 ENE 2 2 Nα12並走

御前崎
6 NNE 2 1

晦7・a・2並走

〃 4 NNW 2 1 Nα5雁行
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表一36　本解析による活断層と「日本の活断層」との対比

1／5万地形図名 本　　　　　調　　　　　査 「日　本の活断層」

抽出番号 記　　　　　事 断　層　名 記　　　　　事

御殿場
1 Nα2と並走・短小 勢子辻南方 勢子辻東断層と平行

沼　　津 8 断続 丹　　　　那 断続、上年川断層を伴う

修善寺　〃 　404－7・11 並走・雁行密集・断続 姫　　之　　湯達　　磨　　山 早霧湖断層並走断層群をなす

下　　田　！ノ 615
断続密集 門　　　　野蛇　　　　石

断層群

神子元島 4 北にNα1あり 石　廊　崎 北に上賀茂断層あり

富士宮　〃 2026
湾曲富士川まで 大　　　　宮入　　山　瀬 安居山断層あり富士川に続く

吉　　原 3 富士宮に続く 中　　　　山

掛　　川　〃 9・1013 並走Nα12雁行 仁王辻東・西鬼女新田

須々木原断層と雁行

御前崎　Zノ 64 晦了13・2と並走Nα5と雁行 広　　　　沢新　　　　谷 芹沢・白羽・自沢断層中原断層雁行

ことから抽出されていない。

　「日本の活断層」に示されているが本調査では判読されなかった活断層は、上記

も含めて26本ある。上記の活断層以外ではほとんど確実度皿のものであり、これら

は多くの場合地質断層として抽出されている。

　本調査では36本の活断層が新規に判読されている。赤石山地山稜部の短小な活断

層はほとんど新規抽出の活断層であり、この他には、伊豆半島と富士宮市付近の活

断層集中域で若干抽出されている。1／5万・神子元島一Nα2は、　「日本の活断層」

の石廊崎断層（∬5万・神子元島一N巳4・Nα3）を切断するように新規に判読され

る。

2）地質断層

　　地質断層は南東部と西部に多く、北東部ではほとんど抽出されない。 214本の地
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質断層のうち、地質断層1は40本前後に過ぎない。地質断層の方向としては、北北

東～北北西が半数を占め・他の方向はほぼ同程度である。長さは20㎞近いものがあ

るが・　5～8㎞が多い。主な地質断層1を表 37・主な地質断層2を表一38に挙げ

るo

　地質断層の方向も活断層と同様に・西部と南東部とで大きく異なる。西部地域で

は・安倍川と富士川に挟まれる地帯では北北西一南南東方向・北西部で南一北方向、

南西部では北北東一南南西方向～北東一南西方向が卓越する。長さは大部分が7㎞

内外であるが、15㎞前後と長いものも多い。これらの各地域を境する地質断層は・

安倍川筋では1／5万・南部一Nα5・Nα8。Nα12、及び同一Nα15、同・清水一M8・

N旺9であるが、北西部と南西部は漸移的に変化するとも考えられる。なお、南西部

表一37　静岡・御前崎地区の主な地質断層1

1／5万地形図名
抽　出番　号

概略の方向
長　さ　（㎞）

位　　置 記　　　　　　事

沼　　津 2 NNE 6 伊豆半島 1／5万・修善寺に続く

修善寺
26 NNW 3 ノノ

下　　田　〃　〃 13427 NNWNNWNN7 596
〃〃〃

ぬ35雁行、伊豆半島で最大長

清　　水　〃　’ノ 23211
NN買NNENS

1746 巨摩山地　〆ノ　ノ！ Nα24雁行又は断続N巳19と断続、　Nα22と連続力、Nα10に続く、Nα2・3・4雁行

南　　部　zノ 5／3 NSNS 512
赤石山地　z〆 1／5万・身延一甑9に連続、漁8と断続

千　　頭
13 NNE 4 〃 1／5万・家山一Nα29と雁行

家　　山　〃 2814
N潤EE胃

613
〃〃

一部地質断層2、Nα21と断続断続
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表一38　静岡・御前崎地区の主な地質断層2

1／5万 抽　出
概略の方向

長　さ
位　　　置 記　　　　　　　事

地形図名 番　号 （㎞）

修善寺
38 NNU 5 伊豆半島

流ノ
10 NNW 6 〃

〃
25 NNW 5 〃

下　　田
32 N冒 5 ！ノ 恥30雁行

〃
33 ENE 4 zノ

〃
11 WN冒 5 ノノ

？

吉　　原 9 NE 5 巨摩山地 恥8・9・10雁行

南　部 9 NNW 3 赤石山地 Nα11雁行

清　　水 8 NNW 7 ノ！ 南部に続く、恥9断続

〃
13 宥NW

11 ノ’

静　　岡 8 NW 5 丘陵静岡北

〃
5 NS 7 〃

〃
3 NE 6 巨摩山地 清水に続く、1／5万・家山一

N巳26・27雁行

井　　川 3 NNE 8 赤石山地 NNE方向多い

ノノ
15 NE 9

千　　頭 4 NE 10
赤石山地 1／5万・井川一Nα14。15雁行

ノ’
14 N▽ 13

〃

ノノ 8 ENE 12 ！ノ Nα9（瀬冒）に切載される

恥10に続くか、恥6。7雁行

掛　　川 2 NE 3 牧ノ原台地 Nα1・3雁行

御前崎
1 ENE 3 Aノ
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　の丘陵地には数本と少い。

　　南東部の伊豆半島では西北西 東南東方同が卓越するが・数は少く・また4～6

　㎞とやや短い。この方向は伊豆半島の活断層の方向と良く一致している・

3）　その他のリニアメント

　　その他のリニアメントは、西部では北西一南東方向と北東一南西方向が目立ち・

　東一西方向もみられる。長さは1～2㎞であるが、　1㎞前後が多い。地質断層の分

　布に違いのある北西 南東方向部と南東部では、その他のリニアメントの方向の違

　いは、ほとんど認められない。安倍川と富士川に挟まれた地域では、南一北方向の

　地質断層が多いにもかかわらず、その方向のその他のリニアメントは比較的少い。

　東部では南東部に多く、北東部に少い。南東部では北西一南東方向～西北西一東

南東方向に加え、東一西方向が多く、　2㎞前後とやや長い。北東部では北西 南東

』方向～西北西 東南東方向が主であり、長さは1～2血をなす。伊豆半島を大局的

に見ると、その他のリニアメントも活断層・地質断層と同様の方向に発達している。

5．1．4宇都宮地区　　　　　　　　　　　　　139’

　　本地区は関東地方北部に位置し、東

　部は栃木県、西部は群馬県、南部は埼

　玉県、南東部は茨城県である（図一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37。

　17）。

　　抽出された活断層・地質断層は114

　本と少ない。中央北部は足尾山地、南

　西部は関東山地の一部であり、リニア

　メントはこの中央北部と南西部の山地

　部に分布し、他の地域にはほとんど認

　められない。活断層・地質断層の方向　36。

　には西北西 東南東方向がやや多い。

　延長は約m㎞を最長とし、5～7㎞の

　長さが多い。

1400
1jJ

o

o
大宮

づ

東京。

139’ 140』

376

360

調

図一17　宇都宮地区の解析範囲
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1）　活断層

　　活断層はわずか8本であり、中央北部に1本、南西部に7本が認められる。延長

　は約10血を最長とし、　3㎞前後の長さが多い・

　　本地区の活断層を表一39に示す。1／5万・高崎一恥1・甑2と同 高崎・恥3・

　　　　　　　　　　　表一39　宇都宮地区の活断層

1／5万地形図名 抽出番号 概略方向 長さ　㎞ 活断層確実度

位　　　　　置
「日本の活断　　　層」名

足　　尾
22 NNE 6 1 中央北部 内ノ籠断層

深　　谷 1 NW 10 1 1／5万1高崎、熊谷に続く 深谷断層

熊　　谷 1 NN買 2 1 江南断層

高　　崎　ノ！　〆ノ　〆ノ　〃 12635 WNWWN質WNWNW▽NW
32432

211！2 神流川西神流川東神流川西神流川東
神川断層神川断層櫛挽断層平井断層平井断層

恥5とは、ともに神流川沿いの沖積層を挟んでそれぞれ2本として抽出したが・

　「日本の活断層」では連続する長いものになっている。また、1／5万・高崎 Nα1

　・Nα2・晦6は断層の走向（N胃）・性状（北側隆起）から、一連の活断層である可

　能性がっよい。　「日本の活断層」の古峯原西方断層と今市 菅谷断層とは・本謂査

　では活断層として抽出されておらず、各々1／5万・鹿沼一Nα7の地質断層2・

　1／5万・熊谷一Nα2の地質断層1～2に椙当する。これらを含めて「日本の活断層」

　の確実度皿は、本調査では活断層として抽出されていない。

2）地質断層

　　地質断層1（1～2を含む）は南西部にのみ10本が抽出される。

　　地質断層2は96本抽出される。延長は10k皿以下である。中央北部に約60本、南西

　部に40本前後あり、卓越方向の地質断層をまとめると・表 40のように示される。

　　地質断層は、地区南西部の関東山地と北部の足尾山地とでは卓越方向が異なり・

　関東山地では、西北西一 東南東方向と南北方向が主体を占める。西北西一東南東方

　向は、北側に判読される活断層の方向と調和的である。足尾山地では西北西 東南
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表一40　卓越方向の地質断層

地域
概　略 抽出 最大長 平均長

主な地質断層の1／5万地形図名・抽出番号

方　向 本数 ㎞ ㎞

中
NNE 13 7

4～5 鹿沼Nα3～6・16、足尾Nα1・14

央 桐生及足利Nα1・2

北
UNU 13 8

4～6 足尾Nα2～12

部 E恥ENE
15 5

3～4 鹿沼Nα10・13～15・17・19・足尾Nα9・17

南 NS 10 10
4～5 寄居Nd5・21～23・26・熊谷晦5・6

東 E貿 8 4 3 寄居Nd4・17・24・27・28

部 N買・WNW
10 5

2～3 寄居Nα4・10・16・熊谷Nα3・4・8

　東方向がみられるものの北北東一南南西方向も卓越しているD

訂　その他のリニァメント

　　その他のリニアメントは、中央北部と南西部に多い。中央北部の渡良瀬川流域で

　は・地質断層2に似て西北西一東南東方向が多く・他の地域では北西 南東方向と

　東 西方向が目立っ。長さは1～2㎞　　　　　　139。　　　　　　　　140。

　であるが、　1㎞以上がやや多い。南西

　部は東西方向がやや多い程度であり、

　長さも中央北部に較べて短く、　lkm前
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37’　　　　　　　　　　　　　　370
　後である。

5．1．5水戸地区

　　本地域の大部分は茨城県に属すが、

　北西部の一部が栃木県となる（図

　18）。

　　活断層・地質断層として抽出された

　リニアメントは58本であり、対象面積

　が小さいことを勘案してもはなはだ少

　いといえる。これらのリニアメントは、

　日立山地の南部である北東部地域、及

369

日立

東京 凋
o

跳子

o

】3go千葉 14

図一18　水戸地区の解析範囲

360
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　び八溝山地の南部である中央部に南北にわたって分布し、南東部と西部には抽出さ

　れていない0

1）　活断層

　　水戸地区の活断層は5本であり、すべて活断層2である。活断層は北東部と北西

　部に各2本、中央部に1本あり、それを表一41に示す。

表一41　水戸地区の活断層

1／5万地形図名 抽出番号 方向 長さ㎞ 活断層確実度 「日本の活断滴」名

常陸大宮　！ノ
1112 NSNS 23 22 水府村中染西水府村中染東

鳥　　山 3・4
NS 5’ 2 鳥山町東方

真　　壁 1 ENE 4 2 吾国山

　　1／5万・常陸大宮一NQ11・N侃2は互いに向きあった崖地形を形成しており、それ

　に挟まれた中央部が地溝状に落ち込んだ形状をなす。　「日本の活断層」では、この

　付近に4本の活断層（確実度皿）が記載されているが、本調査では河食崖の可能性

　があることから、水府村西染西・水府村西染東の両活断層は抽出されていないD

2）地質断層

　　地質断層111～2を含む）は5本、地質断層2は48本抽出されている。地質断

　層の主なものを表 42に示すD

　　地質断層は地区の中央部から北部にかけて分布し、他の地域では認められない。

　北東部では、南一北方向で3k皿前後の長さ、北東一南西方向で3～4㎞の長さをも

　っ地質断層が多い。数は少いが西北西一東南東方向で7㎞を超す長いものがある・

　中央部ではいろいろな方向をなすが、東一西方向は少い・長さは4～6㎞のものが

　多い。

　　1／5万・常陸大宮一一恥9・Nα10は、「日本の活断層」では活断層とされている。

　本調査では河食崖の可能性があることから・地質断層として抽出している。
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表一42　水戸地区の主要な地質断層

1／5万地形図名 抽出番号 方　向 長さ㎞ 位　　置　　・　状　　況

日　　立　〃　ノノ 1811
冒NWNENN▽

735 日立山地　北東部で最大長日立山地日立山地

常陸大宮　’ノ 92 NSNNW 34 日立山地、NdO、活断層Nα11・12と並走鷲子山塊、　NNW方向やや多い

烏　　山　！’
611 NSNS 76

鷲子山塊、鷲子山塊、NdO・12並走

水　　戸 2 NNE 5 鶏足山塊

真　　岡 6 NE 3 筑波山塊、甑4雁行

真　　壁 4 ENE 5 筑波山塊、熈方向陥3に切載され恥2に続くか

3）　その他のリニアメント

　　その他のリニアメントは、地質断層と同様、北東部と中央部に多い。北東部では、

　活断層・地質断層では少いが、南一北～北西一南東方向が多い。長さは1㎞前後で

　ある。中央部では北東一南西方向と北西一南東方向が多く、また、東一西方向も比

　較的多い。延長は1～2㎞であり、北東部に較べてやや長い。
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5．2　地質と断裂系の関係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　138’　　　　　　139’
5．2．1高出・長野地区

　（1）　地質の概要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舶

　　高田・長野地区（図 19）の南東部

　は関東山地の北西部にあたる。地区南
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37”　　　　　　　　　　　　　　　37。
　東部の関東山地は、群馬県南部より千

　曲川上流右岸の長野県南佐久郡にわた

　り、北側には利根川源流の越後山脈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野

　　（三国山地）がある。西側では、上田

　市一須坂市にかけての千曲川東岸の河

　東山地、地区の西縁には豊野町より霧　　　　　レ／

　ヶ峰まで広がる水内 諏訪【 h地がある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　360　　　　　　　　　　　　　　　36。

　　関東山地は、群馬・埼玉・神奈川・

　東京・長野・1．Ll梨の都県にまたがり、

　東西．南北とも約75㎞のほぼ正方形を　　1380　　唖　13go

　なす。この関東山地北縁に沿い走る中　　図一19　高田・長野地区の解析範囲

　央構造線に相当する断層（その延長部）

　は・本地区では・群馬県下仁田付近から利根川支流鏑川南岸斜面を連続し・宇都宮

　地区の埼玉県児玉町に至る・下仁田以西では・新期火山噴出物や新期堆積物に覆わ

　れてはっきりしないが、西方の佐久盆地を経て・南に転じ諏訪湖北岸に至るものと

　推定される。西南日本は、中央構造線によって外帯（南側）と内帯（北側）とに分

　　けられるため、この地区でも・先新第三紀層の分布域は、中央構造線以南の西南・

　中部日本の外帯と以北の内帯とに区分される。

　　糸魚川静岡構造線は・糸魚川より南下し、松本を経て地区南西部の諏訪湖を通り・

　南東方向（甲府地区）にのびる。この構造線によって新第三紀層は、西南・中部日

　本と東北日本とに区別されるQ

　　新潟・長野・山梨・静岡の4県を連ねた地域は、本州弧のほぼ中央部を日本海か

　　ら太平洋にかけて横断する。この地帯の糸魚川静岡構造線以東はフォッサ・マグナ

　　に該当し、グリーンタフ層からなる中新統が分布することから、グリーンタフ地域

　　に含められる。従って、新第三紀層については、この地区の大部分はグリーンタフ
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地域であるが・南東端部の秩父盆地を構成する新第三紀層は非グリーンタフ地域と

なる。

　関東山地には先新第三紀層、その他の山地には新第三紀層が主として分布するが、

本地区では広く第四紀火山からなる山地が分布する。即ち、北西部に飯縄山・黒姫

山、信濃川東岸には斑尾・高社・鳥甲等の火山、またその南には白根・四阿・浅間

の火山があり、南端部に八ヶ岳・蓼科山があり、東部には榛名火山がある。

　長野・高田地区に分布する地質を総括して示すと、表一43の様になる。また、長

野県の北部フォッサマグナの地質図を図一20に示す。

1）先新第三紀　西南・中部日本内帯

　中・古生代堆積岩・PロHは、狭い分布をなす2ヶ所に限られる。その1つは、

　　　　　　1　三冨垂ソ

　　　　　十』∴離

　　　　　　　墨・∠艶・デ謝

　　　　團勤1斬　口脳魍　幽覗β羅
　　　　塞猿い・　………藝脚1　匠コい七罵
　　　　【コ槻　・　護　、L岬師　　匿翌質し紋岩

　　　　圓州1皿脚「，㎜帽
　　　　匡…静・ 　口護翫1霞ヨ閉ll
　　　　　図一20北部フォッサマグナの地質図（平林，1988）
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　　　表一43　長野・高田地区地質環境単元

　　時街岩種　地質環境　地　質
　　　　　　　　　　　　　単　　元

白亜紀一古第三紀花闘岩類　　Gl　H　平滑花闘岩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　川井山石英閃緑岩

斑レイ岩類　　　　　　　　A豆　　谷川岳（上越帯）

中・古生代堆積岩　　　　　　P【H　梓川層群（美濃帯）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩室層（上越帯）

　　　　　中　　央　　構　　造　　線

斑レイ岩類　　　　　　　　　A　I　　御荷鉾緑色岩類

中・古生代堆積岩　　　　　　P正1　秩父帯・山中地溝帯

石灰岩　　　　　　　　　　　L　I　　秩父帯

結晶片岩類　　　　　　　　MI　　三波川帯　横河川変成岩

　　　　　（糸魚川 静岡構造線）

花闘岩類　　　　　　　　　　GW　　谷川・下諏訪・美ヶ原岩体

流紋岩類　　　　　　　　　　RW　　三国山地（＝片品川流紋岩）

玄武岩類　　　　　　　　　　B珊　　聖山安山岩類

新第三紀繍岩　　　NW富岡層群等、幅層一猿丸層

新第三紀堆積岩　　繭秩父麟

第

四

己

堆積物

火山とその噴出物

Q

Q　v

中之条湖成層

段丘・扇状堆積物

各火山
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群馬県北部利根川上流の谷川岳付近にあり・他の1っは、諏訪湖西の天竜川西岸に

ある・谷川岳の中・古生代堆積岩PI　nは・宇都宮地区の足尾層群とは異なって中

生界であり、ホルンフェルス化した黒色頁岩・礫岩よりなり、岩室層とよばれてい

る。岩室層はジュラ紀前期の来馬層群に蛸比され、三国山地の南麓に位置し・上越

帯に属す。上越帯。足尾帯は、それぞれ、西南日本内帯の飛騨外縁帯。美濃帯の東

方延長と考えられる。

　諏訪湖西岸にみられる中・古生代堆積岩・P1■は・高山地区に広く分布するも

のの西端にあたり・梓川層群と呼ばれる。本層群は美濃帯に属し、糸魚川静岡構造

線の西側に位置し、二畳紀～ジュラ紀の砂岩・泥岩の互層・石灰岩・チャートより

なり・オリストストロームが認められる。

　白亜紀一古第三紀花闊岩類。GI　Hは、関東山地の北縁に点在する。利根川の支

流鏑川・西牧川沿いのものは平滑花嵐岩といわれ、著しく圧砕された優白色花高岩

Pである。下仁田南の川井山石英閃緑岩は中粒で、また、アプライトが岩脈状に伴っ

ている。これらは、白亜紀末の領家花闘岩に相当するようである。

　斑レイ岩類・AHは・三国山地の谷川岳を形成するもので・上越帯に属する超塩

基性岩体であり、主に蛇紋岩よりなっている。

2）先新第三紀　西南・中部日本外帯

　関東山地北縁から鏑川及びそれ以北には新第三紀層が・以南には先新第三紀層が

分布する・この境界は・下仁田付近より宇都宮地区の藤岡・鬼石の中間にのびる東

一西方向の断層であり、この断層は中央構造線に相当するため、以南は外帯となる。

　結晶片岩類・MIは、中央構造線の南側を下仁田町の南より東南東にのびており、

分布する幅は下仁田町から東に向って次第に広く7～8㎞になる。この結晶片岩類

は三波川帯といわれ、泥質片岩・砂質片岩・塩基性片岩・石英片岩・石灰質片岩よ

りなるD変成度の低いものでは片理が弱く、しばしば源岩の構造を残している。変

成度が高くなると再結晶が進み、片理と線構造が明瞭になる。また、諏訪湖北方の

横河川流域には点紋片岩の狭い分布があり、横河川変成岩といわれる。この変成岩

の分布から、甲府地区で茅野市南から下伊那郡大鹿村にかけて分布する西南日本外

帯の変成岩が、糸魚川静岡構造線に沿って北西に10数㎞横ずれ（左ずれ）したと考

えられている。

　斑レイ岩類・A　Iは御荷鉾緑色岩類と呼ばれ、群馬県藤岡市。万場町境界の西御
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荷鉾山を中心に・東西約20㎞にわたって分布する。上述した関東山地三波川帯の南

側に位置する低変成度の塩基性岩類である。この変成岩は南側に接する秩父帯の変

成相である。御荷鉾緑色岩類は、濃緑～淡緑色の片状や塊状の岩石で・源岩の組織

が認められることがある。関東山地の御荷鉾緑色岩類には・噴出岩相と貫入岩相と

があり・前者は玄武岩質火山岩や同質の火砕岩であり・堆積岩を密接に伴っている。

貫入岩相は斑レイ岩や超塩基性岩である。この御荷鉾緑色岩類は、長野県側には分

布しない。

　中・古生代堆積岩・P　l　Iは、関東山地では広い面積を占め、埼玉県秩父地方を

中心として・群馬県奥多野・長野県南佐久にかけて分布し・秩父帯を構成する。ま

た、群馬県神流川上流より東南東に埼玉県小鹿野にかけてのびる細長い白亜系は、

山中地溝帯といい、秩父帯のほぽ中央を走って分布する。秩父帯は山中地溝帯によ

って北帯と南帯とに分けられる・秩父帯の下・中部は二畳紀・石炭紀の淡緑色チャ

一トや玄武岩質凝灰角礫岩を主とし、粘板岩。砂岩、また、石灰岩・LIを挟有す

る。上部はジュラ紀・三畳紀であり・粘板岩に富む。これら地層中には各種方向の

断層があり、地質構造は複雑である。東西又は東南東走行で、20～30。の緩い傾斜

のドーム・ベースン構造であるとの見解もある。千曲川上流は関東山地の西縁とな

り、神流川流域に較べるとチャートが少ない。

　山中地溝帯は、秩父帯の一般走向に沿って、西北西一東南東方向にのびる地溝状

の凹地帯であり、西方の佐久町大日向から東方小鹿野町にかけて、幅2～4㎞、延

長40㎞以上にわたって分布する。その東・西両端は、傾斜不整合によって新第三紀

層に覆われている。山中地溝帯中にも平行する多くの走向断層があって、各列に分

かれる。各列ごとに、同一層でも層相が異ることが多い。また、胴切断層も発達す

る。地層は砂岩・泥岩、及び礫岩からなり、時代は白亜紀である。

3）新第三紀　東北日本グリーンタフ地域

　花嵐岩類・GWは、大きくは3箇所にみられる。その！っは北東縁の三国山地、

他の2つは、関東山地と河東一諏訪山地である。長野・群馬・新潟県境付近の三国

山地には、新第三紀深成岩類が広く分布し、その1つに谷川岳岩体がある。谷川岳

岩体は、谷川岳一清津川にかけて東西20㎞・南北13㎞にわたって分布し、岩体中央

部は暗灰色で中粒の石英閃緑岩よりなり、周縁部では細粒で優黒色となる。関東山

地西縁のものは佐久町の東に点在し、南の甲府地区に広く分布する甲府深成岩体と
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一連のもののように推定される。河東山地では・上田市北の真田町の大松山周辺に

分布する。これは粗粒の石英閃緑岩であり、捕獲岩を同化したところもみられる。

諏訪山地では、諏訪湖周辺から美ヶ原高原にかけて、様々な岩体として見られる。

主に中～細粒で均質な黒雲母角閃石花高閃緑岩や石英閃緑岩よりなり・塩基性の捕

獲岩に富む。

　流紋岩類・R町は・群馬県中之条町北から三国山地に分布する新第三紀酸性岩類

であり、宇都宮地区の片品川流紋岩類に対比されるようである。

　玄武岩類・B粗としては、更埴市西方に分布する塩基性安山岩のみである。この

安山岩は聖山安山岩層といわれ、下部は複輝石安山岩の溶岩・上部は複輝石安山岩

～かんらん石普通輝石玄武岩質の火砕岩からなる。

　新第三紀堆積岩・NV皿は、地区東部の群馬県の南部と北部に、西部の長野県側で

は千曲川両岸の山地から諏訪湖にかけて広い分布をなす。群馬県南部の新第三紀堆

積岩・NV皿は・利根川支流の烏川・碓氷川・鏑川の流域から長野県側にかけて、関

東山地北部に接して分布する。下仁田・富岡・藤岡付近に分布するものは富岡層群

といわれ、中新世に堆積した砂岩・泥岩を主とし、走向は北西 南東方向で北東に

15～200傾斜するものの、安中より西方は東西走向に変化する。碓氷川上流の霧積

川・烏川支流相馬川流域にかけては、中新世末以降に形成された火山噴出物を主と

地層が分布する。上部中新統～鮮新統の凝灰角礫岩を主とし、湖成の砂質・泥質層

をも挾む。群馬県北部では・吾妻川から三国峠にかけて分布し、利根川・赤谷川。

四万川などが深く谷をきざみ急峻な地形を形成している。これらは中新一鮮新世の

地層で、黒色泥岩・流紋岩質凝灰岩・凝灰質の泥岩や砂岩よりなり、南方に緩く傾

斜することが多い。

　長野県の新第三紀堆積岩・N孤は・フォッサマグナ西縁部の水内山地 ・河東山地

・内村山地にみられ、中新世～鮮新世の地層である。水内山地は、豊野町以南東筑

摩郡までをいい、黒色泥岩・砂岩と泥岩のフリッシュ型互層・砂質泥岩と安山岩よ

りなる。このうち、安山岩は聖山安山岩層といわれ、更埴市西方に分布し、玄武岩

類・B四として前記したものである。河東山地は上田市北方から須坂市東方にかけ

ての千曲川右岸山地であり、黒色泥岩・安山岩質の緑色の火山岩層・砂岩。緑色凝

灰角礫岩が分布する。内村山地は、千曲川支流の内村川以南から諏訪湖までをいい、

緑色に変質した玄武岩～安山岩質の火［h岩類・砂岩・礫岩・シルト岩がみられ、こ
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れらの基盤は横河川変成岩・M　Iである。

4）第四紀　更新統～完新統

　本地区では第四紀更新統～完新統が広く分布する。

　堆積物・Qは、群馬県側の利根川の各支流・長野県側の千曲川中流域にあるまと

まりをもって分布する。群馬県北部の中之条盆地には、中之条湖成層と河岸段丘構

成層があり・これら堆積物を浅間・榛名・赤城などの火山起源の火山灰層が覆って

いる。前橋付近には・前橋台地の西縁がみられ・また・鏑川・碓氷川。烏川には・

2～3段の段丘礫層とローム層とが分布する。

　千曲川沿いの飯山一長野間には・盆地中央を北流する千曲川の氾濫原堆積物が厚

く堆積し・盆地の東と西には扇状地が形成されている・これらの下位には・湖成層

で豊野層といわれるシルト層を挾む中～粗粒の砂層等が分布する。また、諏訪湖周

辺では・段丘群を構成する扇状地性礫層の下に・水成層を挾む凝灰角礫岩層が賦存

する。

　火山とその噴出物・Qvの分布域も広い。本地区では・北西部に飯縄山・黒姫山

等の火山体が存在し、中央部を北から斑尾・高社・鳥甲・苗場の各火山から四阿。

草津白根・浅間・八ヶ岳火山体の配列があり、東部には榛名・小野子・子持火山体

が存在する。各火山体とも、両輝石安山岩や含角石両輝石安山岩を主体とする溶岩

やその噴出物よりなり・それぞれ数回の噴火時期を有し、一部は完新世にかかる。

（2）　地質と断裂系の関係

　地区中央を北より斑尾・苗場。草津白根・浅間・八ヶ岳等の火山体がほぼ連続し

て南北に通っており・それに伴って第四紀火山噴出物・堆積物が分布するため・そ

の地域では断裂系は少ない。断裂系の分布からはこの火山列の東を東部地区・西を

西部地区と区分することができる。東部地区も北寄りには・子持・榛名等の火山が

あるため・北東部地区と南西部地区とに細分できる。

　北東部地区は足尾山地である・先新第三紀分布域は西南・中部日本の内帯、新第

三紀分布域は東北日本グリーンタフ地域に属する。本地域では活断層の抽出はない。

また、地質断層1に相当するものも存在するようであるが、本調査とは完全には一

致しないので、地質断層2に分類したものが多い。地質断層では北西一南東方向と

北東一南西方向の互いに直交する方向が卓越するが、希に、1／5万・越後湯沢一Nα

14のように南一北方向に連続するものがある。地質断層1のうち・1／5万・四万一
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Nα12は・谷川岳の花嵐岩類・GWと新第三紀堆積岩・NV皿との境界をなす。1／5万

・草津一Nd8は・片品川流紋岩に相当するRWと更新世火山噴出物・Qvとの境界

をなし、1／5万。草津一～α14は火山噴出物Qv中を走る。この両者は文献では推定

断層となっている。しかし・更新世Q　vと関係あるとすれば・このリニアメントは

活断層の可能性もある。

　南東部地区は・関東山地とその北に接する安中一富岡丘陵である。関東山地は先

新第三紀西南・中部日本の外帯に、北側の丘陵は新第三紀東北日本グリーンタフ地

域に属する。ここでは活断層は1本のみ認められる。それは1／5万・富岡一Na1で

あり・活断層1として抽出されている。　「日本の活断層」では磯部断層として記載

されており・碓氷川沿岸の高位・中位の段丘を変位させているとされている・

　南東部地区の地質断層の方向は、基本的には北東部地区のそれと共通であるが、

やや西北西一東南東方向が卓越し、断続しながらも長く続く傾向にある。このうち、

関東山地北限を東一西に走る1／5万・富岡一Nd9・Nd7・Nα22は、地質概要で述べ

た中央構造線に相当し、断続して17㎞の長さを持っが、更に西方の長野県内への延

長は不明瞭である。糸魚川静岡構造線以西の中央構造線は、長い距離にわたって現

在も活動している証拠が数多く挙げられているのに対し、本地区の中央構造線には

活断層としての証拠の片鱗もうかがえない。上記の通り、この断層の西方（佐久・一

諏訪湖付近）への延長は、新期堆積物のN皿やQ　vに覆われていて不明瞭である。

このことは、現在この断層が活動してない証拠ともいえる。

　中央構造線より南側の三波川帯・M　I、御荷鉾帯・A　I、秩父帯・P　l　Iの古期

岩類分布域には、地質断層は比較的多く、中央構造線以北の富岡層群・NW分布域

には少ない。比較的長く続く地質断層としては、1／5万。万場一Nα7、1／5万・十

石峠一Nd26がある。これらはほぼ連続して約13㎞の延長をもっ地質断層1であり、

関東山地の山中地溝帯の北限に相当する。1／5万・十石峠一恥25等は、上記地質断

層1に並走する地質断層であり、山中地溝帯中を縦断する断層の1つと見られる。

また、1／5万・十石峠一Nα2、1／5万・万場 No17の地質断層1は、山中地溝帯の

南を限る断層と見られる。南北両限の地質断層に挟まれた山中地溝帯の地帯には、

北西一南東方同の地質断層が帯状に分布する。山中地溝帯の内部には、周辺地域に

発達する北北東一南南西方向の地質断層がほとんどみられないことから、それらは

地溝帯形成前の断層と推定される。　　　　　　　　　　　｝
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　関東山地の西端は、ほぼ千曲川に一致する。ここには、フォッサマグナ東縁とな

る岩村田若神子線が南 北方向に推定されているが、それを生じさせた構造運動を

反映するリニアメントはまったく判読されていない・

　その他のリニアメントでは、地質断層に平行かこれに直行するものが多いが、地

質断層同様、富岡層群・N皿の分布域には少ない。

　西部地区の北部では、飯縄・黒姫火山からなる更新世の火山噴出物に覆われるほ

かは、大部分に新第三紀堆積岩。NWの分布域が広がる。これらの地域は東北日本

グリーンタフ地域を構成する別所～棚層からなり、わずかに下諏訪・美ヶ原花闊岩

体・G圃が分布する。また、南端部には、横河川変成岩・M　I、美濃帯の梓川層群

が小規模に分布する。

　北西部の千曲川両岸には、南一北～北東一南西方向の活断層！・ 一2が数多く判読

される。これらの個々の長さは短いが密集して存在し、活断層帯を形成している。

これは北隣の飯山市以北の千曲川沿いにある活断層帯の連続であり、千曲川に沿っ

た地域の隆起・沈降を生じさせている地質構造や、最新の地殻運動と密接に関連し

ているものと考えられる。更に、これらは飯山一長野間の千曲川沿いに推定されて

おり・新発田一小出構造線の南方延長と考えられる津南一松本線（小坂，1985）の

一部と何等かの関係があるものとも考えられる。地質断層・その他のリニァメント

の分布状況からは、千曲川を挟んで北西一南東方向側と南西側とでは頻度・方向と

もに差があり、やはり構造的な差が推定される。

　南東部の諏訪湖周縁にも活断層1・2が集中する。全体的に北西一南東～北北西

南南東方向が卓越する。この付近にはフォッサマグナ西縁の糸魚川静岡構造線が存

在するが、抽出した断裂系のいずれが構造線本体であるかは決定しがたい。大きく

は構造線の幅を示すか、あるいは構造線より派生したものと考えられる。いずれに

せよ、松本盆地東縁から続く一連の活断層は、糸魚川静岡構造線の活動と関連する

ものである。なお、諏訪湖を中心とする諏訪盆地は、縦ずれ活断層の分布から陥没

性の盆地であることがいえよう。

　この諏訪湖沿岸の活断層群の南西側は先第三紀西南・中部日本の内帯であり、北

東側は北部の水内山地から続いて新第三紀東北日本グリーンタフ地域に属す。諏訪

湖北東の諏訪山地には1／5万。諏訪一Nu52の活断層1をはじめ東一西方向の短いも

のが多くみられる。これらは霧ヶ峰。鷹山付近に集中しており・火山活動に関連し
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て形成された活断層と推定されている（活断層研究会編，1980）。

　地質断層は、水内・河東・内村・諏訪各山地の新第三紀堆積岩・NWの分布域に

数多くみられる。　2～3は楮曲軸と平行するリニァメントであるが、大部分は活断

層・地質断層と同様な方向が多い。1／5万・和田 Nα11の地質断層1は南 北方向

をなし、1／5万・小諸及び1／5万。諏訪に続く約14㎞の長さを有しており、新第三

紀堆積岩・N孤中を通る。1／5万・諏訪 Nα6は・横河川変成岩・M　Iと新第三紀

堆積岩・NV皿との境界をなす地質断層1であるが・新期火山噴出物・Q　vをも切載

するようにも判読される。1／5万・和田一N“4は西北西一東南東方向にのび、松本

盆地に至っている・この地質断層2に沿っては多くの温泉が分布しており・断層が

関与している例といえる。またこの付近には・この他にも北西一南東方向の地質断

層が局所的に集中している。1／5万・和田では・新第三紀堆積岩。N皿の分布域に

地質断層空白域がある。これを挟んでその東西両側では・地質断層・その他のリニ

アメントのびの方向が明らかに異なっている。ここには図一10に示した中央隆起帯

が想定されており・その両側で地質構造が大きく異なることが推定できる・また・

中央隆起帯の北東延長部には・1／5万・須坂一Nα3・M4の地質断層2があり・何

等かの構造線が伸延していることが想定できる。

　諏訪湖南の内帯側は区域が狭いこともあって・地質断層の分布量は少ない。

　その他のリニアメントは、水内。河東山地と諏訪湖周縁に平均的にみられ、活断

層・地質断層付近ではこれらに平行及び直行するものが多い。特に地質との関連性

は認められない。しかし、1／5万・和田の松本盆地東側山地の石英閃緑岩体では、

北西 南東方向のその他のリニアメントがやや卓越する傾向にある。盆地に沿った

地域では、北西一南東方向の断層が南一北方向のそれを切っているという報告（平

林，1988）があり、地質断層もこの方向がやや集中することから、これらのその他

のリニアメントは、その運動の結果を保持している可能性もある。

5．2．2甲府地区

（1）　地質の概要

　　本地区の西部には赤石山脈（南アルプス）が南北に走り、またの名称を赤石撰状

　地という三角地を形成している。この三角地の頂角は諏訪湖の西にあり・守屋山よ

　りはじまり、南に次第に高まって釜無山で2，000mを越し、仙丈・塩見・赤石・聖
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　138。　　　　　　　139’
岳など3，000m級の高山が連続する。

赤石山脈の両側には副脈が存在する。

そのうち東側のものは、千頭星・七面

の連峰が連なる櫛形 身延山地であり、

甲府盆地や富士川渓谷に臨みながら南　　36。

北に走る。西側の副脈は戸倉山・飯田

地区の伊那山地へと連らなり、天竜川

に臨む。

　関東山地は、隣接の各地区にわたっ

て四方形に近い形で分布し、本地区で

はその南西側約1／4の面積を占めてい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　35σる。

　地区中央には甲府盆地がある。盆地

の北には水ヶ森。八ヶ岳等の火山があ

り、西は釜無川に臨み、東及び北は金　　　　　図一21　甲府地区の解析範囲

峰山 甲武信岳を隔てて関東山地に接するQ

　南東部には、西方の赤石山脈と北東方の関東山地に挟まれたように、　3，776mの

富士山がそびえ、広大な裾野を形成している（図 21）。

　新第三紀層を西南・中部日本と東北日本とに分ける糸魚川静岡構造線は・長野県

諏訪湖から宮川に沿って伏在し・山梨県小渕沢付近より赤石山地に入り・その東側

の櫛形一身延山地を侵食する早川の縦谷に沿ってほぽ南下する。従って、糸魚川静

岡構造線以西は西南・中部日本に属し、以東はいわゆるフォッサマグナ地帯であり、

東北日本のグリーンタフ地域となる。

　中央構造線は、糸魚川静岡構造線以西において、諏訪市南から認められ、長野県

上伊那郡高遠町から三峰川上流に沿って南下し・下伊那郡鹿塩・地蔵峠付近を通る。

先新第三紀層については、この中央構造線の東側は西南・中部日本の外帯に、西側

は内帯に属するものである。なお・糸魚川静岡構造線以東の中央構造線は、高田・

長野地区の諏訪湖付近一佐久盆地を南北～東西に走ると考えられるので、当地区は

すべて西南・中部日本の外帯に属するものである（図一22）。

　甲府地区に分布する地質を表 44に示す。

36’

o

甲府

富士

o

静閾。
35。

」ノ138D＼ ■13go
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　　　　　囮3　　　　　駄
　　　　　讐総

　　　　　測r謝樵
　　　　　　　　鱗鱗騰

　　　　、硬・　　　・s5

’イTJ・

　　　　図 22　赤石山地の地質構造（赤石グループ，1961）

SL赤石帯　S2＝白根帯　S3＝大井川帯　S4：三倉帯　S5＝瀬戸川帯

1；準片岩帯　2：ホルンフェルス帯　3＝鳳鳳山深成岩体　4；甲斐

駒深成岩体　5：焼地蔵深成岩体　6＝フォッサマグナ帯

一92一



先

新

第

紀

構　造　区

　　　岡

西圖
　宇

　中　　外

　部

1］

新

第

紀

　　表一44　　甲府地区地質環境単元

　　時代・岩種　 地質環境　　地　　質

　　　　　　　　　　　　単　　元

白亜紀 古第三紀花闘岩類　　G】H　高遠花闘岩

中・古生代堆積岩　　　　　　P　l　H　領家変成岩類

非
　ン

グ
　タ

リ
　フ

1

中　央　構

斑レイ岩類

中・古生代堆積岩

古第三紀堆積岩

石灰岩

結晶片岩類

西
　部

南
　日

o

　本

中

花闘岩類

第

四

紀

墨

グタ

リフ

1地

ン域

造　線

　A　I

　P　l

　Pz

　L　I

　M　I

御荷鉾緑色岩類

下部四万十帯

秩父帯

瀬戸川層群

秩父帯中

三波川帯

花闘岩類

玄武岩類

新第三紀堆積岩

GW　　駒ヶ岳花寓岩

糸魚川・静岡構造線

　　　　　　　　　G　W

　　　　　　　　　B皿

　　　　　　　　　NW

堆積物

火山とその噴出物

Q

Q　v

甲府深成岩体

水ヶ森火山岩

富士川層群・守屋層

巨摩・西八代・御坂層群

段丘・扇状地（甲府盆地）

富士・茅ヶ岳・八ヶ岳
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　先新第三紀層の西南・中部日本の内帯は赤石山地の西側に分布し、外帯は赤石山

地本体と関東1U地となる。新第三紀層では・西南。中部日本の非グリーンタフ地域

が赤石山地の北縁に、東北日本のグリーンタフ地域が甲府盆地西の巨摩山地から富

士川の谷を経て・富士山 甲府盆地間の御坂山地に分布する。第四紀の堆積物は甲

府盆地に広く分布し、火山とその噴出物は富士山と甲府盆地の北側とにみられる。

1）先新第三紀　西南・中部日本内帯

　白亜紀一古第三紀花崩岩類・Gl　Hは、中央構造線の西側に沿って、高遠町長藤

から小渋川にかけて分布する。この花嵐岩類は、非持石英閃緑岩・南向花醐閃緑岩

・高遠花岡岩等に分けられ、貫入時期が濃飛流紋岩の前後により、前2者は古期花

闘岩類、高遠花闘岩は新期花高岩類と呼ばれる。いずれも、片麻状構造をもっとこ

ろがあり、また、塩基性岩源のミグマタイトを含み、領家変成作用を受けている。

　中・古生代堆積岩・P　l　Hは、北西隅の辰野町付近にのみ分布する。ここでは低

変成度から高変成度までの領家変成岩が存在する。変成岩の源岩は、主に泥岩・砂

岩であるが、塩基性火山岩・石灰岩が伴われる。変成岩の面構造がなす走向・傾斜

は、辰野付近ではN400E・40。S　Eである。

2）先第三紀　西南・中部日本外帯

　結晶片岩類・M　Iは・三波川帯をいう。三波川帯は、中央構造線に接してその東

側を茅野市南側から下伊那郡大鹿村地蔵峠付近まで、東西幅5～6㎞、南北50㎞に

わたって分布するが、地蔵峠付近では幅1㎞と狭くなる。結晶片岩類は主に泥質片

岩よりなり・しばしば塩基性片岩・珪質片岩を挟み、少量の砂質片岩・石灰岩片岩

を伴なう。結晶片岩の片理面は一般に層理片理面であり、層理片理面の走向は、南

北～北北東一南南西で東へ30～600傾斜する単斜構造であるが、摺曲などの重複

変形が認められる。

　三波川帯の東側に分布する御荷鉾帯は斑レイ岩類・A　Iに分類する。御荷鉾帯は

御荷鉾緑色岩といわれるように、主に緑色岩の超塩基性岩からなり、砂質片岩・泥

質片岩・珪質片岩を伴なう。緑色岩には枕状溶岩の構造が認められる。上伊那地方

では東傾斜の単斜構造をなし、下伊那地方では構造は複雑であるが、見掛け上は東

ヒ位と考えられる。

　中・占生代堆積岩・Pl　Iは、赤石山地と関東山地とに分布する。赤石山地では

三波川帯・御荷鉾帯の東側をほぼ南北に延びて分布する。中・古生代堆積岩・P］
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1には、秩父帯とその東側の下部四万十帯とがある・秩父帯は、北は戸台川・三峰

川流域から南は小渋川・遠山川にかけて分布し、チャートの多い地層を下部・石灰

岩の多い地層を上部として、いずれも砂質岩・泥質岩。塩基性岩類等と互層する。

この秩父帯は御荷鉾帯と同様、上伊那地方では南北走向で東へ傾斜した単斜構造で

あるが、下伊那地方では断層でブロック化している・従来、これらは古生界と考え

られてきたが、現在は、石炭・二畳系からジュラ系と考えられている。秩父帯の東

側には仏像構造線があり、それに接して赤石山地主部を下部四万十帯が占めて分布

する。北部で幅が狭くなる下部四万十帯の東側は笹山断層に切られており、古第三

紀・P21の瀬戸川帯と接する。下部四万十帯は、主に砂岩・泥岩・砂岩と泥岩の

互層からなるが、しばしばオリストストロームを伴なう。オリストストロームには、

塩基性岩・チャート・石灰岩・砂岩の大小のレンズ状オリストリスを含む。下部四

万十帯は5帯に分けられ、各帯は衝上断層によって境されている。地層は南北走向

であるが、摺曲も多い。

　関東山地の中・古生代堆積岩Pl　Iは、荒川上流から千曲川上流にかけて分布す

る。奥多摩湖以北は秩父帯に相当し、二畳系～ジュラ系と考えられる・地区外東方

の五日市一竜喰山の断層とその延長は五日市 川上線（図一23）といい、これは仏

像構造線に相当し、下部四万十帯の北限とされる。下部四万十帯は、白亜紀～古第

三紀の砂岩と粘板岩との互層よりなり、南は奥多摩湖南を東南東方向に走る断層で

限られる。また、茅ヶ岳北西の須玉町塩川沿いにも、下部四万十帯の地層が幅狭く

i萎1蓬帷層の筋・・

蒸麺ii灘蒙憲…謎窒蟹…

r欝灘螺凝書郵1惑。腰

　　　　　　早　　興監腿　．　／Ell止岩，，鶉j岩

　図一23　甲府地区北西部の主要構造線（藤本・鈴木，1968）
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分布する。

　石灰岩。L　Iは主に秩父帯中に挟有され・関東山地ではレンズ状のものが多いが・

赤石山地では秩父帯中に長く連続する。

　古第三紀堆積岩・P21は瀬戸川層群と呼ばれ、上部四万十帯に相当し、赤石山

地と関東山地にみられる。赤石山地の瀬戸川層群は、笹山断層と糸魚川静岡構造線

との間に分布し・主に砂岩・泥岩・砂岩と泥岩の互層よりなり、塩基性火山岩・チ

ャート・石灰岩を伴なう。地層は北東一南西～北北東 南南西の走向をなし、北西

に急傾斜する。関東山地の瀬戸川帯は、下部四万十帯の南側に分布し、砂岩及び砂

岩と粘板岩の互層よりなり、古第三紀層と考えられている。地層は全体として北傾

斜の構造であるが、一部は明らかに逆転している。関東山地の南を限る藤野木愛川

構造線は瀬戸川帯の南限をなし、大月市北方より東八代郡御坂町藤野木にかけて西

南西に走る逆断層であり、御坂山地の新第三紀層と接する。

3）新第三紀　西南・中部日本　非グリーンタフ地域

　花簡岩類・GIVは、赤石山地北端の下部四万十帯・Pl　Iと瀬戸川帯・P21と

に貫入している東西8㎞・南北1 8㎞の岩体であり、甲斐駒ヶ岳花闊岩や鳳鳳花闘岩

といわれている。主に角閃石黒雲母花腐閃緑岩からなる。東側は糸魚川静岡構造線

に切られ・西側では下部四万十帯の地層に接触変成作用を与えている。この岩体の

北端部である山梨・長野県境の釜無川沿いには、花高閃緑岩・黒雲母花闘岩がみら

れるが、岩石はすべて破砕され、網状の小断層を多く伴っている。

4）新第三紀　東北日本　グリーンタフ地域

　花腐岩類・ G四は、甲府市北方の金峰山から甲府盆地北部一帯、さらに盆地東部

の御坂山地まで分布するもので、甲府深成岩体といわれる。この岩体は日本の新第

三紀花闘岩体中で最も大きいものの1っであり、南北45㎞・東西30㎞におよぶ底盤

状の複合岩体である。岩質と貫入関係をもとに、形成時期の古い順に、昇仙峡・徳

和・芦川・小烏型の4つに分けられる。甲府岩体西部の昇仙峡付近にみられる昇仙

峡型花崩岩は、滋雲母の目立っ中～粗粒で優白色の花簡岩である。徳和型花闘岩は

甲府花寓岩体の中央～東部を占めるもので、角閃石と黒雲母を今む中～粗粒の花闘

閃緑岩～石英閃緑岩からなる。甲府花闘岩体の南東部を占め、芦川上流に分布する

ものは芦川型石英閃緑岩といい、中～細粒である。また、山中湖北側の南都留郡か

ら神奈川県足柄上郡のものも、芦川型と同様石英閃緑岩である。この芦川型石英閃
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緑岩は、新第三紀堆積岩・N辺の御坂層群に貫人している。東山梨郡にみられる小

．鴫型花寓閃緑岩は・細～中粒で灰色である。

　玄武岩類・B辺に相当するものは水ヶ森火山岩である。水ヶ森火山岩は、甲府市

北側の水ヶ森山と、その北方の横尾山の周辺に分布し、小烏型花寓閃緑岩・GVHを

不整合に覆い、黒富士火山岩類に不整合に覆われる。本火山岩は鮮新世後期の輝石

安山岩質の火山岩であり・下部から軽石凝灰岩・火砕流堆積物・溶岩・泥流堆積物

よりなる。陸域に噴出した単成火山群を形成したものと考えられている。

　新第三紀堆積岩・N孤は、主に巨摩山地と御坂山地とに分布する。巨摩山地は甲

府盆地と富士川支流早川との間の山地であり、南北に連らなる山脈を形成している。

巨摩山地の新第三紀堆積岩・NWは、巨摩層群と富士川層群である・巨摩層群の西

側は糸魚川一静岡構造線に切られている。この巨摩層群は中新世の玄武岩質～安山

岩質の緑色の火砕岩からなり、凝灰岩・砂岩と泥岩の互層、及び粗粒な砕屑岩から

なる。中新世～鮮新世の富士川層群は、前記巨摩層群の東側を鰍沢町以南の富士川

に沿って見られるが、分布は小さい。地層の走向は一般的に北東一南西～北西一南

東であり、箱型背斜が認められる。

　御坂山地は、甲府盆地と富士山北麓の間の東北東 西南西に連なる山稜であり、

東側の丹沢山地に続く。御坂山地の新第三紀堆積岩・NWは、山地の延長方向にほ

ぽ平行な摺曲・断層、及びそれらを切断する何本もの断層によって複雑な分布をし

ており・それらによって各地区に分けられ・それぞれに地層名がっけられている。

即ち、御坂山地では御坂層群、西の富士川地域では西八代層群といわれるが、それ

らは一連のものである。御坂層群は巨摩層群に対比され、玄武岩・砂岩と泥岩の互

層・安山岩溶岩・火砕岩・凝灰岩によって構成される。分布域の中央部には東北東

一西南西～北東一南西方向の長い軸をもっ摺曲が多い・御坂層群の上位には西桂層

群があり、これは富士川層群に相当し・砂岩。礫岩・火山礫凝灰岩よりなる。御坂

山地の新第三堆積岩・NWの北限は藤野木愛川構造線である。

　守屋層は、糸魚川静岡構造線に接してその南西側・すなわちフォッサマグナの外

側である諏訪市の守屋山を中心とする地域に分布しており・領家変成岩類や三波川

結晶片岩類を基盤とし、位置的には非グリーンタフ地域に属する。しかし、地層の

特徴はグリーンタフ地域の新第三紀堆積岩と同様であり、フォッサマグナ地域と差

がなく一連と考えられているため・東北日本グリーンタフ地域の新第三堆積岩・
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N皿とみなす。守屋層は礫岩・砂岩・泥岩よりなり、凝灰質砂岩を挟む。この上部

には緑色凝灰岩が厚く堆積しており、グリーンタフ地向斜堆積物であることを示し

ている。構造は、守屋山を中心として北に開いた半ベースンの構造をもっている。

5）第四紀

　第四紀の堆積物・Qは、甲府盆地とその周辺に見られる。甲府盆地では、下位か

ら石和礫岩層ゼ下部礫層・黒富士火砕流・中部礫層・韮崎岩屑流・上部礫層に分け

られ・上部礫層は完新世となる。甲府盆地の西縁に接し、櫛形山の東麓にあたると

ころには3段の段丘があり、礫を主とし、シルト・砂・火山灰層を挟む段丘堆積物

が認められる。甲府盆地の南縁に沿う東北東一西南西方向の笛吹川南岸の丘陵には・

鮮新～更新統の礫・火砕流等からなる曾根層群があり・その上面は曾根ローム層等

の火山灰層に覆われる。

　火山とその噴出物・Qvは、南部では山梨・静岡県境の富士火山に伴なうもので

あり、甲府盆地北方には黒富士及び茅ヶ岳と八ヶ岳火山に伴なうものガ挙げられる。

中新統からなる御坂山地・丹沢山地に取り囲まれている富士火山は複合火山であり、

小御岳・古富士火山が新富士火山体の下に隠されている。新富士火山は玄武岩質溶

岩を流出して成長した成層火山である。黒富士・茅ヶ岳火山は小火山体の集合であ

る。黒富士火山は富士山・八ヶ岳とは異なり、主にデイサイト質火砕流からなる偏

平な山体であり、茅ヶ岳は安山岩質の噴出物からなる円錐形の成層火山としてみら

れる・八ヶ岳火山群の主峰は赤岳で、北端の高田・長野地区の蓼科山から南端の編

笠山まで21㎞あり、上下に重なる場合も含めて、約30の独立した噴火中心をもっ。

本火山は安山岩質噴出物よりなっている。

（2）地質と断裂系の関係

　地区中央部を南北方向に、第四紀堆積物・Qや火山とその噴出物・Q　vからなる

八ヶ岳・甲府盆地・富士山があり、この南北に走る中央帯ではリニアメントの抽出

は少ない。

　地区東部には関東山地と御坂山地とが広がり、先新第三紀層は西南・中部日本の

外帯に、新第三紀層は東北日本のグリーンタフ地域に属す。

　地区東部から北東部は関東山地とその延長部であり・外帯の秩父帯・下部四万十

帯からなる中・古生代堆積岩・P　l　Iと、グリーンタフ地域の甲府深成岩体といわ

れる花商岩類・G冊、水ヶ森火山岩等の玄武岩類・BWが分布する。この地域には
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活断層は少ない。また地質断層1。2とも多くはない。1／5万。丹波 Nα　の活断

層は、同一Nα2の地質断層に連続する。　「日本の活断層」では・これらを1本とし

て鶴川断層としている。また、仏像線にあたる五日市 川上構造線と一致する。こ

の構造線は、中・古生代堆積岩・P　l　Iである秩父帯と下部四万十帯の境界をなす

ものでもある・下部四万十帯・Pl　Iと古第三紀堆積岩・P21の瀬戸川帯（＝上

部四万十帯）との境界は定かではない・1／5万・丹波一恥23か同一Nα22の地質断層

1が相当するのではないかと考えられる。1／5万・都留一ぬ　の活断闇2は・瀬戸

川層群（P21）と御坂層群（N皿）との境界の藤野木愛川構造線に該当する。ま

た・1／5万。丹波一Nd2は甲府花闘岩体（G叩）中に位置する・その他、1／5万・

御岳昇仙峡一恥6と付近の活断層は甲府盆地東縁の短いもので、山脚部に位置する。

　南東部では、活断層はじめ地質断層が比較的多い。ここでは新第三紀堆積岩・N

四の御坂層群が分布する。東端部の1／5万。都留一晦　とした活断層2は、御坂層

群（NW）の北を限る断層である。この西方への延長は地質断層1として抽出され

た1／5万・都留一N耐3、1／5万・甲府 晦34・Nα35・M28に続くようである。これ

らは断続してみられるが、全体として藤野木愛川構造線と考えられる・この構造線

に平行しては1／5万・都留一Nα17、1／5万・甲府一甑29があり、藤野木愛川構造線

に随伴したものか、あるいはその幅を示すリニアメントかは定かではない。1／5万

・山中湖一Nα1・Nα2は御坂層群（N皿）と花闘岩類（G皿）とを境する断層であ

る。1／5万・甲府 Nα10～Nd3等の短小な活断層は甲府盆地南東縁にあり・盆地形

成に一役をになっているように考えられる。

　地区西部は、釜無川・富士川以東をいい、巨摩山地と赤石山地とが広がる高標高

地域である。

　茅野市から富士見町にかけての釜無川沿いには・1／5万・高遠 Nα56・Nα57・N巳

63と甑1等の活断層が分布する。これらは糸魚川静岡構造線と関連づけて考えられ、

　「日本の活断而」ではそれぞれ釜無山断層・大熊断層と呼ばれている。主に新期堆

積物・Qの分布域にみられる。この糸魚川静岡構造線の南への延長は、断続しなが

ら1／5万・韮崎 Nα1・晦4・Nα39・同・鰍沢一一Nα9の活断層へと続く。さらに南

方へは・1／5万・鰍沢 Nq34・同・身延一Nα3・恥28の地質断層1に継続する。ま

た、上記の断層に並走する地質断層1も多い。この地区の糸魚川静岡構造線は、一

部区間で活断層であり、南側では現在活動していないと考えられる。
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　1／5万・鰍沢一Nα18と同・身延一Nq13とは南北に離れている。また・位置的に若

干ずれてはいるが、赤石山地の中・古生代堆積岩・Pl　Iと巨摩山地の瀬戸川層群

（P31）との境界をなす笹山構造線の片鱗を示すものと推定される。

　赤石山地の秩父帯（P　I　I）す下部四万十帯（P　I　I）の境界をなす仏像線は・

明瞭ではない。1／5万。市野瀬・大河原一Nα14－20、1／5万・大河原 一Nα68・Nα69、

1／5万・赤石岳一Nα5・Nα26等の地質断層が、仏像線に相当する可能性がある。

　長野県茅野市にはじまる1／5万・高遠一Nα12・Nd4・Nα30・1／5万・市野瀬 Nα

3・Nα48・Nα9・1／5万・大河原Nα7・同 Nα14の各地質断層1と、その南側の

1／5万・時又 Nα41（1989年度・飯田地区）の活断層1は、断続しながらも地区北

縁から南端まで60㎞以上続く長大なもので、中央構造線に該当する。　「日本の活断

層」では、本調査の地質断層1～2の区間が確実度皿とされ、活断層1の区間が確

実度1として1本の活断層として示されている。本調査では長野県大鹿村以北が地

質断層であり・継続・雁行の形で抽出されていることから、ある程度の幅の構造線

が考えられる（さらに南の連続は昨年度調査の飯田地区から豊橋地区に連続する）。

従って・糸魚川静岡構造線西側の地域においては、中央構造線の南北走向区間は南

ほど活動度が高く、北方ほど活動度は低いと読みとれる。また、前記長野・高田地

区東部にある関東山地北縁の中央構造線も地質断層であり、現在活動の証拠はない

と述べたが、1／5万。高遠～大河原間が地質断層であることよりもうなづける。

　1／5万・韮崎 N［34（活断層1）、同・鰍沢一Nu51～Nα56、恥58（活断層1及び

2）は、巨摩山地と甲府盆地との境界にあり、盆地東側の曾根丘陵活断層群（

1／5万・甲府一Nα10～Nα13等）とあいまって、盆地形成と関係があると考えられる。

　赤石山脈の山稜部には、主に活断層1として短小なものが数多く抽出されている。

これらは、広河内岳・赤石岳・聖岳等の高山に多く存在し、重力性断層の可能性が

強い。

　地質断層は本地区には数多く抽出されており、いずれも地質分布・構造と関係し

ていると考えられる・まず注目されるのは、「日本の活断層」の曾根丘陵活断層群

（1／5万・甲府一No　l等多数）と同じく扇山断層（L／5万・都留一Nd5－1）を結ぶ

線より南側の地域であり、ここには御坂層群等のNWが分布する。地質断層・そ

の他のリニアメントの配列は明らかに地質構造と調和的であり、丹沢1、h塊の隆起に

伴う南方からの応力を受けていることが説明できる。曾根丘陵活断層群の北東延長
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部と1／5万・丹波一M1・Nα2・Nα25～恥27・晦1522（鶴川断層）、及び扇山断

層で挟まれる三角地域では・前2者の活断層・地質断層の方向に平行する地質断層

が大菩薩嶺を含む山稜付近で合致する傾向にある・ここでは地質も甲府花闇岩体

（GV旺）と古第三紀堆積岩・P21というように異なっており、地質の違いにより

方向が異なっている。古第三紀堆積岩・P21には、甲府花闘岩体（G皿）に卓越

する南 北方向～北東 南西方向のその他のリニアメントがみられることから・こ

の方向は花闘岩体形成後の断裂の方向を示す可能性がある。また・これらの地域の

境界はいずれも活断層及びその延長の地質断層に規制されており、各々が構造区と

もいうべき地域を形成している。

　地区西部では、中央構造線に代表される北北東一南南西方向、糸魚川静岡構造線

に代表される北西一南東～南 北～北北東一南南西方向の地質体の分布が特徴的で

ある。また、地質断層の配列もほぼそれと調和的でありる。しかし、本解析では、

5．L2でも述べたように、1／5万・大河原 Na62から同・赤石岳一Nα6・Nα7・Nα

12・Nd3へと断続する地質断層、それとはやや斜交するが、1／5万・鰍沢一Nd2

（糸魚川静岡構造線）・Nα25から同・赤石岳一晦59・Nα43へと続く地質断層に挟ま

れた帯状地域を境に・その北側と南側で地質断層の分布パターンが異なっている結

果が得られている。特に、この帯状地域南限の地質断層は、糸魚川静岡構造線の早

川流域での方向変換点からそのまま南南西方向に伸びているようにもみられ、この

地域における運動の特異性が現れている可能性がある。

5，2。3静岡。御前崎地区

（1）　地質の概要

　　静岡・御前崎地区の解析範囲を図一24に示す。本地区の西部は・甲府地区から連

　続する赤石山地である。甲府地区の赤石山地は3，000皿級の高峰が連なるが、この

　地区では2，000m級から漸次低下し、遠江平野に至る。赤石山地には大井川・安倍

　川の縦谷が走り、山地の東縁には富士川の渓谷が南流する。本地区の北東部には富

　士・愛鷹・箱根の火山山地があり、駿河湾に迫っている。地区東部は伊豆半島の西

　部を占め、南端の石廊崎と西方遠江平野先端の御前崎との間で駿河湾が広がってい

　る。

　　新第三紀層を西南・中部日本と東北日本とに分ける糸魚川静岡構造線は、身延町
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付近より南下し、静岡市付近に至る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　138。　　　　　　　　13go
この糸魚川静岡構造線以西は、西南・

中部日本の非グリーンタフ地域に、以

東はフォッサマグナ地帯であり、東北

日本のグリーンタフ地域に属す。

　中央構造線は、本地区西側の豊橋地

区・磐田郡水窪町付近より、はじめ南

南西に、次いで西南西に走り三河湾に

至る。先新第三紀層は、この中央構造

線によって西南。中部日本の内帯と外

帯とに分けられる。本地区は中央構造

線の東側となるため、すべて西南・中

部日本の外帯である。

　静岡。御前崎地区の地質は、表一46

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1380　　　　　　13go
に示す通りである。

1）先新第三紀　西南．中部日本　外帯　　　図『24　静岡・御前崎地区の解析範囲

　赤石山地の主稜部を占める地質は、四万十帯に属する地層である。

　中・古生代堆積岩・P　l　Iは下部四万十帯であり、山梨県早川町南の早川支流雨

畑川上流から島田市にかけて、ほぼ南北に走る笹川構造線以西に分布する。本地区

では・甲府地区の下部四万十帯に続き、更にその上位の地層が分布する。下部四万

1一帯は5層群に分けられ、本地区では上位4層群が認められる（表一45）。

　本地区最下部の白根層群は地区北西隅に分布し、南東側に順次、寸又川層群・犬

360 3635

窩士o

350

翻。

表 45　下部四万十帯の分布

層群名 静岡・御前崎地区 甲　府　地　区

三倉層群 ○ 欠

犬居層群 ○ ○

寸又川層群 O O

白根層群 ○ ○

赤石層群 欠 O
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表一46　静岡。御前崎地区地質環境単元

構　造　区

先第

新紀

嘉1

誹
　　ド
部　　ン

　　グ
日　　タ

　　リ
本　　フ

　　1

　時代・岩種

中・古生代堆積岩

古第三紀堆積岩

地質環境

単　　元

　P　l　I

　P2　1

　　　地

下部四万十帯

瀬戸川帯

質

新

第

紀

新第三紀堆積岩

グタ

リフ

1地

ン域

NW

糸魚川一静岡構造線

相良層群・掛川層群他

花闘岩類

流紋岩類

玄武岩類

新第三紀堆積岩

G皿

RW

BW

N　W

富士川谷

竜爪山

高草山・猫越峠

静岡層群・湯ヶ島層群

第

四

紀

堆積物

火山とその噴出物

Q

Q　v

小笠層群・牧、原礫層

富士・愛鷹・箱根・達磨

・天城

居層群・三倉層群と時代的に新しい層群が分布する。岩相はいずれも砂岩・泥岩の

互層よりなるが、規則的な互層やそうでない互層がある。各層群は断層で接してお

り・一般走向は北東一南西で・北西又は南東に傾斜し、一部には逆転した地層もみ

られる。最上部の三倉層群は始新統及び一部漸新統と考えられるが・下位層群と一

連のものとしてPI　Iに含めた。下部の3層群は白亜系である。

　古第三堆積岩・P21は、漸新統の瀬戸川層群であり、瀬戸川帯とよばれる。西

側は笹山構造線によって下部四万十帯に接し、東側は糸魚川一静岡構造線に切られ

る。藤技市の瀬戸川流域を模式地とする瀬戸川層群の下部は、堆積岩および火山岩
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類よりなり、上部は砂岩あるいは砂岩と泥岩の互層を主とし、黒色泥岩・礫岩を伴

なう，地層の走向は北東一南西～北北東 南南西であり、北西へ40～80。傾斜する。

瀬戸川帯には摺曲があり、逆転して等斜摺曲をなすところがあると考えられる。

2）新第三紀　西南・中部日本　非グリーンタフ地域

　大井川河口より御前崎を結ぶ線以西から掛川にかけては、新第三紀堆積岩。NW

が比較的広くみられる。掛川地方の新第三紀堆積岩・NIVは・真倉・西郷・相良の

4層群に分けられ、礫岩・砂岩・シルト岩やこれらの互層よりなり、また、緑色凝

灰岩層を挾有する。上記4層群の上位には曽我層群があり、これは・第三紀最後期

や第四紀であるとの説があるので・新第三紀堆積岩に含めないこととした。大井川

河口より東の朝日奈川にかけての新第三紀堆積岩・NIVは、掛川地方のものと層相

が若干異なり、掛川地方のものの下位に考えられているが明らかではない。これら

新第三紀堆積岩は中新統であり・北西一南東の軸をもっ緩い背斜・向斜が認められ

る。

　また・掛川地方の西郷層群中には緑色凝灰岩層が挟有されるが・それは砕屑岩を

主とし、火山岩の多いフォッサマグナ地域のものと相当に異なるので・ここでは非

グリーンタフ地域とした。

3）新第三紀　東北日本　グリーンタフ地域

　花闊岩類・GWは、山梨県早川町・南部町に散在し、南北に近い貫入方向を示す

岩脈状のものであり、石英閃線岩の複合岩体からなる深成～半深成岩である。貫入

時期や岩相からすると、甲府地区の芦川型石英閃線岩と似る。

　流紋岩・R孤は・竜爪山地と伊豆半島に見られる。竜爪山地はフォッサマグナの

南西縁に位置し、西の糸魚川静岡構造線と、これに平行な小渕沢一静岡衝上断層で

東は限られる。真富士山から竜爪山にかけての地域の流紋岩・RVHは、粗面岩や流

紋岩の溶岩・火砕岩からなり・新第三紀竜爪層群（二西八代層群）の一員（真富士

山累層）とみられる。

　伊豆半島の流紋岩・R孤には・下田付近から修善寺にかけて分布する流紋岩・デ

イサイトの岩脈や溶岩があり、鮮新統が多い。

　玄武岩類・B皿は、フォッサマグナ南西端と富士川河口西側及び伊豆半島とにみ

られる。フォッサマグナ南西端の高草山では、斑レイ岩・玄武岩・粗面岩などの溶

岩・貫入岩があり、高草山累層の一員とみられる。富士川河□西の庵原町には、両
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輝石安山岩を主とする溶岩があり、新第三紀浜石岳層群のメンバーである。

　留豆半島に分布する玄武岩類・BWは・下田一土肥間の猫越峠他2～3ヶ所にみ

られる・輝石安山岩の溶岩からなり、鮮新統である・しかし、石英を含むこともあ

り、デイサイトも見られるが、あえてここでは一括してB皿に区分する。

　新第三紀堆積岩・N皿は、富士川に沿った地帯と伊豆半島とに分布する。富士川

谷のものは、富士山南東麓から西は糸魚川一静岡構造線までにみられる。下位より、

竜爪層群・静岡層群・浜石岳層群に区分される。竜爪層群は、糸魚川静岡構造線と

小渕沢静岡衝上断層の間に分布し、主に溶岩・火砕岩からなり、砂岩・泥岩の互層

を挾有する。南北性の走向で西に傾斜する単斜構造を示す。小渕沢静岡衝上断層以

東には、静岡・浜石岳両層群が分布する。粗粒砂岩・凝灰質砂岩・砂岩と泥岩の互

層などよりなり、中新統～鮮新統である。両層群の一般走向は南北で、傾斜は西に

30～60D傾斜する。北東一南西方向の軸をもつ背斜・向斜があり、地質構造は複雑

である。浜石岳層群中にみられる断層には、東西・北東 南西・南北方向がある。

　伊豆半島の新第三紀堆積岩・NWは、半島中・南部に比較的広く分布し、湯ヶ島

層群と上位の白浜層群とに分けられる。湯ヶ島層群は半島中央部の西伊豆町・松崎

町・天城湯ヶ島町に分布し、輝石安山岩質の溶岩や火砕岩よりなり、青緑色の凝灰

質砂岩や泥岩との互層も見られる。一般に地層の傾斜は緩く30。以下であり、局部

的に緩やかに波曲する摺曲が認められる。白浜層群は下田市ほか各地に分布し、デ

イサイト・流紋岩・安山岩の溶岩。凝灰角礫岩・凝灰岩・凝灰質砂岩よりなる。地

質構造が水平あるいは波長数㎞の緩やかな波曲構造をなしていることは、湯ヶ島層

群と同様である。両層群中には各種方向の断層があり、とくに規則性は認められな

いo

　静岡・御前崎地区の新第三紀堆積岩・NWの地区別層群とその対比は、表一47に

示すようにまとめられる。

4）第四紀

　第四紀堆積物は、大井川・安部川・富士川・狩野川の各大河川下流域に発達する

が、狩野川下流は完新世の泥層と泥・砂・礫の互層のみである。前三者の地域には、

完新世の前記のもののほか、三角洲・扇状堆積物の砂層・砂礫層がみられ、完新世

及び更新世の堆積物・Qが分布する。

　更新世堆積物・Qのうち、大井川下流域では・焼津から御前崎にかけての小笠丘
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表一47　静岡・御前崎地区の新第三紀堆積岩・NWの地区別層群とその対比

時　　　　代

西南・巾部日本非グリーンタフ地域 東北　日　本グリーンタブ地域

掛川一御前崎 富士川谷 伊豆半島

鮮　新　世

掛　川　層　群相　良　層　群

浜石岳層群

白　浜　層　群

中　新　世

静　岡　層　群

西　郷　層　群真　倉　層　群

竜　爪　層　群

湯　ケ　島層群

陵に小笠層群が分布する。新第三紀堆積岩の掛川層群の上に不整合に重なる小笠層

群は、厚い礫層に砂・泥層を挾む中部～下部更新統である。この上には、泥層・砂

礫及び低位段丘礫層がみられる。安部川下流域では、日本平とよばれる有度丘陵が

あり、そこには中部～上部更新統からなる泥・砂・礫層が分布する。富士川下流域

の丘陵には、下部更新統の庵原層群の砂礫層と、その上位には段丘礫層が分布する。

なお、東部の狩野川・黄瀬川下流域の地表は・愛鷹ローム層ほか火山噴出物に覆わ

れている。

　火山とその噴出物・Qvは、地区東部に比較的広く見られ、甲府地区との境界付

近の富士火山をはじめ・愛鷹火し1 1・箱根火山と伊豆半島の達磨火山。天城火山など

ある。愛鷹火山は富士火山南東麓に位置し、火砕物と溶岩からなる成層火山であり、

凝灰角礫岩層の上に玄武岩・安山岩の溶岩によって構成される・箱根火山は、カル

デラをもった大型の成層火山で、新・1日2つの外輪山と中央火口丘群からなる三重

式の火山であり、玄武岩質～安1一岩質の溶岩や凝灰角礫岩よりなる。

　達磨火山は、伊豆半島北西部にあり、西にひらいた馬蹄形のカルデラをもつ。安

山岩質の溶岩流からなり、降下火砕物はみられない。この南の棚場火山は、開折さ

れた成層火山であり、安山岩質の角礫岩・溶岩よりなる。天城火山は、伊豆半島で
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は最大のもので・安山岩の厚い溶岩流を主とし、火砕物は少い。

（2）　地質と断裂系の関係

　本地区は、駿河湾及び富士山によって東と西の地域に2分されるため・以下はこ

の地域区分に基づいて説明する。

　北東部は富士・箱根の第四紀火山性山地である。南東部の伊豆半島は新第三紀の

地層と火山性山地よりなり・更新世以降の新しい地層もみられ・東北日本のグリー

ンタフ地域に属する。北東部では、富士山麓の1／5万・御殿場一Nal・Nα2の短小

活断層が認められるのみで、地質との関連性はない。

　南東部では活断層がやや多いものの、地質構造を大きく支配するものはない。

1／5万・沼津一N巳8・1／5万・修善寺 Nα55・Nα53は一連のものであり・丹那断層

帯に対比され、多賀火山噴出物Qv中にある。1／5万・修善寺一Nα40・Nq41・NQ42

等の活断層群は、天城火山起源のQ　vや新第三紀堆積岩・NW、安山岩類・BW中

にみられる。同一Nq7・Nα9・Nα5・ぬ4等は、南一北方向の活断層であり、達磨

山断層群といわれ・達磨火山源の凝灰角礫岩Qv中に・また1／5万・下田一Na12～

Nα19の活断層群は蛇石断層群であり、蛇石火山噴出物（Qv）中にみられる。

1／5万・神子元島 一嵐1と同 Nα4の活断層は、白浜層群（vv旺）を北西・ 南東方

向～西北西一東南東に走り、文献の断層とも一致する。

　地質断層も大きく地質構造を支配するものではない。地質断層！は・1／5万・下

田一Nα1・Nα5・Nα34・Nα35・Nq7と西北西 東南東方向であり、白浜層群（VW）

にみられ、同層群を切載しているにすぎない。地質断層2は新第三紀堆積岩・NV∬

や火山噴出物・Qv中にあり、地層を転位させてはいない。また、その他のリニア

メントは、地層分布と関連つけがたいが、活断層・地質断層と調和的であり、北西

一南東方向が卓越しているD

　伊豆半島の活断層は、多くは縦ずれ活断層であるが、中には横ずれ変位地形を明

瞭に伴うものがある。北西一南東方向の活断層では右ずれ、南一北方向では左ずれ

の傾向を持つことから、伊豆半島における近年の地殻運動は・北西一南東方向の圧

縮応力場をもっといえようQ

　富士川以西は主として巨摩山地であり、西端に赤石山地がそびえ、それは南の小

笠丘陵に続く。

　富士川沿岸は東北日本グリーンタフ地域であり、多くの活断層が認められる。
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1／5万・富士宮一N岨0・11・20・26、1／5万・吉原一Nα3・N［5等である。このう

ち1／5万・富士宮 Nα11等は、古富士火山起源の泥流堆積物（Q　v）を変位させて

おり、同一Nα17や同 N巳20に続くと推定される。1／5万・吉原 Nα3は中山断層に

あたり、鷺ノ田礫層（Q）と岩渕安山岩（B祀）とを分けている。また、1／5万・

吉原一Nα5は入山逆断層といわれ、蒲原礫層（D）と西の浜石岳層（N皿）との境

界である。

　赤石山地とその東の巨摩山地との間には、地質断層1が南北に断続する。即ち・

1／5万・南部一Na2、1／5万・清水一恥1～Nα4が断続するQこの北方では、若干

離れてはいるが、甲府地区の1／5万・身延一Nα28、Nα29に続くと推定される。この

断層群は糸魚川静岡構造線に相当するものである・従って、この断層以東の巨摩山

地の連続は、東北B本グリーンタフ地域に属する。5．2．2で述べたように、甲府地

区における糸魚川静岡構造線は、北部では活断層、南部では地質断層と判定されるQ

1この南方への延長がそのまま本地区に続いており、すべて地質断層として抽出され

るため・本地区における糸魚川静岡構造線は現在活動していないと判断される・

　糸魚川静岡構造線の東側をほぼ並走する1／5万・南部一No2・1／5万・清水 Nα

1～Nα4は、　500mの幅をもって雁行し、断層帯を形成している。この断層帯は、

新第三紀堆積岩・Nwを通る小渕沢静岡衝上断層に該当する。この小渕沢静岡衝上

断層は、西側の竜爪層群と東側の静岡層群の境界である。この衝上断層以東にも、

静岡層群内の地質断層1である1／5万・清水Nα23等が北北西一南南東に走る。また、

静岡層群（N孤）中にも多くの地質断層が抽出されている・文献にも中小断層が記

載されているが・両者とも完全に合致しないので地質断層2として挙げた。しかし、

地質断層1に編入できる可能性のあるものもある。

　糸魚川静岡構造線以西の中央構造線は、甲府地区の西側を南下し・本地区外の西

を走る。従って・本地区の糸魚川静岡構造線以西は、先新第三紀では西南・中部日

本の外帯、新第三紀では西南・中部日本の非グリーンタフ地域に属す。赤石山地に

おける、1／5万・南部 Nα5・Nα8・Nd2・Nα13の地質断層1は、断続しながらも

1／5万・湾水一Nα9の地質断層2に続き、やや離れて、1／5万・千頭一晦13、

1／5万・家山一Nα29・Nα28（一部地質断層2〉・Nα21、更に方向を東一西方向に転

じて1／5万・家山一Nd4に続く。これらは一連のものとみられ、笹山構造線と一致

する。笹山構造線は、下部四万十帯（PI　I）と瀬戸川層群（P21）との境界を
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なすが、本調査では継続的ながらも地質断層として認められる。なお、この断層の

南西部分は、下部四万十帯と掛川層群との境界をなす。

　笹山構造線以西は・中・古生代堆積岩・PI　Iの分布域である。このうち・中生

代堆積岩の下部四万十帯（P　I　I）と古生代堆積岩の秩父帯を分ける仏像構造線は、

地区外北西方を北東 南西方向に通るので、本地区の最下の地層は、下部四万十帯

である。この下部四万十帯（P・1）の分布域の地質構造は複雑であり・各方向の

断層が挙げられ・また分帯されている。今回抽出のリニアメントとは完全に一致し

ないので、多くは地質断層2とした。しかし、北東一南西方向の地質断層2が多い

ことは、下部四万十帯の地質構造や分帯の方向と合致する。

　南西部に位置する小笠丘陵では、短小な活断層が判読される。1／5万・掛川一Nα

9・10は、仁王辻東・西断層で、更新世牧ノ原礫層（Q）を切載する。また1／5万

。掛川 Nα12・Nα13は並走し、同じく牧ノ原礫層を変位させる活断層である。御前

崎付近には、北北東 南南西方向と北北西一南南東方向の活断層群がある。1／5万

・御前崎一Nα2・Nu3。Nα6・N巳7とNα4・M5であり、前者が北北東系・後者が

北北西系であり、いずれも南西に緩く傾斜する台地面を分断している。

　その他のリニアメントは、赤石山地の中・古生代堆積岩・PI　Iの分布域ではほ

ぼ一様に北西、一南東方向に卓越する。　　　　139。　　　　　　　　　140。

富士川沿岸の巨摩山地では、南一北方

向に混じって現れる北北東 南南西方

向の地質断層に調和的な方向がやや卓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　37四　　　　　　　　　　　　　　　379
越する傾向にある。

5．2．4宇都宮地区

（1）　地質の概要

　　本地区の解析範囲を図一25に示す・

　には、東は鬼怒川低地、西は利根川上

　流に限られる足尾山地が北部に位置し・36。

　南西部には荒川上流や神流川の貫流す

　る関東山地の一部がのびてきている・

　南東部と足尾山地・関東山地の谷間に

1δご

四

o
大宮

ぐ

←占o果泉

139。　　　　　　140』
図一25　宇都宮地区の解析範囲

36。

調
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は、関東平野が広がる・関棄平野は第四系に覆われるが・足尾・関東の両山地には・

それ以前の地層あるいは火山噴出物が分布する。

　足尾山地・帝釈山地・三国山地とよばれる山地は一連のものであり、さらに、そ

の北は越後山脈へと連なっている。これらの南半部を占める足尾山地は、南東側に

低くなる傾動地塊である。

　関東地方西部に位置する関東山地は、東西、南北方向とも約75㎞の正方形に近い

形をしているが、宇都宮地区ではその北東側］．／4を占め、群馬県と埼玉県とに跨が

る。

　関東山地北縁にはほぼ東西に近い中央構造線があり・関東山地は西南・中部日本

の外帯に、また北方の足尾山培は西南。中部日本の内帯に属する。新第三紀層にっ

いては・すべてに火山性岩石の挟在があることから・東北日本のグリーンダフ地域

となる。宇都宮地区に分布する地質は表一48のように示される・

’1）先新第三紀　西南。中部日本　内帯

　中・古生代堆積岩。PI　Hは、足尾山地に広く分布する足尾層群である。足尾層

群は、岩相や分布位置からみて、西南日本内帯の美濃一丹波帯の延長部にあたる。

本層群は日本列島に広く分布す

る地向斜相である中・古生界と

同じく、主に、粘板岩・砂岩・

チャートからなり、火山岩類や

石灰岩を挟んでいる。これらの

地層は、かつては二畳一石炭系

とされてきたが、中・古生界の

かなりの部分が三畳系に属する

ものであることが判明している。

足尾層群には摺曲構造が発達し

ており、足尾山地南東部から葛

生向斜・飛駒背斜・梅田向斜・

渡良瀬背斜などが挙げられる。

葛生向斜は南西に開いた半べ一

スン構造であり（図一26〉、飛

　　　　　　　　　　農）＼　＾・
一一一曹一龍闘　奪ぞ、・ユ2km

　　　　　　　　　　FN　　一
一璽ミi墨、、、　　　、、汐・論．
　　　～｛一．一一‘一一　　＿一一ド卯
　　　　　撃案一て研

　　　　　　戸F　o　　　」、眠“

　図一26　葛生地域の地質（柳本，1973）
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紀

構造区

　西

　南

　●

　中

　部

　日

内

渥土

外

世

　　　表 48　宇都宮地区の地質環境単元

　　時代・岩種　 地質環境　 地　　　質
　　　　　　　　　　　　　単　　元

白亜紀一古第三紀花闇岩類　　G1∬　沢入花嵐閃緑岩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　越畑花閾岩

斑レイ岩類　　　　　　　　　AH　片品川

流紋岩類　　　　　　　　　　　R∬　中禅寺型酸性火成岩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　金山流紋岩

中・古生代堆積岩　　　　　　PI　H　足尾層群

石灰岩　　　　　　　　　　　　L　H　葛生石灰岩

　　　　　中央構造線

斑レイ岩類

中・古生代堆積岩

結晶片岩類

　A　I

P　l　I

　M1

御荷鉾緑色岩類

秩父帯

三波川帯

r

第

己

東

ヒ

日

本

グタ

リフ

1地

ン域

花簡岩類

流紋岩類

新第三紀堆積岩

G皿

R題

N粗

金勝山石英閃緑岩

足尾流紋岩・片品川流紋岩

宇都宮層群

第

四

紀

　　　　　　堆積物　　　　　　　　 　　　　Q　大間々扇状地・館林、本庄、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大宮台地

　　　　　　火山と噴出物　　　Qv 赤城山●子持山’皇海山

駒背斜は北東に開いた半ドーム構造である。地層の一般走向は、上記半ベースン・

半ドーム構造の軸部を除いて、全体として北東一南西である。しかし・これと直交

する摺曲軸も見られる。また、地区北西部の片品川流域には・分布は狭いが中生層

も存在する。

　石灰岩・Lnは葛生町付近にみられ、二畳紀のフズリナを多く包含する。前記の
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足尾層群（PI　H）中に挟在されるもので、葛生向斜部に発達する。葛生町を中心

に、田沼町から出流・大鳥屋山を経て南西に開く馬蹄形に分布し、桐生市南方で薄

くなり、レンズ状岩体として断続的になりながら関東平野に没する。この延長と見

られる二畳紀のフズリナを含む石灰岩が、桐生川上流から・西に折れまがって八木

原地区にも断続的に分布する。

　斑レイ岩類・A　Hは蛇紋岩・斑レイ岩からなり、赤城山北方の片品川流域に断片

的、かっ、複雑な構造で分布する。

　白亜紀 古第三紀花闊岩類。Gl　nは・足尾山地の沢人花嵐岩と中禅寺型酸性火

成岩類である。沢入型花闘岩類は、主に大型の斑状カリ長石で特徴づけられる優白

色の花闊閃緑岩であり、草木湖・沢入を中心に露出する。中禅寺型酸性火成岩類は

白亜紀一古第三紀にかけての火成活動の産物であり、最後は花闘岩類の貫入で終了

している。この花商岩類は足尾町東の古峯原を中心に分布し・中粒でやや優黒色の

古峯原花寓閃緑岩である。また、関東山地北東部にもみられる。埼玉県小川町東方

では、新第三系中に断層に挟まれた狭い範囲に優白色中粒花闘岩の分布がある。こ

れは越畑花寓岩といわれ、領家帯の花簡岩とみられている。

　流紋岩類・Rnには・中禅寺型酸性火成岩類と金1！．1流紋岩とが該当する。先に述

べたように、中禅寺型酸性火成岩類の活動は流紋岩溶岩の噴出に始まり、続いて大

量の火山砕屑物を放出して厚い溶結凝灰岩を形成したあと・少量の斑岩類が活動し・

最後に花闘岩類・GIロの貫入で終了したものである。本岩類は古峯原花腐岩類

　（Gl　H）の北方より地区外の中禅寺湖畔まで広く分布し、流理構造の著しい赤褐

～桃色の流紋岩溶岩と、灰～緑灰色の比較的斑晶を多く含む溶結凝灰岩とからなる。

金山流紋岩は桐生市付近にみられ、流紋岩質火砕堆積物からなる。これは足尾層群

を不整合に覆い、新第三紀層に覆われており・下部より金1！ 1流紋岩1・H・皿にわ

けられる。桐生市付近の渡良瀬川南の茶臼山・鹿田のものは金山流紋岩Hに相当し、

比較的斑晶に乏しい流紋岩質溶結凝灰岩からなり、一般に風化・変質が著しい。

2）先新第三紀　西南・中部日本　外帯

　群馬県藤枝市と鬼石町の中間より南東方向に走り、埼玉県寄居町や嵐山町北を通

る構造線が中央構造線であり、これ以南は外帯に属する。この外帯は関東山地東部

にあたる。

　結晶片岩類・M　Iは、鬼石町・埼玉県長瀞町を経て小川町にのび、鬼石町西方の
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三波川を標式地として、三波川帯と呼ばれる。鬼石町では幅約10㎞、南北性の出牛

一黒谷断層の東側では南にはり出して幅10数㎞になる。三波川帯では泥質片岩が多

く・石墨のために黒色にみえ黒色片岩ともいわれる。その他、砂質片岩・緑色片岩

・石英片岩などがある。この結晶片岩の層理は主に東西走向をなし・中央部ではほ

ぼ水平であり、北部及び南部では北又は南へ20。前後で傾斜する。従って・東西の

軸をもっ背斜構造を呈している。また、衝上断層も多く介在する。

　斑レイ岩類・A　Iには御荷鉾緑色岩類が該当する。三波川帯の南側には、多量の

塩基性火山岩類や斑レイ岩・蛇紋岩よりなる、いわゆる御荷鉾緑色岩類が分布する。

鬼石町南の神流湖付近より長野・高田地区へと続く帯状と、小川町南の都幾川村付

近とに分布する。一般に・濃緑～淡緑色の角礫状や塊状の岩石であり・片状のもの

もある。

　中・古生代堆積岩・P　l　Iは、埼玉県秩父地方を中心として、東は小川町、西は

長野・高田地区の群馬県奥多野、長野県南佐久の各地区にわたって分布しており、

秩父帯といわれる。秩父帯は北帯と南帯とにわけられ、宇都宮地区の秩父帯は北帯

に対応するものであり、下位より柏木層・万場層・上吉田層とに分けられ、前2者

は二畳一石炭系・後者は三畳一ジュラ系である。柏木層は淡緑色珪質岩やチャート

を主とし、埼玉県神泉村付近にみられる。万場層は塩基性火山岩を主とするが、粘

板岩やチャートを挟有する。万場層は柏木層を取り巻いて分布するが・あまり広く

ない。埼玉県吉田町から皆野町にかけての上吉田層は、粘板岩を主とし・下位とは

整合あるいは傾斜不整合といわれる。秩父帯には各方向の断層があって地質構造は

複雑であるが、20～300の緩い傾斜でドーム構造・ベースン構造をなすようである。

3）新第三紀　東北日本　グリーンタフ地域

　新第三紀には火山活動が活発であったため、新第三紀層には、①火山性岩石を主

とするもの・②砕屑岩に火山性岩石を挟むもの・とがあり、①②ともグリーンタフ

地域とした。足尾山地周辺及び関東山地北東部は、上記①②に該当するものである。

　花闘岩類・GWとしては・埼玉県比企丘陵の寄居町南にみられる金勝山石英閃緑

岩といわれるもので、下部中新統の寄居層を貫いている（石英閃緑岩と寄居層とは、

断層で接しており、白亜系とする説もある）。

　流紋岩類・RWは中禅寺型酸性火成岩類の活動以降のもので、時代は新第三紀と

考えられてはいるが、確証はないD足尾町北部の備前楯山を中心にロート状の岩体
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をなしているものは・足尾流紋岩類といわれる。主に溶結凝灰岩からなり、溶岩・

凝灰岩・凝灰角礫岩を伴う。灰～青灰色で・斑晶に乏しく・変質が著しい。足尾町

南東の地蔵岳と、その付近の尾根沿いにも小さい分布があるが、ここでは比較的斑

晶を多く含む。赤城山北卑部・片品川流域のデイサイト～流紋岩類の溶結凝灰岩は

片品川流紋岩といわれ、灰～緑灰色を呈し、溶結構造が比較的よく発達する。

　新第三紀堆積岩・NV皿は、足尾山地周辺と関東山地北東部とに分布する。足尾山

地の周辺部では、南西縁の八王子丘陵と宇都冨北西部に分布する・八王子丘陵は・

太田市から大間々町にかけての渡良瀬川西岸に点在する丘陵であり、北東斜面には

基盤の足尾層群や古第三紀の金山流紋岩が、南西斜面には上記の新第三系が南西傾

斜で分布する、丘陵は下位から・中新世の藪塚累層・強度礫岩層・馬見関凝灰岩層

によって構成される。藪塚累層は溶結凝灰岩層や軽石凝灰岩層等よりなる。宇都宮

北西部では、下位より、ナカド坂層・薔荷沢層・半蔵山安山岩と宇都宮層群とに分

けられ・ナカド坂層は凝灰岩～溶結凝灰岩・茗荷沢層は礫岩・凝灰質砂岩・デイサ

イト質の火砕岩で、半蔵山安山岩は火砕岩・溶岩よりなる。宇都宮層群は砂岩・泥

岩・凝灰岩よりなり、化石から中新統とされている。

　関東山地北東部の新第三紀堆積岩・N皿は、比企丘陵と秩父盆地北部にみられる。

比企丘陵のものは中新統上部の楊井層であり、三波川結晶片岩類を不整合に覆う礫

岩を主とする寄居層に始まり、砂岩を主とする立ヶ瀬層・小園層が続き、砂岩・泥

岩の互層の荒川層・七郷層、泥岩を主とする福田層、砂質泥岩の土塩層、最上部は

砂岩・礫岩よりなる。寄居層は金勝山石英閃緑岩の北に接し、楊井層は丘陵の北東

部に分布する。秩父盆地のものは皆野町以南に分布し、下位より、彦久保層群・小

鹿野町層群・秩父町層群からなる中新統である。彦久保層群は礫岩・砂岩・泥岩を

主とする地層であり、小鹿野町層群は細～中粒砂岩や砂岩・泥岩の互掴、秩父町層

群は礫岩・砂岩・泥岩の互層である。北側に下位層、南側に漸次上位層が露出し、

20。～30。の地層傾斜を示す。

4）第四紀層

　台地・丘陵は、砂礫を主とし、シルト・泥を伴う第四紀堆積物・Qで構成されて

おり、更にその上にローム層が重なることが多い。北西隅の沼田盆地、西の前橋台

地、東に進んで大間々扇状地・館林台地、東側には宇都宮丘陵が南にのびる。また、

利根川以南では、関東LI 1地北縁に沿って、西より東に順次、本庄台地・櫛引台地・
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江南台地、更には鴻巣一久喜の台地がある。

　沼田盆地では湖成層・礫層・片品川段丘堆積物が、前橋台地では利根川両岸にみ

られる泥流堆積物と泥炭層が第四紀堆積物Qとして認められる。大間々扇状地は大

間々町一太田市の渡良瀬川と利根川に挟まれたところにあり、扇状堆積物からなる。

館林台地は、下部は火山灰質の砂層と古砂丘の砂層、上部は複輝石安山岩質火山灰

で構成され、中部には鹿沼軽石層を挟む。この火山灰層は浅間あるいは赤城火山起

源と考えられ、武蔵野ローム層に相当する。

　利根川以南の本庄台地をはじめ各台地の堆積物Qの基盤は、関東山地に沿って分

布する新第三系紀層であり、不整合面は比較的急角度をもって北東に傾いている。

堆積物は扇状地礫層を主とし、その上に新期ローム層（武蔵野ローム層に対比）と

大里ローム層（立川ローム層に対比）が載っている。大里ローム層は浅間山起源と

考えられている。鴻巣一久喜台地は・地区外の南に広がる大宮台地の北辺の一端で

ある。

　火山とその噴出物・Qvは、赤城山、その西の子持山、赤城山の北東の皇海山と

がある・赤城火山は足尾山地の西側に位置し・山頂には外輪山はじめ、カルデラ湖

・溶岩円頂丘・爆裂火口などがあり、複雑な地形と構造をもっている。子持火山は

成層火山と数個の側火山からなる。成層火口」は・初期から中期にかけては爆発的な

噴火と溶岩の流出を繰り返したが、後期には安山岩溶岩流出を主とする活動と変化

している。皇海火山は日光火山群の1つであり、安山岩とデイサイトの噴出物より

なる。これらの火山は更新世から完新世にかけて活動したものである。

（2）地質と断裂系の関係

　利根川が本地区を南東に流れ、その流域には扇状地や台地が発達する。また東部

一帯には、下妻・久喜・鴻巣の台地が広く分布し・上部は第四紀堆積物・Qによっ

て覆われている。この利根川と台地によって、本地区の新第三紀とそれ以前の地質

からなる山地・丘陵地は・北部地域と南西部地域とに分けられる・北部地域は足尾

山地であり、その東側は鬼怒川低地・宇都宮丘陵によって限られ、西側は赤城火山

更新世噴出物Q　vの分布地帯である。

　足尾山地は西南・中部日本内帯に属する先新第三紀層から構成されており・広く

足尾層群（P1皿）が分布し・葛生石灰岩・Lnが挟在される。この北縁には・沢

入花闇岩（G主豆）や中禅寺型酸牲火成岩（R∬）等がみられる。足尾山地の東辺
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と南部には、新第三紀・東北日本グリーンタフ地域に属する宇都宮層群（NW）等

が露出する。

　足尾山地で抽出されたリニアメントの分布は、地質構造と若干の関連性のあるこ

とが認められる。1／5万・足尾 翫22の北北東 南南西方向の活断層2を境に・一

部区間で東側の沢入花商岩（G、H）と西側の足尾層群（P、豆）とが接する。こ

れは「日本の活断層」の内ノ籠断層にあたり・内ノ籠北方の鞍部付近に断層露頭が

あり、N20。E・70。Wの破砕帯をもつとの記載がある。上記活断層の東には、北

北東一南南西方向をなす1／5万・鹿沼一Nα3～7の地質断層2がある。また、

1／5万・桐生及足利一Nα1・Na2・Nα10・同。鹿沼一NdO～Nα15等の北東一南西方

向～東一西方向の地質断層2は、葛生石灰岩（LH）の北西側～北側に分布する足

尾層群（P】n）地帯に抽出され、向斜・背斜構造の伸びの方向に調和的である。

これらのことより、北北東一南南西方向のリニァメントは、足尾山地の地質構造の

方向と関連づけて考えられる。

　草木湖以北の渡良瀬川流域には・1／5万。足尾一Nα2～Nα12のように・西北西一

東南東方向の地質断層、及びその他のリニアメントが多く抽出されている。これら

は、足尾層群（P，∬）と沢入花闘岩（G】■）との両方に跨がってのぴているが、

構造との関連は不明である。しかし・横根山付近の花商岩体（G】豆）には西北西

一東南東方向の地質断層・及びその他のリニアメントはほとんどみられず・少なく

とも、西北西 東南東方向は花闘岩体に特有に発達した構造とはいえないようであ

る。

　南西部は利根川支流鳥川以南の地域であり、関東山地とその北東部周辺にあたる。

関東山地は主に先新第三紀層からなり・西南・中部日本の外帯に位置付けられる・

その周辺の比企丘陵等は、新第三紀東北日本グリーンタフ地域に属す。外帯には結

晶片岩類・M　I、斑レイ岩類・A　I、中古生代堆積岩・P　l　Iが分布する。これを

取り囲んで新第三紀堆積岩・NV皿が認められる。これらを覆って・あるいは本庄台

地等には新期堆積物Qが分布する。

　1／5万・高崎 Nα1・2・6は一連のものと考えられる活断層1及び活断層1～

2である。1／5万・深谷τNα1（活断層1）、1／5万・高崎 Nα3・Nα5（活断層

及び2）、1／5万・熊谷 ぬ1（活断層1）とともに、関東山地北東縁で西北西

東南東方向の活断層群を形成している。これらは藤岡市南や深谷市付近にあって、
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段丘堆積物Qを切蔵する。深谷市付近1／5万・深谷一甑1は、工事用トレンチ内で

ローム層・礫層を切る逆断層が確認されている。大きな活構造を考えた場合、

1／5万。深谷一Nα1とそれ以外の活断層に挟まれる幅約5㎞の範囲は、逆断層に挟

まれた隆起帯と考えられ・ これらはその両翼に発生した逆断層であり・深部で収敷

している可能性がある。

　1／5万・高崎一酷3（活断層1）・同一Nα5（活断層2）・1／5万・寄居一Na1

・2の地質断層1は・更に南東の1／5万・熊谷一Nα2（地質断層1～2）、同一晦

4（地質断層2）と続くようである。方向は、西側の西北西 東南東方向から東側

の北西一南東方向に変化する。この連続した断層は、地質の分布状況を併せ考える

と、内・外帯をわける中央構造線に該当する。この中央構造線は、一部区間では活

断層であるが、大部分は地質断層であり、活動程度は比較的小さい。

　1／5万・寄居一恥33・Nα36・Nα37は、雁行・並走する西北西 東南東方向の地質

断層1である。この付近は中央構造線の南側であって、結晶片岩類・M　I、中古生

代堆積岩。P　I　I、新第三紀堆積岩・N棚、花商岩類・GV旺が複雑に分布する地帯

となっており・これらの地質断層はそれらを境する断層といえる。

　皆野町東の結晶片岩類。M　I中には・1／5万・寄居 Nα20等の南 北方向の地質

断層が卓越する。このグループのうち東端にある1／5万・寄居一Nα26（地質断層2）

は、結晶片岩の東縁を限るものである。また、地区西端部の西北西一東南東方向～

東一西方向の地質断層2は・短いが隣接する甲府地区に続き・斑レイ岩類・AIや

中古生代堆積岩。Pl　I中に発達する断層の一部を表していると考えられる。

　本地区には第四紀堆積物、火山とその噴出物が地区の半分以上の面積を占めて分

布する。従って、その他のリニアメントもほとんどが北部の足尾山地と南西部の関

東山地で判読される。台地・平野・火山体のその他のリニアメントは非常に少く、

河川の特異的な屈曲やその連続から単独で判読され・地質構造との関連性は少い。

関東山地西部では、足尾層群（PI　H）に形成されている向斜・背斜構造の伸びの

方向に調和的なものが卓越し・関東山地東部では北西 南東方向が卓越する傾向に

ある。草木湖以北の渡良瀬川流域では、西北西一東南東方同の地質断層の方向とほ

ぼ調和的に、その他のリニアメントが数多く抽出されている。花闘岩体の内部構造

を示すものと推定される。関東山地では、北西一南東方向が比較的卓越する傾向に

あるが・南 北方向など他の方向もあり、多くは地質断層の方向と調和的である。

一l　l7一



5．2．5水戸地区

（1）　地質の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　139。　　　　　　　140。
　　本地区の範囲を図 27に示す。本地

　区は、東は鹿島灘、西は小貝川や地区

　外の鬼怒川低地に挟まれ、南は関東平

　野に臨む地区である。大部分は茨城県　　37・　　　　　　　　　　　　　　37。

　で、北西部は栃木県に属す。

　　南の関東平野を除いて、東より日立

　山地と八溝山地がみられ、北方に高度

　を増し、それぞれ、阿武隈山地・八溝

　山塊に連続する。

　　この地区の主要な地質構造線として

　は棚倉構造線が挙げられる。これは、　　36。　　　　　　　　　　　　　　　360

　福島県棚倉町から常陸太田市にのびて

　おり、阿武隈山地と八溝山地に挾まれ

　た東西約15㎞の地帯には、北北西 南

　南東方向に幅数㎞の破砕帯（棚倉破砕　　　　図 27　水戸地区の解析範囲

　帯）が形成されている。日立山地南限

　の久慈川以南にはローム層が広く分布し・破砕帯の延長は明らかでない。しかし・

　この方向で延長すれば・南に20㎞離れた那珂湊付近で鹿島灘にぬけることとなる。

　この棚倉構造線は、先第三紀層の分布域を西南・中部日本と北日本とに分ける地質

　構造線である。

　　従って・日立山地は北日本・八溝山地は西南・中部日本の内帯に属す。内帯・外

　帯の区分については・4．2．1地質の概要に述べたとおりである。新第三紀層は・糸

　魚川静岡構造線以東を東北日本とするので・この地区はそれに該当する。　“グリー

　ンタフ”層の存否による区分では、日立山地は非グリーンタフ地域に、八溝山地は

　グリーンタフ地域に属す。なお、グリーンタフ地域については、日本の地質3「関

　東地方」に依った。これによると、新第三紀には火山活動が活発であった・しかし・

　それ以外の地域では非火山性の砕屑岩が厚く堆積し、火山性岩石の堆積はごく限ら

　れているか、あるいはみられない・従って、関東地方の新第三紀層は、①火山性岩

昌

日立

、
東京 凋
o

銚子

　　　　ol39D千葉

140
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石を主とするもの・②砕屑岩層に火山性岩石を挟むもの、③主に砕屑岩よりなるも

の、などに分けられる。そして、①は群馬県北部。栃木県西部及び鳥山 茂木地区、

②は比企丘陵・藤岡一児玉地域等、③は日立一常盤南部に分布している・この報告

書では①及②をグリーンタフ地域とした。

　水戸地区に分布する地質を表 49に示す。また、八溝山地の地質図を図一28に示

す。

表 49　水戸地区地質環境単元

構造区

新

第

ヒ

日

本

時代・岩種

己

白亜紀一古第三紀花高岩類

斑レイ岩類

中・古生代堆積岩

古第三紀堆積岩

棚倉構造線

地質環境

G　I皿

A皿

P　I皿

P2皿

地

入四間花簡岩

常盤太田市付近

日立・那珂湊層群

白水層群

質

西
　日

南
　本

●内

中樹
　1fr

部

白亜紀一 古第三紀花闊岩類

斑レイ岩類

中・古生代堆積岩

G　I　H

A　H

P　I　n

八溝型、稲田型、筑波型花闘岩

筑波山

八溝層群・筑波変成岩

r

第

己

東

ヒ

日

非グリーンタフ地域堆積岩

グリーンタフ地域堆積岩

N　W

N　W

多賀層群

荒川層群・中川層群

堆積物 Q
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図 28　八溝山地の地質図（大山・笠井，1974）

1）先第三紀　北日本

　中・古生代堆積岩・P1皿には古生界と中生界とがある。古生界は日立山地の南

部を占め、日立古生層あるいは日立変成岩とよばれる。日立古生層の西部には片麻

岩等の粗粒の変成岩が分布するが、それ以外の大部分は二畳一石炭紀の化石を含む

堆積岩であり、北東方向の走向で東へ傾斜した同斜構造をなす。一部には向斜・背

斜が認あられる。中生界は白亜紀の那珂湊層群であり・日立山地から南へ離れた那

珂湊・大洗海岸に沿った狭い範囲に分布する。この地層は砂岩・シルト岩及びそれ

らの互層からなり、ときに礫岩をはさむ海成層である。この白亜系は、岩相・化石

相など西南日本の和泉層群に似ている。

　古第三紀堆積岩。P2皿は、地区北東部にわずかに見られるに過ぎない。この地

層は白水層群といわれる始新統 漸新統であり、北の常盤炭田に続く。
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　斑レイ岩類・A皿は、常陸太田市付近に3ヶ所程度露出する塩基性岩類のラコリ

ス状の岩体と、日立山地南端部に分布する輝緑岩である。

　白亜紀一古第三紀花闇岩類・G置皿は日立山地北部に分布し、入四間花闘岩とい

われる。弱い片麻状構造を示し、阿武隈花闘岩に続くD

2）先第三紀　西南・中部日本　内帯

　西南・中部日本を内・外帯に分ける中央構造線は、地区外の南を走るものと考え

られるので、この地区は内帯に属する。先第三紀層は八溝山地に分布する。八溝山

地は4っの地塊に分けられるが、調査地区には鷲子の南部・鶏足および筑波の3っ

の山塊がある。各山塊の問には新第三紀層あるいは第四紀層が切りこむように分布

している。

　中・古生代堆積岩・P巳∬は、鷲子・鶏足山塊では地向斜相の中。古生代の八溝

層群からなり、これを小規模の花高岩や斑レイ岩が貫いている。八溝層群は砂岩が

多く、石灰岩・緑色岩・チャートはあまり多くない。西又は北西に傾斜する等斜構

造のように見えるが、断層による繰り返しも考えられる。鶏子山塊の南に続く筑波

山塊の南東麓には八溝層群を原岩とする変成岩がみられ、筑波変成岩ともいわれる。

ここでは泥質岩を主とし・砂岩・礫岩・石灰岩などが挟まれる。摺曲作用を受けて

複雑な地質構造をもっているが・同一層準が東北東一西南西にのびて分布するので・

全体としてこの方向をもっ摺曲構造が考えられている。筑波変成岩は領家変成岩に

似ているといわれている。八溝層群は足尾帯に属し・西南日本内帯の美濃・丹波帯

の延長とみられる。

　斑レイ岩類・AHは・筑波山頂に花闘岩に包含される形で分布する。ウラル石一

角閃石斑レイ岩を主体とし、かんらん石を伴なう。また、斑レイ岩類には細粒塩基

性岩もみられる。斑レイ岩と周囲の花闘岩との関係については、前者が後者を貫い

ているとの見解もあるが・中腹より下の山腹がすべて崖錐に覆われており・両者の

関係は直接みることは困難となっている。しかし、南腹で花簡岩中に斑レイ岩がと

りこまれている事実もあり、捕獲岩であるとの説が強い。

　白亜紀一古第三紀花岡岩・GL亜は、鶏足山塊北東部の錫高野付近に小岩体とし

て露出し・八溝山塊から東縁にそって点在するものの続きである。八溝型花醐岩と

呼ばれ、黒雲母花腐岩を主とする・八溝層群を貰いて接触変成を与え、新第三紀層

に覆われる。また、棚倉破砕帯中には、この花閏岩が破砕されたものもみられる。
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鶏足・筑波山塊の間の笠間市西方の稲田を中心として分布する粗粒黒雲母花寓岩は

稲田型花闘岩といわれ・加波山 筑波山にかけては・カリ長石の斑晶の多い粗粒斑

状花寓岩と複雲母花闇岩～中粒花闘閃緑岩とが認められ、筑波型花嵐岩といわれる。

この筑波型花醐岩は・領家帯の花崩岩と・ほぼ同時期のものと考えられている。

3）新第三紀　棄北日本　非常グリーンタフ地域

　新第三紀堆積岩。NVIは・中新統一鮮新統の多賀層群である。日立山地東縁に分

布し、全体として東へ緩く傾斜する等斜構造を示す。しかしこれは、海岸線にほぼ

平行する軸をもち南へ開いた大きな向斜の西翼だけが陸上に現われている、見掛け

上の構造である。多賀層群は、主として凝灰質シルト岩からなり、礫岩・砂岩を挾

有する。

4）新第三紀　東北日本　グリーンタフ地域

　グリーンタフ地域にあたる地質は八溝山地周辺部にみられる。新第三紀堆積岩。

NWは、茨城県大宮町から栃木県烏山町にかけて八溝山地を横断し、また、鶏足山

地北東麓に分布するDこの付近の堆積岩は、火山砕屑岩を主とする中川層群と、そ

の上に重なる海成堆積岩の荒川層群との2つに大別されるD中川層群は下部中新統、

荒川層群は中部～上部中新統である。中川層群は、凝灰角礫岩・凝灰岩・凝灰質の

砂岩や泥岩を主とし、安山岩やデイサイトを挟有する。荒川層群は、中川層群分布

域の西側の烏山町付近にみられ、中粒～粗粒砂岩・泥岩・珪藻質泥岩よりなる。走

向はほぼ南北で、西に4～10。の緩傾斜で分布する。

　常陸太田市付近には・棚倉構造線に伴う破砕帯があり・その東縁及び西縁にはそ

れぞれ、棚倉破砕帯東縁断層及び西縁断層がある。この両縁断層間の破砕帯中には、

八溝層群や阿武殴山地の変成岩・花闘岩を起源とする圧砕岩がみられる。新第三紀

堆積岩は、破砕帯の東部及び破砕帯内にも分布するが、主な分布域は破砕帯の西側

であり・中新世の砕屑岩からなっている。ここでは、砂岩・シルト岩の互層や珪藻

質泥岩よりなり、グリーンタフ地域としての要素は少いが、八溝山地内のものと一

連のように見えるので、便宜上グリーンタフ地域に含めることとした。

5）第四紀

　第四紀堆積物・Qは、丘陵・台地あるいは低平な平野を形成する堆積物である。

丘陵は八溝山地東側に接する瓜連・友部の丘陵が挙げられ、八溝山地南東から南部

にかけては常陸台地が広がる。瓜連丘陵は水戸市北東にあり・那珂川・久慈川に挟
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まれて南東方向にのびる。友部丘陵は水戸市西方にあり、これも南東にのびている。

いずれも河成・海浜成・海成の中～下部更新統からなり、砂礫層や礫層を主として

おり、中粒砂層やシルト層を挟む。

　常陸角地は茨城県南部一帯を占める高度25～50mの洪積台地であり、霞ヶ浦や北

浦を含むいくっかの谷によって開折され、東茨城・鹿島・行方・新治・稲敷などの

台地にわかれる。常陸台地の主な構成層は、礫層を主とする貝和層とこれを覆う茨

城粘土層であり、これらが台地の堆積面をっくっている。貝和層の下には浅海成の

砂層を主とする石崎層・笠神層が伏在する。常陸台地には、南関東の武蔵野・立川

ローム層に相当する風成火山灰層が堆積している。この地域では、赤城火山起源の

鹿沼軽石層が有効な鍵層である。

　那珂川・久慈川に沿っては自然堤防や後背湿地を含む氾濫原があり、また沿岸に

は海岸平野が形成されている。これらは、砂・礫・粘土よりなる完新世により構成

されている。

（2）　地質と断裂系の関係

　本地区の北東部は日立山地とその周辺地域であり、山地西側には常陸太田市付近

を北北西 南南東に走る棚倉構造線があるDこの構造線以東は・先新第三紀・北日

本に属し、日立層群（P1皿）や入四間花嵐岩（GI皿）等が分布する。この古期

岩層を取り巻いて新第三紀東北日本の堆積岩が分布し、日立山地東側には非グリー

ンタフ地域の堆積岩（NW）・西側にはグリーンタフ地域の堆積岩（N皿〉が分布

する。

　日立山地西縁には、北北西一南南東方向の活断層・地質断層が、比較的集中して

掘出されている。1／5万・常陸大宮一Nα11・Nd2は活断層2であり・同・日立一Nα

11は地質断層1、同・常陸大宮一N［9・Nα10・Nα15は地質断層2である。これらは、

位置的に棚倉破砕帯を示すものと考えられる・この幅約7血の間には活断層・地質

断層と同方向のその他のリニアメントも判読され、ほぼ棚倉破砕帯の幅を示すリニ

アメント群と推定される。やや東に離れて位置する地質断層1の1／5万・日立一恥

　7は、やはり北北西一南南東方向をなしており・これがその東縁を限る棚倉破砕帯

東縁断層に相当するものと推定される。これらはいずれも長く連続して認められな

いことから、棚倉構造線の現在の活動は少いと考えられる。これらのリニアメント

群も常陸太田市街地付近で少くなり・久慈川の低地でまったく判読されなくなる。
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棚倉破砕帯の延長部にあたる那珂湊市付近では、　2本の北北西一南南東方向のその

他のリニアメントが判読されている。これが棚倉破砕帯を示唆する可能性があるが、

現状では断定できない。

　中古生代堆積岩・P1皿や花高岩類・GI皿の分布地には、地質構造を支配する

断裂系は見当らない。

　本地区中央部は八溝山地であり・北より鷲子・鶏足・筑波の各山塊に分けられる。

八溝山地は先新第三紀西南。中部日本の内帯に属し、八溝層群（P　l　n）や八溝型

花闘岩類（Gl虹）とが主にみられ・新第三紀東北日本グリーンタフ地域の中川層

群・荒川層群等の堆積岩（NV皿）が・八溝山地を横断する那珂川流域に分布する・

　本地区中央部の鷲子山塊と南の筑波山塊には・活断層が認められる。北端の鷲子

山塊のものは、南一北方向をなす1／5万・烏山一Nα3・4の活断層2であり、これ

は「日本の活断層」の鳥山町東方断層に該当する。この活断層は八溝層群（P1豆〉

の分布域にあり、黒色砂岩中に厚さ20㎝の粘土をもっ断層露頭（N320W。52。E）

が認められている。地形的には那珂川東岸に直線的急崖を形成しており・リニアメ

ントとしては明瞭である。しかし・ここでは今市スコワアを含むローム層に覆われ

た段丘礫層は切載されていないため・今市スコリア降下期（約L4万年B．P．）以前

の活動と考えられている（活断層研究会編，1980）。また、この断層は1／5万。烏

山恥6の地質断層1～2に連続する可能性もある。

　活断層の他の1本は、筑波山塊北東部の1／5万・真壁一恥1の東一西方向である。

これは、筑波型花闘岩（GI　H）に取り込まれた八溝層群（PL　H）とが接する断

層である。

　他のリニアメントは各地質にみられ、それらとの関連はつけにくい。しかし、鷲

子山塊南部の八溝層群（PI　H）と新第三紀堆積岩（NW）とが接する山麓部では、

両地質にまたがって南一北方向の地質断層が、この付近では集中して判読される。

山塊を横断する東西の帯状に新第三紀堆積岩（NW）が分布することから、構造的

な背景を持っ地質団層群である可能性がある。

　西部の鬼怒川低地帯や南部に広がる常陸台地等は第四紀堆積物・Qの分布域であ

り、リニアメントの抽出はほとんどない。しかし、「日本の活断層」によると、霞

ヶ浦周辺から西側の宇都宮地区にかけて地震源が数多く挙げられており・地下深部

で断層運動が比較的活発なことがうかがい知れる。
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あとがき

　　高レベル放射性廃棄物地層処分にあたって、収納岩体の安定性や水理地質特性を評

　価することは極めて重要な事項であり、本調査はそれらの基本的特性を把握するため、

　断裂系の分布とその特性についての基礎資料作成を目的に実施された。

　　解析範囲は・関東地方北部から本州中央部にわたり、1／20万地勢図の高田（南側

　1／4の範囲）・長野・甲府・静岡・御前崎、及び同じく宇都宮・水戸の7面の地域で

　あり、1／4万航空写真の判読からリニアメントを抽出し、「活断層」、　「地質断層」、

　「その他のリニアメント」の3種の断裂系に分類した。

　　自然現象についての写真判読、特に断裂系の判読・抽出には経験・技能によって個

　人差が生じやすいことは否めない。本解析は、このような問題点を解消するために、

　初年度に設定した判読解析方法の基準に基づいて実施した。航空写真上の断層一断裂

　系は・岩石の勇断破壊をこうむった不連続面が地表と交差する線であり、破砕された

　物質がある幅を持って線状～帯状に存在する。この破壊は地質構造運動の結果として、

　運動の直接的な結果は地表面の変位として、さらに破壊物質の侵食という過程を経て、

　あるいは風化侵食の差異によって、現在の地形面に記録が残される。本調査では、こ

　のような変位・組織地形を忠実に読取ることを基本姿勢としている。活断層とは、最

　近数万年の間に1回以上活動し・今後も活動の可能性のあるものをいう。最近数万年

　間の広域的応力場は変化がなくほぽ同じであり、地質構造運動の結果である変位地形

　を読み取っている。

　　写真判読では、第四紀に形成された地形面が断層により変位している場合、それを

　活断層と認定できるが・明瞭な基準地形面がない場合には活断層と認定できないため、

　写真判読の限界を感じさせる。今回の基準では、基準地形面の変位を招いている部分

　を活断層とし、そうでない場合は地質断層とした。

　　地質構造体の境界をなす断層は地質構造線といわれ、いくっかの断層線が分岐。並

　列することが知られており、同系統の断層であるか別個のものであるかの判読はむず

　かしい。また、　2系統の断層が交差しているとき、何れが新しいものであるのかの判

　定も困難である・しかし、断裂系を系統区分することによって・地質構造線の幅や交

　差する断層相互の新旧関係が考察できることは、広域調査のできる写真判読の利点で

　ある。

　　断裂系と地質との関連を述べる上で、地質の対比や地質構造線の延長にっいては、
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公表資料のなかでも新らしい資料によることを基本としたが、差異のある場合はなる

べく通説に従ったD地層の時代の同定も同様である。例えぱ・宇都宮地区、関東山地

北縁の金勝山石英閃緑岩については・新第三系と先新第三系との2つの説があるが、

この報告書では前者を採り・環境地質単元ではGWとした。地賃環境単元にっいても・

流紋岩や安山岩が分布する場合も同様に取り扱った。また、地体構造や地質区の区分

は時代とともに変化するものであり、本調査区域のように地質状況が錯総する地域に

画一的に体系化した区分を確定することはむずかしい。

　舅断破壊をこうむった不連続面は、水理地質特性に関して周囲の岩盤とは異なった

挙動を示す。本調査は規模の大きな断裂によって囲まれる岩盤の水理地質的な広がり

を知る上で非常に有効であり・また・水理地質構造区分を行う上で貴重な資料となる

ものと考える。断裂系の方向性や形態は、その地域の受けた構造運動を推定するごと

に役立っ。広域的断裂系の系統・時相解析からは・地域の受けた応力場の復元・応力

場の変遷を知ることが可能である。構造区区分は、広域的な水理地質構造区分とも密

接な関係を持っており、方向性や形態の検討が重要となってくる。

　もちろんこのためには、他の地質的データとの重合が必要であり・従って各種デー

タとの互換性が要求され、またそのなかで地質評価の検討が可能となる。

　今後は、本調査で得られた知見を基礎として、水理地質構造区分・地質構造様式の

推定へと進むべき対応が可能となったわけであるが・今後の課題は断裂系の系統・時

相解析に求められよう。
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