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関東山地東部，埼玉県浦山地域～

名栗地域の秩父累帯中のメタガブロ

加藤　潔*

Metagabbro of the Chichibu Compsite Terrane of the Urayama and Naguri
Areas, Saitama Prefecture in the Eastern Kanto Mountains, SW Japan

KATO Kiyoshi

黒瀬川帯は，秩父累帯の主体をなすジュラ紀－前期白亜紀付加体に介在して，花崗岩類，変成岩類，シ

ルル－デボン系などの特異な地質体 （黒瀬川岩石） が複雑かつ狭長な蛇紋岩帯中に分布する地帯である。

黒瀬川帯は日本の構造発達史を編む上で無視できないばかりではなく，アジア東縁部のテクトニクスを解

明する上でも，重要な鍵となっている。

関東山地の秩父累帯では，黒瀬川岩石が山中地溝帯南縁と関東山地南東縁の名栗断層帯に報告されてい

るにすぎないため，従来の研究では，当該地域に黒瀬川帯が存在しないとされてきた。

しかし，本研究により，調査地域の秩父累帯でメタガブロや変成岩が多数みいだされ，それらが名栗断

層帯沿い，橋立ユニット分布域中，橋立ユニットと他のユニットとの境界をなす縦走断層沿いに分布する

ことが判明した。その岩相や産状から，これらの岩体は，四国や紀伊半島東部の黒瀬川岩石に対比される

可能性がある。また，本地域に分布する橋立ユニットの一部は，その岩相・地質構造・変成相・構造的位

置から，紀伊半島東部の黒瀬川帯に分布する砥谷層群・龍仙山層群・鴻坂峠コンプレックスに対比される

可能性がある。

これらの事実は，関東山地の黒瀬川帯が，本来，山中地溝帯から名栗断層帯まで途切れることなく直線

的に存在していたことを示唆する．この新知見は，黒瀬川トランスフォーム断層帯説 （Kato and Saka, 

2006） の検証を補強するものである。
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はじめに

四国や紀伊半島の秩父累帯の中軸付近には，秩父累帯の主体をなすジュラ紀－前期白亜紀付加体に介

在して，花崗岩類，変成岩類，シルル－デボン系などの特異な地質体が複雑かつ狭長な蛇紋岩帯中に分

布する。市川ほか （1957） は，そのような地質体が秩父累帯の深部に達する断層に沿って産出すると考

え，それを黒瀬川構造帯と呼んだ。本稿では，加藤ほか （1997） に従い，秩父累帯のジュラ紀－前期白

亜紀付加体とは異質な黒瀬川帯を特徴づける地質体を黒瀬川岩石，その分布域を黒瀬川帯と呼称するこ

とにする。黒瀬川帯は，地体構造上の意義についての解釈をめぐって，議論が続いているが，黒瀬川帯

は日本の構造発達史を編む上で無視できないばかりではなく，アジア東縁部のテクトニクスを解明する
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上でも，重要な鍵となっている（例えば，磯﨑・丸山，1991；波田ほか，1996； Kato and Saka, 2003，2006）。

四国や紀伊半島における秩父累帯の帯区分は，岩相，変成相，地質構造の相違に基づいて，北から秩

父累帯北帯，中帯 （黒瀬川帯），南帯の 3帯に区分される。 

関東山地の秩父累帯では，黒瀬川岩石が山中地溝帯南縁と関東山地南東縁の名栗断層帯に報告されて

いるにすぎず，当該地域には黒瀬川岩石がみいだされていなかった。そのため，従来の研究では，当該

地域に黒瀬川帯が存在しないとされてきた。

筆者は，埼玉県浦山地域～名栗地域の秩父累帯を調査する過程で，黒瀬川岩石の可能性があるメタガ

ブロ （マイクロガブロを含む） や変成岩を多数見いだした （例えば，加藤，2009，2010，2011，2014，2015 

；加藤ほか，2006，2007，2012，2013）。本稿では，予報的に，当該地域の秩父累帯中軸付近の地質につ

いて簡単にふれ，これまでに見いだされたメタガブロや変成岩の産出地点や産状などの記載をまとめ，

その地質学的意義を議論する。

地質概略

１．関東山地の地質

関東山地は，地体構造上，西南日本の東端部にあたり，一般に，北から領家帯，跡倉ナップ，三波川

帯，秩父累帯北帯，秩父累帯中帯 （黒瀬川帯），秩父累帯南帯四万十帯に区分される。各帯は，大局的

に，WNW-ESE方向に延びる帯状配列をなす （図 1）。関東山地西部の山中地溝帯は，秩父累帯中帯

（黒瀬川帯） 中に分布する白亜系が差別浸食を受けて形成された帯状の凹地につけられた呼称である。

関東山地南東部の秩父累帯中には，その帯区分にいくらか斜交して，火成岩，変成岩，蛇紋岩を伴う

名栗断層帯がNNW-SSE方向に延びている。

２．浦山地域～名栗地域の秩父累帯

当該地域の秩父累帯の帯区分については，研究者によって見解が異なっている （例えば，小澤・小林，

1985；Hisada and Arai, 1989；指田，1992；小林・古谷，1997；松岡ほか，1998；島村ほか，2003；大藤

ほか，2003）。例えば，指田 （1992） は，名栗地域の秩父累帯を中帯と南帯に区分し，その一方で，松岡

ほか（1998） は，浦山地域の秩父累帯を北帯と南帯に区分している。その理由は，研究者によって，岩

相以外の基準 （地質構造・変成相） が異なっているということもあるが （加藤ほか，2002），最大の理由

は，当該地域で黒瀬川岩石が認められてこなかったことによる。 

しかし，筆者は，調査の過程で，秩父累帯の主体をなすジュラ紀－前期白亜紀付加体に介在して，そ

れとは異質な地質体，つまり，黒瀬川岩石の可能性があるメタガブロや変成岩を約30地点でみいだし

た。後述するように，Hisada （1983） が記載した橋立層群の一部も，黒瀬川岩石に対比される可能性が

ある。また，当該地域の秩父累帯東方の飯能市高麗付近において，関東山地西部黒瀬川帯中の山中白亜

系に対比される白亜系が知られている （渋谷・堀口，1967）。一般に，秩父累帯に分布する白亜系は基盤

である付加体の上に乗る前弧海盆堆積物であったと考えられており，黒瀬川岩石の構成メンバーには入

れられていないが，秩父累帯中軸付近に分布する白亜系は，黒瀬川帯の形成機構と深く関係している可

能性がある （例えば，Kato and Saka, 2006）。

秩父累帯の帯区分に関して，議論の余地はたくさんあるが，本稿では，後述するように，上記の地質

体が分布する地帯を暫定的に黒瀬川帯として区分することにする。当該地域の秩父累帯全体の地体構造

区分や地質については，稿を改めて報告する予定である。



図 1　関東山地の地質概略図
酒井 （1982），Hisada （1983），指田 （1992），島村ほか （2003） を統合．
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３．浦山地域～名栗地域の秩父累帯の地質

本地域の地質については，先達の研究の記載に負うところが大きい。ただし，本稿では，日本地質学

会地層命名の指針に従い，付加体に対して地層名の「層群」や「層」に替えて「ユニット」という単元

名を用いることにする。



図 2　埼玉県浦山地域～名栗地域の秩父累帯中軸付近の地質図
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当該地域東半部には，北から，花桐ユニット，中藤ユニット，仁田山ユニット（指田，1992），名栗

断層帯には成木ユニット （小澤，1975） が分布する （図 2）。西半部の黒瀬川帯には，北から，花桐ユ
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ニット，（指田，1992），橋立ユニット （Hisada, 1983） が分布する。また，後述するように，名栗断層帯

沿い，橋立ユニット分布域中，橋立ユニットと他のユニットとの境界をなす縦走断層沿いには，メタガ

ブロ （マイクロガブロを含む） や変成岩が分布する。 

花桐ユニット：主に泥質岩基質中に緑色岩，石灰岩，チャート，砂岩の岩塊を含むメランジュ（混在

岩）からなる。緑色岩と石灰岩の大きい岩塊が認められることがある。指田 （1992） によると，黒色頁

岩から前期ジュラ紀の放散虫化石が産する。

中藤ユニット：主に泥質岩基質中に砂岩，砂岩泥岩互層の岩塊を含むメランジュからなる。チャート

の岩塊が認められることがある。指田 （1992） によると，黒色頁岩から前期ジュラ紀後期の放散虫化石

が産する。

仁田山ユニット：主に泥質岩基質中にチャートと砂岩の岩塊を含むメランジュからなる。著しく剪断

されたチャートを含む。指田 （1992） によると，黒色頁岩から中期ジュラ紀の放散虫化石が産する。

成木ユニット：主に泥質岩基質中に石灰岩，緑色岩，チャート，砂岩の岩塊を含むメランジュからな

る。小林・古谷 （1997） によると，本ユニットの一部から，ジュラ紀初期の放散虫化石が産する。

橋立ユニット：Hisada （1983） の南列の橋立層群に相当する。大藤ほか （2003） の人見層を含む。主に

泥質岩基質中に緑色岩，石灰岩，チャート，砂岩の岩塊を含むメランジュからなるが，弱変成を受けて

いる。片状構造や縦走断層が発達している。キンクバンドがみられることがある。Hisada et al. （1986）

は，チャートの一部からジュラ紀後期の放散虫化石を得ている。

秩父累帯南帯には，浦山ユニット （Hisada, 1983） が分布する。

浦山ユニット：チャート－砕屑岩シーケンスが主体をなす。本ユニットの北縁部には，緑色岩，石灰

岩，チャート，砂岩の岩塊を含むメランジュが分布する。また，同様のメランジュがチャート－砕屑岩

シーケンス中に狭長にはさまれて分布することもある。

Hisada （1983） や指田 （1992） によると，各ユニットは縦走断層によって境される。その内，橋立ユ

ニットと浦山ユニットの境界断層は，浦山スラストと呼称されている。また，本地域東部の名栗地域に

は，成木ユニットを除く各ユニットにいくらか斜交して，黒瀬川岩石を伴う名栗断層帯がNNW-SSE方

向に延びている。

．黒瀬川岩石の可能性のある岩体

１．メタガブロ

名栗断層帯沿い，橋立ユニット分布域中，橋立ユニットと他のユニットとの境界をなす縦走断層沿い

に分布する。見いだされたメタガブロ・マイクロガブロは転石を含めて約30地点ある。これらの転石

が見いだされた場所は，一部の例外を除いて，いずれも異なる小さな沢の上流にあたり，大部分は角礫

であることから，付近の露頭からもたらされたものと推定される。下記の通り，産出地点や産状などを

東部から西部に向かって記す （図 2の①～㉘）。 

地点①：名栗地域稲村の名栗西縁断層沿い。成木ユニットと秩父累帯南帯の浦山ユニットを境する名

栗西縁断層沿いに東西約1.5mにわたって露出する。鏡下では，一般に原組織を残しており，主にチタ

ンオージャイト （長径約 2～ 6mm） と斜長石 （長径約 2～ 4mm） が認められる （図 4のa, b）。ただし，

変質が著しく，斜長石はソーシュライト化している。ほかに，緑泥石，緑簾石，方解石，黒雲母，赤鉄

鉱が認められる。

地点②：名郷北西方約1.7 km地点。花桐ユニットと橋立ユニットとの境界に近接した，橋立ユニット
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中に発達する断層沿いに約 7mにわたって露出する （図 3のa）。北側では，橋立ユニットの弱変成した

チャートと走向・傾斜がN66 80 の断層で接する。南側は，露頭欠如のため，不明である。

地点③：山中北方約200m地点。橋立ユニット中に発達する縦走断層沿いに南北約 3mにわたって露

出する （図 3のb）。北側では，弱変成したチャートと幅15cm～50cmの断層ガウジを伴うN66 71

の断層で接する。南側では，チャートを含む弱変成したメランジュと接するが，風化が著しいため，両

者の関係は不明である。鏡下では，原組織を一部で残し，チタンオージャイト，赤色の角閃石 （いずれ

も長径約 1mm），斜長石 （長径約 2mm） が認められる （図 4のc, d）。斜長石は変質が著しく，ソーシュ

ライト化している。ほかに，緑泥石，緑簾石，パンペリー石，白雲母，アパタイトが含まれる。メタガ

ブロはカタクレーサイト化を受けており，チタンオージャイトやアパタイトのマイクロブーディン構造

が認められる。転石から判断すると，メタガブロはさらに周辺に露出している可能性があり，調査が必

要である。

地点④：名郷北西方約 3km地点。花桐ユニットと橋立ユニットを境する断層沿い （破砕帯幅 9m） に

南北幅約22mにわたって露出する （図 3のc）。北側では，花桐ユニットとN54 72 の断層 （ガウジ

幅10cm） で接する。南側では，橋立ユニットと破砕帯幅 9mの断層で接する。

地点⑤：大持山南東方約800m地点。転石。 

地点⑥：大持山南東方約500m地点。転石。 

地点⑦：小持山東方約900m地点。転石。 

地点⑧：小持山東方約500m地点。転石。 

地点⑨：生川浄水場北方1.2 km地点である （図 3のd）。生川沿いに露出し，南北幅は約14mである。

南縁部にはチャートのシート状岩塊 （最大幅約1.5m） を構造的に挟む。南側では，チャートの岩塊を含

むメランジュの弱変成相とN66 90 の断層で接している。北側では，チャート弱変成相と接するが，

露頭欠如のため，境界は不明である。

地点⑩：武甲山南東方約400m地点。転石。 

地点⑪：大持山南方約600mの沢沿いの地点。南北幅は約4.5mである。北側では，弱変成したチャー

トとN82 86 の断層で接する。南側では，チャートの岩塊を含む弱変成したメランジュとN64 70

の断層で接する。鏡下では，源岩の組織 （等粒状組織） および鉱物が多く残存する。源岩由来の鉱物と

して，斜長石 （粒径は最大で約2.6 mm×7.2 mm），単斜輝石 （粒径は最大で約0.9 mm×4.4 mm），不透明

鉱物が認められる。また，変成鉱物として，パンペリー石，緑泥石，緑レン石，白雲母，チタナイトが

認められる。

地点⑫：小持山北方約150m地点。武甲山に至る尾根沿い。南北幅約 3mの岩体である。付近には，

弱変成したチャートが分布するが，露頭欠如のため，両者の境界関係は不明である。

地点⑬：小持山西方約600m地点。橋立川支流。小さな沢の上流。転石。

地点⑭：橋立川上流にあたる武甲山南西方約 1km地点。転石 （10数cmの亜円礫）。ただし，沢がさ

らに，南南東方向に約 1km延びており，露頭を特定する必要がある。

地点⑮：橋立川支流の小さな沢，武甲山南西方約1.1 km地点。転石。

地点⑯：浦山地区武士平東方の小さな沢の上流。転石。 

地点⑰：浦山地区武士平東方の小さな沢の上流。転石。 

地点⑱：浦山地区武士平東方の小さな沢の上流。転石。 

地点⑲：橋立川上流の支流，小さな沢。武甲山西方約1,650m地点。転石。

地点⑳：橋立川上流の支流，小さな沢。武甲山西方約1,700m地点。転石。



図 3　メタガブロの露頭写真
a） 地点②． b） 地点③．c） 地点④．d） 地点⑨．e） 地点㉒．f） 地点㉓．g） 地点㉗．h） 地点㉘．
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図 4　メタガブロの鏡下写真
a） 地点① （オープンニコル）．b） 地点① （クロスニコル）．c） 地点③ （オープンニコル）．d） 地点③ （クロスニコ
ル）．Chl: chlorite, Cpx: Ca-clinopyroxene, Hbl: hornblende, Or: orthoclase, T-aug: Ti-augite.
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地点㉑：橋立川上流の支流，小さな沢。武甲山西方約2,350m地点。転石。

地点㉒：武甲山西方約2.5 kmの橋立川支流沿い。約50mにわたって点々と露出する。そこより約

50m上流 （南方） の付近にも転石が認められることから，分布の南北幅は，100m以上になる。メタガブ

ロは 1つの岩体としてではなく，断層によって，いくつかのブロックに分かれて分布していると考えら

れる。例えば，北部の１つの露頭では，メタガブロは最大幅約 2mのレンズ状岩塊をなし，カタクレー

サイト化している （図 3のe）。この岩体の東側では，苦鉄質岩を原岩とする金雲母を含む変成岩と，

N10 90 の断層を介して接する。西側では，弱変成したチャートと同様の走向を持つ高角度の断層を

介して接する。 

地点㉓：浦山地域日向から東方に延びる沢の上流，日向東方約 1km地点。メタガブロの岩体はN6

の方向に延び，東西幅が最大約 7mある （図 3の f）。 その岩体の東側と西側では弱変成したチャートと

接するが，露頭欠如のため，詳細は不明である。この岩体は，北方に行くに従って岩体の幅が徐々に狭

まり，その延長で断層が認められる。このことから，このメタガブロの岩体は断層沿いに挟まれたレン

ズ状岩体である可能性がある。

地点㉔：茶平北西方の小さな沢の上流。転石。



図 5　浦山ダム西方に分布するメタガブロのルートマップ
（2,500分の 1秩父市都市計画区域図「M-8」を使用）．
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地点㉕：武甲山西方約 3kmの橋立川本流沿い。約30cmの亜角礫の転石。

地点㉖：浦山ダム「うららぴあ」南西方約600m地点の沢。細粒～中粒のメタガブロが約 2m露出す

る。周辺には，弱変成のチャートの転石や露頭が存在するが，露頭欠如のため，周辺の地層とメタガブ

ロとの関係は不明である （図 5）。

地点㉗：浦山ダム「うららぴあ」南西方約 1km地点の尾根。国見の広場から若御子山に至る尾根の

山道沿いに，中粒のメタガブロが約20m露出する （図 3のg）。片理が発達する。北東側には，チャー

トや珪質泥岩の弱変成相が露出する。南西側には，浦山ユニット北縁部のメランジュが分布する。露頭

欠如のため，メタガブロとそれらの岩体との境界関係は不明である。ほかにも小さな露頭がこの付近に

２地点あるが，露頭不良のため，詳細は不明である。

地点㉘：「うららぴあ」から約800m南西方にある浦山ダム左岸側の付帯道路沿いと小さな沢の露

頭。主に角閃石と斜長石からなる中粒のメタガブロが露出する。片理が発達している。北東側では，凝

灰岩起原の緑色岩と断層 （走向・傾斜，N670 90 ；断層岩の幅，約50cm） を介して接する （図 3のh）。

南西側には緑色岩や石灰岩が分布するが，露頭欠如のため，境界関係は不明である。メタガブロ岩体の
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大きさや形状に関して，ダム付帯道路がモルタルやコンクリートで覆われているため，詳細は不明であ

るが， 崩落跡や転石の調査から，短径約100m，長径約500mのレンズをなすと推定される。

２．変成岩

橋立ユニット分布域中，橋立ユニットと他のユニットとの境界をなす縦走断層沿いに分布する。

緑色片岩（図 2の◆）浦山地区武士平東方の沢沿いに，転石として，得られた （最大長径40cm ）。現

在調査中であるが，緑色片岩の転石は，その上流の露頭からもたらされたものと考えられる。鏡下で

は，緑泥石，斜長石 （粒径は最大で約0.14 mm×0.71 mm），チタナイト，不透明鉱物，石英，白雲母が

認められる。他に少量の方解石，スカポライトを含む。

［変成岩］（図 2の▲）武甲山西方約650m地点には，剪断面が発達した変成岩が露出する。この地点

は，北側の非変成メランジュと橋立ユニットの変成したメランジュの境界付近にあたると考えられる

が，詳細は不明である。鏡下観察・X線回折分析によると，この変成岩はほとんどが緑泥石からなる。

原岩は不明であるが，緑泥石化した蛇紋岩の可能性もあり，今後の調査・研究が必要である。

［苦鉄質岩を原岩とする金雲母を含む変成岩］（図 2の◇），この変成岩は，地点㉒において，メタガ

ブロと隣接する（図３のe）。岩塊は赤紫色を呈し，片状構造が発達している。 X線回折分析によると，

金雲母を含む。分布域・変成条件・周辺の地質体との関係など，詳細が不明であり，今後の調査・研究

が必要である。

．考　察

１．メタガブロ・変成岩・橋立ユニットの対比

浦山地域～名栗地域の秩父累帯でみいだされたメタガブロや変成岩は，名栗断層帯沿い，橋立ユニッ

ト分布域中，橋立ユニットと他のユニットとの境界をなす縦走断層沿いに分布する。この内，橋立ユ

ニット分布域中にあるメタガブロの岩体は，露頭をみるかぎり，橋立ユニット中に発達する縦走断層沿

いに存在する。このような産状は，四国や紀伊半島東部の黒瀬川岩石の産状と酷似する （例えば，坂ほ

か，1988；加藤，1995）。よって，メタガブロや変成岩は，その岩相や産状から，四国や紀伊半島東部の

黒瀬川岩石に対比される可能性がある。

付加体中に含まれる苦鉄質岩は，深成岩が含まれるのはまれで，火山岩である玄武岩が多い。その理

由は，海洋底や海山を構成する玄武岩質の枕状溶岩やハイアロクラスタイトがプレートによって運ばれ

てきて，その変質しやすく脆い部分が沈み込む帯で剝ぎ取られ，底づけされるからであろう （Kimura, 

G. and Ludden J., 1995）。また，プレートテクトニクスによるパラダイム変換以前の古い論文には，

チャートに現地性の苦鉄質岩が貫入しているとの記載があったことがあるが，その多くは，再検討が必

要である。太洋底に降り積もった軟泥 （続成作用がなかなか進まないチャートの源） に，深成岩である

ガブロが貫入するのは，論理的に極めて困難である。

松岡ほか （1998） によると，橋立ユニットは，秩父累帯北帯の柏木ユニットに対比される。これが正

しいとすると，ジュラ紀付加体である橋立ユニットや柏木ユニット中にたくさんのメタガブロや変成岩

が存在することになり，その地層の定義から大きく矛盾することになる。

坂ほか （1988），加藤 （1995），加藤・坂 （1997），加藤ほか （2002） によると，紀伊半島東部の黒瀬川

帯には，弱変成メランジュからなる砥谷層群・龍仙山層群・鴻坂峠コンプレックスが分布する。Hisada 

（1983） が記載した南列の橋立ユニットは，その岩相・地質構造・変成相・構造的位置から，砥谷層
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群・龍仙山層群・鴻坂峠コンプレックスに対比される可能性がある。

２．浦山地域～名栗地域の秩父累帯の帯区分

当該地域の秩父累帯の帯区分については，研究者によって見解が異なっているが，従来のどの研究も

当該地域に黒瀬川帯が存在しないとするのは一致した見解である。その最大の理由は，当該地域で黒瀬

川岩石が認められてこなかったことによる。 

しかし，上述のように，本研究によりみいだされたメタガブロや変成岩，および，橋立ユニットの一

部は，黒瀬川岩石に対比される可能性がある。よって，これらの地質体が分布する浦山地域～名栗地域

の秩父累帯中軸付近は，黒瀬川帯に相当する可能性がある。

３．浦山地域～名栗地域における黒瀬川帯の存在意義

関東山地の黒瀬川帯は，従来の研究により，当該地域西方の山中地溝帯南縁と東方の関東山地南東縁

の名栗断層帯に報告されている。当該地域は両地域の間の，黒瀬川帯がないとされてきた場所である。

しかし，本研究によって，当該地域にも黒瀬川帯の存在する可能性があることが判明した．このこと

は，名栗断層帯とはいくらか斜交するものの，関東山地の黒瀬川帯が，本来，山中地溝帯から名栗断層

帯まで途切れることなく直線的に存在していたことを示唆する．Kato and Saka （2003, 2006） は，黒瀬

川帯が白亜紀中期の海嶺沈み込みにより生じたトランスフォーム断層帯であったとするモデルを提唱し

ているが，本研究の新知見はそのモデルの検証を補強するものである。

．まとめ

1．関東山地東部，埼玉県浦山地域～名栗地域の秩父累帯は，WNW-ESE方向に延びる縦走断層によ

り，黒瀬川帯と南帯に分かれる可能性がある。 名栗地域には，その帯区分にいくらか斜交して，黒瀬

川岩石を伴う名栗断層帯がNNW-SSE方向に延びている。

2．本地域の秩父累帯でみいだされたメタガブロや変成岩は，名栗断層帯沿い，橋立ユニット分布域

中，橋立ユニットと他のユニットとの境界をなす縦走断層沿いに分布する。

3．メタガブロや変成岩は，その岩相や産状から，四国や紀伊半島東部の黒瀬川岩石に対比される可能

性がある。また，橋立ユニットの一部は，その岩相・地質構造・変成相・構造的位置から，紀伊半島東

部の黒瀬川帯に分布する砥谷層群・龍仙山層群・鴻坂峠コンプレックスに対比される可能性がある。

4．上記の事実は，関東山地の黒瀬川帯が，本来，山中地溝帯から名栗断層帯まで途切れることなく直

線的に存在していたことを示唆する．この新知見は，黒瀬川トランスフォーム断層帯説 （Kato and Saka, 

2006） の検証を補強するものである。
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