関東平野地下深部に特定された中央構造線
活断層の原因を地下深部に探る
埼 玉 県 岩 槻 の 地 下 3500m か ら 採 取 さ れ た 基 盤 岩 が、 中 央 構 造 線 の 北 側
500m 以内で変形した特殊な岩石（マイロナイト）であることが判明した。日
本最大の断層である中央構造線が、堆積層に覆い隠されて関東平野の地下深部
まで続いている。西日本では中央構造線の一部が活断層として動いていること
から、地表で確認されている綾瀬川断層（活断層）との関連を調べることが重
要である。
Concealed Median Tectonic Line (MTL), the largest fault in Japan, was conﬁrmed
in the Kanto Plain. Geologic analyses for core samples obtained from 3500m
deep bore hole of the Iwatsuki Observation Well show that MTL runs within 500m
south of the lwatsuki well. As MTL partially reactivates as active faults especially in
Southwest Japan, the relation between MTL and surface Ayasegawa Active Fault
should be clariﬁed, and earthquake disaster prevention should be planned based
on the relation.
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図 1 岩槻の地下 3500m の基盤岩（マイロ
ナイト）研磨写真
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長い巨大な断層が即座に活断層として
動くとは限らない。しかし、大断層は
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基盤の弱線であり、実際、近畿地方か
ら四国にかけて中央構造線は右横ずれ
の活断層として動いている。
地表で確認されている中央構造線の
場合、その南側には三波川帯と呼ばれ
る変成岩
（埼玉県長瀞に露出している
岩石）が、その北側には領 家帯と呼ば
れる花崗岩類
（いわゆる御影石）が分布
している。したがって、堆積層に覆い
隠されている平野部においても、ボー
リングにより中央構造線の南側を掘削
すれば三波川帯の岩石が、北側からは
領家帯の岩石が採取されるはずであ
る。すなわち、地下の基盤岩が三波川
帯か領家帯のいずれの岩石かを調べれ
ば、平野の地下にある中央構造線の位
置を特定することができる。
岩槻の地下 3500m の基盤岩
今回検討した岩石は、国立防災科学

図 2 関東山地北縁から関東平野に続く中央構造線（グレーの点線）と主要活断層（赤色の点線）

技術センター（現防災科学技術研究所）
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は地下 3500m の基盤岩である。

地下 3500 ｍの南側 500m 以内に中央
構造線が存在していると判断できる。
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