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紀伊半島四万十帯の地質図(25 万分の 1)について
この地質図は，主に下記の地質図類と文献等をもとに，紀伊半島の四万十

福田(1995)及び中屋(1996)によって編集しています．

帯を中心に編集したもので，和泉帯・三波川帯および秩父帯については簡

牟婁帯は，鈴木ほか(1979)，立石ほか(1979)，福田(1995)，立石(1976)お

略に示してあります．

よび紀州四万十帯団体研究グループ(1972．1975など)の各論文をもとに編

三波川帯および秩父帯は，主に20万分の１地質図幅「和歌山」(栗本ほ

集していますが，一部で加筆修正しています，牟婁帯北東部の牟婁層群の

か，1998)，５万分の１地質図幅「和歌山及び尾崎」(宮田ほか，1992)，

所属は，福田(1995)を参考にしながら，安川累層に含めています．また北

国土庁(1985)，中山(1983)，志井田ほか(1989)，Ｙao(1984)および大和大

西部の牟婁層群は，福田(1996)及び中屋の未公表資料をもとに，安川累層，

峯研究グループ「紀伊山地中央部の中・古生界(その1〜6)」の各論文に

打越累層及び合川累層に対比して示しています．

よっていますが，一部で加筆修正をしています．

なお音無川帯の本宮町南都と牟婁帯北東部の牟婁層群は，福田修武氏(有

四万十帯は，日高川帯，音無川帯および牟婁帯に区分されます．このうち

田市立初島中学校)の未公表の調査資料を使用させていただきました．

日高川帯北部域の日高川層群花園層および美山層については，ほぼ20万分

田辺層群は，田辺団体研究グループ(1984，1992など)に，熊野層群は，Chi-

の１[和歌山]図幅(栗本ほか，1998)に従い，花園層をＨ 1 〜Ｈ 4 に，美山

jiwa・Ｔomita(1981．1985)，久富(1981)，那智図幅(水野，1957)及び新

層をＭ1〜Ｍ4に区分しています．湯川層は，下部・中部・上部の３部層に

宮・阿田和図幅(村山，1954)によっています．熊野層群は，北部域と南都

簡略化して示してあります．有田川及び日高川流域の日高川層群について

域でそれぞれ層序がたてられていますが，この地質図では最下部・下部・

は，十津川流域との関係を今後検討する必要があると思いますが，この地

上部に区分して示してあります．

質 図 で は ， 梁 瀬 断 層 と 猪 谷 断 層 は ， そ れ ぞ れ 辻 堂 線 と 岩 村 線 （ 志井

中新世の火成岩類については，潮岬火成複合岩類は三宅(1981)に，熊野酸

田 ， 1962，1989）にほぼあたるものとしています．

性岩類は荒牧・羽田(1965)，那智図幅(水野，1957)及び新宮・阿田和図幅

なお高野山から荒神岳付近の日高川層群については，山本俊哉氏(粉河高

(村山，1954)などに基づいています．また大峯酸性岩類は，志井田(1989)

校)の未発表資料を使用させていただいきました．

と栗木ほか(1998)によっていますが，両者の相違については十分な検討を

日高川帯の南部域は，おもに紀州四万十帯団体研究グループ(1983，1986，

加えていません．

1991など)，Ｙanai(1984)，徳岡ほか(1981)，木村(1986)によっています．

中期中新世の形成と推定される熱水変質帯は，南北方向に３帯認められま

ただし，従来日高川層群に含められてきた丹生の川累層は，中屋(1996)に

す．大峰地域の変質帯は志井田ほか(1989)に，八丁涸漉変質帯は原田ほか

もとづいて音無川層群に含めています．

(1967)に基づいて，それぞれの分布域を示しています．また，南西部にも

音無川帯は，はてなし団研グループ(1980．1998など)，徳岡ほか(1981)，

同様な変質帯がみられます．

(中屋志津男)
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