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1.　四国の地体構造・地質概説8�

　最後期白亜紀あるいは最前期古第三紀には，西南
日本内帯の領家帯，外帯の三波川帯，秩父北帯，黒
瀬川帯，三宝山帯，四万十帯北帯の基本配列が完成
したと考えられ，古第三紀以降はそれらの地帯の諸
岩類を不整合で覆う地層や，それらに貫入した火成
岩などが存在する．また，四万十帯南帯では，北帯
に引き続き付加コンプレックスが形成された．

　領家帯は四国の内帯を構成する地帯であり，高
温・低圧型の領家変成岩類と白亜紀の領家花崗岩類
からなる．領家変成岩類の原岩は，美濃―丹波帯の
ジュラ紀付加コンプレックスであると考えられてい
る．領家花崗岩類は後期白亜紀に貫入したもので，
領家変成岩類の原岩は，丹波帯（美濃―丹波帯）の
後期三畳紀～ジュラ紀付加コンプレックスの南方延
長部であり，前期白亜紀の最後期（100 Ma前後，
後期アルビアン）に高温・低圧型の領家変成作用を

受け，後期白亜紀（96～73 Ma，後期セノマニアン
～カンパニアン）に大量の花崗岩類の貫入を受けた
地帯である．領家帯の南縁部には，中央構造線に接
してすぐ北側に，領家花崗岩類を不整合に覆って，
後期白亜紀（後期カンパニアン～マーストリヒチア
ン）の海成の和泉層群が分布している．和泉層群
は，最後期白亜紀の中央構造線の左横ずれ運動に
伴って形成された細長い横ずれ堆積盆に堆積したも
のと考えられている（Taira et al., 1983；Tanaka, 

1993；宮田・岩本，1994など）．和泉層群は東西に
帯状に分布していることから，和泉帯あるいは和泉
亜帯と呼ばれることがあるが，独立した地帯として
扱われないことが多いので，本書でも「帯」あるい
は「亜帯」として区分しない．領家帯の南限は中央
構造線である．四国においては，中央構造線は，領
家花崗岩類を不整合に覆う和泉層群と，その南側に
分布する三波川変成岩類およびそれを不整合に覆う
土柱層などの新第三系～第四系の堆積物の境界断層
である．

■ 1 .4 .1　領 家 帯

1 .4　四国の各地帯の概要

図 1.3 .1　四国の地体構造図

本文組見本
10.　地 質 災 害492�

　長者川は大洪水や地すべりのたびに流路を変えて
いたことが過去の記録や言い伝えから明らかになっ
ている．その原因は長者地すべりが川越地すべりで
あること，移動量が大きいことにある．以下では，
大八木（2007）の空中写真判読の結果（図 10 .8 .4）
と解釈に基づいて，地すべり活動と長者川の流路変
更の歴史を概観してみる．
　①　792（延暦 11）年以前，長者地すべりは，現
在の地すべり移動体よりもはるかに体積が大きく，
長者川を山際に追いやり，当時の長者川は H―I―J―K

―Mに沿って大きく湾曲しながら流れていた．
　②　792年の長者地すべりの大活動のとき，地す
べり移動体は長者川の左岸側（山際）に衝突し，
H，I，Jの小丘や狭長な台地が地すべり末端の隆起
帯として形成され，一時的に長者川をせき止め，上

流は湖沼となった．ただし，湖沼の期間は短かっ
た．長者川は地すべり移動体の表面を蛇行しながら
削剝した．主要な流路は現在の地形から推察して，
はじめにW―X―K―M，次にW―Y―Z―K―M，その後
はW―Y―aの流路をとって，それぞれ現在の長者川
の下流部に流れ込んだ．最後の流路は 1886（明治
19）年まで続いた．ただし，無理な湾曲部があるた
めに洪水のたびに氾濫して，現在の長者川の流路に
近い位置を流れていた．
　③　明治 19年の大洪水のとき，長者川は本格的
に現在の流路位置に切り替わった．
　④　そして現在，長者川の左岸側，X―Y区間で
は川越隆起が認められる．現在の長者地すべりのす
べり面はW―Y―aに沿って地表に切り上がってい
る． ［横山俊治］

　高知県（土佐）においては，少なくとも 7世紀後
半には国司が派遣されていたので，彼らによりさま
ざまな情報が都に伝えられていた．地震については

「日本書紀」の天武 13年 10月（684年）の条項に
高知県（土佐）が大地震と津波で大きな被害を被っ
たことが次のように記されている．「壬辰　逮于人

10 .9　地震災害（津波を含む）

図 10.8 .5　長者地すべりを寺野集落から俯瞰した写真　
　地すべり移動体を横切る写真中央の道路は昭和初期に建設されたもので，移動速度の速い中央部を中心に下流
に向かって湾曲している．大正期，明治期の道路も建設時は昭和期と同じ場所にあったが，いまは地すべりの移
動方向に移動している．



刊行委員会

　「地質学は吾人の棲息する地球の沿革を追究し，現今に於ける地殻の構造を解説し，又地
殻に起る諸般の変動に就き其原因結果を闡明にす，即ち我家の歴史を教へ其成立及進化を
知らしむるものなるを以て，苟くも智能を具へたるものに興味を与ふること多大なるは辯を俟
たずして明なりとす」という立派な文章は，かの宮沢賢治らが盛岡高等農林学校時の（大正
五年）夏期実習として行った地質調査の報告の結論部分冒頭です．江戸時代の俳人芭蕉の
理想とした「不易流行」のいわば「不易」に相当する地質学の目標を簡明にかつ余すところ
なく伝えています．一方，昨今の新観測･実験技術の導入による地質学上の新たな知見やそ
れに基づく格段の新解釈･新理論の提言，さらに IT化への対応を図り社会により利用しや
すい地質情報の整備を図る知的基盤構築への貢献などなど日進月歩の「流行」はめまぐるし
いほどで，急速で真摯な対応が求められている現況です．
　さりながら，それらを踏まえた上であえて申すならば地質学においては，野外での実地
の調査･観測および室内での実験･解析による一次資料の蓄積がなによりも重要なのです．
本書の前身である朝倉書店版の『地方地質誌』は，今ほど地質情報が豊かでなかった時期
に諸先輩のご努力によって日本の地域地質の概況を伝えるのに多大な貢献をしてきました．
ここで後輩諸氏によって近年の地質学および周辺の関連分野の進展によるあらたな地方地質
情報の集積･展開を試みることはまことに有益かつ不可欠なことでしょう．日本地質学会の
全面的な協力により，全国にわたる編集委員会の設置を通じて多くの地質学研究者に執筆ご
協力をいただきました．深謝する次第です．
　さて，本『日本地方地質誌』刊行の途次で，奇しくも東日本大震災を始め各地の火山噴
火や土砂災害が生じ，その被害の激甚さに言葉を失う感があり，その後の復旧復興もいま
だ途上にあることは危惧されるところです．私達が棲み暮らしている日本列島地域は世界的
にも活発な地殻変動の生ずる地的環境下にあり，将来的にも同様な地質事象の頻発するこ
とが容易に推測されます．それだからといって過度に恐れることなく，それらの背景をなす
地質についてできうる限りの最新の知見を社会各層の人々が共有することによって災害軽減
や地球環境保全に役立ちうることを祈念し，本書がささやかでもその一翼を担って貢献でき
るのであれば編著者らの望外の喜びとするところです．

日本地質学会『地方地質誌』刊行委員会
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