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Abstract

　　　　The　district　in　the　Tsugaru　peninsula　belongs　to　the　so一一called‘‘green　tuff　region”of　the　imer

zone　of　northeastem　Honshu．　Neogene　Tertiary　sediments　contain　abundant　pyroclastic　rocks．

The　writer　c且arified　the　stratigraphy　of　the　sediments　and　volcanic　rock，and　made　a　correlation

with　those　of　the　southwestem　Hokkaido．

亘聡眈o哩租且e愈io期

　　　　　The　area　under　consideration　is　situated　in　the　Tsugaru　peninsula，Aomori

prefecture，and、belongs　to　the　so－called“green　tuff”region，　It　is　well　known

that　the　area　holds　the　key　to　the　problem　of　stratigraphical　correlation　between

“Tohoku　green　tuff　region”and、“southwestem　Hokkaido　green　tuff　region”．

　　　　　Various　geological　studies　have　been　done．　The　writcr　also　surveyed。t：he

Kodomari－Kanita　district　with　UEMuRA　F，，whose　results　were　published　in　the

1：50，000geological　map　sheets，namely，“Kodomari”and“Kanita”in1959・

　　　　　丁五e　purpose　of　this　paper　is　to　clarify　the　stratigraphy　of　the　sediments　and

volcanic　rock，and　to　make　a　correlation　with　those　of　the　southwestem　Hokkaido。

Geo亘ogy

　　　　　T：he　area　is　covered　with　Paleozoic，Neogene　and．quatemary　rocks，1acking

Mesozoic　and　Paleogene　rocks．　The　stratigraphical　sequence　is　shown　in　table1・

　　　　　1）Pa且eozoie：For職a伽恥

　　　　　The　rocks　of　the　Paleozoic　strat亀in　the　area　are　exposed　only　at　t：he　head，of

th．e　Kodomari　peninsula　and　its　neighbou血g　small　island，Keimon－t6，in　J乱pan

Sea・　The　formation　consists　of　clayslate，chert　and　limestone・No　paleontological

evidence　has　been　found．

　　　　　2）　Neoge聡e　Te面a野

　　　　　The　Neqgene　comprises　the　Gongenzaki，Isomatsu　Fuyube，Nagane，Kodomari，

Shiwokoshi　and　K．anita　Formations　in　ascending　order　as　the　main　stratigrap1填c

sequence，and　includes　the　Tappi　Andesite，H：orozuki　Rhyolite，Mimmaya　Rhyolite，

Im＆b弓tsu　Andesite　and　Mas唾awadake　Dacite　as　prominent　volcanic　rocks　contem一

＊　Hokkaido　Branch
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poraneous　wit五the　sediment8．Besidc　the血，baきic　rocks　mostly　hypabyssal　are

distin倉uished　under　the　name　of　dolerite．

　　　　　Go璽ge聡z＆k亘Eor膳1＆意亘0鼠

　　　　　The　Gongenzaki　Formation，the　Iowermost　of　the　Neogene　in　this　area，con－

sists　mainly　of　purplish　green　tuff　and　tuff　breccia，accompanied　with　lava　flows

of　propylite．It　rests　unconformably　on　the：Paleozoics，with　a　basal　conglomerate
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Fig．1　　Geological　map　of　Klodomari－K：anita　district

　　　　1。　Alluvial　deposit　　2．　Quatemary　deposit　　3．　IKanita　formation　　4．　Masukawa－

　　　　dake　dacite　5．6．Imabetsu　andesites（D＆cite，Pyroxene　andesite　and五ts　breccia）

　　　　7，Mimmaya　rhyolite　　8．Shiwokoshi　formation　　9．　Do1erites　　10．　Horozuki

　　　　rhyolite　11．Pumiceous　tuff　12。Andesitic　tuff　13．Kodomari　formation

　　　　14．　Nagane　formatio皿　　　15．　TapPi　andesites　　16．17．18．19．20．21．　Fuyube　formation

　　　　（Basalt，Anorthite　andesite，Propylite，Rhyolite，Shale，Andesitic　green　tuff　and　tuff－

　　　breccia）　22。Isomatsu　formation　23．24．Gongen－2aki　formatiOn（Propylite，Andes・

　　　　itic　p亘rp1三sll　brown－green　tuff　and　tu｛f－breccia）　25。Paleozo童c　formation
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Stratigraphy　of　the　Kodomari－Kanita　District，Aomori　Prefecture（K。Tsushima）

which　contains　pebbles　derived　from　the　Paleozoics．　The　plant　leaves　which　be－

10ng　to　the　Aniai　flora　were　found。　From　the　evidence　of　fossils　and　lithologi－

cally，the　Gong“nzaki　Formation　corresponds　to　the　Monzen　Fom＆tionin　the　Akita

district，and　to　the：Fukuyama　Formation　in　southwestem　Hokkaido。

　　　　　亙soma意鋤Eorma蕊o聾

　　　　　The　Isomatsu　Formation　is　considered　to　overlie　the　Gongenzaki　Formation

conformably．It　is　commonly　composed　of　conglomerate，sandstone鋤d　Inudstone，

but　is　highly　variable　in　its　t上ickness　and　facies．The　sandstoユe　co且tains　fossils　of

oyster　and　other　marine　molluscs　belon禦ng　to　the　Kadonosawa　f闘na，The　fossils箭

are　as　follows、

　　　　　　肋姻％・鋼s，sp・n・v・

　　　　　　　“T％甥漉〃4”sp吃

　　　　　　Cθ痂h鰯εα肋吻o肋θnsづs　MAKIYAMA

　　　　　　　B襯JJα吻観召伽σ’MAKIYAMA

　　　　　　　B。ツα耀郷漉MAKIYAMA

　　　　　　　7初解伽，砂OS卿‘σ・吻鰯（N・MURA）

　　　　　　　171．伽o才sα（YOKOYAMA）

　　　　　　　C惚即伽魏’側・♂OTUKA－

　　　　　　　C．ガ卿bα魏αYOKOYAMA

　　　　　　　S伽卿ツ伽」OT磁忍

　　　　　　　Sθ副θsツα肋プo伽MAKIYAMA

　　　　　　　T？・％％oα舜α％α為僻η％？乞短OTUKA

　　　　　　　Rh衡oコリhoガ卿％ずεκガ9αno％7のzz6s　（NoMuRA）

　　　　　　　Nαssα吻ssp。

　　　　　　　〈7。sづ卿づz％」OTUKA

　　　　　　　F％Jgo望αグ歪αsp。

　　　　　　　0召π翅伽卿sp，

　　　　　　　ノiし6〃αsp．

　　　　　　　yloJ4茗αsp。

　　　　　　　助観％s卜s嘘解ασNoMuRA　et　HATAI

　　　　　　　ノ灰）威づol％s∫％9σグ鋸απαNoMuRA　et　HATAI

　　　　　　　勲枷oカ06伽為o吻α卿αげKAMADA

　　　　　　　lVα躍zo6hJα刎ysπoオoθ郷ダs（YoKoYAMA）

　　　　　　　1V．鰭佛％弼（KOTAKA）

　　　　　　　C名硲soケεα如勉4犯α（YOKOYAMA）

　　　　　　　T7αψε蜘粥づS伽α魏6％S召KOTAKA

　　　　　　　76％醜oα励αsグ09伽6％sゼsNOMURA

　　　　　　　7．cfr．oγ扉‘αYOKOYAMA

　　　　　　　DゆJo4副α∫躍％9吻如MAKIYAMA

　　　　　　　L％6勿¢o卿αoが％如才　HATAI　et　NlsIYAMA

　　　　　　　CJ廊zo6αプ4茗％卿sp。

　　　　　　　Cαπげs∫αsp．

　　　　　　　P70∫o∫h㏄σ観θ勿切MAKIYAMA

＊The　molluscan　lists　are　reprinted　from　those　by　MlzuNo　（1964）
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　　　　　3伽づ吻勉％s？sp．

　　　　　Dosづ％づσ刀o解％grαグOTUKA

　　　　　σy6Z伽伽吻如MAKIYAMA

　　　　　　π如ずα魏露ε％sJs（NoMuRA　et　HATAI）

　　　　　　2Vゆρ伽鋼鵬毎％勉灘惚（IKEBE）

　　　　　　T4ρ召s3加！oグ伽sグ30TUKA

　　　　　　80」θ1θll伽σ卿動o召欝Js　YoKoYAMA

　　　　　　lV％伽伽？sp．

　　　　　　惚o㎜l　cfL耽o％19グ粥（v．MARTENs）

　　　　　　五7‘o艶釦？sp・

　　　　　　8016％sp．

　　　　丁五c　Isomatsu　Formation　paleontologically　closely・resembles　t五e　Daijima

Formatio皿，and　stratigraphically　is　correlated　roughly　withtho’Yoshioka　Formation

insouthwestemHokkaido．

　　　　：睡y曲e恥灘縄鳶i膿

　　　　It　is　called“green　tuff・・．Thc　Formationis　characterized　by　the　do血inance　of

altered，green　colored　pyroclastic　rocks。The　volcanic　rocks　of　this　formation　are

rhyolite，propylite，anorthite－andesite　and　basalt。丁五e　formation　has＆intercalation

of　sandstone我nd　mudstone　which　contains　molluscan．fossils．It　is　partly　inter－

fingered、with　thc　Isomatsu　Formation．From　the　Fuyube：Formation・thc　twenty－

three　species　were　identified　by　MlzuNo．

　　　　　　1皇僻z2り％〃ゼ％α？　sp・

　　　　　　S伽伽hα’伽郷（KOTAKA）

　　　　　　C■εが4観αガ粥bo伽αYOKOYAMA

　　　　　　∠4痂s加1曜5sp・

　　　　　　五α●如cfr。θ妬卿づα（YOKOYAMA）

　　　　　　勲副側α，召η％惚（YOKOYAMA）

　　　　　　1吻∫伽ssp．

　　　　　　伽読ol％scfr．加9・σグ鰯郷NoMuRAe重HATAI

　　　　　　Zヲグ㏄hJ〆o％∫ε5sp。

　　　　　　Lδ僻zαcfr．　s卿窃hJ　SOWERBY

　　　　　　ChZ佛夕3sp．

　　　　　　C．cfr．α〆α勉観ガNOMURA

　　　　　　勲伽・卿翻ツ4欄罐卿”αs認謝s（N・MURA）

　　　　　　　Os∫惚α“名osα6εαDESHAYES，，

　　　　　　　y16灘。0硯灘吻9伽召％sJsNOMURA

　　　　　　　『V．sp。

　　　　　　　Z）os♂卿4πo郷％貿毎OTUKA

　　　　　　　，P∫∫雄」醜MAKIYAMA

　　　　　　　P．sp。

　　　　　　　亙吻伽卿卿’α郷勉卿％蜘の（IKEBE）

　　　　　　　惚6ω％α6αloα惚α（GM肌IN）

　　　　　　　惚躍αcfr．オ吻oe厩sMAKIYAMA

　　　　　　　SoJ6％sp．
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　　　　　Taし夢夢i　蝕認esi意e

　　　　　The　Tappi　Andesite，d，eveloping　typically　at　the　head．of　the　Tsugaru　penin－

sula，consists　mainly　of　lava　flows　of　pyroxGne　andesite，and　pyroclastic　rocks　of

the　same　origin．Stratigraphically・this　rock　roughly　corresponds　to　the　upper　part

of　the　Fuy切be　Formation　and　the　lower　part　of　the　N＆gane　Formation。

　　　　　N我9＆藍e　Eo黙a伽箪

　　　　　This　Formation　is　generally　composed　of　green，tuffaceous　sandsto：ne　and

andesitic　tuff，but　has　scarcely　intercalations　of　volcanic　rocks，Marine　fossils

are　contai真ed　in　the　sandstone．丁五e　Fuyube　and　Nagane　Formations　may　be　cor－

re1乱ted　with　the　Kunnui　Formation　in　respect　that　t五e　both　are31most　occupied

わy　pyrocl乱stic　rocks　intercalating　fossiliferous　sediments・

：List　of　molluscs　is　as　follows3

　　　　　　　Cα1ツ，≠鰍2αsp。

　　　　　　　肋s，吻耀魏鰯s（MAKIYAMA）

　　　　　　　3hあh才hε毎ッα6θづ（NoMuRA　et　HATAI）

　　　　　　　Olツ6ツ卿師s∂εs競佛物sNOMURA

　　　　　　　θ．認ssh％ε％s彦s　MAKIYAMA

　　　　　　　五吻σsp．

　　　　　　　∫勤鍛z　P　sp．

　　　　　　　Agzo粥ゼα？　sp．

　　　　　　　ChZσ卿グs　cfr。1⑳％θhα錫づ　（YoKoYAMA）

　　　　　　　C．cfr．微z如ω躍（NOMURA）

　　　　　　　Pπ伽0御伽夕伽硲罐κ躍σSα肋鯉S（NOMURA）

　　　　　　　Os≠兜σ‘‘名os砺θσDESHAYES，，

　　　　　　　L％6才％o吻αo渚％肋2HATAI　et　NlsIYAMA

　　　　　　　P吻グ吻。（MAKIYAMA）

　　　　　　　　Z）os才％グα％o艀¢％勉づOTUKA

　　　　　　　　Cツo伽4伽伽如MAKIYAMA

　　　　　　　　C．？sp。

　　　　　　　　CJε銘昭％ガσ？　sp．

　　　　　　　　Tαρεss剛o漉癬sOTUKA　　　　　　　　　　’　　　　し
　　　　　　　　SoJθま召IJづ”α卿づ％06％s才s　YOKOYAMA

　　　　　　　　βカゴs％」σsp・

　　　　　　　　Th郷6凌z　sp。

　　　　　　　　ル耽α敬z　sp．

　　　　　　鼠0δ0贈aπi　For購＆tio脆

　　　　　　The　Kodomari　Forma，tion　represents‘‘hard　shale”・facies．　丁五e　bed　of　hard

shale・sporadically　ca，rries　andesitic　tuff，rhyolitic　tuff・　black　mudstone　and　calca－

reous　nodules，and　is　penetrated　by　Mimmaya　Rhyolite，Horozuki紬yolite　and

Dolerites．Except　for　the　occurrence　of　CyoZα解解勿zαanαsponge　spine・fossils　have

not　been　discovered．　　In　stratigraphical　anα1ithological　points，however・t五is　For－

mation　is　co∬elated　with　the　Yakumo　Formation　of　soutLwestem　Hokkaido．

　　　　　　H翻oz曲量R恥o蹴e
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　　The　Horozuki　R：hyolite　occurring　as　small　bodies　on　the　eastem　wing　of　the

Kanita　anticline　is　typically　exposed　in　the　Horozuki　arca　to　the　north　and　consists

of　acidic　rocks　contemporaneous　with　the　Kod．omari　Formation．

　　　亙）o且e疋且鳶es

　　　The　Dolerites　occur　as　lava　flows，tuff　breccia　and　intrusive　rocks，w：hich

＆re　contemporaneous　with　the　K』odomari　Formation。They　mDstly　occupy　the

flank　of　the　Hakamagoshi－dome　and　t：he　axis　of　the　Kanita　anticline．

　　S髄iwokos賊Eor恥aし髄o聾

　　　It　conformably　overlies　the　Kodomari　Formation．　It　consists　generally　of

massive　pumiceous　diatomaceous　mudstone．In　the　type　locality　the　Formation　is

exposcd，along　t：hc　coast　of　Sh．iwokoshi．It　bcgins　with　diatomaceous　mudstone　and

its　Inain　part　consists　of　an　altemation　of　diatomaceous　mudstone，shale，tuffa－

ceous　sandstone，pumiceous　tuff　and　conglomerate．丁瓢s　facies　changes　laterally

when　traced　nort五eastward，withincre翫seinvolcanic　materia1，and　finally　passes　into

the亙mabetsu　Andesites・Gonsequently　the　Formation　and　the　Imabetsu　Andesites

may　be　of　the　same　age．

　　　Meanw1オ1e，the　r：hyolitic　pumiceous　tuff　of　the　Formation　is　allied　to　the

acidic　e貿usive　rock　w五ichis　a　common　in　the　upper　Neogene　of　Northeast　Japan．

　　　丁五e　mudstone　and　shale　contain　fossils　of　sponge，di抗tom，fo凱minifem　and

radiolaria．：Litllologically　the　Shiwokoshi　FormatiOn　corresponds　to　the　Kuromatsu－

nai　Eormation　of　southwestem　Hokkaido．

　　　遡且繭ayaR恥yo且且覚e

　　　The　Mimmaya　R五yolite　occurs　mainlyas　sheets　or　lava　flows，inserting　into

the　Kodomari：Formation　in　the　northem　part　of　t：he　area．

　　　頁臨a及｝ets1颯　A聡dlesi意e　　’

　　　丁五e　Imabetsu　Andesite　comprises　dacite，quartz　bearing　andesi仁e　and　pyroxene

andesite。丁五c　quartz　bearing　andesite　appears　as　thin　lava　flow　interbedded　i：n　the

upper　part　of　the　Kodomari　Eormation．Thepyroxene　andesite　is　most　widespread．

It　occurs　chiefly　as　lava　and　tuff　breccia，contemporaneous　with　the　Shiwokos：hi

Eormation，although　a　part　of　hypersthene－augite　andesite　forms　volcanic　neck

penetrat血g　the　Kodom．a・ri　Fonnation・　The　dacite　occurs　locally，an（l　forms　lava

flows　and　pyroclastic　beds　contemporaneous　with　the　pyroxene　andesite．The　Ima－

betsu　Andesite　may　correspond　to　the“Kuromatslmai　Agglomerate”in　south－

western　Hokkaido．

　　　㎜as朋k包wa《丑aし巌e　：Da獲3且鳶e

　　　T｝虹s　rock　mainly　located　at　Mas曲awa－dakeεmd　Yatsudaki－yama　m魏ybe　t：he

prod』ucts　of　the，．volcanic　a，ctivities，which　occurred　at　the　stage　of　the　Shiwokos：hi

；Form乱ti㎝．

　　　璽aし謡亡a聖o難⑳t鼠o聡

　　　The　Kanit乱Formation　is　of　marine　sedimcnts，which　comprise　gener乱11y　semi－

consolidated　sandstone　and　mudstone，and　contain　molluscan　fossils　in　abundance．

It　is　typically　exposed　along　the　coast　of　Kεmita，　and幅dely　extends　to　the　north一
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west，composi且g　a　broad　syncline　called　Imabetsu　Syncline。In　thg　type　locality，it

consists　of　εし1tern＆ting　beds　of　semトconsolidated　sandstone　and　mudstone，　inter－

caユa，ted　with　tuff　and　conglomerate，　b凱t　the　rock　facies　changes　laterally　to　the

northwest，and　tuff　and　conglomerate　become　predominant．

　　　The　molluscan　species丘om　the　K乏mita：Formation，aエe　listcd　below。

且6JZαsp．

ylo1碗α％o如扉ゼs　YOKOYAMA

yoz伽sp．
0砂砂卿6吻’sツθssoθπsづs（SOWERBY）

C偽勿zθJZαsp．

S吻アioψ召6伽s”が痂（BERNARDI）

ChZσ卿夕S　SPP．

P窃伽0，ε‘伽ツθSSOεπS才S（JAY）

Os彦欺z　g歪9σs　THUNBERG

γε％佛●6α綴協α∫θ糊ゆ％εα（A．ADAMS）

ハ1㈱o‘π励伽sα翅㎎％9αε（MAKIYAMA）

瓦醐ooα励％解sp．

86吻μs吻ε名o％sガ（DESEAYES）

漁∫惚sp。

助♂s％如cfr．h召卿φhJ〃グDALL

ノ㎞o郷αcfr．郷s錫≠αCONRAD

惚微α♂o勿08鰯s　MAKIYAMA

惚o卿αsp．

研o硯¢πααπガoα（LINNE）

P伽oやεゴ噸伽♂oαA．ADAMS

勘！o惚s鰯sp．

Th伽づσsp。

Tθ6∫o％σガoαブσ剛hos！o卿α（DESHAYES）

7「06∫o郷ガ‘αsp．

T％卿漉伽sp．

B％66づ％」伽gen．et　sp．indet．

C名22房4％」αsp．

E6h伽α魏hπ動scfr．」α9侃o腕h伽％sNlsHIYAMA

　　　The　Kanita　Formation　is　of　Pliocene　age　and　can　be　correlated　with　t：he

Pliocene　Setana　Formation　in　southwestem　Hokkaido．

Co聾e且聰sio阻

　　　Neogene　sediments　in　southwestem　Hokkaido　are　divided　in，to　thc　folIowing

six　Formations　in　stan（iard　sequencc：the　Fukuy㎜a，　Yoshioka，　K』u皿ui，Yakumo，

K、u、romatsun＆i　and　Setana：Fo㎜ations　in　ascending　order．At　first，the　writer　can　cor－

relate　the　Shiwokoshi　Formation　to　the　Kuromatstmai　Formation，both　of　which

mainly　consist　of　diatomaceous　mudstone．The　Kodomari　Formation　can　be　cor－

related，to　the　Ya，kumo，both　being　represented　by　hard　shale．　The　F腫yube　a皿d
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Naganc　Formations　may　be　co鷹lated　with　the　Kumui　Formation　in　respect　that

they　are　almost　prevailed　by　py：roclastics　intercalating　fossiliferous　sediments．The

Gongenzaki　Formation　probably　corresponds　to　t五e　Fukuyama　Formation　in　com－

posing　exclusively　of　chamcteristic　volca皿ic　rocks。The　Kanita，Formation　and．thc　Se－

tana　Formation　belong　to　thc　uppermost　Tcrtiary，and　are　of　same　age　lithologi－

cally　and　paleontologicεし11y・
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青森県小泊一蟹田地域の層位

対馬坤六

要旨
調査地域は，東北日本のいわゆるグリーソタフ地域に属し，西南北海道のグリーンタフ

地域に発達する新第三系によく類似する。両地域の新第三系を，層位，古生物，火山層序

から次のように対比させた。

小泊一蟹田地域

蟹田層
塩越層
小泊層
長根層
冬部層
磯松層
権現崎層

西南北海道

瀬棚層
黒松内層

八雲層

訓縫層

吉岡層
福山層
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