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新潟県津川地域の中部〜上部中新統野村層と常浪層の珪藻化石層序
柳沢幸夫 1, ＊・平中宏典 2・黒川勝己 3
Yukio Yanagisawa, Hironori Hiranaka and Katsuki Kurokawa (2010) Diatom biostratigraphy of the
middle to late Miocene Nomura and Tokonami Formations in the Tsugawa area, Niigata Prefecture,
central Japan. Bull. Geol. Surv. Japan, vol. 61 (11/12), p. 417-443, 13 figs, 6 appendix figs, 4 appendix
tables, 1 plate.
Abstract: The Miocene diatom biostratigraphy has been established for the Nomura and Tokonami
Formations in the Tsugawa area, Niigata Prefecture, Japan. The Nomura Formation is composed of
massive diatomaceous mudstone intercalating numerous tephra beds. The Tokonami Formation consists
of the lower sandy mudstone with fine to medium-grained sandstone beds, and the upper very fine to
fine-grained sandstone and cross-bedded coarse-grained sandstone. The Nomura Formation is correlative
with Neogene North Pacific diatom zones NPD5B through NPD7A, and estimated ca 13 Ma to 6.4 Ma
in age. In the lower to middle part of the Tokonami Formation, the latest Miocene diatom subzone
NPD7Ba is recognized. The upper part of the formation is not datable because of the paucity of agediagnostic diatoms, but the top of the Tokonami Formation may be below the Miocene / Pliocene
boundary. The Nomura and Tokonami formations are correlated to the Teradomari Stage.
Keywords: diatom biostratigraphy, Miocene, Neogene, Nomura Formation, Tokonami Formation,
Tsugawa, Niigata, Japan

要

層は礫岩・砂岩と緑色変質した火砕岩・火山岩からなり

旨

（第 2 図），その上位に非変質の凝灰岩を主とする天満層，

新潟県津川地域に分布する中新統野村層上部と常浪層

珪藻質泥岩の野村層，砂質泥岩と砂岩からなる常浪層が

の珪藻化石層序を明らかにした．また，これまでの研究

累重する．このうち，天満層・野村層及び常浪層には多

の成果を基に両層の珪藻化石年代層序をまとめた．野村

くの非変質のテフラ層が挟在する．筆者らの研究グルー

層は珪藻化石帯区分の NPD5B 帯〜 NPD7A 帯に相当し，

プでは，これらのテフラ層の産状・記載岩石学的特徴及

その年代は約 13 Ma 〜 6.4 Ma である．常浪層は中下部

び火山ガラスの主成分化学組成を記載してきた（黒川・

が NPD7Ba 亜帯に属し，上部は年代指標種が産出しな

大海，2000；平中ほか，2002，2007, 2009；柳沢ほか，

いため確実ではないが上限の年代は中新世 / 鮮新世境界

2003a, 2010)．また，同一層序セクションで詳細な珪藻

に達しないと推定される．新潟堆積盆地標準層序との対

化石分析を行い，高精度の時間分解能を持つ珪藻化石年

応関係では，野村層と常浪層は寺泊階にほぼ相当する．

代層序を用いて野村層中下部のテフラ層の正確な年代
を決定した（柳沢ほか，2003a, 2010；平中ほか，2007,
2009）
．更に，津川地域の北西約 40 km に位置する新発

1. はじめに

田市菅谷地域及び胎内市中条地域（第 1 図）に分布する

新潟県東蒲原郡阿賀町の津川地域（合併前の旧津川

中新統のテフラ層序と珪藻化石層序も検討し，津川地

町）は，本邦の代表的な新生代堆積盆である新潟堆積盆

域の中新統との精密な対比を行うとともに，5 層の広域

の東縁に位置し，新潟堆積盆中新統の標準層序である

分布テフラ層を見出した（黒川ほか，1999；平中ほか，

「津川層」の模式地として知られている（第 1 図）．津川

2002, 2004, 2009；柳沢ほか，2003b），こうした継続的
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第2図

津川地域の新第三系の層序（小林・立石，1992
による）．

Fig. 2

Stratigraphy of the Neogene sequence in the Tsugawa
area (Kobayashi and Tateishi, 1992).

な研究により，新潟地域の中新統のテフラ層序は整備さ
れつつある．
しかし，津川地域の野村層上部と常浪層についてはま
だ珪藻化石分析が行われておらず，その正確な地質年代
は不明確なままであった．野村層上部と常浪層にも多く
のテフラ層が挟まれており，それらの正確な年代を明ら
かにすることは，未だ研究が不十分な中新統のテフラ層
序研究を進展させて行く上で重要である．そこで，この
研究では，野村層上部と常浪層の珪藻化石層序を検討し
第1図

津川地域の位置図．国土地理院発行 5 万分の 1
地形図「津川」と「御神楽岳」を使用．

Fig. 1

Map showing the Tsugawa area, Niigata Prefecture.
Geographic maps are “Tsugawa” and “Mikaguradake”
(1/50,000 in scale) by Geographical Survey of Japan.

て地質年代を明らかにするとともに，挟在するテフラ層
を年代層序の枠組みの中に位置づけた．

2. 地質概説
藤田（1949）によって確立された津川地域新第三系
の基本層序は，吉村ほか（1974）
，津川グリーンタフ団
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津川地域の中新統野村層と常浪層の珪藻化石層序（柳沢ほか）

体研究グループ（1979）及び吉村・八幡（1982）によ

1 図から第 5 図に示した．また，既に珪藻化石分析を行っ

り改訂され，小林・立石（1992）及び新潟県（2000）

た品沢川セクション（❺；柳沢ほか，2004a，平中ほか，

によって総括された．それに基づくと，津川地域新第三

2007）及び音無川セクション（❻；柳沢ほか，2010）

系は下位より，津川層・天満層・野村層及び常浪層に区

と本研究で検討した 4 セクションの位置と層準を第 1 図

分される（第 2 図）．

と第 2 図に示す．

津川層は先新第三系のチャート・頁岩及び砂岩などか

珪藻化石試料の処理と珪藻の分析・計数方法は柳沢

らなる基盤岩を不整合に覆う変質した火砕岩を特徴とす

（1999） に 従 っ た． 珪 藻 化 石 帯 区 分 と 生 層 準 は Akiba

る地層である．本層は，八木山砂岩礫岩部層，宝川砂岩

(1986) と Yanagisawa and Akiba (1998) の NPD と D コー

泥岩部層及び福取緑色凝灰岩部層の 3 部層に分けられる

ド（D10-D120）を用いるが，珪藻年代は Watanabe and

（津川グリーンタフ団体研究グループ，1979）．八木山

Yanagisawa (2005) を用いて一部修正している．古地磁

砂岩礫岩部層はアルコース質砂岩と中―巨礫からなり，

気年代層序は新たな古地磁気年代層序 (Gradstein

先新第三系基盤岩を不整合に覆う．宝川砂岩泥岩部層は

2004) が公表されたが，新第三紀についてはまだ評価が

.,

凝灰質砂岩と泥岩からなる．福取緑色凝灰岩部層は緑色

定まっていない部分があるので，ここでは従来の Cande

に変質した火砕岩で，下部は流紋岩軽石凝灰岩，上部は

and Kent (1995) 及び Berggren

(1995) を使用する．

流紋岩溶岩・軽石凝灰岩と黒雲母デイサイト溶岩・凝灰
角礫岩からなる．

4. 珪藻化石層序

天満層は津川層を整合に覆い，品沢川砂岩泥岩部層，
東小出川玄武岩部層及び花立凝灰岩部層からなる．品沢

4.1

野中セクション（❶）

川砂岩泥岩部層は下部が明灰色泥岩，上部は暗灰色の珪

常浪川右岸の野中集落附近の道路に沿ったセクション

質泥岩からなり，その境界に海緑石が密集した海緑石層

である（第 1 図）．野中 1（❶ -1）
，野中 2（❶ -2）及び

が発達する．東小出川玄武岩部層は，玄武岩火山角礫凝

野中 3（❶ -3）からなるが（付図第 1 図）
，露頭状況が不

灰岩・凝灰角礫岩及び溶岩からなる．これと同質の玄武

良のため相互の間隔は正確には算定できない（第 3 図）
．

岩火砕岩は常浪川流域に数多く存在し，一部は泥岩中に

このセクションは野村層に属し，泥岩ないし砂質泥岩中

貫入した岩床として産する．花立凝灰岩部層は流紋岩の

に多くのテフラ層が挟まれている．このうち野中 1 の露

パミス質ハイアロクラスタイト・火砕岩からなり，最上

頭上部には，黒川・大海（2000）が記載した野中白色

部に音無川豆石テフラ層（Otps）が挟在する（黒川・大海，

ガラス質テフラ層（Nong）が認められる．

2000）．

分析した 15 試料からは，

野村層は天満層を整合に覆う塊状の珪藻質泥岩であ

出 し，

が産

は 確 認 で き な か っ た（ 付 表 第

る．本層中に多数挟まれるテフラ層のうち，品沢川奥テ

1 表，第 3 図）．このことは，このセクションが北太平

フラ層（Sng），音無川含黒雲母テフラ層（Otbt）
，品沢

洋新第三紀珪藻化石帯区分の

川上流テフラ層（Stm），天満沢川含高温型石英ガラス

8.5-7.6 Ma）に属し，更に生層準 D66（

質テフラ層（Tmhq）及び品沢川ガラス質粗粒テフラ層

多産出層準，8.4 Ma）と D68（

（Snsg）は広域テフラ層である（黒川・大海，2000；平
中ほか，2002, 2007, 2009）
．

の初
の初産出層準，

7.8-7.9 Ma）の間に位置づけられることを示す．なお，
このセクションの下半分では，

常浪層は野村層から整合漸移する．下部は砂質泥岩と

帯（NPD 6B,

が多

産するのが特徴である．

挟在する厚さ数十 cm 以下の細―中粒砂岩層を特徴とし，
一部では砂岩層の挟みが多く泥岩砂岩互層の様相を呈す

4.2

平堀川セクション（❷）

る．一方，常浪層中部は塊状の泥質極細―細粒砂岩から

平堀川は常浪川下流右岸の支流である（第1図）
．黒川・

なる．また上部は斜交層理の発達した細―粗粒砂岩から

大海（2000）はこのルートで野村層上部のテフラ層を

なり，最上部はシルト粒度の凝灰岩クラストを含む礫岩

多数記載している（第4図）．調査した平堀川下流部では，

となる．以上のように常浪層全体として上方に粗粒化・

海底地すべり堆積物や最近生じた地すべりのプロックが

浅海化している．

分布するために地質構造は複雑に見えるが，全体として
は南南東方にプランジした開いた緩い向斜構造となって
いる．

3. 試料及び方法

本セクションは 4 つの小セクションに分けられる（第

調査と試料採取は，野中（❶），平堀川（❷），深沢川

5 図，付図第 2 図）
．平堀川 1（❷ -1）は上流部の層厚

（❸）及び姥堂川（❹）で行った（第 1 図）
．各セクショ

21 m のセクションで，最下部に挟在する Hi630 テフラ

ンの層序と岩相は，珪藻化石分析の結果と併せて次項で

層は，黒川・大海（2000）と平中ほか（2007）が検討

記載する．なお，各セクションの詳細な岩相は，付図第

した品沢川セクション（❺）の最上部に挟在する Snsp
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第3図

野中セクションにおける主な指標珪藻種の層序学的分布．

Fig. 3

Stratigraphic distribution of selected marker diatom taxa in the Nonaka stratigraphic section.

第4図

平堀川セクションのルートマップ．A-G：柱状図作成位置（付図第 3 図）．

Fig. 4

Route map of the Hiraborigawa stratigraphic section, Tsugawa area. A-G: Location of columnar sections of Appendix fig. 3.
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津川地域の中新統野村層と常浪層の珪藻化石層序（柳沢ほか）

第5図

平堀川セクションにおける主な指標珪藻種の層序学的分布．

Fig. 5

Stratigraphic distribution of selected marker diatom taxa in the Hiraborigawa stratigraphic section.

(Sn630) に対比される．平堀川 2（❷ -2）は平堀川 1 と平

7.6-6.4 Ma）に属し，生層準 D70（

堀川 3 の間に挟まれる海底地すべりのブロックで，内部

層準，7.6 Ma）と D73（

では地層は急傾斜している．平堀川下流部の平堀川3
（❷

の間に位置づけられる．

の終産出

の終産出層準，6.8 Ma）

-3）は層厚 25 m 前後で，挟在するテフラ層は水平方向
への変化が著しく，層厚が急激に変化したり，一部のテ

4.3

深沢川セクション（❸）

フラ層は水平方向に消滅するので，各露頭柱状図の対比

深沢川は常浪川下流左岸の支流である（第 1 図）．本

を付図第3図に示した．平堀川4（❷-4）は地すべりブロッ

研究ではその下流部を調査した．その結果，このルート

クで，泥岩層はやや破砕しているものの，ブロック内で

には北にプランジした北北西―南南東方向の軸を持つ 2

の層序関係は保存されており，テフラ層 Hipt が挟まれ

つの向斜と 1 つの背斜があり，野村層最上部と常浪層の

ている．層準は平堀川 3 より上位であると推定される．

下部が分布することが明らかになった（第 6 図）
．ここ

平堀川セクションで分析した 27 試料では，
と

では背斜の東翼を深沢川 1，西翼を深沢川 2 とする．

が 産 出 し，

深沢川 1（❸ -1）には野村層最上部が露出する（第 7 図，

は認められない（付表第 2 表，第 5 図）．したがっ
て， 平 堀 川 セ ク シ ョ ン は，

帯（NPD 7A,

付図第 4 図）．岩相は泥岩からなり，下部ではテフラ層
が 3 層，上部では凝灰質砂岩層が挟まれている．
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第6図

深沢川セクションのルートマップ．

Fig. 6

Route map of the Fukazawagawa stratigraphic section, Tsugawa area.

深沢川 2（❸ -2）では，野村層最上部と常浪層の下部
が見られる（第 8 図，付図第 5 図）．このうち，野村層

また，生層準 D73（

の終産出，6.8 Ma）

がセクション中部で確認される．

下部は泥岩ないし砂質泥岩からなり，多数のテフラ層が

深沢川 2（❸ -2）では，生層準 D75（

の

挟まれている．一方，常浪層下部は，砂質泥岩に厚さ数

終産出，6.4 Ma）が，野村層と常浪層の境界附近に認め

十 cm 以下の細粒砂岩層を多数挟在する岩相を特徴とし，

られ，このセクション下部の野村層上部が

テフラ層は挟まない．このセクションでは，野村層と常

帯（NPD 7A）に属することを示す（第 8 図）．また，生

浪層の境界部は観察できないが，両層の岩相の違いは明

層準 D73（

瞭である．

と 14 の間に認められる．一方，上位の常浪層下部で

深沢川セクションでは 32 試料を分析した（付表第
2 表 ）． 深 沢 川 1（ ❸ -1） は
し，

は，

が産出

は 認 め ら れ な い の で，

とその先祖である
が 共 産 す る こ と，

しないこと，及び

帯（NPD 7A, 7.6-6.4 Ma）に属する（第 7 図）．

の終産出，6.8 Ma）が試料 Fkd13

から，この部分は

― 422 ―

が産出
が産出すること
帯（NPD 7B）の

津川地域の中新統野村層と常浪層の珪藻化石層序（柳沢ほか）

第7図

深沢川セクション 1 における主な指標珪藻種の層序学的分布．

Fig. 7

Stratigraphic distribution of selected marker diatom taxa in the Fukazawagawa 1 stratigraphic section.

亜 帯 (NPD 7Ba, 6.4-5.5
Ma) と認定できる．ただし，

の産出は常

定は容易ではない．しかし本セクション下部では，年
代指標種の

が試料 Ubd04 と 15

浪層最下部に限られ，このセクションの最上部では確認

から産する（第 10 図）
．また，

が

できない．

試 料 Ubd02, 05, 06, 08 〜 11, 19 か ら 検 出 さ れ る． し
かし，これらの種が産出する区間からは

4.4

姥堂川セクション（❹）

は

産出しない．このことから，本セクションの下部は

姥堂川は旧津川町市街地の南東方を北流する（第 1

亜 帯 (NPD 7Ba, 6.4-5.5

図）．この研究で調査した下流部には北北西―南南東方

Ma) と認定できる．しかし，姥堂川セクション上部につ

向の向斜があり，常浪層の中上部が分布する（第 9 図）．

いては，年代指標種が全く産出せず，化石帯の認定は難

常浪層中部は塊状の泥質極細―細粒砂岩と砂質泥岩か

しい．

らなり，5 層のテフラ層を挟む（第 10 図，付図第 6 図））．
一方，常浪層上部は藤田（1949）の「大舟山砂岩」に

5. 考

対応し，斜交層理の発達した細―粗粒砂岩と泥質細粒砂
岩からなる．また，最上部にはシルト粒度のガラス質テ

5.1

フラのクラスト（最大 3 m 大）を含む礫岩が発達する．

察

各セクションの対比と珪藻化石層序

今回分析した 4 セクションと，品沢川セクション（柳

この礫岩は無層理の礫支持の礫岩で，花崗岩・頁岩・砂

沢ほか，2003a，平中ほか，2007）及び音無川セクショ

岩の円礫からなり，上方に向かい中礫大から細礫大に粒

ン（柳沢ほか，2010）との対比を行った（第 11 図）
．

度を減ずる．この礫岩を藤田（1949）は「円礫層」と

ま ず， 品 沢 川 セ ク シ ョ ン（ ❺ ） は NPD5B 帯 か ら

記載し，「大舟山砂岩」を不整合に覆うとしたが，本研

NPD7A 帯 最 下 部 に（ 柳 沢 ほ か，2003a； 平 中 ほ か，

究ではその層序関係を直接確認することはできなかった

2007）
，また，音無川セクション（❻）は NPD5B 帯か

ので，暫定的に常浪層の最上部に含めておく．

ら NPD6A 帯までに相当し（柳沢ほか，2010）
，相互に

このセクションでは，UbOK と Ubr01 〜 Ubr37 の計 6

生層準とテフラ層も対比できる．

層のテフラ層が確認された．このうち，Ubr03 は黒川・

今回検討した野中セクション（❶）は NPD6B 帯の生

大海（2000）が記載した姥堂川灰白色テフラ層（Ubgg）

層準 D66 と D68 の間に位置することから，品沢川セク

と同一のテフラ層である．しかし，黒川・大海（2000）

ションの上部に対比できる．野中セクションの中下部で

が道路沿いの露頭から報告した姥堂川ピンクガラス質テ

は，

フラ層（Ubpg）は，露頭条件が悪化して見出すことは

ているのが特徴であるが（第 3 図），品沢川セクション

できず，また姥堂川沿いの相当する層準でもこのテフラ

ではこの

層は確認できなかった．

の間で認められる（第 12 図）．したがって，野中セクショ

柱状図作成と試料採取は向斜東翼で行い，40 個の試

が最大で 33%もの高率で多産し
の多産はテフラ層 Sn360 と Sn440

ンの中下部に認めらる

の多産区間は，品沢

料を分析した（付表第 4 表）
．姥堂川セクションでは，

川セクションの Sn360 と Sn440 の区間に対応するもの

年代指標種である外洋性種の産出に乏しく，化石帯の認

と考えられる．
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第8図

深沢川セクション 2 における主な指標珪藻種の層序学的分布．

Fig. 8

Stratigraphic distribution of selected marker diatom taxa and in the Fukazawagawa 2 stratigraphic section.

平掘川セクション（❷）はすべて NPD7A 帯下部の生

比できる生層準やテフラ層がないため，相互の関係は

層準 D73 より下位に位置し，このセクション最下部の

不確定である．深沢川セクション下部の野村層上部は

テフラ層 Hi630 が，品沢川セクション最上部のテフラ層

NPD7A 帯に，セクション上部の常浪層下部は NPD7Ba

Snsp (Sn630) に対比される．この対比は珪藻化石層序と

亜帯に相当する．したがって，野村層と常浪層の境界は，

矛盾しない．

NPD7A 帯と NPD7Ba 亜帯の境界にほぼ一致する．

深沢川セクション（❸ -1，❸ -2）は平掘川セクショ

姥堂川セクション（❹）は地質構造から深沢川セクショ

ンの上位に位置すると推定されるが，両セクションを対

ンの上位にある．その下部は NPD7Ba 帯に属すること
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第9図

姥堂川セクションのルートマップ．

Fig. 9

Route map of the Ubadogawa stratigraphic section, Tsugawa area.

は確かであるが，上部については岩相が粗粒で年代指標

5.2

種を欠き，珪藻化石層序上の層準は不明である．
以上まとめると，野村層は NPD5B 帯から NPD7A 帯
上限まで，常浪層中下部は NPD7Ba 帯に対比される．

2003a, 2010；平中ほか，2007, 2009）を基に野村層と
常浪層の年代層序を総括する（第 13 図）
．

しかし，常浪層上部については珪藻化石帯の認定はでき
ない．

野村層と常浪層の年代層序

次に，これまでの珪藻化石層序の研究（柳沢ほか，

野村層の基底部には厚さ 2 〜 5.5 m で強いバイオター
ベーションを受けた凝灰質泥質細粒砂岩層が発達する．
この部分では珪藻化石の産出が悪く，野村層下限の珪
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姥堂川セクションにおける主な指標珪藻種の層序学的分布．

Fig. 10

Stratigraphic distribution of selected marker diatom taxa in the Ubadogawa stratigraphic section.

藻年代を正確に求めることは難しいが，堆積速度曲線

ら，野村層下限の年代は現在のところ約 13 Ma として

を外挿すると，野村層下限の年代は品沢川セクション

おくのが妥当である．一方，野村層上限は NPD7A 帯と

では約 13 Ma（平中ほか，2007），音無川セクションで

NPD7Ba 亜帯の境界にほぼ一致しており，その年代は

は約 12.7 Ma（柳沢ほか，2010）と算定される．以上か

6.4 Ma と推定される．したがって野村層の年代範囲は約
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第 11 図

各層序セクションの対比．

Fig. 11

Correlation of stratigrphic sections in the Tsugawa area.
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品沢川セクションにおける
と
平中ほか（2007）及び柳沢ほか（2010）に基づく．

Fig. 12

Abundant occurrences of Stellarima microtrias and Goniothecium rogersii in the Shinazawagawa section. Data form
Yanagisawa et al. (2003b), Hiranaka et al. (2007) and Yanagisawa et al. (2010).
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第 13 図

津川地域中新統の年代．地磁気極性年代尺度：Cande and Kent (1995), Berggren
. (1995), 新潟標準層序：
新潟県（2000）
，PF：浮遊性有孔虫化石帯区分（米谷，1978；三輪ほか，2004），P：浮遊性有孔虫化石帯区分（Blow,
1969），N：石灰質ナノ化石帯区分（Okada and Bukry, 1980），R：放散虫化石帯区分（Motoyma
., 2004），D：
珪藻化石帯区分（Akiba, 1986; Yanagisawa and Akiba, 1998），珪藻生層準：Yanagisawa and Akiba (1998)．

Fig. 13

Estimated age of the Miocene sequence in the Tsugawa area. CK95: Cande and Kent (1995); BKSA95: Berggren et al.
(1995); Niigata Stages: Niigata Prefectural Government (2000); PF: planktonic foraminiferal zones (Maiya, 1978; Miwa
et al., 2004); P: planktonic foranimiferal zones (Blow, 1969); N: calcareous nannofossil zones (Okada and Bukry, 1980);
R: radiolarian zones (Motoyama et al., 2004); D: diatom zones (Akiba, 1986; Yanagisawa and Akiba, 1998); Diatom
biohorizons: Yanagisawa and Akiba (1998).
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上部と常浪層の珪藻化石層序を確立した．また，これま

常浪層については，その下限の年代が 6.4 Ma で，本

での研究の成果を合わせて，両層の珪藻化石年代層序を

層中下部が NPD7Ba 亜帯に属することは確かであるが，

総括した．これにより両層に挟まれるテフラ層の年代

上部からは年代指標種が産出しないため，本層の上限の

が明らかになった．野村層は珪藻化石帯区分の NPD5B

年代を確定することはできない．ただし，層厚と堆積速

帯〜 NPD7A 帯に相当し，その年代は約 13 Ma 〜 6.4 Ma

度を考慮すると，本層の上限の年代は中新世 / 鮮新世境

である．常浪層は中下部が NPD7Ba 亜帯に属し，上部

界に達しないか，仮にこれを越えることがあってもわず

は年代指標種が産出しないため確実ではないが上限の年

かであると思われる．

代は中新世 / 鮮新世境界に達しないか，仮にこれを越え
ることがあってもわずかであると推定される．また，新

5.3

新潟堆積盆地標準層序との対比

潟堆積盆地標準層序との対応では，野村層と常浪層はほ

新潟堆積盆地の新第三系標準層序（新潟県，2000）

ぼ寺泊階に対比される．

では，中部中新統〜鮮新統は，七谷，寺泊，椎谷及び西
謝辞：地質情報研究部門の納谷友規博士と編集委員の澤

山階に区分される（Fig. 13）
．
七谷階と寺泊階の境界は，米谷（1978）及び三輪ほ

井祐紀博士には査読を通じて有益なコメントをいただい

か（2004） の 浮 遊 性 有 孔 虫 化 石 区 分 の PF3 帯 と PF4

た．本研究を進めるにあたり，研究費の一部に科学研究

帯 の 境 界 に 相 当 し， 浮 遊 性 有 孔 虫

費補助金基盤研究（C）課題番号 19540498（研究代表者：

の初産出で規定される（米谷，1978）
．

柳沢幸夫）と平成 18 年度深田研究助成金（研究代表者：

これは米谷・井上（1981）の Planktonic Foram. Sharp

平中宏典）を用いた．また，地質情報研究部門における

Surface に相当し，日本海側での暖流系浮遊性有孔虫種

地球変動史の研究及び陸域地質プロジェクト 20 万分の 1

の産出上限及び寒流系浮遊性有孔虫種の産出下限にあた

地質図「新潟」の調査研究のための研究費も一部用いた．

る．この生層準は林ほか（1999）によれば珪藻生層準

ここに記して謝意を表する．

D52 (12.3 Ma) と D53 (12.2 Ma) の間の比較的上部に存在
するので，その年代は約 12.2 Ma と算定できる．津川地

文

域では，この層準の珪藻化石群集は産出していないもの
の，堆積速度曲線（平中ほか，2007；柳沢ほか，2010）

献

Akiba, F. (1986) Middle Miocene to Quaternary diatom

からみて，七谷階と寺泊階の境界は野村層最下部の凝灰

biostratigraphy in the Nankai Trough and Japan

質砂岩層（音無川で 2 m，品沢川で 5.5 m）の中に存在す

Trench, and modified Lower Miocene through

ると推定できる（第 13 図）．

Quaternary diatom zones for middle-to-high

一 方， 寺 泊 階 と 椎 谷 階 の 境 界 は， 底 生 有 孔 虫 の

latitudes of the North Paciﬁc.

の産出上限または

D. E., Coulbourn, W. T.,

の 産 出 下 限 で 規 定 さ れ， 花 形 ほ か（2001a,

Kagami, H., Karig,

.,

, U. S. Govt. Printing Office,

2001b）によればほぼ中新世 / 鮮新世境界（5.3 Ma）に

Washington D. C., 87, 393-480.

一致する．上述のように，常浪層上限の年代は中新世 /

Berggren, W. A., Kent, D. V., Swisher, C. C, III

鮮新世境界に達しないか，仮にこれを越えることがあっ

and Aubry, M.-P. (1995) A revised Cenozoic

てもわずかであると思われる．したがって，常浪層の上

geochronology and chronostratigraphy.

限は椎谷階にかからない可能性が高い．従来，常浪層は

., no. 54, 129-212.

椎谷階に相当するとされてきたが（小林・立石，1992；

Blow, W. H. (1969) Late Middle Eocene to Recent

新潟県，2000），本研究により常浪層は寺泊階の最上部

planktonic foraminiferal biostratigraphy.

にほぼ対比されることが明らかになった．

Brönnimann, P. and Renz, H. H. eds.,

以上述べたように，本研究によって津川地域に分布す
る野村層と常浪層は寺泊階にほぼ含まれることが明確に
なった．なお，新潟県（2000）が指摘しているように，

, E. J. Brill, Leiden, 1, 199-421
Cande, S. C. and Kent, D. V. (1995) Revised calibration

下部寺泊階と上部寺泊階の境界の年代は未だ確定してい

of geomagnetic polarity time scale for the Late

ないので，寺泊階の中でのこれ以上の詳しい対比は現状

Cretaceous and Cenozoic.

では難しい．

., 100,

6093-6095.
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野中セクションの地質柱状図．

Appendix fig. 1

Columnar sections of the Nonaka stratigraphic section.
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付図第 2 図

平堀川セクションの地質柱状図．

Appendix fig. 2

Columnar sections of the Hiraborigawa stratigraphic section.
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平堀川セクション 3 での地質柱状図の対比．柱状図の作成位置は第 4 図に示す．

Appendix fig. 3

Correlation between columnar sections in the Hiraborigawa section 3. Location of each columnar section
is shown in Fig. 4.
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付図第 4 図

深沢川セクション 1 の地質柱状図．

Appendix fig. 4

Columnar sections of the Fukazawagawa 1 stratigraphic section.
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深沢川セクション 2 の地質柱状図．

Appendix fig. 5

Columnar sections of the Fukazawagawa 2 stratigraphic section.
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付図第 6 図

姥堂川セクションの地質柱状図．

Appendix fig. 6

Columnar sections of the Ubadogawar stratigraphic section.
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野中セクションの珪藻化石産出表．

Appendix table 1 Occurrence chart of diatoms in the Nonaka section. Plus indicates species
encountered after the routine count, or species found as fragments. Preservation, G:
good, M: moderate, P: poor. Abundance, A: abundant, C: common, R: rare.
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付表第 2 表

平堀川セクションの珪藻化石産出表．

Appendix table 2 Occurrence chart of diatoms in the Hiraborigawa section. Plus indicates species encountered after the
routine count, or species found as fragments. Preservation, G: good, M: moderate, P: poor. Abundance, A:
abundant, C: common, R: rare.
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深沢川セクションの珪藻化石産出表．

Appendix table 3 Occurrence chart of diatoms in the Fukazawagawa section. Plus indicates species encountered after the routine count, or
species found as fragments. Preservation, G: good, M: moderate, P: poor. Abundance, A: abundant, C: common, R: rare.
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付表第 4 表

姥堂川セクションの珪藻化石産出表．

Appendix table 4

Occurrence chart of diatoms in the Ubadogawa section. Plus indicates species encountered after the routine
count, or species found as fragments. Preservation, G: good, M: moderate, P: poor. Abundance, A: abundant, C:
common, R: rare.
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図版 1

野村層及び常浪層から産出した珪藻化石．

Plate 1

Fossil diatoms of the Nomura and Tokonami Formations.
Scale bars equal 10 μm (Scale A for figs. 1-3 and scale B for figs. 4-19).
1: Neodenticula kamtschatica (Zabelina) Akiba et Yanagisawa [Fkd17]
2, 3: Nitzschia rolandii Schrader emended Koizumi [Fkd17]
4, 5: Nitzschia pliocena (Brun) Merz [Hid11]
6: Thalassiosisra jacksonii Koizumi et Barron [Fkd17]
7: Thalassiosira temperei (Brun) Akiba et Yanagisawa [Hid26]
8: Thalassiosisra opposita Koizumi [Fkd18]
9: Thalassiosira antiqua (Grunow) Cleve-Euler [Fkd27]
10: Thalassiosira singularis Sheshukova [Hid11]
11: Mesodyction ? sp. [Fkd17]
12: Proboscia barboi (Brun) Jordan et Priddle [Hid25]
13: Cavitatus linearis (Sheshukova) Akiba et Yanagisawa [Hid23]
14: Cyclotella sp. [Fkd26]
15: Cyclotella sp. [Fkd17]
16: Actinocyclus sp. A [Hid26]
17: Thalassiosira marujamica Sheshukova [Fkd03]
18: Thalassiosira opposita Koizumi [Fkd18]
19: Thalassionema sp. (lanceolate form) [Fkd01]
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