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北海道北部，天塩中川地域の知良志内川上流域における白亜系層序
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Abstract
A stratigraphy of the Cretaceous system distributed in the upper reach of the
Chirashinai River in the Teshionakagawa area,northern Hokkaido,Japan,is revised.
In the study area,the Cretaceous system is divided into the Sorachi Group and Yezo
Supergroup.The former consists mainly of basaltic volcanic and volcaniclastic rocks,
cherts, and siliceous mudstones containing felsic tuﬀs. The Yezo Supergroup is composed mainly of terrigenous rocks containing tuﬀs and is stratigraphically subdivided
into the Kamiji, M oehoro and Shirataki formations in stratigraphically ascending
order.
The relationship between the Sorachi and Lower Yezo groups is conformity on the
basis of a gradual shift from siliceous mudstones and felsic tuﬀs in the uppermost
Sorachi Group to terrigenous mudstones and felsic tuﬀs in the lowermost Lower Yezo
Group. Meanwhile, the Moehoro Formation occupies the lower portion of the Middle
Yezo Group, and conformably overlies on the Kamiji Formation of the Lower Yezo
Group.
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This result shows the stratigraphic similarity among the Nakagawa, Tomamae,
M ikasa and Oyubari areas.However,a clear diﬀerence in the lithostratigraphyamong
these areas indicates that a diﬀerentiation or disorganization of the basin has taken
place in the early stage of Cretaceous forearc basin formation.
Key words: Yezo Supergroup, Sorachi Group, Lower Yezo Group, Middle Yezo Group,
Cretaceous, forearc basin

Ⅰ．はじめに
北海道中軸部に分布する白亜系堆積物は蝦夷超層群（あるいは蝦夷累層群）と呼ばれ，
アンモナイト類を中心とした示準化石が豊富に産することから，古くから古生物学的・層
序学的研究の対象として議論されてきた（例えば Matsumoto，1942）。その結果，蝦夷
超層群は下より下部蝦夷層群，中部蝦夷層群，上部蝦夷層群，函淵層群に分けられた（例
えば松本，1951）。
蝦夷超層群の分布する空知―エゾ帯（君波ほか，1986）は，空知層群，蝦夷超層群，神
居古潭変成岩類，イドンナップ帯から構成される（君波ほか，1986；Ueda et al.,2000）
。
空知層群は主に玄武岩質枕状溶岩，ハイアロクラスタイトと珪質頁岩，珪長質凝灰岩から
なり，ジュラ紀のユーラシア大陸東縁において，トラップされた海洋地殻と考えられてき
た（紀藤ほか，1986など多数）
。しかし，近年の検討では島弧火成活動による可能性も示
されている（高嶋ほか，2001）
。一方，蝦夷超層群は陸源性の砕屑岩を主体とした前弧海
盆堆積物であると考えられている（紀藤ほか，1986）
。しかし，蝦夷超層群下位の空知層
群上部に珪長質凝灰岩が頻繁に含まれることや，空知層群中の砕屑物に安山岩や花崗岩由
来の物質が含まれることから，すでに空知層群上部形成期には前弧海盆としての環境が形
成されていたことが示唆されている（Kiminami et al., 1985；君波ほか，1986）
。このこ
とから，空知層群と下部蝦夷層群の境界の形成は，前弧海盆形成直後における堆積盆のほ
ぼ全域において，後背地あるいは堆積盆内部の環境が大きく転換したことを示すと考えら
れる（君波ほか，1986）
。
しかし，下部蝦夷層群と中部蝦夷層群の境界においても層序学的課題が残されている。
従来，この境界は不整合関係にあるものとされ（橋本，1936；橋本，1954；橋本ほか，
1967a, b；猪間，1969）
， 中蝦夷地変（橋本，1954） と呼ばれる大きな構造運動の記録
として理解されてきた。新井田・紀藤（1986）はこの変動を神居古潭帯の上昇によるもの
と考えたが，近年の苫前・芦別・大夕張地域など北海道中央部においてなされた生層序学
的検討や岩相層序学的検討から，不整合関係は否定された（本山ほか，1991；高嶋・西，
1999；高嶋ほか，2001など）
。一方，北海道南部の三石地域では新たに中部蝦夷層群基底
の不整合（小山内・松下，1960；川村ほか，1999；Ueda et al., 2002）が追認され，その
原因として高圧変成岩の上昇による陸化が想定される（川村ほか，1999；Ueda et al.,
2002）。それでも，空知―エゾ帯内の全ての地域において，中部蝦夷層群基底の不整合が
認められるわけではないため，その境界における構造運動の広がりやタイミングについて
議論が待たれている。 しかし，下部蝦夷層群では示準化石に乏しいこともあり，地域に
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よっては十分な年代層序学的議論がなされておらず，その形成環境の解明を困難なものと
している。
北海道北部の天塩中川地域の白亜系（Fig. 1）では，豊富に産するアンモナイト類によ
って詳細な層序が編まれ（Matsumoto, 1942, 1943；橋本ほか，1967a, b）
，浮遊性有孔
虫・石灰質ナノ化石による検討（岡村，1977），放散虫化石による検討（川口，1997；三
次・平野，1998）もなされた。地域地質の研究としては，井島・品田（1952）
，小山内・
松下（1960），長尾（1962）があげられる。その結果，この地域を構成する地層は，空知
層群，下部蝦夷層群，中部蝦夷層群，上部蝦夷層群，函淵層群からなることが示された。
近年，高橋ほか（2003）は中部〜上部蝦夷層群の岩相層序・大型化石層序を明らかにして
いる。上部蝦夷層群を覆う地層については，かつて高橋（1959）が上部蝦夷―函淵層群境
界に不整合関係を見出し，安川層群を提唱したが，高橋ほか（2003）によって，両層群の
整合関係が確認され，函淵層群函淵層と改められた。
しかし，本調査地域では空知層群と下部蝦夷層群の関係について問題が残されている。
例えば，下部蝦夷層群−空知層群境界についてなされた近年の検討（川口，1997）では，
ペチクンナイ川や佐久川において空知層群に整合的に重なる下部蝦夷層群最下部に相当す

Fig. 1 Index map of the study area.
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る地層（神路層）が認識されたものの，これまで下部蝦夷層群の 基底層 と認識されて
きた小野寺層（橋本ほか，1967b）の帰属や分布については言及されていない。
本研究では，空知層群から下部蝦夷層群，中部蝦夷層群が連続して分布する手塩中川地
域知良志内川流域を対象に，下部蝦夷層群から中部蝦夷層群下部について着目し，その層
序と岩相について記載を行い，層序の再検討を行った。層序の見直しにあたっては日本地
質学会の「地層命名の指針」に則って層序単元を設定した。しかし，検討地域内では模式
地の名称として使用できる地名や自然地形に乏しいため，より地域的な小河川の名称を使
用せざるを得なかった。また，従来より使用されてきた層序単元を再定義する場合であっ
ても，本来の模式地が不明であることが多いため，検討地域内に副模式地を設定した。
ところで，Takashima et al.（2004）は，苫前・芦別・大夕張地域など北海道中央部に
おいて，下部・中部・上部蝦夷層群と函淵層群に４分されていた地層を 蝦夷層群 とし
て一括する提案を行った。しかし，川村ほか（1999）や Ueda et al.（2002）によって北
海道南部で新たに指摘された地殻運動は，蝦夷超層群内部での堆積史の大きな中断の存在
を示すものであり，本来，橋本（1954）によって示唆された広域的不整合現象である 中
蝦夷地変 に相当するものと考えることもできる。この観点に立てば，層序学的中断を挟
む可能性のある地質体である 蝦夷層群 に対しては，地域毎に個別の単元での記載を経
た後， 蝦夷層群 として一括する妥当性を議論するべきであろう。本研究は天塩中川地
域知良志内川流域の下部〜中部白亜系の地質記載と地層区分について議論するものなの
で，混乱を避けるために層群単位の層序再編を行ってはいない。従って，従来の区分であ
る下部蝦夷層群，中部蝦夷層群，上部蝦夷層群の名称を使用して記述するが，その妥当性
については問題が残ることをあらかじめ指摘しておく。

Ⅱ．天塩中川地域，知良志内川流域の蝦夷超層群の研究史
天塩中川地域の地質層序は，M atsumoto（1942，1943）による白亜系大型化石層序の
研究に始まり，井島・品田（1952）
，長尾（1962）
，橋本ほか（1967b）によってその概要
がまとめられた。
知良志内川流域の地質層序を初めて包括的にまとめた井島・品田（1952）は，先第三系
を下位より鬼刺層群，神路層群，佐久層群，安平志内層群，函淵層群に区分した。更に神
路層群を，下位より小野寺砂岩層，神路頁岩層，萌幌砂岩層，白滝頁岩層，佐古丹岳砂岩
層に，佐久層群を佐久川泥岩層，佐久砂岩層に，安平志内層群を西知良志内泥岩層，大曲
砂岩層，ウソブシナイ泥岩層に細分した。長尾（1962）は鬼刺川層群を空知層群に改め，
神路層群を下部蝦夷層群と中部蝦夷層群に区分した。同時に空知層群を下位より志文内川
層，パナクシ川層に，下部蝦夷層群を小野寺層，神路層に，中部蝦夷層群を萌幌層，白滝
層に区分した。橋本ほか（1967b）は長尾（1962）の地層区分をまとめ，空知層群を Sr1
層, Sr2層, Sr3層に，下部蝦夷層群を小野寺層，神路層に，中部蝦夷層群を萌幌層，白滝
層，佐久古丹岳層，佐久川層に区分した。その上位の佐久層は研究者によって帰属が異な
り，橋 本 ほ か（1967b）や 岡 村（1977）は 上 部 蝦 夷 層 群 に，Matsumoto（1942）
，松 本
（1951）
，小山内・松下（1960）
，長尾（1962）
，高橋ほか（2003）は中部蝦夷層群に帰属
させている。佐久層に累重する西知良志内層は上部蝦夷層群に含まれる（橋本ほか，1967
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b など）。
下部蝦夷層群小野寺層は，礫岩から始まり，砂岩や砂岩泥岩互層からなる地層であり，
空知層群を不整合関係をもって覆うとされた（長尾，1962）
。小野寺層に整合的に重なる
神路層は砂岩泥岩互層と泥岩層を主体とし，橋本ほか（1967b）によって Kj1‑Kj8の８部
層に区分され，不整合関係を持って中部蝦夷層群萌幌層によって覆われるとされた（長
尾，1962；橋本ほか，1967a, b）。
中部蝦夷層群の地層群では，橋本ほか（1967b）により萌幌層が下部蝦夷層群を不整合
に覆うものとされた。その上位の白滝層は St1,St2,St3,St4の４部層に細分され，その上
位には佐古丹岳層，佐久川層がともに整合関係で累重するとされた。
近年，新に空知層群から下部蝦夷層群にかけての岩相層序・放散虫化石年代について検
討した川口（1997）は，空知層群を新しく下位から鬼刺川層，筬島層，物満内川層，ペチ
クンナイ層の４累層に細分して，佐久川上流（本調査地域外）での観察をもとにペチクン
ナイ層を蝦夷超層群最下部の神路層が整合関係で覆うとした（Fig. 2）
。三次・平野
（1998）や清水ほか（2001）も小野寺層を神路層に含めた。

Ⅲ．層序と地質構造
本地域の層序は下位より空知層群と蝦夷超層群に区分される（Fig. 2）。空知層群は，

Fig.2 Correlation diagram of the columnar sections of the Sorachi and Lower‑Middle Yezo
Groups in the Teshionakagawa area, between previous studies and this study.
Undulating lines show an unconformity. M s.: M udstone, Ss.: Sandstone, Cgl.:
Conglomerate, M em.:Member, Fm.:Formation, Gr.:Group, P.M .:Penkeochinnai
M udstone Member, J.S.M .:Juhachinosawa Sandstone Member.
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塊状玄武岩と玄武岩質枕状溶岩を主体とする鬼刺川層，珪質泥岩，塊状火山角礫岩，砂岩
からなる筬島層，玄武岩質凝灰角礫岩，珪質泥岩からなる物満内川層，珪質泥岩，珪長質
凝灰岩からなるペチクンナイ層からなる。下部・中部蝦夷層群は，下位から順に神路層，
萌幌層，白滝層，佐古丹岳層，佐久川層，佐久層に区分される。このうち，神路層は下部
蝦夷層群に，萌幌層より佐久川層までは中部蝦夷層群に属する。佐久層の帰属に付いては
意見が分かれている。神路層は砂岩や礫岩を挟む泥質岩から主に構成され，下部の砂岩卓
越部は小野寺砂岩礫岩部層に，中部の砂岩卓越部は十 の沢砂岩部層に属する。そして，
泥質岩が卓越する岡穂内川泥岩部層がこれらの砂岩が卓越する部層を挟む。一方，神路層
上部は砂岩が卓越する十五の沢砂岩部層，泥岩の卓越する十二の沢泥岩部層からなる。萌
幌層は塊状砂岩と礫岩から構成され，白滝層は泥岩を主体とするペンケオチンナイ泥岩部
層と泥岩，珪長質凝灰岩，凝灰質砂岩からなる富和泥岩凝灰岩部層からなる。白滝層より
上位の中部蝦夷層群は佐古丹岳層，佐久川層，佐久層からなるが，この研究ではこれらの
詳細を議論するほどの調査を行っていない。
本地域は，南北の伸びを有する大規模な背斜構造の西翼に位置し，それぞれの地層は西
側に60°
から85°
程度傾斜する同斜構造をなす。その結果，東から西へ向かって順次新期の
地層が分布する。地層の走向は地域によってややばらつきがあるものの，おおむね南北で
ある。野外では破砕部を伴う小規模な断層を多数見出すことができるが，地層分布を大き
く改変するほどの変位を持つものは限られている。

Ⅳ．層序各論
知良志内川流域での本調査で明らかになった空知層群から中部蝦夷層群下部にかけての
層序について述べる。調査地域は天塩中川地域の知良志内川流域から天塩川および岡穂内
川にかけての地域である。現地踏査にあたっては踏査ルートに沿って1/5000ルートマップ
を作成し，これに加えて適宜1/100，1/1000の柱状図を作成した。地質図を Fig. 3 に，模
式的な柱状図を Fig. 4 に，踏査ルート毎の柱状図を Fig. 5 に，柱状図作成位置を Fig. 6
に示す。
１．空知層群 Sorachi Group
主に枕状玄武岩，玄武岩質凝灰角礫岩，珪質泥岩，火山砕屑性砂岩，デイサイト〜安山
岩質凝灰岩からなる。下位から鬼刺川層，筬島層，物満内川層，ペチクンナイ層に区分さ
れる。それぞれの地層は整合関係を持って累重する。
⑴ 鬼刺川層 Onisashigawa Formation（川口，1997）
［模式地］鬼刺辺川の右股・左股合流点から，右股の上流約１ km の地点から約３ km
の地点まで（川口，1997）
。
［分布］鬼刺辺川中流（Figs. 5 and 6のルート10）に分布する。
［層厚］鬼刺辺川で800ⅿ以上，下限は不明。
［対比］川口（1997）の鬼刺川層と同様である。断層によって下限は不明である。
［岩相］塊状玄武岩，玄武岩質枕状溶岩からなる。塊状玄武岩は黒〜暗緑色を呈し，白色
の方解石脈が網目状に発達するため，一見すれば 鳥糞状 を呈する。鏡下では針状の斜
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Fig. 3 Geological map and cross section in the study area. M s.:mudstone, Ss.:sandstone,
Cgl.:Conglomerate, M em.:Member, Fm.:Formation.

長石と，普通輝石が認められ，インターサータル組織やインターグラニュラー組織を示
す。枕状溶岩のピローチューブは直径50cm―１ⅿで，互いによく密着している。
⑵ 筬島層 Osashima Formation（川口，1997）
［模式地］音威子府村物満内川支流のオカ沢下流域とされる（川口，1997）
。
［分布］鬼刺辺川中流（Figs. 5 and 6のルート10），岡穂内川下流（ルート16）
，から知良
志内川上流域（ルート２，５，７）にかけて分布する。
［層厚］鬼刺辺川で300ⅿ，岡穂内川で250ⅿ。
［対比］川口（1997）の筬島層と同様である。
［下位層との層序関係］本調査地域では知良志内川上流で鬼刺川層の塊状玄武岩を覆う火
山性砂岩を下限として設定した。
［岩相］緑色珪質泥岩，砂岩および角礫岩から構成される。緑色珪質泥岩は淡緑色から暗
緑色を呈し，シルト岩を挟む。砂岩は細〜粗粒で，一般に塊状だが平行葉理が発達するも
のも認められる。鏡下では玄武岩片・安山岩片・斜長石・普通輝石・普通角閃石・ガラス
質火山岩片などの粒子からなる。角礫岩は，中〜大礫サイズの角礫を含む，塊状不淘汰か
つ不均質な基質支持礫岩である。基質は火山砕屑性の極粗粒砂岩からなる。礫種は珪質泥
岩・珪長質凝灰岩・火山性砂岩・玄武岩である。
⑶ 物満内川層 M onomanaigawa Formation（川口，1997）
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Fig.4 Generalized and simpliﬁed geological column in the study area.M s.:mudstone,
Ss.: sandstone, Cgl.: Conglomerate, M em.: Member, Fm.: Formation. The
horizons of fossil occurrences are compiled from several literatures cited in
the ﬁgure.
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Fig. 5 Correlation diagram of the columnar sections in the study area.
For locations of the route, see Fig. 6. M s.: mudstone, Ss.: sandstone, Cgl.:
Conglomerate
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Fig. 6 The map showing the localities of the route for columnar sections.

［模式地］音威子府村物満内川流域とされる（川口，1997）
。
［分布］鬼刺辺川中流（Figs. 5 and 6 のルート10）
，岡穂内川下流（ルート16）から知良
志内川上流域（ルート２，３，５，７）にかけて分布する。
［層厚］知良志内川上流で25―100ⅿ，岡穂内川，鬼刺辺川で100ⅿ。
［対比］川口（1997）の物満内川層と同様である。
［下位層との層序関係］本調査地域では，知良志内川上流や十九の沢支流で筬島層の珪長
質凝灰岩，泥岩，砂岩類の上位に発達する玄武岩類を下限とする。
［岩相］塊状玄武岩が卓越し，玄武岩質枕状溶岩・玄武岩質凝灰角礫岩を伴う。珪長質凝
灰岩，緑色シルト岩，珪質泥岩をわずかに伴う。枕状溶岩は緑色シルト岩中に径数10cm
から１ⅿ程度のブロックとして含まれる（小規模なので Fig. 5 では表現できない）
。枕状
溶岩ブロックを含む地層の分布は狭長で，側方連続性に乏しく，知良志内川の支流では確
認できない。知良志内川の支流（Figs.5 and 6 のルート３）では，本層の中部において層
厚１―２ cm の白色を呈する珪長質凝灰岩と層厚１―15cm の珪質泥岩が互層する。
玄武岩は黒〜暗緑色を呈し，方解石脈が発達する。その岩質は鬼刺川層のものと同質で
ある。玄武岩質凝灰角礫岩は長径２―30cm 程度の角礫を玄武岩質凝灰岩中に乱雑に含
む。珪長質凝灰岩は一般に白色，無構造で１―２ cm 程度の層厚を持ち，鏡下では軽石粒
を含む。緑色シルト岩は，鏡下では，シルトサイズの斜長石，石英，ガラス質火山岩片を
主体とし，普通輝石，黒雲母などの鉱物片，放散虫遺骸を含む。珪質泥岩は暗緑色，１―
15cm 単位のリズミカルな層理を持つ。鏡下では変質した火山ガラス破片や放散虫遺骸を
含む。
⑷ ペチクンナイ層 Pechikunnai Formation（川口，1997）
［模式地］中川町ペチクンナイ川左岸支流とされる（川口，1997）。
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［分布］鬼刺辺川中流（Figs.5 and 6 のルート10），岡穂内川下流（ルート16）
，から知良
志内川上流域（ルート２，３，５，７）にかけて分布する。
［層厚］知良志内川支流で25m，知良志内川本流で100ⅿ。
［対比］川口（1997）のペチクンナイ層と同様である。
［下位層との層序関係］本調査地域では，知良志内川上流や十九の沢支流での物満内川層
の玄武岩の上位に発達する珪質泥岩・珪長質凝灰岩層を下限として設定した。
［岩相］主に珪質泥岩と珪長質凝灰岩からなる。珪質泥岩は暗緑色を呈し，シルトサイズ
の粒子を主とし，小型かつ不鮮明な生物擾乱構造が認められる。珪長質凝灰岩は淡灰色を
呈し，シルト〜細粒砂岩からなり，１―５ cm の層厚を持つ。平行葉理が発達するもの
と，塊状で中粒砂サイズの軽石粒子を散点するものが認められる。また層厚30―50cm で
塊状の中〜粗粒珪長質凝灰岩も認められる。この凝灰岩の鏡下観察によれば，自形の斜長
石が卓越し，普通輝石，普通角閃石が頻繁に認められ，石英もまれに含まれる。
２．下部蝦夷層群 Lower Yezo Group
この地域の下部蝦夷層群は泥質岩が卓越する特徴から神路層（再定義）としてまとめら
れる。従来，蝦夷超層群の最下部を占め，礫岩を伴う砂質岩卓越層として認識されてきた
小野寺層（井島・品田，1952の「小野寺砂岩層」
；長尾，1962や橋本ほか，1967b の「小
野寺層」）は，側方変化に富む岩体であることが判明したため，橋本ほか（1967b）の神
路層の Kj1部層と合わせて小野寺砂岩礫岩部層として再定義する（Fig.2）
。同時に，橋本
ほか（1967b）の Kj2〜Kj8部層についても新たにとりまとめを行った。
⑴ 神路層 Kamiji Formation（再定義）
（園木，1938によって命名され，井島・品田，
1952，長尾，1962，橋本ほか，1967b によって使用されている）
［模式地］知良志内川支流の十九の沢上流から知良志内川本流の十六の沢合流点までとす
る。
［分布］鬼刺辺川最上流，岡穂内川中流から上流（Figs. 5 and 6 のルート11，12，13，
14，15，16）
，知良志内川上流〜中流（ルート２，３，４，５，６，７，８）にかけて分
布する。
［層厚］知良志内川で1600ⅿ
［対比］井島・品田（1952）の神路頁岩層と小野寺砂岩層，長尾（1962）の神路層と小野
寺層，橋本ほか（1967b）の神路層と小野寺層を合わせたもので，川口（1997）の神路層
に対比される。
［下位層との層序関係］空知層群ペチクンナイ層とは整合関係にある。知良志内川二十の
沢（Figs.5 and 6 のルート２の最下部）において，空知層群の珪質泥岩から下部蝦夷層群
の泥岩へ漸移関係が観察される。両者の関係は，ペチクンナイ層最上部の珪長質凝灰岩・
珪質泥岩互層から，岡穂内川泥岩部層最下部の灰色泥岩へ，珪長質凝灰岩や石英長石質砂
岩が挿入されつつ変化する漸移関係である。神路層の下限は下位のペチクンナイ層の暗緑
色珪質泥岩から漸移する珪長質凝灰岩・暗灰色泥岩互層とする。
［岩相］下部は泥岩を主体とする岡穂内川泥岩部層（新称）
，砂岩・礫岩が卓越する小野
寺砂岩礫岩部層（新称），不淘汰泥質砂岩と砂岩泥岩互層，蛇紋岩礫岩を含む知良志内砂
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岩部層（新称）から構成される。小野寺砂岩礫岩部層，十 の沢砂岩部層はこの調査地域
では南方に尖滅する地質体として表現される。上部は不淘汰な細粒〜中粒の砂岩と砂岩泥
岩互層からなる十五の沢砂岩部層（新称）と，泥岩層が卓越する十二の沢泥岩部層（新
称）に区分される。それぞれの部層は整合関係で累重する。
知良志内川では，十五の沢砂岩部層の積算層厚が500ⅿを超えるが，剪断帯や破砕帯が
頻繁に認められるため，走向方向やそれに準平行な断層によって地層の重複が起こってい
る可能性がある。また，岡穂内川東側に分布する岡穂内川泥岩部層では小褶曲や小断層が
発達するものの，露出が悪いこともあり，地質構造の把握は十分ではない。
ａ．岡穂内川泥岩部層 Okahonaigawa M udstone Member（新称）
［模式地］岡穂内川本流標高160ⅿ付近から本流の標高150ⅿ付近までと，知良志内川上流
の二十の沢の標高280ⅿ付近から，知良志内川本流と十

の沢の合流点までをあげる

（Fig. 5 の下部に相当）
。
［分布］知良志内川上流（Figs. 5 and 6のルート２，３，４，５，６，７）
，岡穂内川中
流〜上流（ルート11，12，13，14，15，16）に分布する。小野寺砂岩礫岩部層と十 の沢
砂岩部層に属する砂岩･礫岩卓越部を挟むが，岡穂内川の支流（ルート12，14）では小野
寺砂岩礫岩部層以下の地層が厚く分布する。
［対比］井島・品田（1952）の小野寺砂岩層の一部と神路頁岩層から礫岩・砂岩卓越部を
除いた層準，あるいは，長尾（1962）の小野寺層の一部と神路層から礫岩・砂岩卓越部を
除いた層準に対比される。また，橋本ほか（1967b）の Kj1，Kj2，Kj4部層に相当する。
［下位層との層序関係］下限はペチクンナイ層の珪質泥岩を覆う暗灰色泥岩である。ペチ
クンナイ層とは整合関係にある。
［層厚］十

の沢砂岩部層を除いた層厚は，知良志内川で790ⅿ。

［岩相］泥岩を主体とし，層厚30cm 以下の極細〜細粒砂岩を挟む。最下部は，細粒な珪
長質凝灰岩を挟む暗灰色〜灰色のやや珪質な粘土岩であり，不鮮明な葉理が発達する部分
や塊状の部分がある。下部の泥岩は細粒で粘土岩に相当するものも多く，平行葉理が発達
する。まれに微細かつ不鮮明な生物擾乱構造が認められる。砂岩は層厚数 cm で，層厚５
―20cm の泥岩と互層し，泥岩優勢の互層を構成する。この砂岩はほとんど級化をなさな
い場合や，Bouma sequence の Ta, Tb を示すものがある。また，下部ではスランプ相が
卓越し，衝上断層や小断層が発達する泥岩優勢の砂岩泥岩互層や，細礫とともにアメーバ
状の不定形砂岩や砂岩のスランプボールを含む不淘汰な砂質泥岩が発達する。岡穂内川上
流では管状生痕の発達した泥質岩ブロックが含礫泥岩中に含まれる場合がある。
ｂ．小野寺砂岩礫岩部層 Onodera Sandstone & Conglomerate M ember（新称）
［模式地］岡穂内川本流，標高60m 付近から本流の標高110m 付近までとする。露頭欠如
により本部層の下限は不明確であるが，下部に礫岩層や含礫泥岩層が挟まれることがあ
る。
［分布］岡穂内川下流から中流（Figs.5 and 6 のルート12，14，15，16）に分布。直径１
ⅿを越す礫岩の転石が岡穂内川本流の標高160ⅿ付近まで確認でき，かつ知良志内川上流
の支流（十九の沢；ルート６）でも小さな転石が認められるものの，知良志内川本流では
その露頭を見つけることはできない。また，知良志内川流域では砂岩層もわずかにしか分

天塩中川地域知良志内川上流域の白亜系層序

55

布せず，本部層の分布を確認できなかった。
［層厚］岡穂内川で350―150ⅿ
［対比］井島・品田（1952）の小野寺砂岩層，長尾（1962）の小野寺層に相当する。ま
た，橋本ほか（1967b）の小野寺層，Kj1部層の粗粒岩卓越部に相当する。
［岩相］塊状砂岩，砂岩泥岩互層からなり，下部に礫岩が挟まれる。岡穂内川本流の標高
約60ⅿの地点では礫岩露頭が確認できるが，その他の地点では確認できず，礫岩類は露頭
オーダーでの側方連続性に乏しい。
礫岩は層厚１―３ⅿ程度，一般に塊状で中〜粗粒砂の基質を持つ不淘汰な基質支持礫岩
である。礫径は長軸５―10cm 程度の大礫が主体で，まれに径30cm 程度の巨礫を含む。
礫は良く円磨されており，球状，ラグビーボール状，円盤状の形態をなす。礫岩転石の観
察によれば，礫岩には級化構造やインブリケーションが認められ，礫種は珪長質火山岩，
安山岩，玄武岩，泥岩，砂岩，石灰質泥岩，石灰質砂岩で，まれにチャートが含まれる。
また，石灰質泥岩や石灰質砂岩の礫が著しく多く含まれる部分がある。
砂岩は層厚30cm―２ⅿ程度で，褐色を呈し，塊状で癒着成層する。まれに級化構造を
示し，Bouma sequence の Ta, Tab 部が観察される。また，頻繁に炭質物や材化石を含
み，これらは濃集して葉理を形成する場合や長径５―20cm の炭化木片がレンズ状に濃集
した部分も観察できる。泥岩と共にスランプ構造を示すことが多く，露頭オーダーで走向
傾斜が急変する場合がある。砂岩泥岩互層は，層厚約５―30cm の中粒〜粗粒砂岩と層厚
５―50cm の暗灰色泥岩からなる等量〜泥岩優勢の互層である。この砂岩には平行葉理や
Bouma sequence の Ta, Tab が観察される。
ｃ．十 の沢砂岩部層 Juhachinosawa Sandstone M ember（新称）
［模式地］知良志内川本流と十

の沢との合流点から約200ⅿ上流の知良志内川本流。露

頭欠如により本部層の下限は不明確であるが，知良志内川上流では細礫岩や含礫泥岩層か
らはじまる。
［層厚］知良志内川で70ⅿであるが北方に薄くなり，岡穂内川上流ではせん滅する。
［分布］知良志内川上流と十

の沢最上流部に分布する。ただし，岡穂内川の最上流部

（Figs.5 and 6 のルート11）で蛇紋岩礫を含む含礫中粒砂岩の転石を採集したため，知良
志内川から岡穂内川最上流部にかけて分布するものと判断した。
［対比］本部層は橋本ほか（1967b）の Kj3部層に相当する。
［岩相］主に細礫を含む中粒〜粗粒砂岩，泥質な中粒〜細粒砂岩，礫岩からなり，わずか
に含礫泥岩，泥岩を含む。
礫岩は主に細礫岩からなり，礫岩部には泥岩の偽礫，石灰岩礫，蛇紋岩礫，石灰質な生
物遺骸が含まれる。蛇紋岩，石灰岩礫とも細礫〜中礫サイズであり，角礫状である。生物
遺骸としてはウミユリ類やベレムナイト類，二枚貝類の破片が目立つ。砂岩は一般に塊状
の中粒〜粗粒砂岩であるが，層厚数10cm から３ⅿ程度に成層するものもある。単層の最
上部で級化を示すものや礫質な葉理を持つ砂岩が認められ，薄層のものでは Bouma
sequence の Ta, Tab, Tabc 部が観察される。これらの砂岩中には蛇紋岩片が頻繁に含ま
れる。また，露頭では泥質基質に富む不淘汰な砂岩や砂質粒子に富む含礫泥岩を泥岩中に
挟み，含礫泥岩と泥岩は漸移関係にある場合もある。
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ｄ．十五の沢砂岩部層 Jugonosawa Sandstone M ember（新称）
［模式地］知良志内川と十 の沢合流点から十七の沢合流点の中間を始点として，知良志
内川と十五の沢合流点までとする。
［層厚］岡穂内川支流で250ⅿ，知良志内川で550ⅿ
［分布］知良志内川上流（Figs.5 and 6 のルート２）
，同支流の十五の沢（ルート８）
，岡
穂内川の支流（ルート11，13，16）に分布。
［対比］本部層は橋本ほか（1967b）の Kj4部層の珪長質凝灰岩，Kj5，Kj6部層に相当す
る。
［下位層との層序関係］知良志内川では本部層を特徴付ける塊状砂岩層の下位の珪長質凝
灰岩層を下限とする。岡穂内川泥岩部層とは整合関係にある。
［岩相］最下部は安山岩質な青灰〜白色の凝灰質砂岩からなる。一般に泥岩と不淘汰で塊
状の砂岩からなり，砂岩泥岩互層を伴う。頻繁に珪長質凝灰岩や凝灰質砂岩を挟む。
砂岩は層厚10―50cm で，層厚10cm 以下のシルト岩・砂質シルト岩・泥質極細粒砂岩と
互層をなす場合があるが，泥質部分を含まず癒着成層することが多い。砂岩の基底部には
２―10cm の細〜中礫をラグとして伴うこともある。また泥岩偽礫やフルートキャストが
認められることもある。砂岩泥岩互層は砂岩優勢で，コンボリュート葉理やクライミング
リップル葉理が発達する。
凝灰質砂岩には斜層理を持つものや，級化成層して泥岩偽礫を含むものが観察される。
一部は黒雲母や普通角閃石などの有色鉱物が明瞭な葉理をなす。淡灰色を呈する，やや石
灰質な極細粒砂岩やシルト岩を伴い，その中には Phycosiphon isp.を含む著しい生物擾乱
構造が観察されることがある。珪長質凝灰岩は野外では淡灰色から灰色を呈し，層厚３―
10cm で一般に薄層である。
ｅ．十二の沢泥岩部層 Juninosawa Mudstone M ember（新称）
［模式地］知良志内川と十五の沢合流点から十二の沢の合流点付近とする（Fig. 3）
。
［層厚］知良志内川で190m
［分布］知良志内川上流から岡穂内川上流の支流（Figs.5 and 6 のルート11）で確認され
る。
［対比］本部層は橋本（1967b）の Kj7，Kj8部層に相当する。
［下位層との層序関係］知良志内川では十五の沢砂岩部層上部の頻繁に砂岩層を挟む泥岩
から移行する層理の乏しい泥岩を下限とする。
［岩相］黒〜暗灰色のシルト質な泥岩で，シルト〜極細粒砂の葉理を持つが，塊状かつ不
淘汰な砂質シルト岩からなる部分もある。生痕として Chondrites isp.や Phycosiphon isp.
が認められるが，その頻度は低い。層厚１―10cm 程度の白色〜灰白色の珪長質凝灰岩を
数層挟む。上部は泥質砂岩となり，頻繁に砂岩葉理を挟む。最上部では，葉理を持ち，淘
汰の悪い中粒砂岩を主体とし，泥岩を挟む。
３．中部蝦夷層群 M iddle Yezo Group
検討地域に分布する中部蝦夷層群は，下位より萌幌層と白滝層に分けられる。
⑴ 萌幌層 M oehoro Formation（再定義）
［模式地］橋本ほか（1967b）によれば「神路駅西方の川の屈曲部の山頂部から佐久川
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（ 咲 丹川）にかけて」とされるが，本研究では新たに知良志内川と十二の沢の合流点と
十一の沢合流点の中間，標高205ⅿ付近から下流の十の沢の手前，標高80ⅿ付近までを模
式地として再定義する。
［層厚］知良志内川で320ⅿ。
［分布］知良志内川中流（Figs. 5 and 6 のルート2）からペンケオチンナイ沢上流（ルー
ト18）にかけて分布。
［対比］井島・品田（1952）の萌幌砂岩層，長尾（1962）
，橋本ほか（1967b）の萌幌層
に相当する。
［下位層との層序関係］知良志内川では，萌幌層下部の礫岩の下に，泥岩をはさんで不淘
汰な中粒砂岩があり，これを下限とする。ここでは神路層十二の沢泥岩部層の不鮮明な葉
理を伴う泥質岩および葉理に富む不淘汰な細粒〜中粒砂岩露頭と，萌幌層の最下部の塊
状・不淘汰な中粒砂岩露頭が近接する。境界部の露頭そのものは見いだせないものの，大
きな断層破砕部は存在せず，神路層とは整合関係と判断される。
［岩相］泥岩が卓越し，塊状の中礫岩，灰色〜緑灰色を呈する中粒〜粗粒砂岩，不淘汰砂
岩と暗灰色シルト岩の互層を挟む。礫岩は下部に挟まれる。薄層の珪長質細粒凝灰岩や凝
灰質細粒砂岩を挟む。
礫岩は層厚20cm〜1.5ⅿ程度で，中粒〜粗粒砂岩を基質とし，円磨された石灰岩礫や泥
灰岩礫を含む。中粒〜粗粒砂岩は一般に塊状で，癒着成層して厚層をなす。砂岩は層厚30
cm―５ⅿで，下位の泥岩を削り込む場合があり，一般に泥岩偽礫に富む。知良志内川の
副模式地，十ノ沢と十一の沢の間にある滝の直上では，大きな削り込みを伴い，長径の平
均10cm，最大30cm に達する泥岩の偽礫を含む。偽礫は削り込みを伴わない砂岩の下部
にも濃集し，長径２ mm―２ cm のものが多い。不淘汰砂岩とシルト岩の互層では，砂岩
優 勢 か ら 泥 岩 優 勢 互 層 ま で が 認 め ら れ，砂 岩 部 は 層 厚 １〜５ cm 程 度 で，Bouma
sequence の Ta, Tb 部を示す。一部には，級化や葉理などの堆積構造を欠くものがある。
またスランプ構造も多く，褶曲した砂岩や泥岩破片が不淘汰な砂質シルト岩中に含まれる
場合や，未固結時に生じた衝上断層を示す砂岩泥岩互層が認められる場合がある。
⑵ 白滝層 Shirataki Formation（再定義）
［模式地］知良志内川と十の沢の合流点から80ⅿほど上流の萌幌層最上部の粗粒砂岩の上
位から四の沢と知良志内川との合流地点まで。
［層厚］知良志内川で1010ⅿ。
［分布］知良志内川中流（Figs. 5 and 6 の 2）から，同支流のオモシルチライオンナイ沢
（Figs.5 and 6 の 1）
，同支流の小滝沢（Figs.5 and 6 の 9 ）
，パンケオチンナイ川（Figs.
，天塩川河畔（Figs. 5 and 6 の 19 ）まで分布。
5 and 6 の 17）
［対比］井島・品田（1952）の白滝頁岩層，長尾（1962）
，橋本ほか（1967b）の白滝層
に相当する。
［下位層との層序関係］萌幌層上部の淘汰の悪い中粒砂岩の上位に発達する黒色泥岩層を
下限として設定した。
［岩相］主に泥岩と珪長質凝灰岩・凝灰質砂岩から構成される。橋本ほか（1967b）によ
って St1〜St4の４部層に区分されたが，凝灰岩・凝灰質砂岩の発達程度をもって２分す
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るのが妥当と考え，新たに灰〜黒色の泥岩が卓越するペンケオチンナイ泥岩部層（新称）
と，層厚，粒度とも多様な凝灰質砂岩と泥岩が互層をなす富和泥岩凝灰岩部層（新称）を
設定した。ペンケオチンナイ泥岩部層は橋本ほか（1967b）の St1部層に相当し，富和泥
岩凝灰岩部層は St2部層，St3部層，St4部層に相当する。橋本ほか（1967b）で 大骨石
と呼ばれた凝灰岩層，泥岩と凝灰岩，凝灰質砂岩の互層の卓越する部分は富和泥岩凝灰岩
部層に含まれる。
ａ．ぺンケオチンナイ川泥岩部層 Penkeochinnai M udstone Member（新称）
［模式地］知良志内川と十の沢の合流点から80ⅿほど上流の萌幌層の粗粒砂岩の上位か
ら，知良志内川と九の沢の合流点上流まで。
［層厚］知良志内川で250ⅿ，オモシルチライオツナイ沢で150ⅿ。
［分布］知良志内川中流（Figs. 5 and 6 の 2）から，同支流のオモシルチライオツナイ沢
（ルート１）
，同支流の小滝沢（ルート９）
，パンケオチンナイ川（ルート17）
，天塩川河
畔（ルート19）まで分布する。
［対比］橋本ほか（1967b）の St1部層に相当する。
［下位層との層序関係］萌幌層上部の淘汰の悪い中粒砂岩の上位に発達する黒色泥岩層を
下限とする。
［岩相］砂岩泥岩互層を挟む泥岩からなる。泥岩は黒色を呈し，不明瞭な平行葉理が発達
する。砂岩泥岩互層は泥岩優勢〜砂岩優勢の互層で，層厚５―10cm 程度の細粒〜中粒砂
岩と層厚５―20cm の泥岩の互層が卓越し，砂岩には Bouma sequence の Ta,Tab,Tb 部
が観察される。砂岩層基底部にはフルートキャストやグルーブキャストが観察され，古流
向は南西から北東に，あるいは南南東から北北西に向かうものが認められた。またスラン
プ相が頻繁に認められ，知良志内川河床では砂岩泥岩互層中に破砕帯を伴わない衝上断層
や小断層によって断層ブロック化した構造が観察される。また不淘汰な泥質岩中に不定形
の砂質部が散在するスランプボール構造も認められる。
ｂ．富和泥岩凝灰岩部層 Tomiwa Mudstone and TuﬀMember（新称）
［模式地］知良志内川本流と九の沢合流点から，下流の五の沢と四の沢の合流点の中間ま
で。
［層厚］知良志内川で760ⅿ。
［分布］知良志内川中流（Figs. 5 and 6 の 2）から，同支流のオモシルチライオツナイ沢
（ルート１）
，同支流の小滝沢（ルート９）まで分布。
［対比］橋本ほか（1967b）の St2部層，St3部層，St4部層に相当する。
［下位層との層序関係］本部層は珪長質凝灰岩・凝灰質砂岩の発達で特徴づけられるた
め，ペンケオチンナイ川泥岩部層上に乗る凝灰質砂岩を下限とした。
［岩相］白〜青灰色を呈す珪長質凝灰岩と，淡緑〜灰白色の凝灰質砂岩を挟む明灰〜黒色
の泥岩からなり，下部と上部に凝灰質砂岩や凝灰岩が発達する傾向がある。中部では泥質
岩が発達する。凝灰岩には細〜粗粒の軽石質凝灰岩と結晶質凝灰岩が認められる。軽石質
凝灰岩は黒雲母を大量に含み，風化に際して軟質化し，褐色を呈する。結晶質凝灰岩は層
厚１ cm―１ⅿ程度で，硬質化することが多い。凝灰質砂岩は極細〜粗粒で，細粒なもの
は層厚５―10cm に成層し，級化構造や平行葉理が発達し，Bouma sequence の Ta,Tab,
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Tb 部が観察される。しばしば層厚50cm―２ⅿと厚く発達することがあり，この場合，泥
岩偽礫や削り込み構造を伴うことが多い。また砂岩葉理を持つ黒色の泥岩と互層する。泥
岩は一般に黒色だが，凝灰質なものは乳白色から灰色を呈する。

Ⅴ．天塩中川地域の下部白亜系の年代
この研究で示した天塩中川地域の空知層群上部から下部蝦夷層群の層序と従来の化石年
代層序の関係について述べる。
川口（1997）は放散虫化石によって，筬島層を Berriasian〜Valanginian 中部，ペクチ
ンナイ層を Valanginian 上部から Barremian 下部に対比している。橋本ほか（1967b）
は，Takai et al.（1963）の Pseudohaploceras sp.が産出した Kj1部層（この報告の岡穂内
川泥岩部層）を Aptian としている。M atsumoto（1984）は下中川地域のパンケナイ川流
域に分布する橋本ほか（1967b）の Kj2部層から Parahoplites colossus Matsumoto を報告
し，Aptian 上部に対比した。Kj3部層（この報告の十 の沢砂岩部層）からは Douvilleiceras sp. が（Iba and Sano, 2007），Kj5部層（この報告の十五の沢砂岩部層）からは
，これらはともに Albian 下部に対比され
Arcthoplites sp. が報告されており（Iba, 2009）
る。早川（1999）は橋本ほか（1967b）の Kj7部層（この報告での十二の沢泥岩部層に相
当）から，Albian の示準化石である Ammonoceratites ezoense（Yabe）を報告してい
る。一方，三次・平野（1998）では，下部蝦夷層群と中部蝦夷層群の境界付近の時代は
Albian 後期から Cenomanian 前期に対比されている。清水ほか（2001）は下部蝦夷層群
下 部 を Aptian〜 Albian 前 期，同 層 中 部 以 降 か ら 白 滝 層 ま で を Albian 中 期
〜Cenomanian としている。伊庭ほか（2005）は神路層小野寺砂岩礫岩部層中の石灰岩礫
から，Aptian 後期〜Albian 前期を示す大型有孔虫を報告した。その年代に関しては，
Orbitolina を含む石灰岩礫が Aptian 後期に形成され，同じ Aptian 後期に再堆積したと
判断している。また，Iba and Sano（2006）は下部蝦夷層群神路層と空知層群ペチクンナ
イ層との間にハイアタスを想定している。これらを総合すれば，神路層下部は Aptian 上
部，中部は Albian 下部，神路層上部〜白滝層は Albian 中部〜Cenomanian に対比され
る。

Ⅵ．考察
１．従来の層序との比較
川口（1997）はペチクンナイ川で下部蝦夷層群が基底礫岩を介さずに空知層群から漸移
する産状を報告した。それによれば，「緑色を呈する泥質岩から黒色を呈する泥岩への移
行が同一露頭内で観察され，両者の互層部や挟在･被挟在の関係は認められない」とされ
る。本研究地域では暗緑色の珪質泥岩から灰色泥岩への移行が観察されるものの，両者の
間には珪長質凝灰岩と灰色泥岩の互層部や石英長石質砂岩が挿入され，ペチクンナイ川で
のそれとはやや異なる産状を示す。しかし，空知層群最上部を占める緑色・暗緑色の珪質
泥岩は，下部蝦夷層群中には認められず，再び繰り返すこともない。従って，この境界は
両層群を境する大きな境界と考えられ，川口（1997）によって佐久川やペチクンナイ川で
認められた境界の南方延長と考えられる。
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一方，井島・品田（1952）は空知層群に相当する輝緑凝灰岩層を覆う砂岩優勢の砂岩泥
岩互層と礫岩からなる地層を 小野寺砂岩層 と命名し，その上位に重なる泥質岩卓越層
を 神路頁岩層

と呼んだ。長尾（1962）や橋本ほか（1967b）はこの見解を踏襲して，
砂岩・礫岩層からなる地層を 小野寺層 と呼び，これに整合関係で累重する地層を 神
路層 と呼んでいる。しかし，今回の調査によって，小野寺層に相当する砂岩優勢砂岩泥
岩互層と礫岩からなる地層は，側方変化に富む岩体である可能性が示唆された。特に礫岩
層は，岡穂内川では露頭オーダーで不連続な岩体として認識され，知良志内川には分布し
ない。そのため，砂岩，頁岩，砂岩泥岩互層，礫岩層からなる地層の分布は岡穂内川〜知
良志内川上流の北側に限られ，必ずしも調査地域全域に分布するものではない。また，空
知層群最上部と接する下部蝦夷層群最下部は泥質岩からなり（Fig. 5 のルート２，３，
５，７を参照）
，小野寺層に相当する粗粒岩卓越層は必ずしも下部蝦夷層群の基底をなす
わけではない。そのため本報告では，小野寺層として提唱された地層を，泥質岩を主体と
する地層である神路層内のより規模の小さい地質単元である小野寺砂岩礫岩部層とする。
このような下部蝦夷層群の層序に関する観点は，佐久川およびペチクンナイ川流域で示
された川口（1997）の見解，すなわち蝦夷超層群の最下部を神路層が占めるとの認識と共
通する。本調査地域での下部蝦夷層と空知層群の整合関係の認識や，下部蝦夷層群の地層
構成についての観点は，川口（1997）のよって示されたそれを追認するものである。
一方，本地域では下部蝦夷層群神路層と中部蝦夷層群萌幌層は整合関係にあると判断さ
れる。この境界を挟んだ両地層の岩相は，共に重力流堆積物の特徴を示し，浅海あるいは
陸域で作られた堆積構造や生痕化石を欠く。また，従来なされた大型化石の検討からは，
この境界における大きな時代間𨻶は認識されていない（例えば橋本ほか，1967b）
。三
次・平野（1998）による放散虫化石を用いた検討では，神路層と白滝層とでは差異が見い
だせないとしている。このことから，この層群境界は暴風時波浪限界以深の環境で形成さ
れ，浸食や無堆積による時間間𨻶は認識されていない。
２．他地域との層序比
Takashima et al.（2004）は，従来の下部蝦夷層群，中部蝦夷層群，上部蝦夷層群，函
淵層群を一括し, 蝦夷層群 としてまとめることを提唱した。苫前・三笠・大夕張地域
を中心として編まれたこの層序は広域的な共通性を有し，６つの層序学的キーユニットと
共に，従来の 蝦夷超層群 分布域全域に適用できる可能性を示唆した。
Takashima et al.（2004）の空知層群〜 蝦夷層群 下部と本研究地域の層序と比 し
た層序表を Fig. 7 に示す。この場合，暗緑色珪質泥岩と珪長質凝灰岩からなる空知層群
ペチクンナイ層は高嶋ほか（2001）の空知層群尻岸馬 内 川 層 に 対 応 す る。伊 庭 ほ か
（2005）や Iba and Sano（2006）が示唆したハイアタスの存在から，神路層最下部は
Aptian 下部を欠く可能性がある。 Aptian 前期の放散虫化石（Saito and Ando, 2000；高
嶋ほか，2001; Nishi et al.,2003）を産する惣芦別川層（Takashima et al.,2004）は神路
層最下部に岩相上類似するものの，これ相当する地層は本研究地域には見いだされないこ
とになる。一方，蝦夷層群のキーユニットの一つであるオリストストロームユニット
（Takashima et al., 2004の KY‑1）は小野寺砂岩礫岩部層中の礫岩に対比される（伊庭
ほか，2005；Iba and Sano,2006）
。しかし，小野寺砂岩礫岩部層を構成する岩相には砂岩
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層や砂岩泥岩互層も含まれるため，必ずしも部層全体がオリストストロームユニットに対
応するかどうかははっきりとはしない。Albian の珪長質凝灰岩・凝灰質砂岩からなる丸
山層（Takashima et al., 2004の KY‑2）は，安山岩質凝灰岩や凝灰質砂岩の発達する神
路層十五の沢砂岩部層に対比されるかもしれない。十五の沢砂岩部層では下部に凝灰岩や
凝灰質砂岩がまとまって発達するものの，その分布は幾つかの層準に分散し，かつ凝灰岩
は細粒なガラス質のものが多い。そのため，十五の沢砂岩部層すべてが丸山層に対比され
るかどうかは明確ではない。一方，中川町自然史博物館（2002）は天塩中川地域と添牛内
地域の Albian/Cenomanian 境界の対比を行い，萌幌層および白滝層の堆積が丸山層の堆
積に対比できるとしている。
北海道南部三石地域においては，川村ほか（1999）や Ueda et al.（2002）によって，
Albian 期に高圧変成岩が上昇し，蝦夷超層群東帯内部に不整合面が形成されたことが報
告された。これは基本的に一連の層序をもった苫前・三笠・大夕張地域の蝦夷超層群とは
異なるテクトニックな環境に北海道南部地域がおかれていたことを示唆する。また，Albian に起ったこの基盤運動は，前弧域の地殻構造の大きな変化と考えることができ，十
の沢砂岩部層中の蛇紋岩礫の存在と関連するかも知れない。
本研究地域と苫前・三笠・大夕張地域との対比には，岩相の発達様式の違いや堆積年代
値の不足のため，未だに不鮮明である。空知層群から中部蝦夷層群まで，構造運動による

Fig.7 Comparison of the Lower Yezo and Middle Yezo Groups between this study area and
central Hokkaido (Tomamae, Mikasa and Oyubari areas) after Takashima et al.
(2004). P.M .:Penkeochinnai Mudstone M ember,J.S.M .:Juhachinosawa Sandstone
M ember,O.S.C.M.:Onodera Sandstone& Conglomerate Member,Ce.:Cenomanian.
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不整合面を挟まずに地層が累重するという点では，Takashima et al.（2004）による苫
前・三笠・大夕張地域と共通性を認めることができるが，両者の時代や岩相層序には多く
の差違がある。例えば，オリストストロームユニットに対比される小野寺砂岩礫岩部層の
発達が貧弱であり，その岩相は礫質な重力流堆積物を示す（伊庭ほか，2005）
。また，丸
山層に対比されるような凝灰岩や火山砕屑性砂岩などからなる地層は，いくつもの層準に
存在し，明瞭なキーユニットとしては認識されない。更に，本地域の下部蝦夷層群と空知
層群の間におけるハイアタス（伊庭ほか，2005；Iba and Sano, 2006）は苫前・三笠・大
夕張地域では認められておらず，大きな層序学的差違を示すものと言える。従って，本研
究地域の層序に Takashima et al.（2004）によって提唱された地層区分を直接適用する
ことは問題が残る。また，複数の地層から構成され，広域的な地層区分として用いられて
きた 下部蝦夷層群 といった地層群名（松本，1951）を，神路層のみから構成される本
地域に適用することは問題がある。すなわち，本検討地域の層序は苫前・大夕張・三笠地
域などの北海道中央部や南部地域とは明らかに異なっており，本調査地域が他地域とは異
なる基盤運動や堆積作用の場にあったことを示している。

Ⅶ．まとめ
天塩中川地域の知良志内川流域において空知層群から中部蝦夷層群下部にかけての層序
学的検討を行った。その結果，明らかになった事柄と議論は以下のようにまとめられる。
１．本調査地域の空知層群は，下より鬼刺川層，筬島層，物満内川層，ペチクンナイ層
に分けられる。一方，蝦夷超層群は，下より神路層と萌幌層，白滝層に区分され，神路層
は下部蝦夷層群に，萌幌層と白滝層は中部蝦夷層群に相当する。神路層は，下から小野寺
砂岩礫岩部層と十 の沢砂岩部層を包有する岡穂内川泥岩部層，十五の沢砂岩部層，十二
の沢泥岩部層に細分される。白滝層は下部よりペンケオチンナイ泥岩部層，富和泥岩凝灰
岩部層に細分される。
２．調査地域の空知層群から中部蝦夷層群にいたる不整合面を挟まない層序は，苫前・
三笠〜大夕張地域と類似する。しかし，岩相層序には大きな違いがあるため，本調査地域
の地層群は苫前・三笠・大夕張地域とは大きく異なる堆積環境において形成されたと考え
られる。
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