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概

要

東北日本弧と西南日本弧の会合部に位置する北部フォッサマグナ地域に
は，日本海形成時に形成された堆積盆地を埋積して，厚い新第三系が堆積
している．その内，長野県上水内郡小川村から大町市にかけての高府向斜
西翼地域に分布する中新統から鮮新統は，砂岩を主体とする層準と泥岩を
主体とする層準が周期的に繰り返している．小川村小川川沿いでは周期的
に繰り返す砂岩卓越部と泥岩卓越部が観察できる．泥岩卓越部に挟まれる
砂岩卓越部は，a 砂岩タング，b 砂岩タング，c 砂岩タング，d 砂岩タング
の順に累重する．砂岩タングの堆積相は陸棚斜面環境から陸棚上の外浜環
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境を示し，次第に浅海化していく様子が観察できる．小川川で観察される
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砂岩が卓越する地層を断続的に観察することができる．

（注）
本原稿のカラー版 PDF が J-STAGE でご覧い
ただけます．「巡検案内書」の冊子掲載に関わる
詳細は，7 月号巻末（Vol.121, No.7, p.261）を
参照して下さい．

沖側の堆積環境に対して，大町市美麻を流れる金熊川では陸側の環境が観
察でき，デルタ上の前浜，網状河川や海進時のエスチュアリーで堆積した
今回の巡検では北部フォッサマグナ地域における中新統の斜面堆積物と
陸側のデルタ堆積物を海水準変動と関連させたシーケンス層序学的なアプ
ローチをもとに観察する．

Keywords
堆積シーケンス，前進埋積，斜面クリノフォーム，デルタ性クリノフォーム，
北部フォッサマグナ地域

Depositional sequences, Progradation, Shelf-margin clinoform, Deltaic
clinoform, Northern Fossa Magna region
地形図
1：25,000 「高府」，「日名」
見学コース

8：00 長野駅東口→小川村小川川（Stop 1）→大町市美麻千見土尻川（Stop 2）→大町市美麻日影金熊川（Stop 3）→長野市大岡道
の駅
（Stop 4）
→ 17：30 長野駅東口解散
見学地点

Stop 1
1-1
1-2
1-3
Stop 2
Stop 3
3-1
3-2
Stop 4

上水内郡小川村 : 小川層の陸棚斜面とファンデルタフロントの堆積物
（36°38′22″N, 137°56′08″E） 上水内郡小川村 : 小川層 b 砂岩タング
（36°38′13″N, 137°56′22″E） 上水内郡小川村 : 小川層 c 砂岩タング，シーケンス境界 SB3
（36°38′5″N, 137°56′37″E） 上水内郡小川村 : 小川層 d 砂岩タング
（36°36′14″N, 137°54′48″E） 大町市美麻 : 小川層 c 砂岩タングと泥岩卓越部の境界
（シーケンス境界 SB3）
大町市美麻 : デルタフロント，デルタ平野における堆積相とシ−ケンス境界 SB3
（36°31′52″N, 137°54′57″E） 大町市美麻 : 小川層 c 砂岩タング・d 砂岩タング境界の陸上侵食面
（36°31′49″N, 137°55′11″E） 大町市八坂 : 小川層 d 砂岩タングの上方累重堆積物
（36°31′37″N, 137°57′31″E） 長野市大岡道の駅 : 小川層砂岩卓越部の断面遠望
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は じ め に
堆積盆地の埋積過程において，陸棚斜面の埋積と前進が起
こる．陸棚斜面の海側への前進は，縁辺海域の地震波断面中
によく見られる現象である
（ 例 えば, Lu and Fulthorpe,
2004）．陸棚縁辺の斜面堆積物の研究は，露頭条件のよいス
ピッツベルゲン島の古第三系や南アフリカのペルム–三畳系
の研究などで進められてきた
（Mellere et al., 2002; Peter
and Steel, 2006; Dixon et al., 2012 など）．これらの研究
では海水準低下による陸棚縁辺デルタの発達と斜面を形成す
るクリノフォームの発達が明らかにされつつある．
北部フォッサマグナ長野県北部地域は，東北日本弧と西南
日本弧の会合部に位置し，新第三紀中新世以降に堆積盆地を
埋積した堆積物が分布する．堆積盆地の埋積過程で生じる陸
棚斜面の埋積と海盆側への前進によって引き起こされる，陸
棚斜面下もしくは斜面上のタービダイトから斜面消失後の浅
海成層への変化が，巡検地では連続的に露頭で観察できる．
巡検では，斜面の海側への前進・埋積の際に形成された陸棚
斜面の地層から，より陸側のデルタシステムで形成された地
層への変化を，海水準変動と関連させたシーケンス層序学的
なアプローチをもとに観察する．
地 質 概 説
北部フォッサマグナ地域は東北日本弧と西南日本弧の島弧
．この地域には背弧海盆を埋積し
会合部に位置する
（Fig. 1）
た中新統，鮮新統が分布している．北部フォッサマグナ長野
県北部地域には，北北東–南南西方向の軸を持つ込地向斜，
高府向斜，日影向斜の 3 つの向斜構造とそれらの間の背斜
構造および断層が存在する．

Fig. 1. Locality map, after Kato and Sato (1983) and Kato
et al. (1989).

しがらみ

柵 層
（権田砂岩礫岩部層, 高府泥岩部層）に区分されてい

．
る
（Fig. 2）

本巡検で訪れる長野県上水内郡小川村から大町市にかけて

により，西京層と小川層
年代については長森ほか
（2003）

に分布する新第三系中新統から
の高府向斜西翼地域
（Fig. 1）

の境界付近の凝灰岩から 6.7±0.4 Ma，高府泥岩部層にあ

鮮新統は砂岩を主体とする層準と泥岩を主体とする層準が周

たる地層中の凝灰岩から 3.6±0.2 Ma という値が求められ

期的に繰り返している．これらは下位より西京層，小川層，

ている．加藤・赤羽
（1986）は，小川層に挟まれる高桑凝灰

こうそう

Fig. 2. Comparison of the stratigraphy in different parts of the Takafu Syncline area. MS: Mudstone, SS: Sandstone, Rs:
Massive to thick-bedded sandstone of the Ronji Formation, Rm: Sandy mudstone of the Ronji Formation.
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Fig. 3. Geological map of the western limb of the Takafu
Syncline.
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岩層の K–Ar 年代を 6.1±0.4 Ma としている．この高桑凝

泥岩互層は厚さ数 m の泥岩層と厚さ数 cm から数 10 cm の

灰岩は，高府向斜地域において白色凝灰質砂岩として追跡さ

極細粒から細粒砂岩層からなる．

れる．

高府向斜西翼地域南部で小川層下部全体を占めていた
「砂

高府向斜西翼地域の地層の一般的な走向は北東–南西方向

岩卓越部」
は，北部に向かって次第に
「泥岩卓越部」
と指交す

を示す．傾斜は一般に東に 40 度から 80 度であるが，巡検

るようになり，いくつかの舌状の砂岩卓越部に分かれる
（Fig.

（Fig. 3）
．
地の西部では東に約 70 度から 80 度の傾斜を示す

われ，下位との関係は不明である．小川村川上沢上流で

3）．見学地の小川川では，「泥岩卓越部」で分けられる 4 枚
（a 舌状砂岩体）
，b
の
「砂岩卓越部」
を下位から a 砂岩タング
砂岩タング，c 砂岩タング，d 砂岩タングとする．金熊川で
は c 砂岩タング，d 砂岩タングは連続した砂岩卓越部を形成
しているものの，c 砂岩タング相当部と d 砂岩タング相当部

100 m 以上の層厚が確認される．主に暗灰色泥岩層からな

は陸上侵食面によって境される．この陸上侵食面などのシー

り，一部は泥岩優勢砂岩泥岩互層，細粒砂岩層からなる．砂

ケンス層序学的記載と考察については後述する
（見学地点の

）
1．西京層（中野ほか,き2002
なさにしきょう

（Fig. 1 外の北側）を模
西京層は，長野市鬼無里西京付近

式地とし西京背斜軸部に分布する．上位の小川層に整合に覆

岩泥岩互層の砂岩層は厚さ数 cm の極細粒から細粒砂岩であ

．d 砂岩タングは，小川川では約 20 m の
説明 Stop 3 参照）

り，炭質物の葉理が見られる．泥岩層はシルト質で厚さ数

層厚であるのに対し，金熊川において 100 m 以上の層厚が

10 cm である．細粒砂岩層は厚さ数 10 cm であり，泥岩の

ある．また金熊川では厚さ約 3 m の凝灰質砂岩層が観察さ
が高府向斜東
れる．この凝灰質砂岩層は，渡辺ほか
（1995）

偽礫を含むことがある．
なお，高府向斜地域南部では小川層の下位の砂岩泥岩互層

翼地域で高桑凝灰岩層に対比した凝灰岩層に連続する．

（Fig.
からなる岩相を青木層
（加藤・佐藤, 1983）としている
1）．

3．柵層（矢野・村山, 1976; 加藤ほか, 1989）

2．小川層（加藤ほか, 1989）

（1989）
は砂岩卓
り，1,200 m 以上の層厚がある．加藤ほか

小川層は砂岩層と泥岩層が周期的に繰り返すが，南部で砂

柵層は，指交関係を示す砂岩卓越部と泥岩卓越部からな
越部を権田部層，泥岩卓越部を高府部層としている．そこ

岩層が卓越し，北部では泥岩層が卓越する．両者は全体とし

で，この案内書では 2000 年の日本地質学会地層命名の指針

て指交関係を示す．これらの砂岩卓越部と泥岩卓越部は矢

．
に従って権田砂岩礫岩部層，高府泥岩部層と呼ぶ
（Fig. 2）

の青木累層千見砂岩泥岩層，小川累層境ノ
野・村山
（1976）

なお，下位の小川層とは整合関係にある．

宮砂岩泥岩層の分布地域におおむね一致するが，矢野・村山

権田砂岩礫岩部層は，主に砂岩層，礫岩層，砂岩優勢砂岩

では両層を上下関係とし，砂岩と泥岩の指交関係を
（1976）

泥岩互層からなり，見学地周辺では小川村初引久米子橋から

ではこれら 2 つを合
示していない．また，加藤ほか
（1989）

西方 50 m までの土尻川沿いに模式的に露出している．権田

わせて小川層とし，高府向斜地域に分布するものを論地部

砂岩礫岩部層は 50 m から 100 m の層厚があるが，土尻川

層，東側に隣接する込地向斜地域に分布する地層を差切部

から北東に向かって徐々に薄くなる．砂岩層は細粒から中粒

層と重部層とした．本案内書では，これらの地層について一

砂岩からなる．砂岩層には径 1 cm から 5 cm，最大径 10

括して小川層という名称をもちい，また卓越する岩相に基づ

cm の礫が含まれる．礫がレンズ状に入る部分がある．礫種
は泥岩，砂岩，チャートからなる．砂岩層には径約 5 cm の

さしきり

じげ

いて小川層の
「砂岩卓越部」
と
「泥岩卓越部」
とし，両者の指交
．これにより，小川層の
関係を明確にした
（Figs. 2 and 3）
，
「砂岩卓越部」と
「泥岩卓越部」は，北方で中野ほか
（2002）

偽礫が含まれることがある．小川層に比べて貝化石の産出が

（Rs）と砂岩泥岩相
（Rm）
長森ほか
（2003）の論地層の砂岩相

が一部はカキ化石と同定できる．砂岩優勢砂岩泥岩互層は厚

にそれぞれ連続して追跡することが可能になった．小川層は

さ数 10 cm の砂岩と厚さ数 cm の泥岩が繰り返す．級化構

豊富である．ほとんどは破片になっており，種は不明である

（Fig.
小川川および川上沢において 1,500 m の層厚がある

造，炭質物の葉理が見られる．土尻川初引では厚さ 1 m の

4）．下位の西京層から小川層の「砂岩卓越部」へ整合漸移す

礫岩層と厚さ数 10 cm の中粒砂岩層が繰り返す．礫岩層と

る．

中粒砂岩層の境界は漸移的である．土尻川初引の細粒砂岩層

「砂岩卓越部」
は主に砂岩層，砂岩優勢砂岩泥岩互層からな

が見られる．
にはハンモック状斜交層理
（以下, HCS）

る．一部には厚さ数 10 cm の礫岩層が挟まれる．砂岩層は

高府泥岩部層は，小川村初引久米子橋から小根山橋の下流

細粒から中粒砂岩からなり，級化構造を示すことがある．ま
た，径 5 mm ほどの礫や径 2 cm から 5 cm の偽礫をまばら

220 m に至る土尻川に模式的に露出し（矢野・村山, 1976），
そこでの層厚は約 1,000 m である．泥岩優勢砂岩泥岩互層，

に含むことがある．砂岩優勢砂岩泥岩互層は，平行葉理や炭

泥岩層，砂質泥岩層からなる．泥岩優勢砂岩泥岩互層は厚さ

質物の葉理をもつ厚さ数 10 cm の砂岩層と厚さ数 cm のシ

数 10 cm の泥岩と厚さ数 cm から 20 cm ほどの極細粒から

ルト岩層からなる．

細粒砂岩が繰り返す．砂岩泥岩互層には，炭質物葉理，平行

「泥岩卓越部」
は主に泥岩層，砂質泥岩層，泥岩優勢砂岩泥

葉理，生痕化石が見られ，平均径 1 cm の礫をレンズ状もし

岩互層からなる．泥岩層は炭質物を含み，生痕化石，生物擾

くは散点的に含むことがある．これらの礫は泥岩，砂岩，

乱が見られ，径 3 cm から 10 cm ほどのノジュールをまば

チャートなどからなる．また，砂質泥岩層などから貝化石が

らに含む．また，細粒砂岩のブロックが泥岩中に入ることが

産出する．

ある．破片となった貝化石を含むことがある．泥岩優勢砂岩
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代を 8.2 Ma としている．さらに，西村・保柳
（1992）の込
地向斜地域のシーケンス境界を SB1，SB2 とし，この SB2
が高府向斜東翼地域の下面のシーケンス境界に対比し，その

の古流向解析などに始まる．これらの研究
は，鈴木
（1977）

上位のシーケンス境界を SB3 としている．なお，保柳ほか

によって，青木層上部の堆積期には主に南〜南西と西方から

は込地向斜地域の高桑凝灰岩層の下位にも海水準低
（1998）

砕屑物の供給があり，小川層下部の堆積期には主に南からの

下を示すシーケンス境界を認めており，SB2，SB3 は両向

砕屑物供給があったが，小川層上部から柵層下部では南・

斜地域で対比可能であるとしている．

西・東の 3 方向から多量の粗粒堆積物が供給されるように

が東
巡検地である高府向斜西翼地域は，渡辺ほか
（1995）

なったと推定された．その後，堆積相解析による堆積システ

翼地域で復元したファンデルタシステムの一部であるが，こ

ムの復元やシーケンス層序学を用いた研究がなされ，日本海

の地域の詳細な堆積相解析による堆積システムの復元はなさ

拡大によって形成された堆積盆地が新第三紀中新統以降に南

れていない．この巡検では斜面堆積物から沿岸堆積物，デル

から北へ漸進的に埋積されたことが明らかにされてきた
（西

タ平野
（delta plain）堆積物への岩相変化を捉えながら，浅
海化過程と海水準変動との関係を考察したい．また，込地向

村・保柳, 1992; Hoyanagi and Nishimura, 1994; 渡辺ほ
．一方，宇野・保柳
（2000）は，
か, 1995; 保柳ほか, 1998）
日影・高府・込地向斜地域の砂岩のモード組成分析および砕
屑性ガーネットの化学組成分析の結果に古流向・礫組成の
データを加えて中新世における砕屑物の供給地と堆積盆地内

斜地域，高府向斜東翼地域で見られたシーケンス境界 SB3
は，高桑凝灰岩層に相当する岩相とともに西翼地域に追跡可
能で，ファンデルタシステムのデルタ平野
（delta plain）中
の陸上侵食面とその北方
（沖側）
延長の砂岩卓越層
（タング c）

ら高府向斜地域の小川層堆積期における主要な砕屑物供給源

．なお，東翼地域でこの堆積シー
の上面に連続する
（Fig. 4）
ケンスの基底となるシーケンス境界
（SB2）については，向

は，南方にあったことが明らかになった．

斜地域西縁の断層によって小川層の下部の一部が分布してい

の分散システムを検討した．この研究から，込地向斜地域か

は巡検地の南東の込地向斜地域に分布
西村・保柳
（1992）

ないので，西翼地域への連続は確認できない．

する青木層・小川層についてその堆積システムの復元と堆積

見学地点の説明

シーケンスの設定をおこなった．その結果，沈降する堆積盆
地に海水準変動に支配された堆積シーケンスを形成しなが

Stop 1 上水内郡小川村：小川層の陸棚斜面とファンデル

ら，斜面域が埋積されて沿岸域に変化していく過程を示し

タフロントの堆積物

（Vail
た．さらに，数 m.y. の周期を持つ第 3 次シーケンス

et al., 1991）のシーケンス境界形成時期を 10.5 Ma と 8.2
Ma と推定した．一方，Hoyanagi and Nishimura（1994）
（Vail et al.,
では，1 m.y. より周期の短い第 4 次シーケンス
1991）を認めるとともに，これらの周期の短い堆積シーケン
スは海水準低下期に海水準低下期堆積体
（FSST; Falling
stage systems tract）が形成され，沿岸堆積物が急速に北へ
向かって前進したことを明らかにした．

Stop 1-1 上水内郡小川村：小川層 b 砂岩タング
［地形図］
1：25,000「高府」
［位 置］
36°38′22″N, 137°56′08″E
［解 説］
長野県上水内郡小川村を北西から南東に流れる小川
川は土尻川の支流である．小川川は走向方向に直交した方向
に流れており，上流から下流に向かって断続的に露頭が観察
．a 砂岩タングから上位に向けて泥岩卓越部
される
（Fig. 6）
を挟みながら b 砂岩タング，c 砂岩タング，d 砂岩タングの

は巡検地である高府向斜西翼地域と西村・
渡辺ほか
（1995）

順に累重し，最上部の
「泥岩卓越部」
を柵層権田砂岩礫岩部層

，Hoyanagi and Nishimura
（1994）
の研究地域
保柳
（1992）
の間に位置する込地向斜西翼地域と高府向斜東翼南部地域に

．この観察地点での小川
が覆う
（Figs. 3 and 4：柱状図 6）
層の岩相変化は，陸棚斜面から陸棚上の外浜環境へ次第に浅

分布する新第三系の堆積相解析から，小川層の堆積がファン

海化していく様子を示している．

デルタシステムによってなされたことを復元した．さらに，
このファンデルシステムが相対的海水準変動に支配されて低
海水準期堆積体，海進期堆積体，高海水準期堆積体の 3 つ
の堆積体からなる第 3 次シーケンスを形成したとした．

小川川の上流側では，小川層下部の a 砂岩タングと b 砂
．Stop1-1 では b 砂岩
岩タングが見られる
（Figs. 5 and 6）
タングの下部から上位に向かって観察する．b 砂岩タングは
（Fig. 5）
．岩相の組合
小川川では厚く 300 m 以上に達する

では，これらのシーケンス境界は汎世界
保柳ほか
（1998）

せは砂岩優勢砂岩泥岩互層，塊状砂岩層，含礫砂岩層，砂岩

的海水準変動の海水準低下期に対応するとして，込地・高府
向斜地域に分布するこれらの地層のシーケンス境界を対比

，スランプ構造を示す泥岩層や含礫泥岩層
礫岩互層
（Fig. 7）
などからなる．砂岩優勢砂岩泥岩互層は厚さ 50 cm 程の砂

し，その形成年代を推定している．年代推定の拠り所となる

岩層と厚さ数 cm の泥岩層からなり，砂岩層中には炭質物が

が設定した堆積シーケンスの上面の
のは，渡辺ほか
（1995）

多く含まれ，一部には炭質物による葉理が観察される．砂岩

シーケンス境界上位に位置する高桑凝灰岩層の K–Ar 年代

優勢砂岩泥岩互層の砂岩層は塊状のもの，単層の最上部に向

6.1±0.4 Ma（加藤・赤羽，1986）のみである．この年代値

かってわずかに級化しているものが観察される．また，平行

からこのシーケンス境界の年代を 6.3 Ma と推定し，さらに

葉理が観察される．これらの砂岩層の中には上に凸状の形状

Haq et al.,（1987）の汎世界的海水準変動曲線のシーケンス

．調査地
を持つマウンド状の形態を示すものがある
（Fig. 8）
域において，礫岩層による大規模な削り込みは見られない．

境界との対比から堆積シーケンス下面のシーケンス境界の年
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Fig. 5. Comparison of sedimentary facies along the Ogawa-gawa and Kanakuma-gawa routes.
塊状砂岩層は炭質物を多く含み，また，炭質物による平行葉

泥岩，含礫泥岩，含礫砂岩を形成する．炭質物を多量に含

理砂岩なども観察される．b 砂岩タングの上部では，下部で

み，炭質物による平行葉理を持つ砂岩層は，デルタ上の河川

は見られなかった大型の生痕化石が見られるようになる．観

の洪水流に起源をもつハイパーピクナル流によって堆積した

察される生痕化石は Thalassinoides や Ophiomorpha であ

タービダイトであることを示す
（Mulder and Alexander,
2001; Mulder et al., 2003; Plink-Björklund and Steel，

る．b 砂岩タングは最上部で砂岩優勢の砂岩泥岩互層となり，
しだいに泥岩の割合が多くなり泥岩層となる．これらの
「泥

2004）．また，砂岩が示すマウンド状の構造は，これらのハ

岩卓越部」
は道路沿いには露出していないが，川沿いの露頭

イパーピクナル流起源のタービダイトが斜面途中でシュート

で確認できる．この泥岩層にはノジュールが含まれ，スラン
プなどの構造は確認されない．泥岩層より上位では再び砂岩

ことを示
ローブを形成して堆積した
（Mellere et al., 2002）
．これらのことを総
していると考えることができる
（Fig. 9）

「砂岩卓越部」
層の割合が増加し，次の Stop1-2 で観察する

合すると，これらの砂岩タングは，陸棚縁辺に前進したファ

である c 砂岩タングとなる．

ンデルタを背後に持つ斜面上で形成されたと考えられる

は，いずれも高府向斜東翼地域でも見られ，渡辺ほか
（1995）

．なお，生痕化石が上位ほど大型化するのは，埋積
（Fig. 9）
による浅海化とハイパーピクナル流の流下が増えることによ

でファンデルタ前面の斜面ないし斜面下の堆積物とされたも

り酸素が供給されやすい環境となり，大型の底棲生物などが

のである．背後のデルタフロントから連続する陸棚斜面で

活動しやすい環境になったことを示す．

堆積環境と堆積シーケンス：この地点で観察される岩相

は，デルタからの多量な砕屑物の供給で頻繁にスランプや地

このような，ファンデルタの陸棚斜面縁辺までの前進と斜

，スランプ
すべりが発生し
（Postma, 1990; Nemec, 1990）

面における堆積体は高海水準期堆積体
（HST：Posamentier
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Fig. 6. Map of the Ogawa-gawa route (Stop 1).

Fig. 7. Alternating beds of sandstone and conglomerate
with a shallow erosional base in the b tongue at Stop 1-1.
Ruler is 50 cm long.

et al., 1988），もしくは海水準低下期堆積体（FSST：Hoyanagi and Nishimura, 1994; Plint and Nummedal, 2000）
を構成し，斜面を埋積したと解釈できる．

Fig. 8. Stacks of lenticular shape sand bodies in the b
tongue at Stop 1-1.

Stop 1-2 上水内郡小川村：小川層 c 砂岩タング，シーケ
ンス境界 SB3
［地形図］
1：25,000「高府」
［位 置］
36°38′13″N, 137°56′22″E
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Fig. 9. Schematic illustration of fan delta and slope system
in the Takafu area (not to scale).

Fig. 11. Wave ripples on a bedding plane in the c tongue at
Stop 1-2. Ruler is 1 m long.

の砂岩中には HCS が見られる．また，砂岩の層理面が露出
した大露頭では，ウェーブリップルを見ることができる
（Fig.

11）．しかし，この北方の川上沢の同層準の c 砂岩タングに
HCS やウェーブリップルは確認できない．
堆積環境と堆積シーケンス：小川川に露出する c 砂岩タ
ングは HCS やウェーブリップルなどの波浪による堆積構造
が卓越していることから，暴風時波浪限界以浅の内側陸棚環
境下で堆積したと考えられる．生物擾乱砂岩は暴風の影響の
ない静穏時において生物活動が活発になったことにより形成
された．上方へ向かって生物擾乱が激しくなり，HCS 砂岩
やウェーブリップル砂岩が卓越することから徐々に浅海化が
進んだことを示す．
の c 砂岩タ
一方，小川川北方の川上沢
（Fig. 4：柱状図 8）

Fig. 10. Alternating beds of hummocky cross-stratiﬁcation
(HCS) sandstone and bioturbated sandstone in the c
tongue at Stop 1-2. The separation of the cables is 1 m
long.

ングは，HCS やウェーブリップルが見られず，暴風時波浪
限界より深い水深が予想され，見学地の北側に北へ向かう斜
面が存在して，堆積盆地が急速に深くなっていると考えられ
る．このようなことから，見学地の小川川では，ファンデル
タ前面の斜面であったが相対的海水準の急速な低下により
ファンデルタが沖側に前進することによって浅海化して，暴

［解 説］見学地である小川川の c 砂岩タングは HCS 砂岩，

風時波浪限界より浅い内側陸棚環境になったと推定できる．

ウェーブリップル砂岩，生物擾乱砂岩，砂岩優勢砂岩泥岩互

は，ここがデル
また，海成の厚い砂質堆積物
（c 砂岩タング）

（Figs. 4, 5 and
層から構成され，200 m 以上の層厚を示す
6）．上位に向かって生痕が増加し，中には厚さ 50 cm 程の

タの分流口沖合のデルタフロントに位置することを示唆して
いる．炭質物に富む砂岩層などハイパーピクナル流からの堆

生痕化石 Rosselia と Ophiomorpha が濃集する層が見られ

積を示す岩相が存在することも，分流口沖に作られた斜面の

る．下部では HCS は観察されず，ウェーブリップルがまれ

存在を示唆し，c 砂岩タングがデルタ本体の斜面であるデル

に観察される．上部では厚さ 50 cm から 1 m の HCS 砂岩

タフロントをつくって堆積したことを示す．

．上部の
と生物擾乱砂岩とが互層を形成している
（Fig. 10）
砂岩層の一部にはウェーブリップルが観察される．砂岩優勢

は，相対的海水準の低下に起因すると考えられることから，

砂岩泥岩互層は厚さ数 cm から 50 cm の細粒砂岩層と厚さ

が向斜東翼地域で示した 2 つのシーケンス
渡辺ほか
（1995）

数 cm から 10 cm 程の泥岩層からなる．砂岩層には炭質物

境界のうち，上位のシーケンス境界
（SB3）の連続が，向斜

このような急速な浅海化で示されるファンデルタの前進

のつくる平行葉理が認められる．砂岩層は層厚の変化が大き

南部の軸部を越えて，ファンデルタの沖側にあたる c 砂岩

く，一枚の砂岩層が 50 cm から 10 cm まで厚さが変化する

タングの上面に連続すると考えられる．したがって，c 砂岩

物も認められる．砂岩優勢砂岩泥岩互層は上位に向かって砂

タングは高海水準期堆積体
（HST）もしくは海水準低下期堆

岩層の割合が増加する．Stop1-2 の砂岩優勢砂岩泥岩互層

の最上部を構成していることになる．
積体
（FSST）
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Stop 1-3 上水内郡小川村：小川層 d 砂岩タング
［地形図］
1：25,000「高府」
［位 置］
36°38′5″N, 137°56′37″E
［解 説］
d 砂岩タングは主にチャネル構造をもつ礫岩層と細
粒から中粒砂岩の互層及び砂岩優勢砂岩泥岩互層からなる
．含まれる礫の径は約 5 mm で，礫種は泥岩や砂
（Fig. 6）
岩，チャートからなる．砂岩優勢砂岩泥岩互層は炭質物によ
る葉理を挟み，中粒ないし細粒砂岩で，まれに極細粒砂岩か
らなる．砂岩優勢砂岩泥岩互層の砂岩層にはウェーブリップ
ルが見られることがある．d 砂岩タングは a，b，c 砂岩タン
グに比べて層厚が薄く，小川川においては約 20 m の厚さで
．しかし，北方の川上沢において，d
ある
（Figs. 4 and 5）
砂岩タングは 100 m 以上の層厚があり
（Fig. 4：柱状 8）
，
砂岩優勢砂岩泥岩互層，含礫泥岩からなる．また，砂岩優勢
砂岩泥岩互層には炭質物葉理や生痕化石が見られる．
堆積環境と堆積シーケンス：観察ポイントの砂岩優勢砂岩
泥岩互層は，ウェーブリップルを伴うことから内側陸棚環境

Fig. 12. Map of the Dojiri-gawa route (Stop 2).

Stop 3 大町市美麻：デルタフロント，デルタ平野におけ
る堆積相とシ−ケンス境界 SB3
Stop 3-1 大町市美麻：小川層 c 砂岩タング・d 砂岩タン
グ境界の陸上侵食面

ングより薄いことなどから，ファンデルタ本体から離れた内

［地形図］
1：25,000「日名」
［位 置］
36°31′52″N, 137°54′57″E

側陸棚のプロデルタであると考えられる．また，沖側にあた

［解 説］
金熊川は長野県大町市美麻から八坂にかけて流れる

る北上沢で斜面崩壊を示す含礫泥岩が発達し，炭質物を多量

河川で，犀川の支流である．金熊川は高府向斜の軸部より西

に含むハイパーピクナル流起源と考えられる砂岩層も厚くな

側において，西から東に向かって走向方向にほぼ直交して流

ることから，海水準上昇期に洪水と斜面崩壊でデルタ沖の斜

．小川川と土尻川で観察されたファンデル
れている
（Fig. 3）

面下に堆積物が運搬されていた可能性がある．このことか

タシステムの沖側の堆積環境に対して，金熊川ではより陸側

ら，d 砂岩タングはシーケンス境界上位の海進期堆積体であ

のデルタフロントやデルタ平野の環境を示す露頭を断続的に

ると解釈される．

．
観察することができる
（Fig. 4：柱状 1）

を示すと考えられる．ただし，互層の砂岩層が下位の砂岩タ

金熊川のこの地点において，c 砂岩タングは約 100 m の

Stop 2 大町市美麻：小川層 c 砂岩タングと泥岩卓越部の
境界
（シーケンス境界 SB3）
［地形図］
1：25,000「高府」
［位 置］
36°36′14″N, 137°54′48″E

層厚を持ち，小川川と同様にウェーブリップルや HCS，平
．細粒砂
行葉理などの堆積構造が見られる
（Figs. 5 and 13）
岩からなる HCS 砂岩層は，数 m から 10 m の厚さがある

［解 説］
大町市美麻の西木戸橋から切石橋にかけての土尻川

．この HCS 砂岩層を削り込む形で中粒砂岩層が
（Fig. 14）
．この中粒砂岩層は上下の岩相に比べ，
観察される
（Fig. 15）

沿いには，小川層の
「砂岩卓越部」の c 砂岩タングにあたる

固結度が高く，内部構造は不明瞭である．その上位にはトラ

．西木戸橋
地層が連続的に露出している
（Fig. 4：柱状図 3）

フ型斜交層理が発達する砂岩礫岩互層が見られる．その上位

から上流にむかって切石橋までは，粗粒砂岩を含む細粒から

では上方に向かって塊状礫岩層から含礫砂岩層に変化する厚

中粒砂岩層が見られる．砂岩層中に偽礫を含む．さらに，切

さ 1 m の層が 3 サイクル繰り返すのが観察される．含まれ

石橋の上流側約 50 m までの層位的に下位では砂岩層が連続

る礫の径は下位ほど大きく最大で 5 cm 程になる．さらにそ

し，その厚さは約 300 m に達する．一方，上位にあたる西

の上位では生痕化石を含む細粒砂岩となり．再び HCS 砂岩

木戸橋の下流側には HCS の発達した細粒砂岩層が見られ

が観察できる．

る．さらに下流側では泥岩優勢砂岩泥岩互層が露出している
．
（Fig. 12）

堆積環境と堆積シーケンス：中粒砂岩層による侵食面下位
の砂岩層は，HCS やウェーブリップルが発達することから

堆積環境と堆積シーケンス：谷が深く巡検では河床におり

暴風時波浪限界以浅の環境であり，さらに泥質堆積物を含ま

ることは出来ないが，上部での HCS の存在から，上部に向

ないことから晴天時波浪限界以浅の下部外浜環境で堆積した

かって急速に浅海化していると考えられる．また，Stop1-3

と考えられる．一方，侵食面上位の生物擾乱を伴わない砂岩

で想定されたシーケンス境界
（SB3）は，この，厚い砂岩層

層とトラフ型斜交層理が発達する砂岩礫岩互層は網状河川環

と泥岩優勢砂岩泥岩互層との間に存在すると考えられる

を示すと考えられる．したがって，両者の
境
（Miall, 1977）
間の侵食面は陸上侵食面である．塊状礫岩から含礫砂岩を挟

．
（Fig. 12）

んで再び HCS 砂岩で示される下部外浜に変化するので，礫
岩および含礫砂岩は海進期の強い波浪の営力によって形成さ
でその基底はラビンメント
れたラグ堆積物
（Walker, 1990）
面である．
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Fig. 13. Map of the Kanakuma-gawa route (Stop 3). The erosional boundary represents a subaerial erosional surface (SB:
sequence boundary)．

Fig. 14. HCS sandstone representing lower shoreface deposits at Stop 3-1. Hammer is 70 cm long.
沖側の小川川などでは，間に泥質の地層を挟んで c 砂岩
タングと d 砂岩タングに分かれていた砂岩卓越部は，ここ
では泥岩卓越部を伴わずに直接接している．陸上侵食面が

Fig. 15. Erosional boundary between lower shoreface HCS
sandstone and ﬂuvial medium-sand-sized sandstone (hammer head is placed on the boundary) at Stop 3-1. Hammer
is 33 cm long.
［位 置］
36°31′49″N, 137°55′11″E
［解 説］
Stop 3-1 から 100 m 程下流の層序的に上位にあた
る Stop 3-2 では，くさび型斜交層理が発達した砂岩層から

間の網状河川堆積物が低海水準期堆積体
（LST）になる．ラ

．さらにこの砂岩層中には
なる露頭が観察される
（Fig. 16）
．くさび型斜交
植物の根化石や炭質物が含まれる
（Fig. 17）

である．なお，
ビンメント面より上位が海進期堆積体
（HST）

層理が発達した砂岩層は約 3 m の厚さで，凝灰質の中粒か

この上位に当たる Stop 3-2 に高桑凝灰岩層に相当する凝灰

ら粗粒砂岩からなる．この砂岩層は泥質物を含まないことか

岩層が見られるので，このシーケンス境界は，渡辺ほか

ら，海岸に寄せた波のエネルギーが堆積物に強く働いたと考

シーケンス境界になり，シーケンス境界とラビンメント面の

の SB3 に連続するものと考えられる．
（1995）

えられる．また，くさび型斜交層理がよく発達することか
ら，この地層は海岸に打ち寄せる波によって，前浜面上で砂

Stop 3-2 大町市八坂：小川層 d 砂岩タングの上方累重堆
積物
［地形図］
1：25,000「日名」

粒の往復運動が起こることにより形成されたと推定される
．堆積構造と植物の根化
（Harms et al., 1975; 横川, 1988）
石などが観察されることから，前浜から後浜の堆積物である
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Fig. 16 . Coarse tuffaceous sandstone showing wedgeshaped stratiﬁcation at Stop 3-2.
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Fig. 17. Root trace in coarse tuffaceous sandstone at Stop
3-2. Ruler is 17 cm long.

Fig. 18. Left: Cliff face (about 100 m high) on the Saigawa River, viewed from Stop 4. Right: Sedimentary column for the
lower reaches of the Tanishina-gawa (slightly modiﬁed from a column provided by M. Takikawa). The units in the photograph are correlated with those in the column. For the legend, see Fig. 4.

と考えられる．この露頭の上部にはこの砂岩層を削り込む形

1990）．さらに上位では，再び，ウェーブリップルのある砂

で含礫砂岩層が観察できる．チャネル底を示す削り込み構造

岩層が観察されることから，波浪卓越の環境下に移行する．

も観察されることから網状河川を示すと考えられる．
この上位にあたる露頭では，細粒から中粒砂岩が観察され
る．この砂岩層は約 50 m の厚さがあり，内部に炭質物が多

Stop 4 長野市大岡道の駅：小川層砂岩卓越部の断面遠望

く観察される．また砂岩層中には厚さ 1 cm の炭質物の薄層

［地形図］
1：25,000「日名」
［位 置］
36°31′37″N, 137°57′31″E

が観察される．さらに双方向の流向を示すヘリンボーン構造

［解 説］
長野市大岡道の駅から見える犀川対岸の崖には，加

が観察された．ヘリンボーン構造や炭質物ドレイプが見られ

で高府向斜東翼の小川層論地部層下部の大姥
藤ほか
（1989）

ることから潮流の影響が示唆される
（Dalrymple et al.,

山砂岩とされた地層の一部が断面として犀川左岸に露出して
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いる
（Figs. 1 and 18）
．渡辺ほか
（1995）はこの崖の上部に
シーケンス境界
（SB3）が存在することを柱状図で示してい
る．したがって，対岸の崖に見られる地層は，これまで

Stop 1 と Stop 2 で観察してきた高府向斜西翼の小川層「砂
岩卓越部」
の c 砂岩タングと d 砂岩タングに相当する．この
崖の高さは約 100 m で登って柱状図を作成することは難し
たにしな
いが，北側を流れる当信川で作成した柱状図と対比出来る

．柱状図との対比から露頭下部は内側陸棚上に形
（Fig. 18）
成されたプロデルタ堆積物，その上位にはデルタフロントを
構成する下部外浜堆積物が見られる．さらに，陸上侵食面か
らなるシーケンス境界を挟んで河川成の礫岩，最上部は再び
海進が起こり下部外浜の細粒砂岩となっていると解釈でき
る．なお，砂岩からなるデルタフロントの基底に対して，そ
の下位にある砂岩泥岩互層が斜交しているように見える．こ
れは砂岩泥岩互層が緩い斜面上にクリノフォームを形成して
堆積しており，デルタフロントが斜面埋積によって形成され
た斜面クリノフォーム上を前進したと解釈できる．
謝

辞

は，滝川雅大氏
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