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新潟県糸魚川地域の境川右岸の手取層群水上谷層の岩相と層序

Lithology and Stratigraphy of the Mizukamidani Formation of the Tetori Group in the right bank 
of the Sakaigawa River in the Itoigawa area, Niigata Prefecture, central Japan
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Abstract

We made columnar sections of the Mizukamidani Formation of the Tetori Group exposed at the right bank of 
the Sakaigawa River in Itoigawa City, Niigata Prefecture, central Japan. The sections are divided into 40 lithological 
units composed mainly of coarse-grained sandstone, conglomerate, and alternating beds of sandstone and mudstone 
with minor mudstone. Twenty-six fining-upward sequences are apparently observed in the section. Two specimens 
of bivalve fossil were obtained from mudstone clasts within conglomerate. Triassic and Jurassic radiolarians were 
taken from siliceous rock pebbles within conglomerate, suggesting that the Mizukamidani Formation does not 
belong to the lower Jurassic Kuruma Group but the Upper Jurassic to Lower Cretaceous Tetori Group. On the 
basis of the radiolarian ages and conglomerate components, the Mizukamidani Formation in the study sections is 
correlatable with the Yakushizawa-migimata Conglomerate Member and Nagaoyama Altenation of Conglomerate 
and Sandstone in Toyama Prefecture, belonging to the Akaiwa Subgroup of the Tetori Group.
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はじめに

泥岩，砂岩，礫岩からなるジュラ系中部統～白亜

系下部統手取層群は福井・石川・岐阜・富山・新潟

に分布する (Fig. 1.2）．手取層群は日本の代表的な

中生界の一つであるが，白亜紀以降の構造運動の影

響を受け複雑に変形している．また，新期の火山岩

に覆われ，その分布はいくつかの地域に分断されて

いる．各分布域間での層序対比に関しては，未だに

議論が続けられている（前田，1961；Kusuhashi et 
al., 2002；Fujita, 2003；Matsukawa et al., 2006）． 新

潟と富山の県境付近の境川流域には，手取層群水

上谷層が分布する．新潟県における手取層群の層

序学的研究は，他県と比べると遅れており，産出

化石も新潟県糸魚川市上路から産出する植物化石

Onychiopsis elongata (Geyler) Yokoyama の報告（後藤，

1986），糸魚川市小滝の小滝川沿いから産出する植

物化石 Xenoxylon sp. の報告（白石，1992）のみに

留まっている．

2010 年より，新潟大学と糸魚川市の連携事業の

一環として，境川右岸の採石場に露出する手取層群

の調査を開始した．本論文ではその第 1 報として，

柱状図を示してその岩相や構造を報告する．加えて，

別に報告する礫岩中のチャート礫・珪質泥岩礫から

産出した放散虫化石のデータ（伊藤ほか，2012　本

号）に基づき，水上谷層の層位学的な位置づけにつ

いて議論する．

水上谷層の帰属

水上谷層（小林ほか，1957）については，ジュラ

系下部統来馬層群の最上部とみなす考え（小林ほか，

1957；Goto, 1983 など）と手取層群の一部に対比す

る見解があった（例えば，滝沢，1984，1988；北村・

山田，1990；富山県教育委員会，2003；冨田ほか，

2006)．小林ほか（1957）は，水上谷層は下位の大

滝谷層（小林ほか，1957）を整合に覆い，上位の黒

菱山礫岩層（小林ほか，1957）に不整合で覆われる

として，水上谷層を来馬層群の最上部に位置づけた．

滝沢・寺岡（1980）は，富山県北東部に分布する黒

菱山礫岩層と一括されていた地層を細分し，周辺に

分布する来馬層群（榀谷層・似虎谷層・水上谷層）

と手取層群，太美山層群に対比した．滝沢（1984）は，

水上谷層と上位の黒菱山礫岩層の岩相や地質構造が

調和的であるのに対し，水上谷層と下位の大滝谷層

の地質構造が大きく異なることから，水上谷層と大

滝谷層の関係を不整合とみなして水上谷層を手取層

群に組み入れた．北村・山田（1990）は，分布・地

質構造・岩相・礫種構成の特徴から水上谷層は黒菱

山層上部と同一層であるとみなした．富山県教育委

員会（2003）は，岩相的特徴から水上谷層を手取層

群石徹白亜層群に対比している．冨田ほか（2006）は，

水上谷層を手取層群の一部とみなし，上位の黒菱山

層とは整合関係にあるとした．このように命名され

た当初は来馬層群の最上部に位置づけられていた水

上谷層であるが，岩相や地質構造および上位層と下

位層との関係などから，近年では手取層群に帰属さ

せる考えが一般的である．

地質概説

調査地域は新潟県糸魚川市の西端部にあたり，富

山県との県境域に位置する（Fig. 1）．調査地域周辺

の地質は，下位より，来馬層群，手取層群，親不知

火山岩類，笹川溶結凝灰岩層，安山岩岩脈類，新第

三系，第四系により構成される（山田ほか，2001）．
手取層群は，水上谷層，黒菱山礫岩層，尻高山砂岩

礫岩層（吉村・足立，1976）および白鳥山層（滝沢・

寺岡，1980）により構成される．

水上谷層の模式地は富山県下新川郡朝日町水上谷

にある．富山県教育委員会（2003）は，朝日町にお

ける水上谷のルートマップを示した．後藤（1986）は，

朝日町大平と新潟県糸魚川市上路の榀谷に分布する

水上谷層から，植物化石 Onychiopsis elongata (Geyler) 
Yokoyama の産出を報告した．なお，朝日町大平の

植物化石産出層については，境川左岸の露頭上部に

露出する砂岩泥岩互層であると推定されている（富

山県教育委員会，2003）．
検討を行った露頭は，境川右岸の採石場に露出す

る（Figs. 1.3, 2.1）．この露頭を 3 つのセクションに

区分し，層位的下位よりセクション S，M，N とし

た（Figs. 2.1, 3）．セクションの見掛け上の全層厚は
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約 145 m である．これらのセクションは泥岩，砂岩，

礫岩と安山岩の貫入岩からなる．砂岩層は粗粒の長

石質アレナイトからなり，礫岩層はオーソコーツァ

イト礫およびチャート礫を多く含む．柱状図を作成

する過程で，セクションを岩相により区分した．本

論ではそれぞれをユニットと呼称する．ユニットは

断層や貫入岩によっても区切られる．地層の層理面

は一般に北西－南東の走向を示し，北に 32 ～ 42°で
傾斜する同斜構造を示す．安山岩は層理面に平行に

貫入している．

地質構造

境川右岸の採石場で観察される地層は，一般に北

西－南東の走向を示し，北に 32 ～ 42°で傾斜する同

斜構造を示す．露頭ではいくつかの断層が確認され

る．これらの断層は，層面断層と斜交断層の 2系統

に区分される．

1. 層面断層

層理面に対して平行な断層は，泥岩上位などの細

粒岩とその上位の砂岩や礫岩などの粗粒岩の境界部

に良くみられる．典型的な例は，S-10と S-11の境界，

M-11とM-12の境界（Fig. 2.2）にみられる．ここでは，

泥岩層もしくは極細粒～細粒砂岩層と，その上位の

礫岩層もしくは極粗粒～粗粒砂岩層との境界部分に

断層が出現する．破砕帯の幅は 15 ～ 18 cm である．

2. 斜交断層

層理面に高角度で斜交する断層は，S-06 と S-07
の境界，M-06 と M-07 の境界（Fig. 2.3），M-09 と

M-10 の境界（Fig. 2.3），N-10 と N-11 の境界に認

められる．断層面の走向は北東－南西方向で，傾

斜は一般に高角である．M -09 と M-10 の境界には

Fig. 1. Locality of the study sections. 2: Distributions of the Tetori Group (after Maeda, 1961).
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幅 8 ～ 10 cm の破砕帯がみられ，断層面は N83°E，
80°SW の姿勢をもつ．さらに断層面上には，低角の

プランジをもつ条線が観察される．

岩相記載

セクション S，M，N についての岩相柱状図を

Fig. 3 に示す．以下に，各セクションの概要および

各ユニットの岩相を記載する．地層中に含まれる礫

の記載は，肉眼観察によるものである．一部の珪質

堆積岩礫については，フッ化水素酸によるエッチン

グ面を電子顕微鏡により観察している（伊藤ほか，

2012 本号）．なお，礫種のうち石英としたものは，

脈起源のものと推定される．

1. セクション S
本セクションを構成する地層の全層厚は約 42 m

である．S-01 から S-13 の 13 ユニットからなる．

S-06 と S-07 との境界および S-10 と S-11 との境界

にはそれぞれ断層がみられる．

S-01　含礫長石質アレナイト層．極粗粒砂から細

粒砂への上方細粒化を示す．含まれる礫は最大礫径

が 2 cm，平均礫径が 0.5 ～ 0.8 cm の亜角～亜円礫

である．礫種は石英，チャート（白色，灰色）から

なる．この砂岩層の最上部では炭質物を含む砂質泥

岩となる．

S-02　暗灰色泥岩層．風化のために，茶褐色を示

す部分がある．砕屑性の白雲母が含まれる．ところ

により細礫の円礫を含む．炭質物を多く含む部分が

ある．

S-03　長石質アレナイト層．細粒砂から中粒砂へ

Fig. 2. Photographs of outcrops. 1: Distant view of the study sections. 2: Bedding fault at the boundary between units M-11 and 
M-12. 3: Oblique faults around units M-05 to M-10.
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Fig. 3. Columnar sections of the Mizukamidani Formation. 
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の上方粗粒化を示す．下部に礫支持の礫岩層を挟む．

礫岩層は最大礫径が 3 cm，平均礫径が 1 cm の円礫

を含む．礫種はオーソコーツァイトからなる．礫岩

層直上の砂岩層中に弱い平行葉理が認められ，それ

に沿って炭質物が並ぶ．

S-04　基質支持の中礫の礫岩層から粗粒の長石質

アレナイト層へと上方細粒化を示す．平均礫径が 2 
cmの円礫を含む．礫種はチャート（白色，黒色），オー

ソコーツァイト，明灰色砂岩，暗灰色泥岩，珪質凝

灰岩からなる．砂岩層中には炭質物からなる平行葉

理が認められる．

S-05　長石質アレナイト層．粗粒砂から中粒砂へ

の上方細粒化を示す．

S-06　基質支持の中礫の礫岩層から中粒の長石質

アレナイト層へと上方細粒化を示す．礫岩層は最大

礫径が2 cm，平均礫径が0.5 cmの角～亜円礫を含む．

礫種はチャート（白色，黒色），石英からなる．マッ

ドクラストを多く含む．礫岩中のマッドクラストか

ら，2 個体の二枚貝化石（馬場健司氏による発見），

植物片および生痕化石が産出した．見掛け上位に位

置する S-07 とは，斜交断層を介して接する．

S-07　基質支持の中礫の礫岩層から中粒の長石質

アレナイト層へと上方細粒化を示す．礫岩層は最大

礫径が 5 cm，平均礫径が 1 cm の角礫を含む．礫種

はチャート（白色，灰色），珪質凝灰岩，オーソコー

ツァイトからなる．チャート礫が多い．マッドクラ

ストを多く含む．

S-08　白色細粒層状砂岩と白色泥岩からなる白色

細粒砂岩優勢の互層．上部に炭層を挟む．砂岩層は

層厚約 1.5 m で，下部に平行葉理が発達する．泥岩

層は層厚約 5 ～ 10 cm で，炭質物を多く含む．

S-09　含礫長石質アレナイト層．中粒～極粗粒砂

であり，下部は淘汰が悪い．砂岩中には，最大礫径

が 6 cm，平均礫径が 2 cm の亜角礫を含む．礫種は

黒色泥岩，チャート（白色，黒色，赤色），珪質凝

灰岩（白色，灰色）からなる．黒色泥岩礫を特に多

く含む．上部は淘汰が良く，礫はほとんど含まれな

い．

S-10　白色泥岩と白色細粒砂岩からなる互層．下

部には厚さ 0.1 ～ 1 cm の炭質物を多く含む．中部

の炭質物は少なく，炭質物の厚さは約 0.2 cmである．

上部では炭質物がみられない．上位の S-11 とは層

面断層で接する．

S-11　長石質アレナイト層．中粒砂から細粒砂へ

の上方細粒化を示す．下部に層厚 30 cm の礫支持

の礫岩層を挟む．最大礫径が 3 cm，平均礫径が 1.5 
cmの亜角～亜円礫からなる．礫種はチャート（白色，

黒色），珪質凝灰岩からなる．マッドクラストを含む．

S-12　細粒白色凝灰質砂岩と明灰色泥岩からなる

砂岩優勢の互層．凝灰質砂岩層は層厚約 1 mである．

炭質物を多く含む．泥岩層は層厚約 5 ～ 30 cm であ

り，白雲母を多く含む．

S-13　下部は赤みを帯びた粗粒～極粗粒の長石質

アレナイト層であり，淘汰は悪い．中部に基質支持

の中礫の礫岩層を挟み，上位に向かって中粒の長石

質アレナイト層へと上方細粒化を示す．含まれる礫

は，最大礫径が 4 cm，平均礫径が 1 cm である．礫

種は石英，チャート（白色，黒色，赤色），珪質凝

灰岩，流紋岩からなる．一部に，3 cm 程度の長径

をもつ炭質物が，層理面に対して平行に配列する．

2. セクション M
本セクションを構成する地層の全層厚は約 45 m

である．M-01 から M-13 の 13 ユニットからなる．

M-06 と M-07 との境界，M-09 と M-10 との境界，

M-11 と M-12 との境界には断層がみられる．M-01，
M-02，M-03 は，それぞれ，セクション S の S-11，
S-12，S-13 に対比できる．

M-01（=S-11）基質支持の中礫の礫岩層から中粒

の含礫長石質アレナイト層へと上方細粒化を示す．

礫岩層は最大礫径が 4 cm，平均礫径が 2 cm の円礫

を含む．礫種はチャート（白色，黒色，灰色，赤色），

珪質凝灰岩，暗灰色泥岩，明灰色砂岩，オーソコー

ツァイトからなる．チャート礫が多い．また，炭質

物とマッドクラストを含む．淘汰が悪い．上部の含

礫砂岩層には正級化がみられる．含まれる礫は最大

礫径が 3 cm，平均礫径が 2 cm の円礫である．礫種

はチャート（白色，黒色），珪質凝灰岩，暗灰色泥

岩，深成岩，オーソコーツァイトからなる．層準 A
のチャート礫からトリアス紀の放散虫化石が産出し

た（伊藤ほか，2012　本号）．

M-02（=S-12）細粒白色凝灰質砂岩と明灰色泥岩
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からなる砂岩優勢の互層．凝灰質砂岩層は層厚 5 ～

30 cm である．泥岩層は層厚 1 ～ 10 cm であり，白

雲母を多く含む．砂岩，泥岩ともに上方薄層化を示

す．また，側方への層厚の膨縮が激しい．最下部の

泥岩層は植物片や材化石を多く含む．

M-03（=S-13）基質支持の中礫の礫岩層から中粒

の長石質アレナイト層へと上方細粒化を示す．礫岩

層は最大礫径が 4 cm，平均礫径が 1 cm の円礫を含

む．礫種はチャート（白色，黒色），明灰色砂岩，

珪質凝灰岩，暗灰色泥岩からなる．砂岩層中に円礫

のチャート（白色，黒色，赤色）礫からなる最大層

厚 20 cm のレンズ状の礫岩層を挟む．

M-04　極細粒明灰色砂岩と明灰色泥岩からなる

砂岩優勢の互層．砂岩層は層厚 20 ～ 50 cm，泥岩

層が層厚 10 ～ 25 cm である．3 層の泥岩層が認め

られる．下位の 2 層は白色を呈するのに対し，上位

の 1 層は暗灰色で炭質物を含む．

M-05　長石質アレナイト層．粗粒砂から中粒砂

への上方細粒化を示す．

M-06　下部は含礫砂岩層であり，礫支持の細礫

から中礫の礫岩層から上部の含礫長石質アレナイト

層へと上方細粒化を示す．淘汰は悪い．礫岩層は最

大礫径が 5 cm，平均礫径が 2 cm の円礫を含む．礫

種は暗灰色泥岩，チャート（白色，黒色，灰色），

安山岩，深成岩，明灰色砂岩，珪質凝灰岩，オーソコー

ツァイトからなる．また，炭質物を多く含む．上

部の砂岩層中に含まれる礫は最大礫径が 3 cm，平

均礫径が 1 cm である．砂岩層は全体的に淘汰が悪

い．本ユニットと下位の M-05 は，斜交断層を介し

て M-07 ～ M-09 と接する．

M-07　含礫長石質アレナイト層．中粒砂から極

細粒砂への上方細粒化を示す．含まれる礫は最大礫

径が 5 cm，平均礫径が 1 cm の円礫である．礫種は

チャート（白色，黒色），白色泥岩，珪質凝灰岩，オー

ソコーツァイトからなる．

M-08　極細粒明灰色砂岩と黒色泥岩からなる砂

岩優勢の互層．下部は黒色泥岩からなる．砂岩層は

層厚 40 cm，泥岩層は層厚 5 ～ 10 cm である．層厚

は側方に変化する．泥岩中には生痕化石がみられる．

M-09　含礫長石質アレナイト層．中粒砂であり，

淘汰は悪い．含まれる礫は，最大礫径が 3 cm，平

均礫径が 1 cm の円礫である．礫種はチャート（白

色，黒色），暗灰色泥岩，オーソコーツァイトから

なる．下部に層厚 40 cm のレンズ状礫岩層を挟む．

礫は最大礫径が 3 cm の円礫である．礫種はチャー

ト（黒色，赤色），珪質凝灰岩，白色泥岩，オーソコー

ツァイトからなる．本ユニットと下位の M-07 およ

び M-08 は，斜交断層を介して M-10 と接する．

M-10　下部の逆級化部と上方細粒化部に分けら

れる．

下部の粗粒の長石質アレナイト層から上位に向

かって礫支持の中礫の礫岩層へと上方粗粒化を示

す．礫岩層には礫岩優勢の砂礫互層がみられる．礫

岩層は最大礫径が 12 cm，平均礫径が 3 cm で円磨

度が異なる礫を含む．礫種は明灰色砂岩，暗灰色泥

岩，深成岩，安山岩，珪質凝灰岩，チャート（白色，

黒色，灰色，赤色），オーソコーツァイト，石英か

らなる．上部は礫岩層から漸移的に上位に向けて極

粗粒砂から粗粒砂へと上方細粒化を示す．砂礫互

層は非常に淘汰が悪い．礫岩層は層厚 40 cm で，側

方への層厚の膨縮が激しい．礫は最大礫径が 4 cm，

平均礫径が0.5 cmの円礫を含む．礫種はチャート（白

色，黒色），黒色泥岩，明灰色砂岩，深成岩，珪質

凝灰岩，オーソコーツァイトからなる．また，炭質

物も含まれる．上半部に平行葉理が発達する．

上部の砂岩層は層厚 35 cm で，正級化がみられる．

層準 B のチャート礫からトリアス紀中世～新世の

放散虫化石が産出した（伊藤ほか，2012　本号）．

M-11　明灰色細粒砂岩と明灰色泥岩からなる砂

岩優勢の互層． 砂岩層は層厚 40 ～ 70 cm で，炭化

物を含む．生痕化石が産出する．泥岩層の層厚は

20 cm で，側方への層厚の膨縮が激しい．泥岩層に

は全体的に平行葉理が発達する．上位の M-12 とは

層面断層で接する．

M-12　長石質アレナイト層．わずかに礫を含む．

礫は最大礫径が 3 cm，平均礫径が 0.5 cm の亜円礫

である．礫種はチャート（白色，黒色），暗灰色泥

岩，珪質凝灰岩，安山岩からなる．下部から中部に

かけて中粒砂から細粒砂へと上方細粒化を示す．さ

らに上部では細粒砂から粗粒砂へと上方粗粒化を示

す．上部と中部のそれぞれにおいてマッドクラスト

が含まれる．
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M-13　長石質アレナイト層．粗粒砂から細粒砂

への上方細粒化を示す．下部は礫を含む．礫は平均

礫径が 1 cm のチャート（白色，黒色，赤色）から

なる．

3. セクション N
本セクションを構成する地層の全層厚は約 54 m

である．N-01 から N-17 の 17 ユニットからなる．

N-07 と N-08 との境界および N-12 と N-13 との境界

には安山岩が地層に平行に貫入する．N-07 と N-08
との境界にある貫入岩の厚さは 3.7 m，N-12 と

N-13 との境界にある貫入岩の厚さは 7.5 m である． 
N-10 と N-11 との境界，貫入岩と N-13 との境界に

は高角の断層がみられる．

N-01　長石質アレナイト層．極粗粒砂から中粒砂

への上方細粒化を示す．斜交葉理がみられる．

N-02　基質支持の細礫の礫岩層から粗粒の含礫長

石質アレナイト層へと上方細粒化を示す．礫岩層は

亜円礫を含むが，含有量は少ない．最大 1 cm のオー

ソコーツァイトを含む．砂岩層には斜交葉理がみら

れる．

N-03　礫支持の中礫の礫岩層から基質支持の細礫

岩，粗粒の長石質アレナイト層へと上方細粒化を示

す．礫岩層は最大礫径が 2 cm，平均礫径が 1 cm の

亜円礫を含む．礫種はオーソコーツァイト，チャー

ト（白色，黒色），灰白色砂岩，花崗岩からなる．

砂岩層には平行葉理が発達する．

N-04　基質支持の細礫の礫岩層から上位に向かっ

て極粗粒の長石質アレナイト層へと上方細粒化を示

す．礫岩層は最大礫径が 2 cm，平均礫径が 0.5 cm
の亜円礫を含む．礫種は灰白色砂岩，オーソコーツァ

イト，チャート（白色，黒色）からなる．

N-05　礫支持で細礫の礫岩層から上位に向かって

粗粒の長石質アレナイト層へと上方細粒化を示す．

礫岩層は最大礫径が 4 cm，平均礫径が 1 cm の亜円

礫を含む．礫種は灰白色砂岩，チャート（白色，黒

色），花崗岩，オーソコーツァイトからなる．

N-06　基質支持で細礫の礫岩層から極粗粒の長石

質アレナイト層へと上方細粒化を示す．礫岩層は最

大礫径が 3 cm，平均礫径が 0.5 cm の亜角礫を含む．

礫種はオーソコーツァイト，石英，花崗岩，黒色泥

岩，チャート（白色，黒色）からなる．

N-07　基質支持の中礫の礫岩層．礫種はチャート

（黒色），オーソコーツァイト，珪質凝灰岩からなる．

チャートが最も多い．マッドクラストを伴う．上位

の N-08 との間には，厚さ 3.7 m の安山岩が層理面

に対して平行に貫入する．

N-08　下部は基質支持で中礫の厚い礫岩層からな

り，上位に向かって粗粒の長石質アレナイト層へと

上方細粒化を示す．礫岩層は最大礫径 3 cm，平均

礫径 1 cm の亜角礫を含む．礫種はチャート（黒色），

オーソコーツァイト，珪質凝灰岩からなる． 
N-09　下部は基質支持で細礫の礫岩層．上位に向

かって極粗粒の長石質アレナイト層へと上方細粒化

を示す．礫岩層は最大礫径 4 cm，平均礫径 0.5 cm
の亜円礫を含む．礫種はチャート（白色，黒色），オー

ソコーツァイト，珪質凝灰岩からなる．上部は中粒

の凝灰質砂岩層からなる．砂岩層には平行葉理が発

達する．

N-10　下部は礫支持で大礫の礫岩層からなり，上

位に向かって中粒の長石質アレナイト層へと上方細

粒化を示す．礫岩層は最大礫径が 10 cm，平均礫径

が 2 cmの亜円礫を含む．礫種は花崗岩，石英，チャー

ト（白色，黒色），オーソコーツァイト，淡灰色細

粒砂岩からなる．砂岩層は上位に向かって細粒化す

る．層準 C のチャート礫と珪質泥岩礫からジュラ

紀の放散虫化石が産出した（伊藤ほか，2012　本号）．

見掛け上位に位置する N-11 とは，斜交断層を介し

て接する．

N-11　下部に厚い礫支持の中礫の礫岩層からな

る．上位に向かって中粒の長石質アレナイト層へと

上方細粒化を示す．礫岩層は最大礫径が 3 cm，平

均礫径が 1 cmの亜円礫を含む．礫種はチャート（白，

黒），花崗岩，珪質凝灰岩，オーソコーツァイトか

らなる．礫とともに多くのマッドクラストを伴う．

中粒砂岩層中には斜交葉理がみられ，葉理に沿って

礫径 2 ～ 5 mm のチャート礫が配列する． 
N-12　層状黒色～灰色泥岩と明灰色細粒砂岩か

らなる砂岩優勢の互層．互層をなすそれぞれの層

厚が 30 cm から 5 cm へと変化する上方薄層化を示

す．植物片を含む． N-12 と上位の N-13 との間には，

厚さ 7.5 m の安山岩が貫入する．
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N-13　最下部は基質支持の細礫の礫岩層からな

る．上位に向かって極細粒の長石質アレナイト層

へと上方細粒化を示す．礫岩層は最大礫径が 1 cm，

平均礫径が 0.5 cm の亜角～亜円礫を含む．礫種は

チャート（白色，黒色），花崗岩，玄武岩，石英か

らなる．淘汰は悪い．安山岩および M-12 とは斜交

断層で接する．

N-14　中粒の長石質アレナイト層から上位に向

かって灰色泥岩層への上方細粒化を示す．砂岩層中

には平行葉理が発達する．

N-15　長石質アレナイト層．下部は粗粒砂からな

る．中部に相当する部分に露頭欠如がある．上部は

粗粒砂から極粗粒砂への上方粗粒化を示す．最上部

の粗粒砂岩層には平行葉理が発達し，葉理に沿って

マッドクラストが配列する．

N-16　暗灰色泥岩層．泥岩には少量の細礫から中

礫が含まれる．

N-17　礫支持の細礫の礫岩層から上位に向かって

極粗粒の長石質アレナイト層へと上方細粒化を示

す．礫岩層は最大礫径が 2 cm で，平均礫径は 1 cm
の亜角礫を含む．礫種はチャート（白色，黒色），オー

ソコーツァイトからなる．

水上谷層の岩相の特徴と産出化石

検討セクションを，岩相に基づいて 40 のユニッ

トに区分した（Fig. 3）．セクション S，M，N では，

それぞれ 8 回，7 回，13 回の上方細粒化パターンを

認識した．セクション S の北端（S-11 ～ S-13）と

セクション M の南端（M-01 ～ M-03）に同層準の

地層がみられることを考慮に入れると，全体で 26
回程の見掛け上の上方細粒化が認められることにな

る．これらの上方細粒化は，それぞれ厚さが異なる．

最も卓越する岩相は，粗粒の長石質アレナイト層

である．次に多い岩相は礫岩層で，細礫から大礫の

亜角礫から亜円礫を含む．礫種はチャート，オーソ

コーツァイトを主体とする．マッドクラストが 7 つ

のユニットに含まれる．上記の岩相の他には，細粒

砂岩層，砂岩泥岩互層および泥岩層がみられる．細

粒砂岩層，砂岩泥岩互層および泥岩層の一部では，

平行葉理が観察される．セクション N には斜交葉

理が観察される砂岩層がある．

今回検討したセクションから，植物片化石，二枚

貝化石，生痕化石，放散虫化石が産出した．植物片

化石は S-06，M-02，N-12 から得られた．炭質物が

いくつかのユニットに含まれている．二枚貝化石は

S-06 に含まれるマッドクラストより産出した．こ

の二枚貝化石については，水上谷層からの初めての

大型動物化石の産出であり，詳細については別途報

告する予定である．生痕化石は M-08，M-11 より産

出し，S-06 ではマッドクラストより産出した．放

散虫化石は M-01 の層準 A，M-10 の層準 B，N-10
の層準 C より産出した（伊藤ほか，2012　本号）．

水上谷層の層位的な位置づけ

水上谷層の層位的な位置づけについて，近年では

手取層群に帰属させる考え方が一般的であることは

先に述べた．ここでは，礫岩の礫種構成ならびに珪

質岩礫に含まれる放散虫化石の検討結果から，水上

谷層の対比について議論する．

伊藤ほか（2012　本号）は，セクション M の 2
層準（層準 A，B）およびセクション N の 1 層準（層

準 C）の礫岩に含まれる珪質岩礫より放散虫化石を

得た．放散虫年代の検討結果から，層準 B はトリ

アス系中部統チャート礫を，層準 C はトリアス系

チャート礫とジュラ系珪質泥岩礫を含んでいること

が明らかになった．

礫岩層の礫組成は後背地の地質構成を反映してい

る．伊藤ほか（2012　本号）は，礫種とその放散虫

年代に基づき，水上谷層の珪質岩礫の起源をジュラ

紀付加体である丹波－美濃－足尾テレーンに求めて

いる．付加体を構成する遠洋性堆積岩の放散虫年代

は，それが海洋プレート上に堆積した年代を示す．

そのため，付加体起源のジュラ系珪質泥岩が，ジュ

ラ系あるいはそれ以前の堆積岩中に礫として含まれ

ることは考えにくい．したがって，放散虫化石に基

づく年代的な観点からも，水上谷層はジュラ系下部

統の来馬層群ではなくジュラ系中部統～下部白亜系

下部統の手取層群に帰属させることが妥当であると

いえる．

1980 年代後半以降，いくつかの研究により手取層
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群中の礫岩から放散虫化石の産出が報告されている

（伊藤ほか，2012　本号）．上述したように，水上谷

層の礫岩層はトリアス－ジュラ系珪質岩を含むとと

もにオーソコーツァイトも多く含んでいる．竹内ほ

か（1991）は富山県の黒部川上流域において，手取

層群赤岩亜層群最上部の薬師沢右俣礫岩部層にのみ

チャート礫がみられることを示し，これらのチャー

ト礫から三畳紀放散虫化石の産出を報告した．富山

県の立山地域および上市地域に分布する長尾山礫岩

砂岩互層は，チャート礫とオーソコーツァイト礫を

含むことにより特徴づけられ，赤岩亜層群に対比

されている（前田，1956；山田，1988；茂野ほか，

2004）．珪質岩礫の放散虫年代ならびに礫種構成か

らは，水上谷層は薬師沢右俣礫岩部層および長尾山

礫岩砂岩互層に対比され，赤岩亜層群の層位に位置

づけられると考えられる．

まとめ

（1） 新潟県糸魚川市境川右岸に分布する手取層群水

上谷層について，岩相柱状図を作成した．地層

全体の層厚は約 145 m であり，合計 40 の岩相ユ

ニットに区分した． 
（2） 岩相ユニットは，粗粒砂岩，礫岩，砂岩泥岩互

層を主体とし，少量の泥岩を伴う．

（3） セクション全体でそれぞれ厚さの異なる上方細

粒化が，見掛け上 26 回程度認められる．

（4） マッドクラストから，水上谷層からの初めての

大型動物化石の産出となる二枚貝化石を得た．

（5） 礫岩中の珪質岩礫より，トリアス紀からジュラ

紀の放散虫化石が産出した（伊藤ほか，2012　

本号）．この放散虫年代から，水上谷層はジュラ

系下部統の来馬層群ではなくジュラ系中部統～

白亜系下部統の手取層群に帰属させることが妥

当であるといえる．

（6） 珪質岩礫の放散虫年代ならびに礫種構成から

は，水上谷層は富山県に分布する赤岩亜層群の

薬師沢右俣礫岩部層および長尾山礫岩砂岩互層

に対比されると考えられる．
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