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1.  はじめに：勝田層群

　岡山県津山盆地は，東西 25km，南北 10km の広がりを
持つ．北側は標高 1,255m の那岐山を主峰とする那岐山山
塊によって，南側は標高 300 － 400m の吉備高原で境さ
れている．標高が 90 － 200m である盆地内には，中期中
新世（Middle Miocene）に堆積した勝田層群が分布して
いる（市村ほか , 1917; 竹山 , 1930）（図 1）．西南日本弧
において中期中新世に作られた海成層は，第一瀬戸内累層
群と呼ばれており，勝田層群は第一瀬戸内累層群の一つで
ある．勝田層群も主に海成層からなり，全体として下部層
は陸成のものから上部層の浅海成のものに変化しており，
層厚は薄く概ね 100m 前後，最大でも 200m 程度が推測さ
れている（先名ほか , 2006）．河合（1957）は約 300m と
推定している．
　勝田層群は中期中新世の約 16Ma ごろに形成された．勝
田層群からは，これまでに哺乳類や軟体動物などの多くの
化石が産出している（市村ほか , 1917; 竹山 , 1930; 高井 , 
1950; Tai, 1954; Taguchi, 1981 など）．中期中新世の示準
化石とされるウミニナ科の大型巻貝ビカリア（Vicarya callra, 
Vicarya yokoyamai）が数多く産出するために（市村ほか , 
1917; 竹山 , 1930; 河合 , 1957; Taguchi, 2002），勝田層群
には中期中新世の年代が充てられている．浮遊性有孔虫化
石，珪藻化石，石化質ナンノ化石なども発見され，それ
らの化石帯はいずれも 16Ma 前後の時期のものであった
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図 1　MMCO が記録されている日本の地層．（a）勝田層群と備
北層群．勝田層群は津山－福渡に分布し，それより西に分布す
る中期中新世の地層を備北層群と呼んでいる．後藤ほか (2013)
の図を一部改変．（b） 東海地方に分布する中期中新世の地層（第
一瀬戸内累層群）．柴田・糸魚川 (1980) の図を一部改変．
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2.  MMCO（中期中新世の温暖期：Middle Miocene 
　  Climatic Optimum）

　海水温を推定する方法に酸素同位体比法がある．18O と
16O の同位体比（18O/16O）を基準値と比べる酸素同位体比
δ18O を次の式で定義する．
　δ18O (‰) ＝ [ (18O/16O)試料 / (18O/16O)基準物質 － 1 ] × 1000
ここで基準物質は Pee Dee 層産のベレムナイトを指す．
δ18O の大小で海水温を推測する．
　酸素には 3 種類の安定同位体がある． 酸素の 99.762%
は 16O で，残りのほとんど（0.200%）は 18O である．17O
もごくわずか（0.038%）に存在しているが，ここでは考え
ない．16O は 18O より軽いので蒸発しやすい．蒸発して雲
となり，極地域で雪となって降り，そして氷となる．氷の
中では 18O に比べ 16O の割合が高くなる．寒冷な気候で氷
床が発達すると，16O は氷床で多くなり，海水の 18O は濃
くなっていく．その結果，海水の 18O/16O 比は高くなる．
18O/16O の比を表現する方法である酸素同位体比δ18O も大
きくなる． 海に棲む原生動物である有孔虫は海水中の Ca
イオンを材料にして，炭酸カルシウム CaCO3 で殻を作る．
有孔虫が死ぬとその殻は海底に堆積し，当時の海水中の
18O/16O 比を記録として殻の中に残す．さらにこの殻には，
水温が低いほど 18O が多く取り込まれることも分かっている

（詳細は 5 章を参照）．酸素同位体比δ18O は，海水温度や
大陸の氷床量の指標であり，δ18O が小さいと温暖期ある

（例えば森・山野井 , 2003）．勝田層群は次のような特徴を
そなえていると要約できる．（ⅰ）16Ma 前後の中期中新
世に，（ⅱ）海水が少なくとも現在の標高 90m 以上に到来
して堆積した地層である．
　津山盆地の勝田層群の西の吉備高原上に備北層群が分布
し，その地層形成年代にも中期中新世が充てられている（後
藤ほか , 2013）．これら勝田層群や備北層群が形成された
原因は海進である．海進が起こった理由には，二つの考え
方がある．一つはテクトニックな沈降運動である（吉田 , 
1992）．陸域が海面下まで沈降し，海進が起こったと考え
る見方である．16Ma 前後に，津山盆地や吉備高原が沈降
し，海を迎えに行くテクトニクスが起こることが必要であ
る．もう一つは，海水準の絶対的上昇があり，現在勝田層
群など中期中新世に堆積した地層がある標高まで，海面が
高くなったという主張である（例えば，天野 , 1985）．こ
の場合は，16Ma 前後の時期に世界的な温暖期があり，海
面が上昇することが必要条件である．前者は西南日本特有
な地球科学的現象ととらえ，後者は全世界的現象ととらえ
るものである．
　この小論では，勝田層群を含む第一瀬戸内累層群の形成
が，全世界的な温暖化の結果引き起こされた地球科学現象
であったことを示す．

ｄ

図 2　過去 6500 万年間の酸素同位体比δ18O の変動．深海底生有孔虫から求めた 0 － 6500 万年前の酸素同位体比δ18O．中期始新世
（middle Eocene） から中期中新世（middle Miocene）のデータは高い精度で求められている．中期中新世にδ18O が小さい時期を見る
ことができる．これを MMCO（Mid-Miocene Climate Optimum）と呼ぶ．Zachos et al. (2008) の図を一部改変．
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を目標とすることが掲げられた．中期中新世初期（early 
middle Miocene）の温暖期は，人類が出現する前の直近の
温暖気候なので，この会議以降，中期中新世の温暖気候と
CO2 濃度の関係に注目が集まった．温暖気候と CO2 濃度の
議論の中で，“MMCO” と言う言葉が使われるようになった．
Flower (1999) は，中期中新世初期の温暖期の時代には気温
は中緯度で 6℃ほど上昇したにもかかわらず，CO2 濃度は
180 － 290ppmv（現在は 360ppmv）であり，それほどの高
い CO2 濃度ではなかったと結論した．この論文で，彼は中
期中新世初期の温暖期のことを “Mid-Miocene Climatic 
Optimum” と呼び，“MCO” と略して記述した．Zochos et 
al. (2008) は暁新世（Paleocene）や始新世（Eocene）の温
度変化と CO2 の総量との相関を議論した．彼らの描いたδ18O
のグラフには “Mid-Miocene Climatic Optimum” が記され
ている（図 2）．You et al. (2009) は，彼らの論文で，中期
中新世初期の温暖期のことを “Middle Miocene Climatic 
Optimum” と呼び，その略語に “MMCO” を使った．彼ら
は “MMCO” の暖かさを維持するためにどの程度の CO2 濃
度が必要かを見出すシミュレーションを行った．暖かさを維
持するためには，現在の CO2 濃度 300 － 600ppmv に比較
してそれほど高くはないが，460 － 580ppmv と変動幅が狭い
CO2 濃度分布域が必要であるとの結論を導いた．この論文以
降，多くの論文では “MMCO” が用いられるようになった．
　すでに 2002 年ころから AGU の講演会では，“MMCO”
は “Middle Miocene Climatic Optimum” や “Mid-Miocene 
Climatic Optimum” の略語となっていた（例えば，Ennyu 
and Arthur, 2002）．Barnosky et al. (2003) は地球的規模の
温暖化の間のロッキー山脈の動物相の変化を評価する研究を
行い，彼らは “Mid-Miocene Climatic Optimum” を “MMCO”
と記述している．Mid-Miocene 以降の寒冷化にともなう Pb,　
Nd, Hf などの化学的あるいは同位体変化の様子を探る研究を
したVlastélic et al. (2005)もまた，“Middle Miocene Climatic 
Optimum” を “MMCO” と記した．その後の論文では，
“Middle Miocene Climatic Optimum” や “Mid-Miocene 
Climatic Optimum” を “MMCO” と略す論文が増加した．
“Middle Miocene Climatic Optimum” と “Miocene Climatic 
Optimum” は同じ Middle Miocene の最温暖期をさしてい
る． 2018 年から現在までに公表された論文では，中期中
新世初期の温暖期の略語として “MMCO” と “MCO” が共
存している状態である．

4.  MMCO の起こった年代

　Woodruff et al. (1981) は，DSDP site 289 において採取
されたコアから信頼性の高いδ18O を求め，δ18O の低下が
16.5 － 14.8Ma で 起 こ っ た と 主 張 し た．Woodruff and 
Savin (1989) に よ る 論 文 の Background の 章 で， δ18O 
minimum はおおよそ 16.5 － 14.5Ma の期間で起こったと
記しているので，1980 年代には「δ18O の極小期は 16.5 －
14.5Ma であった」とすることは，すでに多くの研究者に認
識されていたようだ．
　δ18O の極小期が「温暖期」であると認識されたのは

いは δ18O が大きいと寒冷期と認識されている．
　 深 海 掘 削 計 画（Deep Sea Drilling Project; DSDP） が
1968 年に開始された．深海底から掘削採集されたコアの中
の浮遊性有孔虫や底生有孔虫などの殻の CaCO3 の酸素同位
体比δ18O が測定された．酸素同位体比δ18O の値が，約
16Ma の中期中新世に 1‰ほど低下した事実が発見された

（Savin et al., 1975）（図 2）．このことから，中期中新世の
時期に地球規模で海水温が上昇したことが示唆された．
　酸素同位体比δ18O の値の変動は，Savin et al. (1975) に
よると，次のように記述できる．白亜紀（Cretaceous）か
ら始新世（Eocene）のはじめの時期のδ18O の値は 0.5 －
1.0‰であったが，その後上昇をはじめ，漸新世（Oligeocene）
の中期には 2.8‰に達し，この高い値がしばらくつづいた．
漸新世の終わりころからδ18O が低下しはじめ，前期中新
世（early Miocene）には δ18O が 1.8‰と極小値をとり，
最温暖期に達する．ところが中期中新世（middle Miocene）
からは急激なδ18O の上昇が起こる寒冷期が始まり，現在
では 4.0‰まで上昇している．
　1960 年代以降発見された事実群から，低緯度や高緯度に
おいて，中期中新世に温暖期が最高潮に達したらしいこと
が認識されてきた（Shackleton and Kennet, 1975; Savin, et 
al., 1975）．中新世のラテライトやボーキサイトが緯度 45°
N のドイツで観察されることも，中期中新世に全地球規模
で高温であったことの一つの証拠である（Schwarz, 1997）．
海水面変動や古生物の情報も加えて，前期漸新世（early 
Oligocene） から続いた冷涼気候が，後期漸新世（late 
Oligocene）には世界的な温暖化に転じ，前期中新世後期（late 
early Miocene）に最温暖期を迎え，そして中期中新世から
は再び急激な寒冷化が始まったことが分かってきた（Miller 
et al., 1987; Tsuchi, 1990; Hornibrook, 1992）．
　上記の中期中新世の温暖期は，現在，MMCO (Middle 
Miocene Climatic Optimum) と呼ばれている．次章ではそ
の呼称について解説する．

3.  MMCO の呼称

　Flower and Kennett (1994) は，中期中新世の気候の大変
化に注目した．酸素同位体比δ18O や生物相などの多くの
証拠に基づいて，中期始新世（middle Eocene）以来の冷涼
だった気候が去って温暖化が始まり，前期中新世（early 
Miocene）に温暖化が最高潮に達するが，15 － 12.5Ma の
急激な低温化が始まり，温暖気候は終わりを告げたと結論づ
けた．研究者はこの中期中新世初期（early middle Miocene） 
の温暖期のことを，“a Neogene climatic optimum” とか，“a 
mid-Neogene climatic optimum” あるいは “Middle Miocene 
climatic optimum” などと，さまざまな言葉で呼んだ．一方，
それに続いた急激な気候の変化である冷涼化は “the Middle 
Miocene climatic transition” と呼ばれた．
　1997 年に京都で「第 3 回気候変動枠組条約締約国会議」
が開催され，気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議
定書が取り決められた．そこでは，先進国全体で，先進国
の温室効果ガスの排出量を 1990 年比で 5% 減少させること
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　U1338 コアのデータによれば，15.7 － 14.7 Ma の間に
δ18O は 1.9 － 0.7‰の間で変動していた．この期間では，9
個のδ18O の極小期とδ13C の極大期が一致し，さらに地球
軌道要素から作られた orbit tuning target の極大値とδ18O
とδ13C の極大・極小値は同期していた．高温の時期は，
δ13C 値からも裏づけされた．ところが 14.7Ma になると
δ18O が突然大きくなっただけでなく，それより若くなると
δ18O，δ13C と orbit tuning target との同期も消失したので，
14.7Ma を MMCO の 終 了 時 期 で あ る と Holbourn et al. 
(2014) は結論した．MMCO は，16.9 － 14.7Ma の間の時
期であり 2.2myr にわたっていることになる．
　MMCO 開始と終了の年代推定の尤もらしさは，U1335
と U1336 のコアから確認された（Kochhann et al., 2016）．
U1335 と U1336 のコアの年代を 2 つの段階を用いて決定
している．第一段階は，U1335 コアのδ18O とδ13C の変動
と，天文学的に年代が決められた U1337・U1338 コアの
δ18O とδ13C の変動との対比が行われた．最も温暖な時期
の年代を 15.62Ma として，対比する際の留意する年代値と
した．第 2 段階は， U1335 の堆積物中の CaCO3 量（重量 %）

（高温では CaCO3 が海水に融解しやすく，堆積物中では減
少する）の極小値と 100kyr の地球軌道の離心率の変動の極
大値を対比させることから，より詳細な年代を求めた．
U1335，U1336，U1337 と U1338 のコアの年代は，地磁気
極性編年を用いていないことに注目すべきである．15Ma
近傍の地磁気極性編年には，年代推定の曖昧さが指摘され
ている（乙藤 , 2019）．
　U1335 コアのδ18O の急激な減少は 16.9Ma に，U1335・
U1336 コアのδ18O の急激な増加とδ13C の急激な減少は
14.7Ma に見つかったので，これを Kochhann et al. (2016)
は，16.9 － 14.7Ma が MMCO の年代である証拠とした（図
3）． δ18O の 平 均 値 は， 18 － 17Ma で 1.79 ‰，16.9 －
14.7Ma で 1.57‰であった．MMCO の前半の 16.9 － 16Ma
でδ18O が小さく，16 － 14.7Ma でやや大きい．そして最
も暖かい時期（δ18O 最小期）は 15.6Ma であった．

Flower and Kenett (1994)が書いた論文以降である．彼らは，
～ 16Ma － 14.8Ma は気候変化が起こった時期であり，
14.8Ma までは「温暖期」であり，14.8Ma 以降に「寒冷期」
が始まったと記した．中期中新世の「温暖期」は～ 16Ma
－ 14.8Ma であったとの見方は，薄々多くの研究者に気づ
かれていた．1994 年以降，MMCO の詳細な期間を探る研
究が始まった．
　最も詳細な MMCO の年代推定は，東赤道太平洋 3,500m
の 海 底 で 採 取 さ れ た IODP（Integrated Ocean Drilling 
Program）の site U1335，U1336，U1337 と U1338 の 4 地
点 の コ ア の 研 究 か ら 行 わ れ た（Holbourn et al., 2014; 
Holbourn et al., 2015; Kochhann et al., 2016）．これらのコ
アの堆積物は，20 － 13Ma の時代に堆積したものである．
各コアから 5 － 25cm（年代換算 5 － 12kyr）間隔で 4 － 8
個の有孔虫を採取し，その殻からδ18O を測定した．コア
U1337 そして U1338 の年代は，コアのδ18O の変動の極小
値と地球軌道要素の離心率（eccentricity）・地軸の傾き（tilt）・
歳差（precession）の 3 つを組み合わせて作られた変動（orbit 
tuning target と呼ばれる）（Laskar et al., 2004）の極大値と
を比較して，推測された．MMCO 開始時期は U1337 コア
から推定された．U1337 コアのδ18O は，16.9Ma で突然 1
‰程度減少することから，この年代が MMCO の開始時期
に当たると Holbourn et al. (2015) は判定した．ちなみに 20
－ 16.9Ma の平均δ18O は 1.65‰，16.9 － 15Ma では 1.31
‰と低い値を示した．
　MMCO 終了時期である 14.7Ma は U1338 コアから推定
された．この推定には，有孔虫の殻の 13C/12C 比が使われ
ている．海水の 13C/12C 比の変化は , 深層水循環のパターン
と海水中の平均 13C/12C 比の 2 つの要因に依存しており，
海水温の低い氷期には海水中の平均 13C /12C 比が小さくな
ることが分かってきた（大河内・平 , 1991）．一般に 13C/12C
比は，δ13C 値で示される．
　δ13C (‰) ＝ [ (13C/12C)試料 / (13C/12C)基準物質－ 1 ] × 1000
　13C/12C 比が小さくなると，δ13C 値は小さな値になる．

MMCO

図 3　18 － 13 Ma 間の酸素同位体比δ18O の変動．IODP site U1335 から求められた底生有孔虫の酸素同位体比δ18O の変動．
Kochhann et al. (2016) の図を一部改変．CaCO3 量と 100kyr（10 万年）の地球軌道の離心率の変動とを同期させたとき，100kyr の地
球軌道の離心率の変動とδ18O の変動も，MMCO の期間にはいい一致を示した．δ18O の急激な減少（赤矢印）は 16.9Ma に，急激な
増加（赤矢印）は 14.7Ma に起こった．Ma は百万年（前）．



日本列島に記録される MMCO 9

いることは認識されていた（Emiliani, 1955）．氷期と間氷
期の水温を赤道域のカリブ海と赤道大西洋の深海底のコア
の中の浮遊性有孔虫のδ18O で推測すると , 6℃の違いがあ
るとの報告があった（Emiliani, 1966)．Shackleton （1967）は，
この違いは大きすぎると疑問を呈し，δ18O を支配するの
は温度に依存するよりむしろ極地域にある氷床体積であろ
うと結論した．現在では，δ18O の変動の要因として，（1）
炭酸塩のまわりの温度，（2）全世界的な氷の体積，（3）蒸
発量，そして（4）堆積物の続成など，いくつかの因子があ
ることが理解されている．水温を酸素同位体比δ18O の数
値だけから見積もるのは難しいことが分かってきた．現在
では酸素同位体比δ18O による「海水」の温度推定は，上
記の因子に十分に留意して行われている（例えば，Briard 
et al., 2020）．

5. 1. 3.  Mg/Ca 比（水温）
　酸素同位体比δ18O に代わって「海水」の温度推定する
ために注目されたのは，Mg/Ca 比であった．有孔虫の Mg/
Ca 比は，塩分濃度や世界的な氷の体積の因子には敏感でな
く，温度にとても依存していることが分かってきた．Dwyer 
et al. (1995) は 2 － 14℃で生息する貝形虫（Ostracoda）の
殻の Mg/Ca を測定し T海底水温 (℃ ) ＝ (0.854 × Mg/Ca) － 
5.75 ( ただし Mg/Ca は mmol/mol）の実験式を求めた．
Mitsuguchi et al. (1996) はサンゴの殻に注目して 103 Mg/Ca 
(molar ratio) ＝ 1.15 ＋ 0.129 × T海面水温を得た．温度推定の
試料として一般に底生有孔虫が使われているので，
Nürnberg et al. (1996) や Mashiotta et al. (1999) は，温度を
変えながら浮遊性有孔虫の培養実験を行い Mg/Ca 比を測定
し，Mg/Ca 比と海面水温 (T) との関係を
　Mg/Ca (mole ratio) ＝ 0.000284 × 10 (0.0354 × T)　や
　Mg/Ca (mmol/mol) ＝ 0.474 × exp (0.107 × T) 
　をそれぞれ得ることに成功した．

5. 1. 4.  バイオマーカー（水温）
　バイオマーカーを温度計として使う方法は 1990 年代後
半ころから実用化された．バイオマーカーとは環境試料中
の有機分子の中でも，生合成のみに由来し，起源特異性を
もつ（起源によって弁別する目安がある）化合物のことで
ある．堆積物中のものは分子化石とも呼ばれている．生体
有機分子の分子組成は環境因子における生理・生態系を反
映することが知られているので，それは地球環境の情報を
提供する（関 , 2014）．

 (1) アルケノン
　水温復元に最初に用いられたのはアルケノンである．ア
ルケノンは長鎖の不飽和ケトンで，ごく一部のアプト藻の
みが生合成する化合物である．長鎖のアルケノンの炭素数
37 のうち，2 不飽和のものと 3 不飽和の比はアプト藻が生
息する水温に依存することが培養実験で示された．さらに
その不飽和比は，直上の表層水温と高い相関があることが
分かり，古水温計として高い信頼性を持つことが証明され
た（Prahl and Wakeham, 1987; Müller et al., 1998）. 
　アルケノン不飽和指標（an alkenone unsaturation index）

5.  MMCO の気温・水温

　MMCO の水温や気温は，いろいろな方法で推定されて
いる．それぞれの温度推定法を簡単に説明し，次に MMCO
の時期の推定温度について述べる．

5. 1.  水温や気温の推定法
5. 1. 1.  生物相
　過去の気温を生物分布から推測する方法は，地質学で示
相化石の概念が生まれたときから始まった（例えば，小笠
原 , 1993）．古環境の推定に有効な化石を示相化石と呼ぶ．
動物化石をもとに作られた動物相（フォーナ）や珪化木や
花粉の分布に注目して作られた植物相（フローラ）の構築は，
気温を予想するために有用である．生物化石を通じて気温
を推定するために，現生生物の地理的分布との比較を行う
方法が採用されている．もっとも有用な温度推定方法の一
つは花粉分析である．研究地点で過去の地層に含まれる花
粉の種類と数（花粉組成）を計測し，それを現生の日本各
地の花粉組成と比較し，研究地点の花粉組成に対応する地
点を現在の地理上に見つけ，現生のデータから研究地点の
過去の平均気温や降水量を定量的に推定する．この方法を
モダンアナログ法と呼ぶ（中川 , 2008）．世界各地の現在と
過去の花粉のデータを用いることで，地球規模での過去の
平均気温が推測されている．

5. 1. 2.  酸素同位体比δ18O（水温）
　定量的に温度を推定する方法が望まれてきた．酸素同位
体比δ18O を水温の推定に用いるアイデアは，Urey (1947)
から始まった．炭酸塩からなる殻の酸素同位体比（δ18O）
から，その殻をもつ化石動物が生きていたときの周りの温
度を再現できると，彼は主張した．McCrea (1950) は，10
－ 20℃程度の低温における炭酸塩と水の酸素の分配につい
て理論的に考察し，酸素同位体比δ18O と水温の経験的な
関係式（δ18O relationship）を提案した．さらに Epstein et 
al. (1951，1953) は塩分濃度や氷床体積の効果を無視し，温
度変動のみが指標に寄与すると仮定して，δ18O と水温の間
に　T (℃ ) ＝ 11.88 － 5.91 × δ18O や　T (℃ ) ＝ 16.5 － 
4.3 × δ18O ＋ 0.14 × （δ18O）2 などの実験式を提案した．
　1950 年代には深海底コアの中の底生有孔虫から求めた
δ18O の測定値に，Epstein らの実験式をあてはめ，平均水
温が推定されるようになった．Emiliani (1954) は，δ18O
の測定値から推測した温度に基づいて，暁新世（Paleocene）
から鮮新世（Pliocene）の間に水温が 10.4℃から 2.2℃に大
きく低下したことを報告している．Epstein et al. (1953) の
式に従って温度を推測する試みは，DSDP によって採取さ
れた深海底コア中の有孔虫を研究対象試料とし，1970 年代
から 1990 年代にわたって盛んに行われた（Savin et al., 
1975; Miller et al., 1987; Wright et al., 1992）．1998 年には， 
酸素同位体比δ18O と温度の関係の経験式を見直しする動
きが見えてきた（Bemis et al., 1998）．実験式の変遷は，
Bemis et al. (1998) にまとめられている．
　水温の推定が行われた初期から，底生有孔虫の酸素同位
体比δ18O が氷床体積と海底水温の二つの因子に関係して
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対する分子量 45，46，47 の CO2 の質量の比である（例：
R45 ＝ 45CO2 の質量 / 44CO2 の質量）．R45 ＊，R46 ＊，R47 ＊は，
R13（13C の 質 量 / 44CO2 の 質 量 ） と R18（18O の 質 量 / 
44CO2 の質量）の測定値から求められる（Affek and Eiler, 
2006）．
　一方，キャップ 47 と温度の間には
　D47 ＝ 41.63 × 103 / T2 ＋ 0.2056
の関係がある（Peral et al., 2018）．測定値 R45，R46，R47 を
求め，キャップ 47 と温度の関係式から，温度 T を推測す
ることができる．

5. 1. 6.  酸素同位体比δ18O「気温」
　酸素同位体比δ18O による温度推定法が，水温を推定す
るのではなく，「地表付近の気温」を推定する方法として生
き返った．測定対象は有孔虫の殻のかわりに氷である．
1960 年代に Dansgaard et al. (1960) や Dansgaard (1964) が，
グリーンランドにおいて年平均気温が低い地域ほど氷のδ18O
が小さいという単純な比例関係が成り立つことを示した．
Johnsen et al. (1989) は , グリーンランド氷床でδ18O （‰）
＝ 0.67 × T － 13.7 が成り立つことを示し，Satow et al. 
(1999) は , 南極の大西洋に面した地域でδ18O (‰) ＝ 0.852 
× T － 7.92 を報告した．氷床コアの酸素同位体比δ18O を
用いて気温を推定する一般的手法は，これらの推定式を用
いて行われている．植村 (2007) はこの方法を「古典的な水
同位体温度計」と呼んでいる．
　酸素同位体比δ18O に変動を与える因子として，水が蒸
発した海域の海面水温がある．この海面水温を補正し，極
域の気温をより正確に推定する方法が開発されている（植
村 , 2007）．

5. 2.  MMCO の時代の温度
　MMCO の時代の海面水温について，Oleinik et al. (2008), 
Feakins et al. (2012) や Florind et al. (2013) らが，「現在よ
りも 6℃ほど高い」と述べている．この記述は，You et al. 
(2009) の論文にも見ることができ，Flower and Kenett　

UK
37 を次のように定義し

　UK
37 ＝ ([C37:2]－ [C37:4]) / ([C37:2]＋[C37:3] ＋[C37:4])

　UK
37 ＝ 0.040T – 0.0110 

あるいは　UK’
37 ＝ [37:2] / ([37:2] ＋ [37:3])

　　　　　UK’
37 ＝ 0.034T ＋ 0.039

で水温を推定する（Prahl et al., 1988）．ここで [C37:2l]， 
[C37:3]， [C37:4]はそれぞれ炭素数37の2不飽和，3不飽和，
4 不飽和の濃度である．

 (2) TEX86
　2000 年代に入り実用化されたのが，テトラエーテル脂質
の組成比から水温を推定する TEX86 と呼ばれる方法であ
る．イソプレイド系のテトラエーテル脂質は環境中に遍在
する古細菌やバクテリアが作ると考えられており，海洋堆
積物中に多く含まれている．古細菌（archaeota）であるマ
リンクレンアーキオータ（Marine Crenarchaeota）は，海
洋のピコプランクトンの 20 % を占めることが報告されて
い る． 古 細 菌 の 膜 脂 質 に 由 来 す る  Glycerol Dialkyl  
Glycerol Tetraethers （GDGTs）分子があり，特にマリンク
レンアーキオータが生合成する分子には，シクロ環（シク
ロペンタン C5H10）を 4 つ持つ GDGT- Ⅴ（Crenarchaeol）
がある．マリンクレンアーキオータは，生育温度に対応し
てシクロ環の数を変化させ，GDGT- Ⅱ，Ⅲ，Ⅳと GDGT-
Ⅴの異性体である GDGT- Ⅴ’ などを作る（例えば，北島 , 
2007）．Schouten et al. (2002) は TEX86 と呼ばれる古水温推
定法を開発した．TEX86 は TetraEther indeX of tetraethers 
consisting of 86 carbon atoms の略である．GDGT- Ⅱ，Ⅲ，
Ⅳと GDGT- Ⅴの異性体である GDGT- Ⅴ’ の相対的な存在
度の比より海面水温を算出する．採取した堆積物から有機
溶媒を用いて脂質を抽出し，カラムクロマトグラフィーに
よって分画したものを，液体クロマトグラム質量分析計に
て測定する．

5. 1. 5.  アイソトポローグ（水温）
　炭素と酸素の同位体にはそれぞれ，12C，13C と 16O，17O，
18O がある．それぞれの同位体を用いて CO2 を作ると，同
位体の組み合わせによって分子量が 44 から 49 までの 12
種類の CO2 ができる．これを CO2 のアイソトポローグと
呼ぶ（表 1）.
　異なる分子量をもつアイソトポローグは，質量分析計で
分離できる．しかしながら，同じ分子量をもつ異なるアイ
ソトポローグは，現在の技術では分離できない．
　アイソトポローグの中で，13C － 18O の結合は次の平衡状
態をとる：
　13C16O3

2- ＋ 12C18O16O2
2- ＝ 13C18O16O2

2- ＋ 12C16O3
2-

　この平衡状態には温度依存性がある（例えば，Ghosh et 
al., 2006; Schauble et al., 2006）．低温になると右側の平衡
状態が優勢になる．13C-18O の結合を持つ CO2 の質量を測
定することで，温度を推測できる．
　そこで，以下の量を定義し， キャップ 47（D47）と呼ぶ．
　D47 ＝ [ (R47 / R47* － 1) － (R46 / R46* － 1) － (R45 / R45* － 
1) ] × 1000
ここで R45，R46，R47 はそれぞれ分子量 44 の CO2 の質量に

分子量 CO2 存在度

44 12C16O2 98.40%
45 13C16O2 1.10%

12C17O16O 730 ppm
46 12C18O16O 0.40%

13C17O16O 8.19 ppm
12C17O2 135 ppb

47 13C18O16O 45 ppm
12C17O18O 1.5 ppm
13C17O2 1.5 ppb

48 12C18O2 4.1 ppm
13C17O18O 16.7 ppb

49 13C18O2 46 ppb

表 1　CO2 のアイソトポローグ．Ghosh et al. (2006) より抜粋．
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6.  MMCO の時代の海水面の高さ

　過去 250My の海水面変動についての作業仮説を提案し
たのは，Haq et al. (1987) であった（図 4a）．堆積層の反射
法地震探査による地下構造断面図に加え， 「シークェンス層
序学」を陸域地質へ適用することで，海進の様子をダイナ
ミックに説明することを試みた．研究対象地層として，ヨ
ーロッパの中央部と西部，アメリカ合衆国のメキシコ湾岸
と大西洋岸，そしてアメリカ合衆国西部の内陸部の海生層
を選んだ．年代学制約には，現在からジュラ紀までは古地
磁気層序を用い，それより古い時代は化石（アンモナイト）
層序を用いた．Haq et al. (1987) の作業仮説によると，
MMCO の時期は現在より約 140m ほど，海水面は高かった．
ところが Haq et al. (1987) の作業仮説に対して，「海岸沿岸
の地層で観察される海進は必ずしも海面の上昇とは限らな
い」との強い批判が起こり，海水面の高さが高すぎると評
された（Miller and Kent, 1987）．
　MMCO の時代には，海水面は現在より 20m 程度しか高
くなかったとの低い海水準の推測は，Miller et al. (2005) に
よって発表された．Miller et al. (2005）は，アメリカ合衆
国のニュージャージーの白亜紀から中新世の地層に，back 
stripping（堆積岩を少しずつ取り除いて堆積構造を見積も
る方法）を適用し，海水準を推定した．その結果，後期白
亜紀から中新世にかけて，海水準は現在より 80 － 20m 高
かったと推測された．
　2010 年以降は，MMCO の海水準は現在より 60m 程度
高かったとの推測をする研究が増えている．Hansen et al. 

(1994) の論文中にもうかがうことができる．ことに後者の
論文では Itoigawa and Yamanoi (1990) が引用されており，

「MMCO は海面水温が 6℃高い」との記述は，日本人の研
究が発端であることが分かる．
　Itoigawa and Yamanoi (1990) は，前期－中期中新世の瑞
浪層群に発見された化石に注目した．軟体動物群（Molluscan 
assemblage）に加えて造礁サンゴ，有孔虫，板鰓類，植物
の化石から，MMCO の時代と同時期に瑞浪層群の化石群
が生息していたのは亜熱帯・熱帯の環境であったと結論し
た．その化石群から，海面水温は 21 － 15℃であったと評
価し，現在の奄美大島の海水温であったと推測した．瑞浪
層群宿洞砂岩の中の Molluscan 化石から予想される海水温
21℃と現在の伊勢湾の海水温 15℃とを比較して，MMCO
の時代に相当する時代には「中緯度では，6℃ほど現在より
も高い海水温（古温度）だった」と結論した．Itoigawa and 
Yamanoi (1990) は，富山県八尾層群の Molluscan 化石から
求めた海水温と現在の海水温の比較も行っている．八尾層
群では前期－中期中新世には 10℃ほど高い海水温だったの
で，瑞浪層群で推測した現在より 6℃高い海水温（古温度）
は尤もらしい推定であると彼らは考えた．この 6℃が，You 
et al. (2009) らの論文で流布しているらしい．
　MMCO の時期，高緯度でも現在よりもっと高温であっ
たことを，Warny et al. (2009) は報告している．南極のロ
ス海の最奥 McMurdo Sound で採取された堆積物中の花粉
分析から，陸上の気温の推定が行われた．夏の間に限ると
ロス海沿岸の陸上では気温が 10℃までに上昇したと結論さ
れ，これから MMCO の時期には海面水温は 0 － 11.5℃で
あったと推測された．海面水温は現在 0℃なので，MMCO
の時期には海水温が 11.5℃高かったことになる．
　中緯度の海面水温の研究は，北大西洋で採取された
DSDP Site 608（北緯 42°50’，西経 23°05’）のコアで行わ
れた（Super et al., 2018）．海面水温はバイオマーカー　
UK’

37 と TEX86 を用いて推測された．MMCO の時期には中
緯度の海水温は 30℃まで達した．この温度は，現在に比べ
15℃ほど暖かいことが分かった．
　MMCO の気温については，Feakins et al. (2012) にこの
ようにまとめられている．「全世界の平均表面気温は現在よ
り 3℃程度高く，中緯度で 6℃くらい，そして高緯度では
10℃程度高かった」．高緯度の気温研究は南極大陸で行われ
ている．
　気象モデルを MMCO の時期に適用し，気温を見積もる
試みもなされている．You et al. (2009) は，アメリカ大気研
究センターの開発したモデル CAM3.1 と CLM3.0 を使って
MMCO の温度推定を行った．モデル計算の際の境界条件
として，15Ma 当時の大陸分布，高度，植生そして表面気
温を与えた．シミュレーションの結果，15Ma の全世界平
均表面気温は 18.4℃となり，現在より 3℃高かったと結論
した．
　海水温や気温についていろいろな温度推定がある中で，

「中緯度においての海水温は現在より 6℃高かった」と記す
文献が多い．

(a) 海水準 （Haq et al., 1987）

(b) 海水準 （Stap et al., 2016）

図 4　海水準変動．（a）Haq et al. (1987) が提案した海水準変動．
0 － 2000 万年前の変動を抜粋．（b）Stap et al. (2016) が提案
した 1,000 万－ 3,800 万年前の海水準変動．Haq et al. (1987)
および Stap et al. (2016) の図から抜粋．
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ニナ）などとともにマングローブ湿地の示相化石と考えら
れており，熱帯・亜熱帯気候であったと推測される（松原
ほか , 2004）．
　津山盆地にある勝田層群の堆積の様子は次の 3 つの事柄
で記述できる．勝田層群は（ⅰ）17.0 － 14.9Ma の年代の
中期中新世に，（ⅱ）極めて温暖な気候の環境で，（ⅲ）海
水準が相対的に少なくとも現在の標高 90m 以上に上昇し
て，堆積した．
　MMCO の現象と勝田層群の堆積現象について，それぞ
れで挙げた 3 つの項目を比較しつつ，因果関係を考慮する
と，勝田層群の形成は MMCO の現象が原因であると言え
る．すなわち MMCO のときの高い気温によって氷床の氷
が解け，海面上昇が引き起こされ，津山盆地に海進が起こ
り，その結果勝田層群が堆積した．時間については，16.9
－ 14.7Ma の MMCO 現象 と 17.0 － 14.9Ma の勝田層群
形成の，二つの時期に極めていい一致がみられる．この年
代の一致こそが，MMCO が勝田層群の形成の主要な原因
である強い証拠である．さらにHaq et al. (1987)に従えば，
MMCO の時期には海面が 140m 上昇するので，テクトニ
ックな沈降を考えなくとも，現在の標高が 90m 程度の津
山盆地において海進が起こることは，十分期待できる．勝
田層群の形成は，全世界規模で起こった地球科学現象
MMCO が，津山盆地で発現した結果であるように見える．
　勝田層群や備北層群が分布する津山盆地や吉備高原が，
海水面まで沈降したテクトニクスこそ海進の原因とする考
え方もある．このモデルでは，最初に 17.0Ma に沈降が起
こり，14.9Ma には逆に隆起が起こったことになる．17.0
－ 14.9Ma の時期は，日本海が形成されている時代である．
日本海が形成されるとき西南日本弧は 44 度の時計回り回
転運動を経験し，その運動の 80% は 16.1 － 14.2Ma に起
こったとされている（Otofuji et al., 1991）．島弧が回転運
動をしているとき，島弧で沈降や隆起などのテクトニック
な変動は起こってもいいように想像できる．
　津山盆地や吉備高原が沈降する可能性は，応力分布から
推量することができる．応力は岩脈が貫入する方向から推
測できる．岩脈の方向に基づけば，西南日本が回転した
22 － 15Ma 時期には，西南日本は島弧の向きに直交する
方向に伸長場であり，応力はσHmax ＝σ2，σHmin ＝σ3，
σv ＝σ1 であることが示された（Tsunakawa, 1986; 山元 , 
1991）．この応力状態では，島弧の向きに沿って正断層が
発生することができ，正断層の発生にともなって，津山盆
地や吉備高原が沈降することは可能である．
　次の二つの地質学的現象が発見されたとき，津山盆地等
で 17.0 － 14.9 Ma に起こった海進は沈降に原因を帰する
ことができる．（1）走向が東西の正断層が，津山盆地や吉
備高原の北縁や南縁にあること，（2）それらの断層の活動
した時期が 17.0 － 14.9 Ma であること．地質調査の結果，
三次 ・庄原 ・津山の各盆地の北縁に断層が発見されてい
る（例えば，河合 , 1957; 先名ほか , 2006）．しかしながら，
それらの断層は衝上断層であり，いずれも北から南（また
は北西から南東）へ 基盤岩が海成中新統上に衝上してい
る．この断層は中新世の運動でなく中新統が形成されて以
降の運動であると理解される．また，津山盆地や吉備高原

(2013) は，大陸氷河がない程度に暖かい世界では，δ18O
と海水準（SL）の間に次のような関係が成り立つと仮定
した．
　SL (m) ＝ 60 – 40 × ( δ18O － 1.75)   (for δ18O ＜ 3.25)
　この予想式によれば，MMCO の時代の海面は現在より
60m ほど高かったことになる．一方，Stap et al. (2016) は，
二つの異なった底生有孔虫のδ18O のデータを気象―氷床
モデルに適用し，38 － 10Ma の温度や海水準を予想した（図
4b）．この予想でも MMCO の時期には海水準は現在より
60m ほど高い値が推定された．
　MMCO 時期の海水準は，現在より 140m と高い推測か
ら 20m までの高さの推定まであり，いまだ定説は出てい
ない．

7.  日本列島で観察される MMCO

　MMCO は，次の 3 つの事柄で特徴づけることができる． 
（a）時期：16.9 － 14.7Ma，（b）海水温：中緯度で現在よ
り 6℃高い，（c）海水面：現在より 20 － 140m 高い．
　日本で中期中新世である 16Ma 頃に形成された地層の一
つは，津山盆地に分布している勝田層群である（図 1）．
勝田層群は下位より植月層，吉野層，高倉層に区分されて
いる（河合 , 1957）．高倉層の珪藻化石を渡辺ほか (1999)
は検討し，高倉層が C. kanayae 帯（NPD 3A， 16.9 － 16.3 
Ma） 上 部 あ る い は D. praelauta 帯（NPD 3B，16.3 －
15.9 Ma）下部のいずれかに対比されることを示した．森・
山野井 (2003) は勝田層群の中の汽水成―海成の吉野層か
ら花粉化石を見出し，その化石群集は NP-2 帯に含まれる
ことを明らかにし，吉野層の年代は 17 － 18.5Ma より新
しいと推測した．吉野層と高倉層からは，挟在する凝灰岩
からそれぞれ 17.9 ± 2.1Ma，16.2 ± 2.1Ma のフィッショ
ントラック年代が得られている（鈴木ほか , 2003）．しかし
ながら下部の植月層からは放射年代は報告されていない．
　より詳細な生層序の確立は，勝田層群と同時代と考えら
れる備北層群を研究対象として，有孔虫化石と石灰質ナン
ノ化石に基づいて行われた（後藤ほか , 2013）．備北層群
は津山盆地の南西の吉備高原に分布する．浮遊性有孔虫の
有孔虫化石帯 N.8 を示す Praeorbulina sicana が産出し，備
北層群は 17 Ma より若い地層であることが分かった．一
方，石灰質ナンノ化石の年代指標種では，Helicosphaera 
ampliaperta と Sphenolithus heteromorphus が産出した．こ
れらは石灰質ナンノ化石帯 CN3 － CN4 帯に相当し，年
代区間は 18 － 14.9Ma に充てられる．有孔虫化石と石灰
質ナンノ化石から，備北層群は 17.0 － 14.9Ma の年代に
堆積したと後藤ほか (2013) は結論した．
　山野井ほか (1980) や森・山野井 (2003) は津山盆地東部
の Geloina（ヒルギシジミ）の産出層準（吉野層）で，マ
ングローブの花粉分析を試みた．マングローブ林植物とし
て Bruguiera（オヒルギ属）を見出し，それが花粉産出の
7 － 17% にも達したために，マングローブ群落が存在し
たと結論づけた．発見された Geloina は，Telescopium（セ
ンニンガイ）， Littorinopsis（タマキビ）， Terebralia（ウミ
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ミの生息する深度 10m 以下の汽水域が広がり，海岸線に
沿ってマングローブが存在していた．このⅡ期の後半から
Ⅲ期にかけて形成された第一瀬戸内累層群は広い分布を示
すので，MMCO の時期の高い海水準を考慮すると，この
時期の第一瀬戸内累層群の形成は MMCO に原因があると
するのが尤もらしい．
　東北日本に目を向けると，中新世初期に暖帯系の動物・
植物を産する堆積層（台

だい

島
じま

層）が報告されている（鹿野・
柳沢 , 1989）．とくに秋田県男

お

鹿
が

市台島付近の西黒沢から
産出する類似の動物群は台島動物群と呼ばれ，温暖海域に
生息した大形有孔虫（高等有孔虫）に属するミオジプシナ

（Miogypsina）やオパキュリナ（Operculina）の化石を伴っ
ている．それに相当する植物群は，台島型植物群とも呼ば
れ，多くの常緑広葉樹や温暖系の落葉広葉樹を含み，針葉
樹も南方系のものが顕著である．佐藤ほか (2009) は男鹿
半島の台島層の火山岩類の層序学，年代学と古地磁気学か
ら，台島層は 21Ma の火山の噴出で形成されたと結論づけ
た．台島動物群や台島型植物群は，おそらく MMCO の時
期よりやや古い時代の温暖期の生物群集だろう．
　台島層を不整合で覆う西黒沢層は，海浜から沖合にかけ
て堆積した礫岩， 砂岩，シルト岩などからなる中部中新統
である（柳沢・渡辺 , 2011）．西黒沢層で産出する動物群
を西黒沢動物群と呼んで台島動物群と区別している．西黒
沢層下部には，Blow (1969) の N.8 に 相当する年代（16.5
－ 15.5 Ma）に生息した Miogypsina-Operculina フォー ナや
Globigerinoides sicanus-Praeorbulina curva 帯がみられ（渡
辺 , 1982），MMCO の時代に一致する．この暖帯系の西
黒沢動物群の出現は MMCO の現象の一つであろう．
　前期中新世末－中期中新世最初期の時代，沿海・浅海性
の動植物群から，日本列島周辺は熱帯－亜熱帯気候にあっ
たと考えられ，「門ノ沢動物群」と呼ばれていた（Otuka, 
1939）．この特異な一時期は，土 (1986) によると「熱帯
海中気候事件」あるいはItoigawa (1989)によって「Tropical 
Spike」と呼ばれてきた．山野井ほか (2010) は，岩手県二

にの

戸
へ

地域の中部中新統の門ノ沢層からマングローブのメヒル
ギ属（Kandelia）の花粉化石を発見した（図 5）．現在メ

の南縁には顕著な断層は見つけることはできない．したが
って，地質学的な状況証拠は，海進の原因を沈降に求める
ことに否定的である．
　テクトニクスで 14.9Ma に海退が起こったことを説明す
るのは難しい．津山盆地や吉備高原が海面から離れるため
には，それらの領域が 14.9Ma に隆起することが必要であ
る．岩脈の貫入方向から応力を予想すると，12 － 8Ma の
期間に西南日本は島弧の向きに直交する方向に圧縮場とな
る（Tsunakawa et al., 1983）．そのため逆断層が起こり津
山盆地や吉備高原の隆起が期待される．三次 ・庄原 ・津
山諸盆地の北縁で観察される逆断層の運動は，この時期の
ものだろう．しかしながら，これより前の 14.9Ma の時期
は沈降の可能性はあっても，隆起は期待できない．
　MMCO が提供する 3 つの事実群と，勝田層群・備北層
群が形成された 3 つの特徴は，極めていい一致を示す．因
果関係からみても，MMCO は勝田層群を形成することが
できる．テクトニクスが原因のモデルを考えることはでき
るものの，その可能性は小さい．筆者は，勝田層群・備北
層群は MMCO の現象の結果起こった海水準上昇を記録し
ていると結論する．
　日本列島において，勝田層群・備北層群以外で MMCO
の結果起こった現象を探ってみる．探る際の判定基準は，

（a）MMCO が起こった時代は 16.9 － 14.7Ma である，（b）
MMCO の時期は中緯度で現在より海水温が 6℃高かった，
の 2 点である．勝田層群・備北層群以外の，第一瀬戸内累
層群形成に目を向けてみる（図 1）．西南日本で中新世以
降形成された地質区の一つが，瀬戸内区である（池辺 , 
1957）．その中でも，前期中新世から中期中新世初頭にか
けて前弧海盆と背弧海盆の間に形成された弧内堆積盆に堆
積した地層に，第一瀬戸内累層群との名が付けられた（吉
田 , 1992）．第一瀬戸内累層群の堆積物の特徴の一つは，
地層が非常に薄いことであり， 大部分の地域の地層の厚さ
は数 100m 以下しかない．この地層の中で最も厚いのは，
伊勢湾周辺の関，一志，知多などであり，それでも 1,000
－ 1,500m 程度である．第 2 の特徴は，瀬戸内区の堆積物
には火山岩類が少ないということ，そして第 3 の特徴は著
しい褶曲構造がないことが挙げられる．層厚と火山岩類の
有無から，第一瀬戸内累層群は大阪盆地を境として，東部
と西部に分けられる（柴田・糸魚川 , 1980）．西部地域の
方が一般に地層が薄くて，火山噴出物の量も少ない．
　柴田・糸魚川 (1989) は第一瀬戸内累層群の形成を海進・
海退のサイクルから三つの時期に分けている．さらに世界
に共通な時代区分に組み入れるために，Blow (1969) の浮
遊性有孔虫生層序（中新世以降を N.4 － N.23 の 20 帯に
細分した）と対比している．Ⅰ期はN.5帯上部－N.6帯（18.5
－ 17.5Ma），Ⅱ期は N.7 帯－ N.8 帯（17.5 － 16Ma），Ⅲ
期は N.8 帯上部－ N.10 帯下部（16 － 14Ma）に対比され
る．地理的には，Ⅱ期には，長野県富草から岐阜県の岩村
および瑞

みず

浪
なみ

，滋賀県の鮎河，三重県の曾
そ

爾
に

，奈良県の柘
つ

植
げ

，天理，奈良，京都府の奥山田地方，そして岡山県の津
山まで海が侵入したと考えられる．Ⅲ期の海進のときには，
今まで海が入らなかった地域，岡山県の津山は言うに及ば
ず広島県三次，東城まで海となった．熱帯系のヒルギシジ

図 5　マングローブが発見されている中期中新世の地層．山野
井ほか (2010) の図を一部改変．北は岩手県門ノ沢層から南西
は広島県備北層群までの 15 か所からマングローブ花粉化石が
報告されている．〇：マングローブ花粉化石産出，◦ ：マング
ローブ花粉化石産出に加え，貝化石 Geloina spp.（ヒルギシジミ）
も産出．
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群は，津山盆地中央部を標高最低地点とした東西に延びた
船状盆地状に分布している．一方，備北層群の分布する西
端の三次盆地では最低標高 180m を示し，東にある新見で
は最低標高 180m を示し，勝田層群の分布する標高と同程
度である．ところが三次と新見の地点で挟まれる領域の備
北層群の標高は，勝田層群の標高より 300 － 700m ほど
高い．中国山地の吾妻山・道後山周辺での備北層群の標高
は 1,010m に達し，吉備高原北部の東城・帝釈峡で 630m，
吉備高原南部の神石高原・高梁西部で 650m である．備北
層群は，西は三次，東は新見を標高最低地点として，その
間幅 80km で，南北方向を軸とした凸の蒲鉾状の高い所に
分布していると描写できる．勝田層群と備北層群は MMCO
で海水準が上昇して同時に作られたので，備北層群の標高
が高いことは，海退が起こったのちに備北層群が隆起した
ことに原因があると考えるのが尤もらしい．
　勝田層群や備北層群は，同じ海水準を持つ海で作られた．
Haq et al. (1987) に 従 え ば，16.9 － 14.7Ma の 期 間 の
MMCO の時代には海水準は現在より 140m 高かった．す
べての勝田層群や備北層群が分布する地域では，現在の標
高 140m まで海水面が上昇し，そしてその海水準 140m が
しばらく維持された状態の期間にわたって，海底で勝田層
群や備北層群が形づくられた．津山盆地の一番標高の低い
90m の勝田層群がある地点では，海進が起こり海となり，
海進が進んで基盤は水深 50m の海底となり，そこに堆積
物が形成された．備北層群が分布する領域も MMCO の時
代には，海面の標高は 140m であった．海底を作った基盤
の標高は，その当時は 140m を下まわっていたので，備北
層群が形成された．海水準の高さの推定は 140m だけでな
く，60m や 20m の提案もある（Miller et al., 2005; Stap 
et al., 2016）．たとえ 60m や 20m の海水準のときでも，
勝田層群や備北層群の海底を作っていた基盤はすでに沈降
した状態で，MMCO の海進を迎えた．
　MMCO の時期の最高海水面（現在の標高 S m）を基準
として，備北層群の隆起量を見積もってみよう（図 6）．
MMCO の時期の最高海水面の標高と，隆起した後のかつ

ヒルギの北限は薩摩半島南部の喜入であり，その 1 月の平
均気温は 8.5℃，一方現在の二戸の 1 月の平均気温は－
2.3℃．二つの平均気温を比較して，メヒルギ属が二戸に
生存していたときは，二戸は約 11℃ほど気温が高かった
と推定できる．
　マングローブは，山形県小国の明沢橋層，茨城県北部の
浅川層，富山県八尾の黒瀬谷層，能登半島の東印内層，福
井県丹生山の国見層，石川県加賀の河南層，金沢の砂子坂
層，岐阜県瑞浪の明世層，岡山県津山の勝田層群吉野層，
広島県備北層群でも見つかっている（山野井ほか , 2010; 
2011）（図 5）．マングローブが発見された層が MMCO の
時代に相当するのであろう．門ノ沢動物群の出現は MMCO
の現象の一つであり，MMCO の現象に伴い岩手県から広
島県にかけて多くの地層が日本列島に形成された．

8.  おわりに：MMCO の海水準と吉備高原の隆起

　MMCO に伴う海面上昇が勝田層群・備北層群を作った
ことを前章で結論した．備北層群の堆積物が分布する地域
の標高を用いて，MMCO 以降の備北層群のある中国山地
や吉備高原の隆起の情報を知ることができる．
　備北層群は勝田層群の西方にあり，主に吉備高原に分布
する．勝田層群と備北層群とは，17.0 － 14.9Ma に同時代
に形成されたにもかかわらず，勝田層群と備北層群の分布
域の標高を比べると，備北層群の分布域の方が高い（寺岡
ほか , 1996）．勝田層群と備北層群の分布高度として，こ
こでは基盤との不整合地点の標高を採用した．その際に産
業技術総合研究所地質調査総合センター (2020) の 20 万
分の 1 日本シームレス地質図を用いた．
　勝田層群は，津山盆地中央部で 90m の最低標高値を示
す．そこから盆地周辺部に行くほどその分布域の標高は高
くなる．西側では標高は 270m に，東側では 310m の最高
標高地点に達し，北へ行くと津山市一宮では 200m，南の
吉備高原上の岡山市福渡では 220m の標高を示す．勝田層

s (m)（水深）

L (m)

S (m)
（最高海面）

S (m)

(a) MMCO時の海面の標高 (ｂ）MMCO時の海面の現在の標高

標高A (m)

L + S

s (m)

A + s

L + S ＝ A + s

MMCO時の海面の標高

海底面
備北層群

備北層群

地点A

地点A

図 6　地殻上昇量を見積もるモデル．（a）MMCO の際に，海面は S（m）の標高まで上がった（最高海面）．備北層群が堆積した海底
にあった地点 A（赤丸）は最高海面からσ（m）下だった．（b）MMCO の後，地殻が L（m）上昇したので，海面の標高は L ＋ S（m）
となる．一方，かつての海底であった地点 A（赤丸）は現在標高 A（m）になっており，かつての最高海面は，A ＋σ（m）の所にあ
ったことになる．最高海面の標高は二通りの方法で書けるので，L ＋ S ＝ A ＋σ．この式から地殻上昇量 L は，A ＋σ－ S（m）となる．
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い，Nomura (1992) は 備北層群の水深は 150 － 200m を
超えることはないと報告している．備北層群の上部の板橋
累層の泥岩層中の Limopsis-Fissidentalium 群集から推定す
ると水深は 200m 程度であったと上田 (1986) は推測して
いる．備北層群は，下部の浅海成の砂岩を中心とする地層
と，上位のより深い海成の泥岩を主体とする地層からなる．
この上部の泥岩層の最大深度が 150 － 200m 程度であっ
たので，200m が最高海水面からの最大水深であったと考
えてもいいかもしれない．
　隆起量を見積もる際，いま最大海面標高に Haq  et al. 
(1987) の 140m を採用する．そして水深σは推測するの
が難しいので，0m としよう．そのとき隆起量 L は
　L 〜 A － 140 (m) ＜ L ＝ A ＋σ－ 140 (m)
となる．精確な隆起量 L は求まらないものの，隆起量の
最小値 A － 140（m）を予想することができる．一方，水
深 σ（m）の最大値の見積もりに 200m の水深を仮定す
ると，隆起量 L は，L 〜 A － 140 (m) ＜ L ＜ L 〜 A ＋
60 (m) のような不等号で表現することができる．隆起量

ての最高海水面の標高を比較することから，隆起量を求め
ることができる．備北層群が L（m）隆起すると，かつて
の最高海水面の高さも L（m）高くなるので，かつての最
高海水面の標高は L ＋ S（m）となる．次に備北層群と基
盤の接する点 A を考え，現在の標高を A（m）としよう．
この点はかつて海水面下であり，水深σ（m）に位置して
いた．そこでかつての最高海水面の標高は，備北層群の A
点の標高を用いると，A ＋σ（m）となる．その結果，L 
＋ S ＝ A ＋σが成り立ち，これから隆起量 L ＝ A ＋σ－
S が求まる．隆起量は，いまだ定説のない海水準の高さ（S）
と水深（σ）に置き換えることができた．
　備北層群の層厚が最大 150m 前後と見積もられているこ
とから（例えば，上田 , 1995），当時の最高海水面から海
底までの最大水深は少なくとも 150m を超えていただろ
う．最高海水面から備北層群が堆積した基盤までの水深は，
堆積層中の泥岩や頁岩中に含まれる軟体動物や底生有孔虫
から推定することができる．備北層群の底生有孔虫化石と
それに相当する現生の底生有孔虫の生息深度との比較を行

山砂利層

(a) 吉備高原の山砂利層の分布と空白域

(b) 谷地形 断面図

南蒔稲川井吉川羽成流上川梁高

吉
井
川

三次

新見

神石高原

吾妻山

高梁
福渡

東城

道後山

図 7　地殻上昇量の大きい所で観察できる地学現象．（a）吉備高原の山砂利層（古第三系）の分布と空白域（長方形で囲む）．鈴木・柳田 
(2017) の図に加筆．（b）吉備高原の谷地形断面図．V 字谷が成羽川（や加橋川の上流）で特徴的．一方，吉井川では U 字谷が見られる．
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MMCO 時期の海面の高さを基準にして求めた吉備高原の
隆起量は，吉備高原の形成に新たな見方を与える．
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