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北海道幌満地域とその周辺における重力異常
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Gravity Anomaly around the Horoman Peridotite Region， 

Central Hokkaido， Japan 

Akihiko Y AMAMOTO， Kazuo Y AMADA， 

Matsuhiko SAITO and Haruyoshi ISHIKA羽TA

Institute of Seismology and Volcanology， Hokkaido University 

( Received December 25， 2000) 

The Horoman Peridotite Region (HPR)， located in the southern part of the Hidaka 

Collision Zone in Central Hokkaido， Japan， is characterized by such high-density rock bodies 

as the Horoman and Nikanbetsu Peridotite Complexes. Although Bouguer anomaly distribu-

tions of the Hidaka Mountains are wel1 known to be positively correlated with topography， 

those around HPR are little known due to sparse density of gravity measurements. We 

carried out gravity surveys around the southern part of the Hidaka Mountains in the period 

between 1994 and 1996 together with vibroseimic observations and established more than 400 

stations， including 75 new data around HPR， in 1994 surveys. A new Bouguer anomaly map 

reveals an excellent correlation between tectonic boundaries or known faults and Bouguer 

anomaly distributions， and also suggests that high gravity anomalies in the Horoman and 

Nikanbetsu Peridotite Complexes and their surroundings are intimately related to their 

surface geology. Surficial density distributions were theoretically inverted by ABIC method 

using newly obtained gravity data and the results suggest that the Horoman and Nikanbetsu 

Peridotite Complexes exhibit a striking density contrast of more than 1.0 g/cm3 to their 

surroundings. We， then， forwarded crustal models iteratively in the profile across the 

Horoman and Nikanbetsu Peridotite Complexes， using geologic information， until their 

gravity attractions would make a best fit to the observed Bouguer anomalies. Finally， we 

obtained the crustal model which well explains the observed gravity along this profile. The 

obtained crustal model implies that the Horoman and Nikanbetsu Peridotite Complexes are 

directly linked together at depths of more than 1 km 
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しはじめに

日高変成帯は変成作用を受けたオフィオライトからなる海洋性地殻断面を示す西帯と，東へ傾

斜する島弧的な地殻及び上部マントルの断面を示す主帯から構成され，両者は日高主衝上断層に

よって接合していると考えられている (Fig.1 ;小松他， 1986). この衝上運動は，中新世後期以

降に始まった太平洋プレートの千島海溝での斜め沈み込みによる千島弧外帯の西進に伴って起

こったと考えられている (Fig.2 ;木村， 1981)が，変成帯の形成から山脈化して現在の姿に至る

までの造構史については様々な解釈があり，本稿ではそれらの成果に基づいて，重力異常の解釈

を交えながら議論を行なう.

本稿で対象とする地域は， Fig. 1， Fig. 3に示すように日高変成帯南端部に位置し，北は広尾

岳，南は襟裳岳，西は様似，東は庶野に渡る地域である.この地域は『幌満カンラン岩休 j(以

下，幌満岩体)， rニカンベツカンラン岩体.1 (以下，ニカンベツ岩体)等をはじめとするいわゆる

マントル物質が多く分布する地域であり，本稿ではこの地域を『幌満地域』と呼称する.幌満岩

体は，アポイ岳周辺に南北 8km，東西 6kmに渡って分布しており，主に夕、ナイト，レルゾライ

ト，斜長石レルゾライトからなり，顕著な層状構造をもつことが知られている(新井田・加藤，

1978) .また，ニカンベツ岩体は，ニカンベツ川中流域の東西およそ 2km，南北およそ 1kmの範

囲に渡って分布しており，断層および努断帯で周囲の片状ホルンフェルス，黒雲母片麻石，片麻

石及びはんれい岩類に接している.ニカンベツ岩体は主に斜長石レルゾライト及び少量の夕、ナイ

トから構成され，その層状構造の特徴とも合わせて考えると，ニカンベツ岩体は幌満岩休最上部

にきわめて類似していると考えられている(新井田・加藤， 1978). この他にニカンベツ川とアベ

ヤキ川流域にもレルゾライトと夕、ナイトからなる小規模な岩体が見られ，これらは幌満岩体の長

軸方向や大きな破砕帯の方向とほぼ平行な北西~南東方向に連なっており，構造上注目される(在

回他， 1978) (Fig. 1参照). 

幌満地域を含めた領域において，過去に行なわれた重力解析の研究では，その多くが日高山脈

の形成過程や日高衝突帯の衝上構造に的をしぽった議論が行なわれる場合が多く，幌満地域その

ものを重力解析の研究対象としたものは少ない.そのひとつの原因は地形が比較的急峻なため，

重力探査が困難で、あったことが考えられる.今回，我々は日高衝突帯南部を中心として，幌満地

域周辺における重力探査を実施した.本稿では幌満地域およびその周辺において新たに行なわれ

た重力探査とその解析結果について報告する.

II. 幌満地域周辺における重力測定

幌満地域周辺における重力測定は，国土地理院 (GeographicalSurvey Institute， 1955)に始

まり，以来，大亀(1972)，大川・笠原 (1976)，山本・森谷 (1989)，Maruyama et al. (1991) 

などによってなされており，その測定点数は幌満地域周辺で約 600点に及んで、いる.最近，地質

調査所 (2000)はCD-ROMにより日本全国の重力測定データを公開したが，本研究地域において



図
BeωIng plana 

図
Sohl・toaltyplane 

臼
Llnaatlon 

Z3CM削除目同

国
Thruat， fault 

& Intrualve boundary 

ぃ
o 

北海道幌満地域とその周辺における重力異常

30km 

皿皿Weat・rnZ欄

Maln Z制咽 -

(Upp・r・・q凪nc・3
幽ほ。neo..ow，…q凶間・

bg. to聞置世orocω
冨ト引dakaSupar-group l 

卵Jllng・rsadlm・nts
図 Tonalltlorook(upper) 

田 Granlta

区麹附tal gabbr。
国蜘abaslorook 

臼 Boundaryof hornf・E・

日g.1.Mapshowing simplified geology and tectonics of the Hidaka Metamorphic 
Belt and its surrounding area-(After Arita et aL，1986)H:Horoman Peridotite 
Complex， N : Nikanbetsu Peridotite Complex. 

53 



春義

¥ V  
triple junction 

松彦・石川一夫・藤藤明彦・山田山本54 

PACIFIC 
PLATE 

υ出
〈

Z
〈
色
〈
『
出

Z

Fig.2. Tectonic map around Hokkaido 
based on a triple junction model in late 
Pliocene. (After Kimura and Miyashita， 
1986) 

は地質調査所による観測点は含まれていない.今回，我々は日高山脈南部を横断するパイプロサ

の一環として， 1994年から 1996年に1998) イス反射法探査計画 (Aritaet al.， 1998 :伊藤他，

かけて

日高山脈を横断する反射法探査測線とその周辺における重力探査，

高密度岩体が集合している幌満地域(幌満岩体・ニカンベツ岩体)周辺での重力探査，

このうち， (1)については，

(1) 

(2) 

および山本他 (2001)がパイプロArita et al. (1998) を実施した.

日高山脈南部を横断する測線における地殻サイス反射法探査および重力探査の結果を元にして，

構造解析を行なった.

一方，本稿では， (2)について，パイプロサイス探査測線の南部に位置する幌満地域において行

および， ABIC法なった重力探査での各重力計の特性，重力異常図の作成・解釈，地下構造解析，

なお， (1)， (2)で新たに得られた 400点を越える重を中心として議論する.による表層密度解析，

重力値等の数値については山本他 (2001)に収録されている

地質学的背景に基づいて幌満川流域を中心に行なった観測のうち，幌満地域に属する新

力測定データの緯度，経度，標高，

ので参照されたい.

今回，
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たな測定点は約 75点に及ぶ.測定点は主として林道沿いに設け，最新の国土地理院発行の

1/25，000地形図に示されている水準点，三角点，独立標高点等を利用して決定した.また，一部

の観測点では，測定分布が一様になるように，地形図の等高線を読みとって高度を決定した.観

測に使用した重力計は， Scintrex # 227重力計(以下，#227重力計と呼ぶ)と LaCoste& Romberg 

G 791重力計(以下， G791重力計と呼ぶ)の 2台の相対重力計であるが，解析においては，測定

者による読み取り誤差をなくすために，全自動で、測定可能な非 227重力計の測定値を採用した.な

お， G791重力計の測定値については，測定器による誤差あるいは各々の特性を知る上で十分活用

した.

III.絶対重力値の決定と誤差評価

重力測定から重力異常値を求めるには測定値から絶対重カ値を決め，その後，各種重力補正を

行なうという手続きが必要で、ある.本稿のように，相対重力計を用いた観測においては，ある観

測点での絶対重力値は一般に，その測定値を定数表により変換した後，重力計の器械高補正， ド

リフト補正，及び地球潮汐補正を行ない，基準点の絶対重力値を加えることにより決定きれる.

通常，この段階で誤差を生じやすい主な要素はドリフト補正であろう.本節では，主に 1994年の

観測期間中の各重力計のドリフトの様子やその時間変化を中心として絶対重力値の決定と誤差評

価を議論する.

1.重力計の機器特性と誤差評価

本稿では，各測定点の測定値を変換した後，器械高補正， ドリフト補正，及び地球潮汐補正を

行ない，その相対値に対して，北海道大学理学部 3号館 105号室の一等重力点 (FGS.3-105)の

絶対重力億を基準値として使用した.その際，最新の成果である日本重力基準網 JGSN96 (Nakai 

et al.， 1997 ; Yamaguchi et al.， 1997) を利用した. ドリフト補正については，重力計のパネの経

年変化によるドリフトが線形に変化していると仮定して， FGS. 3-105を閉環点とするループか

ら求めたドリフト勾配を各測定点での測定時間を考慮して比例配冴した.地球潮汐補正について

は中井 (1979)による計算機用フ。ログラムを利用して補正値を求めた.同時に観測を行なった複

数の重力計の間では，このようにして決定された絶対重力値はほぼ等しくなることが期待される

が，一般に，重力計ごとにその値に有意な差が出る場合がある.その大きな要因はドリフト補正

である.ここで，各測定点において同一時刻に測定された非 227重力計と G791重力計の測定値に，

上述の補正を施した絶対重力値の差の頻度分布を Fig.4に示す.ほぽ 100μgalを中心に G791

重力計の値が大きくなる傾向が見られる.補正の仕方には相違がないため，この差は重力計のド

リフト特性あるいは読み取りの誤差に原因があると考えられる.

読み取りの誤差が生じやすいのは，手動によるダイヤル回転読みとり方式を採用している

G791重力計であるが，その測定の際にはダイアルのパックラッシュを除くため，読み取り値の最

終的な決定には常にダイアル回転を値の大きな方向へ行なうように統ーしている.また読みとり
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Fig.4. Distribution of gravity differences between absolute gravity values by 
LaCoste & Romberg gravimeter (G791) and Scintrex gravimeter (非227).Measure. 
ments were simultaneously done during the period from August to N ovember in 
1994. Plotted values were obtained by subtracting absolute values of非227
gravimeter from those of G791 gravimeter. 

コンデンサのドリフトを伴う重力計外部への readout出力ではなく，重力計内部のそのものも，

この cross-hairによる読みとりでは，いわゆる cross-hairと呼ばれるイメージを利用している.

一般に，観測者によって読みとりイメージの位置が異なるため，複数の観測者が混在する場合に

は測定誤差が生じやすいが，今回の観測では，各閉環測定の聞はひとりの観測者のみによる測定

測定誤したがって，上記の考察より，異なる測定者による不確定性を考慮、しでも，を継続した.

Fig. 4に示された重力値の差の主因はドリフト補正である差は大きくとも 10μgal程度であり，

の間注意すべき点として重力計の読み取り値に対する補正係数(パネ定数)なお，と思われる.

題があるが， G791重力計，再 227重力計ともに，導入以来，内部のパネ定数の改訂に直接結ぴ付

という理由にともに独自に検定済みの定数を使用している，また，〈修理は行なわれておらず，

ここでは補正係数の問題は除外される.より，

両重力計のドリフト特性を知るまず，次に両重力計のドリフトの時間変化の問題を検討する.

ために，同一測定点における相対重力値の時間変化を Fig.5に示した.非 227重力計については，

北海道大学理学部 4号館 205号室において 1994年 5月下旬-8月中旬にわたって行われた定常

観測の値を利用している.ただし 8月下旬以降の測定値は FGS.3-105において測定されており，
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Fig.5. Time variation of measured gravity values at an identical station after 
correcting instrumental heights and tides. Reference time is set to June 1， 1994. 
The measurement station for Scintrex非227gravimeter is changed on the 83rd 
day from the reference time. Although the drift rate for Scintrex井227gravimeter 
is significant1y large (627μgal/day)， its linearity is surprisingly good. Note that 
the measured gravity values for LaCoste & Romberg G791 gravimeter do not 
show a good linearity (see cIosed square)， although they indicate a very smaII 
drift rate of 6μgal/day after converting their scale to fit to the one for Scintrex 
# 227 gravimeter (see open square). 

若干大きな値で推移している.これを見ても明らかなように，非 227重力計のドリフトは線形性に

大変優れており，前述したドリフト勾配の求め方に問題はないと思われる.これに対して， G791 

重力計のドリフト変化は Fig.5の白抜き四角 (G791 +0.3の線)で示されているように，非227

重力計と同ーのスケールで見ると，非常に小さく安定しているょっに見えるが，拡大して見ると，

黒四角で示されるように，非 227重力計に比べてそのドリフトは微妙に不規則に変化しているよう

に見える.器械固有の特性にもよるが，一般にひとつの閉環測定のみから決定したドリフト勾配

とその期間中の実際のドリフト勾配との聞には差が生ずる場合が多<，今回使用した 2種類の重

力計では特に G791重力計にその傾向が強〈見られる. したがって， Fig. 4に見られる傾向は，

G791重力計に対して，補正計算に用いた閉環測定によるドリフト勾配よりも，野外観測中のドリ

フト勾配の方が大きく推移したと解釈すべきかもしれない.
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2. Scintrex # 227重力計のドリフト特性

非227重力計は導入以来，比較的ふるまいのよいドリフトを持つ計測器であることが知られてい

るが，その特性については十分な検証がなされているとは言えない.そこで非227重力計のドリ

フト特性についてもう少し検討を加える.

Fukao et al. (1999)および Saito(2001)はペルーアンデス山脈における重力探査において，

非227重力計およびG791重力計の特性と両者の定数検定について議論している.その結果によれ

ば，非227重力計のドリフトは線形性が高<.精密重力観測を除けば，通常の閉環観測期間(1-2 

週間程度)中であれば線形ドリフトを仮定しでもさしっかえないことがわかっている.またそれ

以上の長期間においてもドリフトの変化に不安定性がなく， ドリフト補正は十分可能であると結

論づけている.一方， G791重力計はベルーアンテス山脈における観測中でもドリフトの時間変化

がやや大きくかっ不安定で、，両重力計による同時観測がなされた場合にはやはり非227重力計によ

る値が採用されている.

このように非227重力計のドリフト特性は大変に線形性に優れているが， Fig.5からは， 83日

目以降に若干ドリフト勾配が大きくなる傾向もつかめる.この期聞は野外観測をはさんでおり，

行動中のドリフト勾配の変動が予想される.非227重力計の場合，ドリフト勾配が大きいためにそ

の変動がドリフト補正量へ及ぽす影響は無視できない.そこで， 1994年 8月下旬-11月中旬に

渡って，重複する期間も含めて安静時及び観測時期に取れる全てのループにおけるドリフト値と，

各々のループの期間に定常測定から求めた安静時の平均ドリフト勾配を配分して割り出したドリ

フト値との差を求めて，その特性を調べた.その結果を Fig.6に示す.本来ならば，一回の野外

観測を大ループにとり，その中に含まれる小ループとのドリフト勾配を比較検討するべきである

が，これまでに行なわれた観測においては，その期聞が短く，比較できるだけのループを得られ

なかったことがあり，前述した手法を取った. Fig.6から，野外観測中のドリフトが安静時に比

べて，約 115μga1/day大きくなっていることがかわる.このことは前述した G791重力計との絶

対重力値の差の問題において，傾向としては，ますます差を大きくする現象であり，問題を複雑

イじさせている.しかし 4，5日という短期間の観測では，最大でも 600μgal程度の差であり，

また実際の野外観測中の大ループと小ループとのドリフト勾配の差がもたらす閉環差はこれより

も小さいであろうと仮定し， ドリフトの補正に用いたドリフト勾配は，一律大ループから求めた

値を採用した.このように，重力計のドリフト特性を考えた場合，得られた絶対重力値の信頼性

を高めるためには，少なくとも野外観測中にいくつか仮基準点を設けてそのグループ内でドリフ

ト勾配を求めることが望ましい.

本節で述べてきた問題点は μgalのオーダの変化を検出対象とする精密重力測定ではいずれも

大変重要であるが，本稿のように地下構造を解釈するための重力解析においては，その誤差は微

少であるものとして，本稿では#227重力計による化成値を絶対重力値として採用した.
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Fig.6. Residual drift curves for Scintrex非227gravimeter， the values of which are 
determined by subtracting drifts in stationary measurements from those calcu-
lated from several closing stations during field surveys. Drift curves up to loop 
closure of five days are enlarged (inset). Note that the residual drift rate is 
significant1y large (more than 100μgal/day). 

IV.重力補正

前節までに求められた各測定点の絶対重力値からブーゲ異常値を求めるために，次式を使用し

た

BA=g γ+β'h-BC(ρ)十 TC(p)+AC

ここで，g:絶対重力値， γ:正規重力値， β:フリーエア勾配， h:標高，BC:プーゲ補正値，

TC:地形補正値， AC:大気補正値， ρ:補正密度，であり，一般に，ブーゲ補正，地形補正は補

正密度の関数である.絶対重力値の決定には，日本重力基準網 JGSN96 (Nakai et a1.， 1997 ; 

Yamaguchi et a1.， 1997) に準拠した値を使用した.

1.正規重力

正規重力は地球回転楕円体による引力と自転の遠心力によるポテンシャルから求められ，緯度

によって変化する.ここでは 1980年測地基準網正規重力式 (International Association of 

Geodesy， 1980)を使用した.なおこの理論式を決定する際には，大気質量による引力も微少なが
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ら含まれている(日本測地学会， 1974)ため，下記の補正式により大気補正を行なった.

AC=0.87-0.0965 h 

ここで，h (標高)の単位は kmであり ，ACはmgalで与えられる.

2. フリーエア補正

βhは正規重力値に対するフリーエア・リダクションであり，今回のように山岳地域における

データを扱う場合，重力の鉛直勾配は地形の影響を顕著に反映するものと考えられ，各々の観測

点において，それによる効果を考慮することか望ましい(萩原， 1981).本研究地域を含む日高地

域では，大亀(1972)によってその効果が計算されており，それによると，大部分の地域で土 1mgal

以内の小さな値をとる.したがって，ここでは通常使われている一定値0.3086mgal/mを用いて

計算を行なった.

3.プーゲ補正

本稿の対象地域は約 35X35km2四方の広きであり，後に述べる地形補正計算を有限の領域に

ついて行なうことから，補正の過不足をなくすために，ここでは有限の球帽によるブーゲ補正を

行なった(萩原，1978;山本， 1984).補正範囲は地形補正が行なわれる範囲と同じ半径 100km 

とした.なお地形補正およびプーゲ補正における補正密度は，実際の岩石採取による密度測定に

よって決定されることもあるが，今回の観測では岩石のサンプリングを行なっておらず，また，

幌満地域及ぴその周辺域における密度資料が十分には存在しないので，後述する ABIC最小化法

(Murata， 1993)によって補正密度を決定した.それによれば，今回解析を行なった幌満地域の

最適表層密度は 2.78g/cm3である.

4.地形補正

今回行なった地形補正は一般に球面地形補正と呼ばれ， Yamamoto et al. (1982)による方法

を用いた.この方法は，補正範囲を各測定点からの距離によっていくつかの領域に分け，その領

域内の標高データを用いて，それぞれ遠方から線質量，角柱，及び，部分円錐で近似した地形の

引力効果を計算するというものである.補正範囲は観測点から半径 100kmの範囲で行なった.計

算に使用した標高データは，国土地理院提供による“KS-ll0-1"(250 mメッシュ数値標高デー

タ)であり，陸水部等の修正を施した後に使用した.

V.幌満地域におけるプーゲ異常とその特徴

前節までの補正を行なって求められた各測定点でのプーゲ異常値を基に等重力線(コンター)

で結んだものが Fig.7aのブーゲ異常図である.補正密度は 2.78g/cm3を使用した.図中に示し

た観測点は幌満地域に分布するもののみであり，今回の観測と並行して行なった日高山脈南部の
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反射法探査測線周辺における重カ探査を含めた全観測点分布を Fig.8に示した.また，測線A-A'

における地下構造解析については Fig.10に結果を示した.

Fig.7aのプーゲ異常分布の特徴が一目で分かるように色分けしたものがFig.7bであり，地質

構造と比較するために，簡略化した地質図とコンターを重ね合わせたものが Fig.7cである.さら

に地理情報，あるいは地形との相関を捉えるために，地形図と重ね合わせたものを Fig.7dに示し

た.以上の図を照合すると，大きくわけで 3つの特徴をつかむことができる.

( i )幌満岩体付近での高重力異常

様似町北部あるいは北方の正重力異常域の尾根から続くコンターが，幌満岩体周辺で若干海

側に張り出していることが分かる (Fig.7a， 7bのH).この正の重力異常域はリムの部分が

比較的明瞭で、あり，周囲に比べて相対的に 10-20mgal程度大きなブーゲ異常値を示してい

る.この異常域は Fig.7 cに示すように幌満岩体の地表分布とも非常によく一致しており，

西側の中の川層群との境界はするどくたちきられていることがわかる.また，幌満岩体南縁

の幌泉努断帯(活断層研究会， 1991)との境界も明瞭である.この幌満岩体付近での正の異

常域は，幌満岩体が地下数千メートルにまで達する巨大な岩体である(新井田・加藤， 1978) 

という研究結果を支持するものである.

( ii )ニカンベツ岩体付近での高重力異常

短波長の正の重力異常の中心がニカンベツ岩体の中心と非常によく一致しており (Fig.7c)， 

最大値は 45mgalを越える.またニカンベ、ソ岩体周辺で、は周囲に比べて相対的に 20mgal 

以上大きなブーゲ異常値を示している (Fig.7a， 7bのN).一方， Fig. 7b， 7cに見られるよ

うに，北方から続〈高重力異常域とニカンベツ岩体周辺での高重力異常域は，ハンレイ岩~片

麻岩が分布する領域で鞍部状に分断されており，ニカンベツ岩体は北方から続く高重力異常

の起源とは異なった物質構造を示すものと推定される.ニカンベツ岩体それ自体は地表でわ

ずかに観測されるにとどまるが，この正のブーゲ異常域の規模は幌満岩体のそれと同程度か

それをうわまわるものであり，周囲のミク。マタイトや片麻岩帯にまで広がっているように見

える.表層地質だけから判断する限り，ニカンベツ岩体付近で見られる正の重力異常は地表

に見られる地質境界とは一致せず，むしろ，ニカンベツ岩体が地下深部にまで達していると

考えるべきである.

(iii)幌泉勇断帯に沿う急勾配

幌満岩体から庶野にかけて，幌泉勇断帯に沿った重力の急勾配地帯が顕著に見られる.この

重力の急変地帯は，場所によっては 10mgal/kmを越える勾配を示し，日本でも有数の急勾

配地域である.また，その走行は日高変成帯と中の川層群の堆積岩との聞に存在する幌泉勇

断帯ときわめてよく一致しており，幌泉勇断帯に沿フ領域でブーゲ異常値が急激に減少し



64 山本明彦・山田一夫・斎藤松彦・石川春義

川
鵬

.

4

聞

唱43・E 143・5'E 143・唱5'E 唱43・20'・E

冨ヨ

Fig，7a， Bougu巴ranomaly map in the Horoman Peridotite Region with a contour 
interval of 2 mgal. Assumed density is 2.78 g/cm3

• Locations of gravity stations 
are also shown. Open square: present study， plus sign: Maruyama et al. (1991)， 
open circle: other institutes including Hokkaido University. Thick characters 
“H" and “N" represent the location of the Horoman and Nikanbetsu Peridotite 
Complexes， respectively. Line A-A' indicates the location of the profile for 
crustal modeling. See Fig. 10 for the results of crustal modeling. 
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Peridotite Region. Bouguer anomaly contours in Fig.7a are overlapped. 
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その南側ではコンターが大変穏やかに広がっている (Fig.7c).これは幌泉勇断帯をはさんで

地下構造がほぼ南北方向に急激に変化していることを意味しており，幌泉勇断帯が非常に

シャープな物質境界であることを示している.幌泉勇断帯はまた， Fig. 7d， Fig. 8に見られ

るように，地上に見られる地形の境界でもあることは興味深い.

ブーゲ異常分布に見られるこれらの特徴は幌満岩体およびニカンベツ岩体とその周辺において

概ね我々が期待したものであるが， Fig. 7cに顕著に見られるように，ニカンベツ岩体周辺での高

重力異常は我々の想像を大きくこえるものであった.この事実はニカンベツ岩体周辺での地下構

造モデリングを大きく左右する要素であり，ニカンベツ岩体は従来考えられてきたよりも地下深

部にまで達している可能性が示唆される.

VI. ABIC最小化法による表層密度の推定

前述した重力異常は主に周辺地域との岩石の密度差を反映すると考えられ，ブーゲ異常図から

地質構造を推定するためには，その地域の密、度分布と実際の地質構造を対比させることが有効で、

ある.

重力データから表層岩石密度を推定する方法はいくつかあり (Yamamoto，1999)，もともとは

重力補正のための推定法として発展してきた.対象領域に対する最適な補正密度を求めるために

は，データの数や分布，標高値のばらつきなど，結果を左右するさまざまな要素が存在する.最

近では ABIC最小他法(Murata，1993)をはじめとして，情報理論をとりいれた推定法が開発さ

れ，対象領域が比較的せまい場合にも適用可能になってきた.このため，対象領域を小さなメッ

シュに分割して，各メッシュ内における最適な補正密度を独立に求めることが可能になった.こ

の補正密度はいわば，各メッシュを代表する表層密度と考えられ，重力データのみから求めた理

論的な表層地質構造をあらわしていると言うことができる.最近になって Nawaet al. (1997) 

はABIC法を拡張し，各メッシュ内の重力データを独立として扱うのではなしそれらが相互に

及ぼしあう影響を考慮しながら，各メッシュを代表する表層密度を求める手法を開発した.

本稿では ABIC法を応用して日高地域の二次元の表層密度構造の推定を試みた.幌満地域のみ

を計算の対象とする場合，観測点の数が少なしその分布が偏っているため若干問題を生ずる.

また，ここでは，日高山脈南部の表層密度分布を調べる目的もあるために，本稿では ABIC法を

適用する範囲を日高山脈南部全体に拡大した.Fig. 8に今回 ABIC法を適用した範囲とその範囲

におけるブーゲ異常分布を示す.補正密度は山本他 (2001)による 2.6615g/cm3を使用した.こ

の範囲は緯度 41'55' -42' 40'N，経度 142'30'-143030'Eに渡る地域であり，緯度方向に約 82.8

km，経度方向に約 81.6kmの広きである.Fig. 8に示すように，この領域では観測点の分布の粗

密が比較的明瞭で、あり，かつ，ブーゲ異常の急変域が含まれることから， ABIC法適用の合理性を

さぐるための対象として適していると判断した.Fig. 9に計算結果を示す.Fig. 9a， 9bは後述す

るパラメータの取り方を変えて計算した密度分布図であり，メッシュのサイズはそれぞれ 4'，6' 
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Fig.7d. Topography (se巴 Fig.3) with. which Bouguer anomaly contours and gravity 
stations in Fig. 7a ar巴 overlapped.Contour interval of topography is 100m. Note 
that gravity stations distribute over the ar巴awhose altitud巴 is1巴ssthan 500111 
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Fig.8. Total region (south巴rnpart of th巴 Hidakamountains) to which ABIC method was applied 
for gravity inv巴rsion.Bouguer anomaJy distributions with a contour interval of 2 mgal are 
illustratecl， assuming a reduction density is 2.6615 g/cm3 (Yal11al11oto et al.， 2001). Locations of 
gravity stations are also shown. Open circl巴sancl open triangles indicate newly obtain巴cl
gravity data in this study ancl pre-巴xisteddata， resp巴ctively.Th巴 coordinates，altitucle， ancl 
gravity values of thes巴 newlyobtain巴dgravity data (open circles) ar巴 1isted in Yamal11oto et 
al. (2001). Thick blue lines depict known faults. Backgrouncl colored il11age demonstrates 
digital topography. Thick recl characters“H" ancl“N" repr巴S巴ntthe location of the Horoman 
and Nikanbetsu P巴ridotiteComplexes， resp巴ctlV巴ly.Large clos巴cltriangles and squares， 
followed by three capital letters， show locations of major named summits and cities (towns)， 
respectively. iVIIT: Mitsuishi， URA: Urakawa， SAM: Sal11ani， ERI: Erimo Observatory of 
Hokkaiclo Univ巴rsity，ERC: Erimo Cape， HIR: Hiroo， CHU: Churui， TOY: Mt. Toyoni， HRO 
Mt. Hiroo， RAK: Mt. Rakko， NOZ: Mt. Notsuka， PRK: Mt. Pirikanupri， KAM: Mt. Kamui， 

PRG: Mt. Pirigai， PET: Mt. Petegari， YAO: Mt. Yaoromappu， KME: Mt. Kamuiekuuchikaushi， 
IDO: Mt. Idonnappu. Box indicates the study area shown in Fig. 7 
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Fig.9. Surficial density distribution. determined by gravity inversion using ABIC 
method. Mesh size: (a) 4' (-7km)， (b) 6' (-10km). Error distributions of (a) and (b) 
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である.またこれらの計算段階に生じる誤差の分布を示したものがそれぞれ Fig.9c， 9dである.

Fig. 9a， 9bで0.0以下の青色部分は後述するメッシュ内の観測値が少ないために計算を行なわ

なかった部分である.そして Fig.9a， 9bに示す密度分布図はその誤差が 0.3g/cm3以下の密度

値のみを採用している.

今回実施した計算は，表層密、度を計算すべき領域を細かいメッシュに分割し，メッシュ内の重

力データからそれぞれのメッシュにおける最適密度を計算し，その分布を求めるものである.こ

こではその計算段階におけるいくつかのパラメータの及ぼす効果と本領域におけるこの手法の有

効性を考察する.今，観測点分布や特殊な地質構造体の大きさ等を考慮に入れて計算するメッシュ

のサイズを決め，そのメッシュを一定間隔ごとにずらした範囲に適用し計算を実行させていく.

そして，得られた値を各範囲の中心点の値として適用し，グリッドイじされたデータとして取り扱

う.Fig. 9aは幌満岩体の大きさ (Fig.7c参照)を考慮してメッシュのサイズを 4'(緯度方向約

7.36 km，経度方向約 5.44km)， Fig. 9bはそれより若干大きく見積もって 6'(緯度方向約 11.04

km，経度方向約 8.16km)とし，スライドさせる範囲の間隔を両者とも，緯度方向へは約 0.836

km，経度方向へは約 0.824kmとして求めた結果である. Fig. 9aでは幌満岩体とその周辺(図

中Hで示される部分)の密度勾配が明瞭に識別され，注目したい地質構造体の特徴を知る上でた

いへん都合がよい.Fig. 9bではこのような局所的な密度勾配が判別されにくくなっているが，計

算が省かれるメッシュの数が少なくなり，広範な地域の大局的な密度分布を知る上で大変有効で、

ある.このようにパラメータの取り方によってその結果に一長一短が見い出され，そこには解析

者の主観も含まれていることに注意しなければならない.ここでは幌満岩体とその周辺の地質に

注目して比較検討した結果 4'のメッシュサイズが妥当であると結論した.

次に，得られた表層密度分布 (Fig.9a， 9c)の有効性について考えてみる.ここで計算に最も

影響を及ぽす要因として，メッシュ内のデータ数とその分布の均一性，及びそれらのデータの信

頼度が挙げられる.例えば， CHU (Fig. 9a， 9c)で示される地域(忠類周辺)は，観測データが

桐密に分布しておりその誤差も極めて小さし求められた密度の値及びその分布も周辺の地質と

よく対応している.また，図中 Hで示される幌満岩体のよフに，その地質構造体上に少数の観測

点しか分布していない場合 (Fig.8参照)でも，比較的明瞭な推定密度を示すことが分かる.し

かし， Fig. 9cのTで示される地域(大樹~広尾)はメッシュ内のデータの数が多いにもかかわら

ず大きな誤差を示している.その一因として，ここで適用しているデータが諸々の機関によって

得られたものであるため，データの処理の段階で様々な誤差が生じていることが考えられる.さ

らに，各データの標高値の聞にそれほど大きな差が存在しないため，計算に不安定さが生じてい

る可能性も高い.また，推定密度値の持つ意味はともかくとしても，誤差の値が小さい範囲にお

いても地質学的見地からは解釈が難しい密度分布地域が見受けられ，その原因が上述したことに

よるならば，データの信頼度について再考が迫られる.

以上の議論をふまえて，比較的周辺の地質構造を反映していると思われる地域として幌満岩体

周辺 (Fig.9aのH)とその北東に分布する地域 (Fig.9aのG)が挙げられる.Gは日高変成帯
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南部のハンレイ岩類及び片麻岩類が存在する地域で周辺地域に比べて密度が高いという点で本分

布図の特徴と合致している.ただし，その推定値についてはもう少し検討されるべき問題であり，

このことは， ABIC最小化法を適用していく上で重要な課題となるであろう.

VII. Talwani法による地下構造の推定

前節ではプーゲ異常図を解釈するために，重力データから表層密度の推定を試みた.しかし現

段階では定量的に検討できるだけのデータの数と分布に問題があり，その有効性については十分

に検証できなかった.ここでは前述の特徴をふまえて，幌満とニカンベツ両岩体を横切る測線

(Fig.7aのA-A')に沿って，二次元タルワニ法 (Talwaniet al.， 1959)による地下構造の推定

を試みた.モデルの作成には今回作成したブーゲ異常図や表層地質の情報，および、，可能な限り

の岩石密度情報を使用し，表層の地質構造が地下まで反映されているものと想定して，モデル作

成の手がかりとした.今回の解析では， (1)比較的，波長の短いブーゲ異常が対象である， (2)幌満

岩体が地質学的に見て少なくとも深さ 3，000m程度までは存在する(新井田・加藤， 1978)， (3)表

層地質を考慮して，モデリングのブロック数は 5-6個程度が妥当である，という点を考慮、して，

モデリング対象の深きを 3km程度までとし， 6個のブロックでモデルを構成した.実際の計算で

は，密度構造を与えて，理論重力計算を行なうことを繰り返し，各ブロックの密度値がとりうる

値の範囲内で密度値を更新し，最終的に観測値に最もよく合7モデノレを採用した.Fig. 10に解析

結果を示す.図中に示されている観測値は，実際の観測値そのものではなく，観測値から描かれ

たブーゲ異常図において，測線を横切るコンターから読み取った値である.

得られたモデルについて，まず注目すべきことは図中 Peで示すように幌満とニカンベツの両

岩体を見立てた地質構造体が少なくとも表層付近では明瞭に分離されていなければならないこと

である.しかしながら，これらふたつの岩休が地下深部の基底部まで分離された状態を保つモデ

ルの場合，観測値をうまく説明することが困難であった.一方，これらふたつの岩体が，その基

底で連続しているモデルの場合， Fig. 10に示されるように，観測値をうまく説明することができ

た.このことは，幌満とニカンベツの両岩体は表層で見る限りにおいては完全に独立した岩休で

あるように見えるが，基底部においては連続した岩体となって，両者の生成が同ーの起源をもっ

可能性があることを示唆する.実際，小松他 (1986)は両者が同ーの海洋性マントル起源である

と結論している.ここで述べた推論が正しいとすると，少なくとも幌満岩体は地表下で大きく南

東方向へ張り出していることが推定される.そして，その構造体の南東線では垂直に切り立った

境界面で接しており，その近縁でも高密度の物質が存在していると考えられる.

ここで行なった推論は重力データおよび地質情報のみから試みた地下構造モデリングによるひ

とつの解釈であり，また，重力データという性格上，得られた解に一意性はない.今後は他のあ

らゆる地球科学データを推論の場に持ち込む必要があろう.
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幌満岩体は，新井田・加藤 (1978)によれば，岩石層や鉱物に示される面構造などから， 3，000 

m以上の厚い岩床上の形態であると推定されている.しかも，地質学的には南東に傾斜する層序

を示しており，地下深部でニカンベツ岩体と合体していると考えるのは不自然なことではないよ

うに思われる.

一方，ニカンベツ岩体付近での高重力異常は，幌満岩体付近のものよりも約 20mgalも大きし

両者は著しい相違を示している.両岩体の密・度に有意な差は認められない(丸山他， 1991)ため，

このパターンの違いは地下構造に大きく反映されていると考えられる.また，岩石学的に見ても，

この両岩体は Sr同位体比より，共に海洋性マントル起源であると考えられ，ブロックとして日高

変成帯主帯の下部層塩基'性岩及び、堆積岩複合体に含まれていたものと推定される(小松他， 1986). 

これらの研究結果は Fig.10に示す地下構造でも説明が可能であり，したがって，上記の事実か

ら判断すると，この接近した幌満，ニカンベツの両岩体はその生成起源に大きな相違はなく，む

しろ，同一起源と考えてもよいと推定される.

幌泉努断帯に沿う重力の急勾配については，丸山他 (1991)は，断層と接する中の川層群 (Fig，

7c参照)の堆積岩が変成作用を受けていないこと， 日高変成帯の重力異常がこの急変化点で断ち
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切られていることから，幌泉勇断帯はその落差が非常に大きな断層であろうと解釈している.し

かし，在田他 (1978)によるとこの地域は二重のナップ構造からできており，ハンレイ岩類やカ

ンラン岩類はその基盤として存在している. したがって，露出している地域以外にも地下の浅部

に高密度の物質が存在している可能性はかなり高い.このことは Fig.10のモデルからも推定で

き，この地域の重力異常は，断層の落差だけでなく，地下の密度構造の違いによっても大きく支

配されていると考えられる.

以上のような地下構造のイメージから考えられることは，幌満とニカンベツの両カンラン岩体

が基底を同じくする可能性があり，それが幌泉努断帯という極めて明瞭な地質境界線に沿って分

布しているということである.このことは，これらの岩体が上昇してきた過程が日高変成帯の衝

上運動によるものか，右横ずれ運動の端点としての上昇過程によるものか，あるいはもっと他の

相互作用が関わってくるものなのかといっ点で大変興味深い問題である.岩石学的には，新井田・

加藤 (1978)によると，幌満岩体は，その鉱物線構造や巨視的構造から，岩体北方に伏在する日

高変成帯西縁の衝上断層帯 (NW方向)に沿って上昇したと考えられており，右横ずれ運動に伴

う上昇過程が想像される. しかし，この伏在断層は，在回他 (1978)によれば，様似川上流で西

縁衝上断層から分かれ，ニカンベ、ソ岩体南西部を通って南東方向へぬけるもので，著しい破砕帯

や鉱化帯を伴っている (Fig.1).つまり，幌満とニカンベツの両岩体はこの伏在断層を挟んで、位

置することになり，既に衝上運動によって上昇してきていたものがこの破砕帯によって地表付近

が断続されたとも考えられる.

いずれにせよ，これらの造構場に詳細な解釈を加えるためには今回の地下構造の解析だけでは

視点が乏しし今後の課題である.

IX. ま と め

本稿では，新たな重力データをもとにして，幌泉勇断帯に沿って分布する幌満カンラン岩体と

ニカンベツカンラン岩体周辺の重力異常を明らかにし，その地下構造を推定する事に主眼をおき，

その対照的なブーゲ異常のパターンを解釈しようと試みた.そしてその解釈と地質学的背景を対

比きせながら両岩体の生成過程について検討し同一起源説を検証してきた.新たに作成したブー

ゲ異常図では，幌満カンラン岩体付ー近，および，ニカンベツカンラン岩体付近において， ともに

周囲に比べて 10-20mgal程度大きなブーゲ異常値を示すことが明瞭となった.特に，ニカンベ

ツカンラン岩体周辺の高重力異常域は表層のカンラン岩分布ときわめてよい一致を示し，またそ

の規模は幌満カンラン岩体のそれと同程度かそれ以上のもので，周囲のミグマタイトや片麻岩帯

にまで、広がっていることも明らかとなった. ABIC法による密度構造解析から求めた日高山脈南

部の密、度構造では，局所的な不一致はあるものの，幌満岩体周辺とその北東に分布するハンレイ

岩・片麻岩分布域で，表層の地質分布と理論的地質構造がよい一致を示す結果が得られた.タル

ワニ法による地下構造解析からは，幌満とニカンベツの両岩体は表層で見る限りにおいては完全

に独立した岩体であるが，基底部においては連続した岩体となっているように見えることがわ
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かった.またそれらの生成が同ーの起源をもっ可能性があることもわかった.しかしながら，タ

ルワニ法による地下の断面構造解析では，単一の測線においてのみ，解析・検討を行なっており，

両岩体と日高変成帯の造構史の関連を明らかにすることはできなかった.今後の課題としては，

本地域における三次元の構造解析や，地震波探査および磁気探査などの詳細な地下構造解析が挙

げられるだろう.また， 日高主衝上断層沿いに数多く分布する上部マントル起源のカンラン岩体

と，幌満・ニカンベツの両カンラン岩体との聞の類似性あるいは対照性を調べることは重要な課

題であり，今後，ブーゲ異常や他の観測データからこの課題を議論し， 日高変成帯の造構場を解

明する必要があろう.
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