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花崗岩質岩の浮きあがり，非圧縮性Newton流体とみなして

林大五郎＊

(1975年６月１８日受理）

して解くぱあいには，数値的に行わざるを得ない．

偏微分方程式を数値的に解くのに最もポピュラーな解

法は有限差分法(FＤＭ)である．しかし，これは境界条

件の処理が複雑であるという難点を持っている．境界条

件処理が簡単な他の解法には，変分原理に基づく直接解

法であるＲｉｔｚ法（TREFFTz，1926）や，それを電子計

算機用に行列を用いて定式化した有限要素法(FEM）が

ある．ただし，Ｒｉｔｚ法やＦＥＭを用いる前提として，

この連続体に対する変分原理が存在しなければならない

ことは，当然である．

岩休を粘性流体とみなした場合，もし非線型項（定常

流の場合には慣性項と一致する）が無視できるならば，

対応する変分原理の存在が証明されている（MILLIKAN，

1929)．ここで扱う｢浮きあがり｣現象の場合のReynolds

数はおおむね10-20程度であって，あきらかに非線型

項を省略することができる．したがって，変分原理は存

在するのである．

かつてDIETERIcHほか（1969,1969）によって提案

された非圧縮性Newton流体に対する「変分原理」は，

実は変分原理ではなく，理論的にきわめて不完全なもの

であり，「浮きあがり｣現象や一般の地質現象をとり扱う

にはかなりの問題がある．また，BERNERほか（1972）

も重力を考慮した「変分原理」を用いて「浮きあがり」

現象を解析しているが，この場合の「変分原理」もDIE‐

TERICHらのものと同様に変分原理とは思われない．そ

の他PARRIsH（1973）やSTEPHANssoNほか（1971）お

よび池田ほか（1974）らの用いた「変分原理」も同様で

ある．

本論女では，慣性項を無視した場合の非圧縮性New‐

to、流体の厳密な変分原理を解説し，さらにこの原理に

基づく数値計算法を定式化して，簡単な浮きあがりモデ

ルを用いて，「浮力が山脈形成の主因となり得るか？」

を検討した．なお，この計算には，北海道大学大型計算

機センターのFACOM230-75を使用した．

Ｌはじめに

一般に地殻変形を定量的にとり扱うためには，解析す

ぺき地質岩体を弾性体，塑性体，粘性体および粕弾性体

などの数量化されうる物質とみなさねばならない．従来

の岩石の長時間変形実験の結果から，岩石は長時間の

変形に対しては，弾性体よりは塑性体の挙動を示す．ま

た，時間を変数として考慮するためには，塑性体ではな

く粘弾性体とみなさねばならない．さらに，地質学的な

時間のオーダーで岩石の挙動をみると，粘性体とみなし

ても差し支えないことが明らかである．圧縮,性が問題と

なるのは一般にマントル以深の現象に対してであり，モ

ホ面以浅で生ずると考えられる地質現象に対しては，圧

縮性を無視しても差し支えないと思われる．ただし，変

成作用などによって極端に物性が変化する現象は，本質

的に非圧縮性としては扱えない．しかし，圧縮性を考慮

した解法はむずかしく，現在のところ物性変化を考慮し

た数値解法は定式化されていない．次章で解説する変分

原理によって岩体を非圧縮,性Ｎｅｗｔｏｎ流体として解析す

る場合，初期条件および境界条件を正しくとりさえすれ

ば，その後の変形，歪速度および応力などの構造地質学

上重要な力学量を時間の変数として，数値として得るこ

とが可能である．

本論文で解析する「花崗岩質岩の浮きあがり」は，い

わゆる重力不安定現象のひとつであって，浮上岩体とそ

れを取り囲む岩体（地殻部）との密度差に基づく浮力が

その原因のひとつである．浮上岩体の上昇変形過程を，

時間を考慮にいれて力学的に追跡するために，これら構

成岩体を粘性流体，とくに非圧縮性Ｎｅｗｔｏｎ流体とみな

した．

粘性流体の基礎方程式系は連立偏微分方程式である．

￣般に偏微分方程式の解析解が存在する場合は，対象と

する物体の幾何形状が，きわめて単純な場合にかぎられ

る．したがって，形状の複雑な地質体を粘性流体とみな
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記号と定義

鞠：Descartes座標

#：時間

ひj：速度ペクトル

ｐ：圧力

eが：歪速度テンソル

ｏ〃：応力テンソル

ｏ〃＊：圧力項を省いた応力テンソル

丙：単位質量当りの体積力ベクトル

ｐ：密度
｣u＊：（第１）粘性率
几＊：第２粘性率

ソ＊：粘性Poisson比

Ｅ：単位質量当りの全エネルギー

ｅ：単位質量当りの内部エネルギー

必：熱流ベクトル
Ⅱ：汎関数

の：粘性散逸関数

、/α：Lagrange微分

ハノ：Kroneckerのデルタ

ｋ,4＝４１３４２２

k,５－２４１２J32＋４１３４３３

k,G＝』,３４３２

k22-24,3413＋j12j12

k23＝』,２４２３

k24＝2413423＋j12j22

k25＝412433

k26＝2413433＋４１２４３２

k33＝2422422＋４２３４２３

k34-423J22

kB5＝2422432＋４２３４３３

k36＝423482

k４４－２Ｊ23423＋４２２４２２

ｋ45＝j22j83

k46＝2423483＋４２２４３２

k55＝２４３２４８２＋４８３４３３

k56＝j33432

k66＝2433433＋432Ｊ3２

､＝!(ひ,,,ひ22,ひ,2）

5＝'(",,ひ,,皿2,’2,"3,〃3）

アーノ('1,'2,Ａ）

両＝！(u,,ＵｍＡ,剛2,ひ2,'2,皿3,U3,Ａ）

ｇ＝((0,'9）

す-,9÷,(oﾊ肌0,1）

卜此{矧
」〃：」の余因子
"ｉ－ｊｉ,＋ｊｉ２発十ji3jノ

ノVi＝(",,'z2,"3）

M-[;』二6'二;'二］

喘ljiij:箕蝿｜
生｢;制

偏微分記法

恥,=器
三角形要素の重心を原点にとり，

２次元の流れにおいて
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４
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４
４
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ｊ
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え,〕：Descartes座標

u,ひ：三角形要素内のｘ,〃方向の速

度成分

ｽﾞﾊﾙ：要素の節点ｉの座標値（j＝

１～3）

Ⅲi,Ui：要素の節点ｉでの〃,Ｕの値

（j＝1～3）

Ａ：要素の節点ｉでのｐの値

（i＝1～3）

ｇ：重力加速度

Ｕ－ｊい,ひ）

e-t(`,,,`22,2`12）

Einsteinの和の規約

eij＝Bルル＝6,,＋622＋e33

Zﾉj,ノーUAF,ルー､1,1＋U2,2＋Zl3o3

など（３次元）

１
’
６’一

１
ユｐ

ｋｒ
」

Lagrange微分

Ｄ"ノ

７，ﾊ汁リム,一等+,両
OUi

[ﾙﾙ次の成分を蓋倍したＭ
対称行列

ｋ,,－２Ｊ,2J12＋j13j13

k,2＝４１３４１２

k,3＝２４，2422＋４１３４２３

転置ベクトル，転置行列

や,ｉＢ,！(】,1,0)など

Ｄ"'

’０万＝。",/＋Ｍ

が成立する．ここでNewton流体の構成方程式は

ぴガーーｐ６ｉｊ＋几*eハルDij＋2ノリ*ciノ

ー－，６ｶﾞﾉ＋ﾉl*ひA,A6ij＋｣u*(ひj,ﾉ＋ｚｗ）……（２）

であるから，運動方程式は

，器--A汁(派-MＭＷ
＋似*(ｚｗ),ノ＋(qﾉﾋﾞｉｉ…………………………（３）

となる．（３）式は普通Navier-Stokes方程式とよばれて

いる．

エネルギー方程式は

（IOE),ノー(’jひjj-pEtﾉﾉｰＱﾉ),ｊ＋pz1研……(4)

ただし,画一会`j`,+eである

2．非圧縮性Ｎｅｗｔｏｎ流体に対応する変分原理

連続体の運動は質量保存則，運動量保存則およびエネ

ルギー保存則から導かれる連続方程式，運動方程式およ

びエネルギー方程式を，与えられた初期条件と境界条件

のもとで解くことによって解決される．これら３種の方

程式を合わせて，その連続体に関する基礎方程式系とよ

ぶ．

まず，圧縮性Newton流体の基礎方程式系について具

体的に述べてみよう．

連続方程式として

器+…-い……………………………('）
運動方程式として
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ずには，以上３つの保存則の汎関数〃[ｚＭ］のＥｕler方程式は，
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圧縮`性Newton流体の場合には，以上３つの保存則の

ほかに状態方程式が必要であるが，ここでは省略する．

つぎに非圧縮性Newton流体の基礎方程式系がどう表

わされるかを述べる．

非圧縮とは密度変化がない,つまり器－０を意味す
る．したがって連続方程式（１）は

ひA,ルー0（ｄｉｖＵ＝O)…………………………（５）

となり，Navier-Stokes方程式は

，器--A汁脚Ｍ,+伽………(6)
となる．この場合には密度が定数であるためエネルギー

方程式と状態方程式は不要となる．したがって，非圧縮

性Newton流体の場合には，（５）と（６）だけで閉じた

形となる．

われわれが解析しようとしているのは，普通の粘性流

体の運動ではなく,地質現象とくに本論文の場合には｢花

崗岩質岩体の浮上現象」であって，きわめて特異な粘性

流れであると考えられる．それは，問題とする地殻構成

物質の粘性率が102opoisesより大であるために，きわめ

て遅い流れ現象となっていることである．これを数値で

表わしてみれば，そのReynolds数（Ｒ）はほぼ10-20

程度になっているという事実である．

R-IO-"＜1であるから(6)における慣性項鶚は
省略してさしつかえない'１．

したがって（６)は

－P,ｉ＋ｊＵ*(zji,ﾉ),ｊ＋,０万-0……..…･………（７）

となる．これは一般に地質現象を定常流とみなしうると

ともに，かつStokes近似が許されることをしめしてい

る．したがって，問題は基礎方程式系（５）と（７）に対

応する汎関数を求めることに帰着する．

２次元の流れに関して，汎関数をつぎのようにとる，

〃Ｍ－ⅨF(Ｍ(，ル…………(8)
ただし，

Ｆ(Ｍ,ノル会｡(`‘j)-伽-Ｍ,'
であり，の(211,ｊ）は粘性散逸関数2)である．

|鬘二蒜」 …………………（９）

であり，これを実際に計算すると（５）と（７）にひとし

いことが証明される．したがって「（８）で定義された

〃[ひＭ］の第１変分を零とするようなりＭが，基礎方

程式系（５）と（７）とを満足する」という変分原理が
得られた．

このあとは，この汎関数に関してＲｉｔｚ法を定式化す

ることであるが，それは次章で述べることとして，つぎ

にDIETERIcHほか（1969,1969）によって提案された
「変分原理」を検討してみる．

かれらはNewton流体の構成方程式として，つぎの圧
力項を落した式を用いた．

ぴﾉﾉｰｽ*`ハル６ﾉﾉ＋2ﾉα*eij………………………(10）

ここで,ﾉl*〃*＞１ならば「剪断歪速度（`")＞体積歪

速度（`ﾊﾙ)」であるから，ス*〃*＞１ならば「剪断歪速
度＞体積歪速度」となって，‘ﾊﾙ＝Ｏとみなせる．した
がって，

に:戯〃
のかわりにス*/似*＞１の条件のもとでの（10）式を用い

てもよい，と考えたわけである．

ここで「ｽ*〃*＞１ならばCAA＝0」はつぎのように考
えた方がわかりやすいであろう．

粘性Poisson比シ＊は弾性体の場合と同様に

〆一応f:,z景丁
で定義される．変形すると，

，*~姜~÷７i蕪777頭FＴ
１

となって〃＊はス*〃＊の関数とみなせる．第１象眼内

のこの関数のグラフは第１図のようになる．このグラフ

からス*/似*＞１はソ*＝0.5を，すなわち‘ﾙﾊｰＯを意
味することがわかる．

このようなかれらの考えからすれば,汎関数としては，
２次元で

川]-"&会｡(`M)妬……………(Ⅱ）
ただし，

。(．,汁がＭ+会胤’㈹八,)(`ｗ"）
となって，弾性体の場合と同形になることは明らかであ

”綻鴬流の場合に'…'だけから鶚=oとはいえない.R<I
の時はＤＪ､４，Ｊの項（非線型項）が無視できろ・ひ｡,声ｏをいうた
めにはStrouhal数（S）を調べる必要があるが，地質現象の場合

にはｓも小さな数で…で鶚壽oが許される
2）非圧縮性Newton流体の場合には，

｡(｡`,法;(`Ｍ`w)(`鰯州`）
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〃傍

0.5

0.4

0.3

0.2

０．１

耐ば０

１０１１０１０１０

Z*/α*－Ｐ＊曲線

】*ん＊軸は対数でとってある

1０１０

第１図

を本章ではベクトル表示を用い，２次元の流れに関して

述べる．またこの定式化においては，要素として三角形

要素を，体績力としては重力を考える．

前章の結果から基礎方程式系に対応する汎関数〃[Ｕｉ，

p］は，ｗｊ*＝2＃*`ノノとおくと，の(z)i,ｊ)＝ｗｊ*`ノノであ

ことから，

〃Ｍ－"&(会｡`,…`,Ｍｉ，i)`‘
となる．これをベクトル記法を用いて表わすと，万＝０，

万＝ｇを考慮して，

"[示俳"s{会'…'川o)Ｍｊ５}ルエル.`ｓ

二五皿姜ｍＢＭ

－Ｉ云叺旧`ぃowM-I狐wh，`ｓ
となる．これから，

念"[扇昨Ⅸ`…ハ

ー叺佃`Ⅲo)M万小皿'M，術

が導かれる.右辺第１項の積分J1は

卜姜Ⅲ卵臺[胴

つぎに,〃÷(４ＡM岬Ｍｗ)であるから，
三角形要素の重心を原点として，

る．ところが，（11）式のＥｕler方程式は，あきらかに

(5)，（７）式に等しくはない．すなわち，これは変分原

理とは言えないのである．この意１床で今後これを準変分

原理と呼ぶことにする．

つぎにこの準変分原理の問題点を挙げてみよう．まず

第１に圧力項を無視しているために（10）式はNewton

流体の構成方程式ではない．第２に（11）式で定義され

た汎関数は体積力（重力）を考慮していない．第３に非

圧縮条件‘ﾙﾙｰｏはス*/似*→・・の時にのみ実現される

がこれは不可能，たとえス*/似*＝４としてもソ*＝0.4

であって圧縮性の影響は無視できない3)。

これら３つの理由（圧力項，重力，非圧縮性）から，

かれらの準変分原理は地質現象をとり扱うには，はなは

だ不充分といわざるをえない．

また，BERNERほか（1972）やSTEPHANssoNほか

（1971）によって用いられた「変分原理」は，おそらく

DIETERIcHらによる準変分原理の汎関数に重力項を加味

したもの，つまり（11）式として

〃M-m(告`(叩Mii,`}Ⅲ……('2）
を用いたものと思われる．これもDIETERIcHらのもの

と同様に変分原理ではない．

３．数値計算法の定式化

前章までテンソル記法で表わしていた変数および関数

3）DIETEmcHほか（1969,1969）およびPARnlsll（1973）の論文で

はス*/p,*＝４，BERNEnほか（1972）ではツ*＝0.49すなわちス*／
’し*＝４９としていろ．
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肌M万小岩JMi三一±JM，

ここでⅢ－Ｊ側,-号から,これは

一昔(AWA）

‐言い')万

と表わせるしたがって,第２項の積分Lは，

ルー号ⅦⅢ0)(Ｌｕ)万=[ﾙ,]刀
となる．

第３項の積分ﾉ;=万は

ﾜｰﾉ、61皇ｉｆ二6．ﾆﾙﾛ
ｰ,`MHMWy1MsW１，Ms）
－告０９$(Ｍ１Ｍｍｏ４）

-,9号'(oLoAo,,）
したがって，

烏"匝俳゜は
［ん]５－[ﾊｸ]万一万＝Ｏ………………………．.(13）

と表わされる．

つぎに，

詰"[扇ルー`狐`川川Ⅲ

－含(４ＭＭ22,4ＭＭ鋼)5-0………(M）
で表わされる．

ここで（13）と（14）とを節点速度圧力ベクトルｍ

を用いて１本のベクトル方程式にまとめると，

［Ｋ]両＝す.……･……･………………………(15）

が得られる．これが弾性体の場合の剛性方程式に対応す

ることは明らかであろう．

４．浮きあがりモデル

第２図Ａに示すように密度3.049/cms，粘性率１０２２

poiscsの地殻中に密度2.769/cm3直径８ｋｍの円形ミ

グマタイト岩体が地下１０kｍをその中心（Ｇ）として位

置し地表面は平坦であったとする`)．

解析の対象とする領域を地下２０kｍ，幅２０kｍの正方

形領域とすると,対称性からあきらかに,計算すべき領域

は第２図Ｂに示すようにこの半分ＡＢＥＦでよい．初期

境界条件，要素分割は第３図に示す．この場合総節点数

100,総要素数172で，地表面ＢＥは自由面としている．

ミグマタイト，すなわち浮上岩体の粘性率の上昇運動

への影響をみるために，ミグマイトの粘性率が1021poises

の場合とl02opoisesの場合を考え，それぞれをモデル

Ａ，Ｂとした．これら２つの場合に関して，時間刻みを

１０万年，反復回数を３００回として３０００万年にわたる

上昇運動をいずれも２次元の流れとして追跡した．ただ

し計算の途中で要素の切り直しは行なわなかった．

モデルＡ，Ｂに関する地殻内ミグマタイト上昇運動，

すなわちミグマタイトとそれを取り囲む地殻との境界線

（以下ミグマタイト外形線と呼ぶ）の変形を１０００万年

ごとに第４，５図に示した．ただしこれらの図では地表

面ＢＥの変形はその量が小さいために示してはいない．

地表面の変形に関しては考察の項で述べる．

地質現象を前述した準変分原理によって解明すること

が妥当でないことを示すために，モデルＡおよびＢに対

して同様の条件のもとで計算を行なった．ただし，粘性

PoissOn比〃＊を0.5とすることはできないので，地殻

およびミグマタイトともに0.49としてある．

このようなモデルをそれぞれモデルＡ’およびＢ’と

し，それらの結果，すなわちミグマタイト外形線の変形

と地表面ＢＥの変形を第６，７Ａ，７Ｂ図に示した．ただ

しモデルＡ１については１００万年ごとに，Ｂ’について

は１０万年ごとに描いてある．

これらの図から明らかなように，モデルＡ１では７００

－棚`Ⅲo)"&川
ここに，

川]卜豈'(`ＭＭＭ麹醐,』鱸）
および

ノンBM卜(ﾉ:ｌｋＷｙ&WyBMs）
－号Ⅲ'）

であるから，上式は

器--勺去号!(｣M聰……調）
．（1,1,1）

一一壱(`ＭＭ錘,4MＭ")莇

したがって,会"[冠叶・は， 4）地殻の密度分布は地域によってかなｂ異なるが，ここでは日高変成

帯を念頭においた．
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第２図Ａ浮きあがりモデル

垂直断面内で直径８ｋｍの円形ミグマタ

イト（ＣＭ.)が深さ14～6kｍに位置する．
－Ｘ2０－

ＡＯＣ

第３図三角形要素分割と初期境界条件

全要素数１７２，全節点数１００，破線はミグ

マタイトと地殻部との境界（ミグマタイト

外形線）を示す．

Ｂ Ｅ

ｌ
２０ｋｍ

ｌ
鐘

:完全固定

:ａｂ方向に自由

万年，Ｂ'では８０万年でミグマタイト岩体は体積減少の

結果消滅し，計算は不可能となる．また地表面ＢＥは急

激に沈降し，地殻部の体積変化は数10％にも達し，こと

にモデルＡ１の６００万年後では50％以上にもなってい

て非圧縮とみなすことができないのは明瞭である．

BERNERほか（1972）の計算がうまくいっているよう

に見えるのは，じつはこの場合の地表面ＢＥを拘束して

いるからである．しかし地表面が自由面であることはい

うまでもない．

他方，DIETERIcHほか（1969,1969）の計算が正しそ

うに見えるのは，重力（体積力）を無視しているために

体積減少がそれほどいちじるしく表われていないからで

あろう．かれらは体積の変化については何も述べずに図

L---頁i－－－，
－２０ｋｍ－

－－－－－－．－－．－．．－－－ＭＯＨＯ

第２図Ｂ解析領域ＡＢＥＦ

ミグマタイトの中心Ｇは深さ１０kｍに位

置する．
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IvIODELA ＭＯＤＥＬＢ

ｋｍ

Ｏ－
kｍＢＢ Ｅ Ｅ

０－

報
３０ｍｙ

5－ ２０ｍｙ5－

1０－ 1０－

~ハ/Ｗ－窒一'０ｍｙ

←－０ｍｙ●
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●●●●●●●●●●●●●

1５－ 1５－

２０－
Ａ

第５図

2０－
Ｆ ＦＡ

第４図ミグマタイト外形線の変形

１０ｍｙ(1000万年）ごとに示す．信頼できる

のはおよそ２０ｍＶまで．

モデルＢでのミグマタイト外形線の変形

10ｍｙごとに示す，ただし信頼できるのは

ｌＯｍｙまでである．

－ムや北部のピパイロミグマタイト岩体などの断面での

形状とよく似ている（木崎，1956,1972)．また，鍋谷

、加納ら（1972,1973）による「しずく型」などに一致

する．

さらにRAMBERG（1967）の遠心分離機を用いたモデ

ル実験のときにできるドームの形態とも似ている.

第４，５図をみると，ミグマタイト(浮上岩体)の粘性

率の違いは尾部の形状にのみ関与し，岩体全休としての

上昇運動には影響していない．しかし後述するように，

地表面隆起には関係がある．このことはモデルＡとＢと

を比較した第８図から明瞭に読みとれるであろう．

ただし,これがいえるのは図では1000万年までであっ

て，２０００万年，３０００万年では頭部の不一致が生じてい

を示しているだけであるし，筆者も重力を無視した場合

をとり扱ったことはないので断定はできないが，ソ*－

０．４(X*〃*=4）からみてかなりの体積減少があるもの

と思われる．ともかく，重力を無視するという簡略化は

地質現象，とくに大瀧造を論ずる際には許されない近似

である．

5．考 察

ミグマタイトの上昇変形

これはミグマタイト外形線が時間的にどう変形して行

くかを示した第４，５図に示されている．モデルＡ，Ｂ

ともに頭部が膨らみ尾部が細く伸びてきて，その形態は

日高変成帯の最南端部に位置する音調津ミグマタイトド
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第７図Ａミグマタイト外形線と地表面ＢＥの変形

0.1ｍｙごとに示す．

Ｆ～Ａｒ

第６図ミグマタイト外形線と地表面ＢＥの変形

ｌｍｙごとに示す，圧縮性を無視できない

ことがあきらか．

に，ある三角形要素ＡＢＯの形がはじめの形とはひどく

違ってきて，１本の線Ａ''０１に退化してしまったため

に，もはや有限の体積を有する有限要素ではなくなって

しまったからである．

る．しかしこの不一致は，三角形要素の直線化に伴なっ

て生じた大きな誤差の累積の結果である．したがって,

要素の再分割を適切に行なうならば，２０００万年および

3000万年においてもこのような不一致は生じないもの

と思われる．具体的には，たとえば，第９図に示すよう

kｍＯ３ｍｙ ０．４ｍｙ Ｏ５ｍｙ Ｏ６ｍｙ ０．７ｍｙ
1０

1５

第７図ＢモデルＢｉでの正方形領域ａｂｃｄ
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マタイト円の中心Ｇをとる，ただしモデルＡの場合は

GルモデルＢの場合はＧＢで表わす．第１０図にＧＡと

ＧＢとの上昇の状態をプロットした．

ＧＡに関しては，第１に上昇速度（ＧＡの速度ベクト

ルの垂直方向成分の値）が上昇に伴って漸次減少する。

すなわちＯ～500万年の間では５ｋｍ/千万年（0.5ｍｍ／

年)，1700万年では２～1.5kｍ/千万年（0.2～0.15ｍｍ／
年)，2000万年以降ではほぼ零．したがって深度約３ｋｍ

がＧＡの上昇限界となる．

第２にＧＡの上昇変位一時間曲線は2000万年までは

滑らかであるが，その後は多少変動している．このこと

はモデルＡに関して，２０００万年以降は要素の切り直し

が必要であることを示唆しているのかもしれない.

ＧＢの上昇変位一時間曲線には，1200～1300万年の

間にいちじるしい不連続があるが，これはあきらかに三

角形要素の直線化が原因であって，モデルＢでは１２００

万年での要素の切り直しが必要である.

ＧＢの上昇速度は０～1200万年でだいたい７ｋｍ/千

万年(0.7ｍｍ/年）であり，１２００万年以後の曲線は計算
精度が保証されていないためあまり意味はないが，参考
までに描いておいた.

ＧＡとＧＢの曲線を比べてみると,ＧＢの方が急傾斜

つまり速く上昇しているが，上昇速度云々は岩体全体に

ついて（連続体として）みるべきであるので，このこと

自体はそれほど重要ではない．第１１図には１０００万年

後のモデルＡ，Ｂのミグマタイト岩体が描かれている.

この図に示すように，ＯＡよりもＧＢの方がより速く上

昇している，しかし岩体全体としてはモデルＡ，Ｂとも

に同一速度で上昇している．ただし尾部の形状は異なっ

ている．このように岩体内の1点，たとえばＧの上昇変

位によって岩体全体がどれだけ上昇したかを論ずること
はできない．このことは，質点力学（質点系・剛体力学

も同様）には変形という概念が存在しないことに起因し

ている．ともかく上昇速度を具体的に決定するには適当
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第８図ミグマタイト外形線の比較

実線はモデルＡ，破線はモデルＢのミグマ
タイト外形線を示す，Ｏｍｙでの外形線は

実線で描いてある．

中心Ｇの上昇

ミグマタイトの上昇量は岩体の各部分で異なっている

ために，岩体を代表する点として最初（t＝Oｍｙ)のミグ
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第９図三角形要素ＡＢＯの直線化
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ＧＡ，ＧＢはそれぞれモデルＡ,Ｂでの中心を示す.これらの'Ⅱ'線の傾斜
は上昇速度を与える．
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第１１図ミグマタイト岩体上昇の比較（ｌ０ｍｙ時）

あきらかに，中心点（ＯＡとＧＢ）の上昇型だけで全休の上昇を判定する
のは適当ではない．

な点を選ぷ必要があり，そのためとくにＧＡとＧＢと

を選んで上述したような数値をみた訳である．

時１Ｍ曲線を第１２図Ａに示したが，これをみると１７００

万年を境として１１１心部の点ＢはＯ～1700万年までは上

昇の傾向にあり,それ以後は沈降していることがわかる．

最も高く上昇するのは，Ｂ点の１７００万年においてであ

って100ｍである．Ｏ～1700万年までは中心部が上昇し

周辺が沈降していて，体積変化の収支はみあう傾向にあ

地表面起伏

モデルＡに関して

地表上の各点Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ（第３図参照）の沈降一
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第１２図ＡモデルＡでの地表点Ｂ，０，，，Ｅの変位一時間曲線

実線部が信頼領域，破線部は誤差の大きい領域．ここでは１７ｍｙ

まで信頼できる．
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第１２図ＢモデルＡでの地表面ＢＯＤＥの起伏

５ｍｙごとに示す．縦軸は横軸の５倍にとってある．実線は信頼領

域内の，破線は信頼領域外の地表面を示す．

Ｂ，Ｅ点以外の，拘束されていないＣ，Ｄ点が水平方向

にかなり移動していることがわかる．Ｃ，Ｄ点は直線

(地表面）の折れ曲がった，それぞれ左と右の点である．

モデルＢに関して

各点の沈降一時間曲線を示した第１３図Ａから，１１００

～1400万年の間で極端な撹乱を生じているのが認めら

れる．これはやはりＧＢの上昇変位一時間曲線(第10図）

の不連続を生じさせたのと同じ理由による．したがっ

て，１１００万年の時点では要素の再分割が必要である．

る（計算誤差の範囲で減少)．しかしそれ以降は中心・

周辺部ともに沈降して体積が減る一方となり，非圧縮条

件が満たされず，あきらかに体積減少が大きすぎること

を示している．したがって,すくなくとも1700万年では，

要素の切り直しが必要であることを，この図は示してい

る．

第１２図Ｂには地表面ＢＥの変化を５００万年ごとに示

した．ただし深度のスケールは水平距離の５倍にとって

ある．この図から，水平方向に動かないよう拘束された



780 林大五郎 1975-12

ＤＥＰＴＨ

ｍ

500

ＤｍＪ量十１４［

０ IＭＥ

足且
－－

－５００

第１３図ＡモデルＢでの地表点Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅの変位一時間曲線

実線部が信頼領域，破線部は誤差の大きい領域．ここでは，ｌｌｍｙ
まで信頼できる．

Ｂ Ｅ

500

（
Ｐ
」
）
エ
ト
ユ
山
□

管国電=菖

－５００

第１３図ＢモデルＢでの地表面ＢＣＤＥの起伏

５ｍｙごとに示す．縦軸は横軸の５倍にとってある．笑線は信頼領
域内の，破線は信頼領域外の地表面を示す．

この場合も，’'１心部のＢ点が最も高く上昇しており，

撹乱前の信頼できる値としては１１００万年時のその値は

140ｍである．

Ⅱ寺間と労力とは莫大なものとなり事実上不可能である．

したがって切り直しの自動化が必要であるが，そのプロ

グラミングはかなりむずかしい．

本計算に関しては，モデルＡ，Ｂともに１０００万年ご

とに要素の切り直しをして行けばそれほどの誤差は生じ

ないし，費やす労力もそれほど大きくはない．

三角形要素の再分割（切り直し）に関して

理想的には,計算を反復するたびに,すなわち１０万年

ごとに再分割を実行して行けばよいのだが，それに費す
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<論じなかったが，他の機会に述べる予定である．

最後に，この論文を校閲して頂いた北海道大学エ学部

の木下重教教授および終始御助言をして下さった琉球大

学教養部の木崎甲子郎教授に厚く感謝申しあげる．

6．結 論

前章で述べたように,要素の再分割を行なわない場合，

モデルＡに関しては１７００万年までの，モデルＢに関し

ては１１００万年までの結果が信頼できると思われる．

この数値計算の結果としてつぎの４点を挙げることが

できる．

１）浮上岩体が上昇するにつれて，その上昇速度は急

激に減少する．したがって，Ｏ～500万年の間の上昇速

度から，単純に１０００万年かかれば５～７ｋｍ上昇する

とはいえない

２）地表面は中央部が最も高く上昇し,その最大値は，

モデルＡに関しては1700万年時の100ｍであり，モデ

ルＢについては１１００万年時の140ｍである．

３）浮上岩体（ミグマタイト）の粘性率は岩体全体と

しての上昇運動には寄与せず，浮上岩体尾部の形状およ

び地表の変形にのみ影響する．

４）偏差応力（偏圧）の値は，全領域でだいたい数

barｓから数１０barsである．これに対応する歪速度はモ

デルＡでは１０－１３～10-16sec－１，モデルＢでは１０－１２～

10-15sec-1程度であった．

これら４点のうちで，とくに地表面隆起に関する結果

から，「一般に数ｋｍの高度の山脈を形成する主要因と

して，浮力だけを考えるのは妥当ではない」といえるで

あろう．このことは必然的に他の要因，たとえばマント

ル物質の地殻内上昇や，マントル対流などを考えねば，

造山運動（狭義の）を連続体力学的に説明できないこと

を意味している，

本数値計算は(エネルギー方程式が不要という意味で）

純力学的に造山運動後期について論じているために，他

の物理量，たとえば温度や密度（の変化）などの影響は

考慮されていない．したがって温度などをも考慮して，

いわば汎物理的に造山運動を解明することがこれからの

課題となろう．なお，この論文では応力と歪速度を詳し

献文

BERNER，Ｈ､，RAMBERG，Ｈ、andSTEPHANssoN，０．，

１９７２：Diapirismintheoryandexperiment・Tecto-

〃ゆりJicJ，15,197-218．

DIETERIcH，Ｊ,Ｈ・andOARTER，Ｎ・Ｌ１９６９：stress‐

historyoffblding・伽．ノリ"r・Ｓｃｉ.，267,129-154．

DIETERIcH，ＪＨ・andONAT，Ｅ､Ｔ・’１９６９：Slowfinite

defbrmationsofviscoussolids・ノリur．Ｇ`OPjb'３．Ｒ".，
74,2081-2088．

池田幸夫・嶋本利彦，１９７４：粘性曲げ摺曲の数値実験．

地質雑，８０，６５－７４．

木崎甲子郎，１９５６：日高変成帯南部，音調津山地のミグ

マタイトの構造について．地質雑，62,415-430．

KIzAK１，Ｋ.，１９７２：Oonfigurationofmigmatitedome

comparativetectonicsofmigmatiteintheHidaka

metamorphicbelt・ノリzJr.〃`・ＳＣｊ．助ﾙﾉＭｄｏＵ胸.，

［4]，15,157-172．

MILLIKAN，０．Ｂ､，１９２９：Onthesteadymotionof

viscousincompressibleHuids；withparticularrefer-

cncetoavariationprinciple・ＰｈｊＪ．Mzg.，［7]，7,
641-662．

鍋谷祐夫・加納博・乗富一雄・高木章雄・鈴木将之・

藤本幸雄，１９７２：北上山地における花崗岩体の重力構

造（その１)．物理探鉱，２５，９－２３．

鍋谷祐夫．加納博，１９７３：北上山地における花illj岩休

の重力構造（その２Ｊ物理探鉱，２６，１０－２３．

PARRIsH，，．Ｋ､，１９７３：Anonlmearfiniteelement

fbldmode1．伽.ノリ皿７.Sbi.，273,318-334．

RAMBERG，Ｈ､，１９６７：Gravity，defbrmationandthe

earth，scrust、２１４ｐ､，AcademicPress・

STEPHANssoN，０．andBERNER，Ｈ，１９７１：Thefinite

elcmentmethodintectonicprocesses．Ｐﾉ！),＄．Ｅ、/ｉ
ＰＪα"Cl、ｍｊＣｒｊｏｒＪ，４，３０１－３２１．

TREFFTz，Ｅ､，１９２６：EinGegenstUckzumRitzschen

Verfahren，Ｐｒ０ｃ、２〃dDzlCr・ＣＤ"９．Ａ〃Z．〃`ｃｈ.，
１３１－１３７．

●●●●■●□●●●●●□●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●､●●●●●●●●●●●●●●●●●●□●●●●●●●●●●■●ゲ●●●●●●●●●●●●●



782

Rising of a granitic Dlass as an incoDlpressible Newtonian 8uid.

Daigoro HAYASHI

(Abstract)

1975-12

Geological phenomena have been quanti
tatively studied so far by BERNER et at. (1972),
DIETERICH et at. (1969) and others, who have
considered a rock body to be a viscous fluid.
However, the "Variational Principles" used as
their theoretical basis are imperfect. Strictly
speaking, these are not variational principles.

In the present paper, using the exact varia
tional principle for the incompressible Newton
ian fluid, the writer analysed numerically the
"rising of a granitic mass", which is one of
the important phenomena at the later stage of
orogenesis, by employing only the gravity as
an external force. For this study, models
were assumed on a vertical plane with a round
mass of migmatite (density 2.76 gjcm3, vis
cosities 1021 poises and 1020 poises) 8 km in
diameter, located in the crust (density 3.04 gj
cm3, viscosity 1022 poises) 10 km below the
ground surface (free surface). So the migma
tite mass should move upward according to
its buoyant force.

The results of the analysis using the models

are concluded as follows: (I) The centre of
the migmatite mass rises initially at the rate
of 0.5-0.7 mm/year, and thereafter the rate
gradually decreases with the progress of the
rise until it finally becomes zero when the
centre reached the depth of approximately
3 km. (2) The amount of the rise of the
earth's surface is 100-150 m in maximum.
(3) The viscosity of a buoyant mass does not
concern with the rate of the rising of a buoyant
mass, but it affects the shape of the lower
half of the mass. (4) The value of deviation
stresses ranges from several to several tens of
bars throughout the region in question, and
the corresponding strain rates are 10-12

10-16 sec-I.
It is apparent from the above results,

especially the second one, that some other
factors than gravity must be considered for
the mountain-building process, otherwise the
formation of mountains as high as several
kilometers cannot be expected as the later
stage of orogenesis.


