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３次元有限歪解析

一沖縄島国頭層群嘉陽層について－
林大五郎＊

Threedimensionalfinitestrainanalysis-withreferencetoKayo
Formation,KunchanGroup,OkinawajimaDaigoroHAYAsHI＊
AbStractPre-TertiaryKayoForrnation，amemberofKunchanGroup，hasdeveloped
alongtheeasterncoastofOkinawajima、TheKayoFormationiscomposedoftheHysch
typealternationofsandstoneandmudstone・Theisoclinalfbldsarewelldevelopedaround
Kayo,Ban-zakiandTeniya(subjectarea),andtheiraxialplanesareinclinedtonorthwest・
Thesubjectareaisdividedinto5zonesofthenormalandreversepolaritybasedonthetrace
fbssilsandsedimentarystructures・

ConsideringquartzgrainsofthesandstoneoftheKayoFormationasastrainmarker，
strainanalyseshavebeenperfbrmeｄｂyusingtheSHIMAMoToandlKEDA，smethod，Rfi/‘

methodandRAMsAY'smethod、Ｔｈｅstrainfieldwithintheisoclinalfbldhasnotcoincide

withthetheoreticalsolutionobtainedbyHoBBs（1972)．Thismaybeduetothecompetency

contrastbetweenthestrainmarkerandmatrix・Ｔｈｉｓｌｅａｄｓｕｓｔｏｅｎｖｉｓａｇｅｔｈａｔｔｈｅｉｓoclinal

fbldshavebeencausedbyfbldingunderconditionswherethestratahadnotyetconsolidated．

して，地質体の構造を知るばかりでなく，なぜ，またい

はじめに

かにしてそのような構造が形成されたかを数値計算の結

果を基にして論じることが可能となってきている．

地質体の構造およびその成因を明らかにするために

は，地質体内部の歪場を求めることが重要である．地

数値シミュレーションによる地質構造解析の際には，

質学的大変形をとりあつかうための「有限歪解析」の

計算結果と実物とを比較する必要がある（HAYAsHI8C
KIzAKI，1972,1978；林，1975,1988；HAYAsHI，1980,

手法は，CLoos(1947)やFLINN（1962）などの研究の後
にRAMsAY（1967）によって集大成され，歪楕円体の

1987)．具体的には両者の面．線構造，断層．破砕帯や

Ｘ－Ｙ面はスレート勇開面に一致すること（RAMsAY＆

歪場を比べることになる．このように歪解析は地質構造

GRAＨＡＭ，１９７０；OERTEL，１９７０；SIDDANs，１９７２；ＷＯＯＤ，

の決定にとってばかりでなく，地質構造の力学的解明の

1973)や，歪楕円体の長軸(Ｘ軸)が最も卓越する線構造

際にも必要となってきている．しかしながら本邦におけ

に一致すること（SIDDANs，1972）などが明らかにされて

る歪解析をテーマとした研究は数少ない．ここでは，歪

きた．

解析の方法を解説し，次に沖縄島に分布する第三紀の堆
積岩を例として，３次元有限歪解析を試みる．

一方，摺曲の機構を明らかにするため，ＢＩｏＴ（1961,

1965a，ｂ)やRAMBERG（1981）は層状地質体を力学的に

歪解析の方法

とりあつかい，座屈(buckling)理論を発展させた．力学

２次元有限歪を求めるには，大きく分けて２つの解析

的とりあつかいはさらに，DIETERIcH＆ＯＮＡＴ（1969）

法がある．変形前の形が楕円体に近似できる歪マーカー

により数値シミュレーションに拡張された．このように

(strainmarker）を用いる形状法(shapemethod）と結晶

１９８８年３月１８日受付．１９８８年７月１４日受理．
＊琉球大学理学部海洋学教室．DepartmentofMarineSciences，

粒界などの線分を用いる方位法（orientationmethod）
である．方位法にはSANDERsoN法（SANDERsoN，1977）
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やPANozzo法（PANozzo，1984)，さらにこれらの方法
と密接な関係のあるＦＲＹ法（FRY，1979）などがある．
ここでは歪マーカーとして石英粒を考え，石英粒は変

形前も変形した後もほぼ楕円体を成すと仮定し，形状法
を用いる．形状法は大きく図式解析法と計算によるも
のとに分かれる．図式解法には，shapef1actorgrid法
（ELLIoTT，1970)やR卯法(RAMsAY,1967;DuNNET，

1969；DuNNET＆SIDDANs，１９７１；LIsLE，1977,1985）
がある．計算による方法としてはMATTIIEwsら(1974）
によるものとSHIMAMoTo＆IKEDA（1976）によるもの
がある．図式解法には主観のはいる余地が計算による方
法よりも多く，またMATTHEwsらによる計算法には付
加情報，例えば歪楕円体の長軸の方向など，が必要であ
るため，ここではSHIMAMoTo＆IKEDAによる方法を
用いた．ただし，この方法では初期フォリェーションの
影響を考慮できないので，ＲＷ法も併用した．ここで
SHIMAMoTo＆IKEDAの方法を略述する．

ｘｙ面上で，ｘ軸に長軸（Ｘ軸）がまたｙ軸に短軸（Ｙ

軸)が一致するマーカー楕円の，主相反２次の伸び(reciprocalquadraticextensiｏｎ：マーカー楕円を歪楕円
と見なしたときの）をス'１，ス'２とすると，マーカー楕
円は

ス',ｘ２＋ス'2y2＝１

と表される．次にマーカー楕円のＸ軸がｘ軸とβの角を
成しているならば，この傾いたマーカー楕円は
スノxx2＋２７ｌｘｙ＋ス'yy2＝１．
と表せる．ただし

ス'ｘ＝ス'1cos26＋〃zSin28
7'＝(ｽ'１－ス'2)ｓｉｎ８ｃｏｓ０

ス'ｙ＝スリ，ｓｉｎ２６＋スＩ２ｃｏｓ２０
これを２次形式

工T[S]ｘ＝１（ただし，エー(x，ｙ)）すなわち，
S11x2＋２S12xy＋S22y2＝１

と比べると，次の関係があることは明らかである．

［s]-[〉|蕊ｎ

ここで［s］を形状マトリックスと呼ぶ．
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したがって，形状マトリックス［S］の成分は次のよう
に表すことができる．

ス'x＝豆cos28＋Rsin28

，'‐(会-R)圏…’
〃,-豈仙+…’
SHIMAMoTo＆IKEDAの方法では，形状マトリックス
[S］の成分を

［s]-[Ｋ；］

と表し，ｉ番目のマーカー楕円のｆ；９，ｈの値をｆｉ，
gi,ｈｉと記したとぎ，これらマーカー楕円を変形させた
歪楕円の形状マトリックス［St]（これを歪マトリックス
と呼ぶ）の成分が

［sj-[畳吾］
で求められるとするものである．ただし，ｎはマーカー
楕円の数で，
１，

Ｆ＝－Ｚｆｉ
ｎｌ＝１

Ｉｎ

Ｇ＝－ｚｇｉ
ｎｌ＝１

ｌｎ

Ｈ＝－Z｡ｈｉ
ｎｌ＝１

とする．したがって具体的な手11頂は以下のようになる．
（１）各マーカー楕円の軸比と，任意の基準線からのマ
ーカー楕円の長軸の角度βを測る．

（２）各マーカー楕円ごとに形状マトリックスの成分
fi，ｇｉ，ｈｉを求める．

（３）ｆＬｇｉ，ｈｉから歪マトリックスの成分Ｆ,Ｇ,Ｈを
求める．

（４）歪マトリックスの固有値から２次元主歪(2-di‐
mensionalprincipalstrain）Ｘ，Ｙの値を求める．

（５）歪マトリックスの固有ベクトルとして２次元主歪

もしマーカー楕円の形状の糸を問題とするならば，軸
比Ｒ＝Ｘ/Ｙを導入し，またＸＹ＝１となるように正規

Ｘ，Ｙの方向を求める．

化すると，Ｘ＝1/豆,Ｙ＝1/1/豆と表せるから，主相反

３次元有限歪は，互いに平行でない３面の２次元有
限歪を組承合わせることにより求めることができる．ど

２次の伸び(prinCipalreciprocalquadraticextension：

マーカー楕円を歪楕円と見なしたときの）は軸比Ｒを用
いて，次のように表せる．

ス',＝1/ｽ,＝1/Ｘ２＝1/Ｒ
ス'2＝1/】2＝1/Ｙ２＝Ｒ

のようにして３次元有限歪を構築するかについては，

RAMsAY（1967）のｐ142-149,に記されているが，実
用にならない部分もあるため，以下のように修正する．
（１）定方位サンプルの互いに平行でない３面をカッタ
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第１表．角度８１』．
ｘｙ

ｙｚ

ＺＸ

Ａ（Ａ面の歪みの長軸から測って）

０〃

０”

０

Ｂ（Ｂ面の歪みの長軸から測って）

仏

０ ユユ

0 上』

Ｃ（Ｃ面の歪みの長軸から測って）

“／

０ Ｊ」

０ ﾉ」

）

勺

Ｂの歪の長軸から測った角度を，それぞれ０２，，６２２，０２３

第２表．相反２次の伸びス１，Ｊ

とする．
Ｘｙ

Ａ

入

Ｂ

入

Ｃ

入

，

〃

，

ユノ

ｙｚ

入

入

，

から測った角度を，それぞれ63,,832,033とする(第１
入

′２

，

jZユ

面Ｃ上で，同様にして得た，ただし面Ｃの歪の長軸

ＺＸ

入

表)．

，

"グ

（５）各交点の相反２次の伸びス'ｉｊを各Ａ，Ｂ，Ｃ面
ごとに次式を用いて求める．

，

ス１，i＝ス'Alcos281i＋ス'A2sin201i(Ａ面で,ｉ＝1～3）

」’

ス'21＝ス'Blcos202i＋ス'B2sin202i(Ｂ面で，ｉ＝1～3）
，

，’

入

，

ぷょ

入

，

ス１３i＝ス'c1cos203i＋スIc2sin203i(Ｃ面で，ｉ＝1～3）

JR』？

ただしス'Ａｌとス'Ａ２はＡ面の，スＩＢ１とス'Ｂ２はＢ面

の，スＩＣ，とス'０２はＣ面の主相反２次の伸びである．こ
一で切り出し，面Ａ，Ｂ，Ｃとし，これらをシュミット

れを第２表に示す．この表で，例えば，ス1,3は面Ａと面

ネットに大円として描く．

ｚｘの交点方向の相反２次の伸びである．

（２）これら３面と斜交する直交座標軸ｘ,ｙ,ｚを適当
に設定する．

（３）面Ａ，Ｂ，Ｃ上に，それぞれの面での２次元主歪
の長軸を記入し，これらをそれぞれの面の歪の長軸と呼
ぶ．

（４）面Ａ上で，面Ａと面ｘｙ，ｙｚ，ｚｘとの３つの交点
を面Ａの歪の長軸から測り，得た角度をそれぞれ０，，，
０，２，６，３とする．面Ｂ上で，同様にして得た，ただし面

（６）面ｘｙ上で，面ｘｙと面Ａ,Ｂ,Ｃとの３つの交
点をｘ軸から測り，得た角度をそれぞれ‘,,,伽'１３と

する．面ｙｚ上で，同様にして得た，ただしｙ軸から測
った角度を，それぞれ①2,,の22,ｊ２３とする．面ｚｘ上
で，同様にして得た，ただしｚ軸から測った角度を，そ

れぞれの3,，○32，'３３とする(第３表)．

（７）ｘｙ面上で,ｘｙ面とＡ,Ｂ,Ｃ面との交点のｘ軸か
ら測った角度向,，‘12，○,３，および交点方向の相反２次

第３表．角度‘ij．
Ｃ

Ａ

Ｂ

ｘｙ（ｘ軸から測って）

② ﾉリ

｡，

ｙｚ（ｙ軸から測って）

処

②上乙

② こ』

(ｚ軸から測って）

屯

蝿

① JRソ

ＺＸ

ノ

′

２

≧

兜
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の伸びス'１，，ス'２，，ス'３，が分かっている．RAMsAY(1967）
はこれらの値を用いて図式解法によりｘｙ面での主相反

２吹の伸びの方向と値とを求めているが，実用とはなら
ないため，ここではRAGAN(1987）による計算だけを使

7●

０

う解法を用いる．

ｘｙ面上で，ｘ軸からめの方向の歪楕円の点を(x，ｙ）

とし，この方向の相反２次の伸びスが分かっているも

のとする．このとき，

ｘ＝ｖ７ｃｏｓ‘
第１図．位置図

ｙ＝ｖｒｓｉｎ‘
を歪楕円を表す２次形式

［B利一[/|為H'ず］
［Bγ]-[/|差Ｈ１野］
［Bz]-[/|:薦Ｈ１雲］

工T[S]工＝１（ただし工＝(x，ｙ)）
へ代入することにより，

卜(．｡鬮仰in`)[;;;;;:](謡:）

すなわち，

ス'＝S1lcos2妙＋Sl2sin2‘＋S22sin2○

を得る．したがって，３つの相反２次の伸びに対して次

式が成立する．

ス',,＝Sllcos2‘,,＋Sl2sin2n,＋Sz2sin2pl1
ス'2,＝Sl1cos2｡,2＋S12sin2内2＋S22sin2仇蟄
ス'3,＝S11coszn3＋S12sin2n3＋S22sin2n3
これから

(菫)誠一[篭菱鑿謹鑿;菱]Ｗ

を得る．これから歪マトリックス［S］を得るが，この固
有値がｘｙ面での歪の主値，固有ベクトルが主軸の方向
となる．ｙｚ面，ｚｘ面に関しても同様にして次の関係式
を導くことができる．

１２３１２３
２２２３３３

１１

ｎｎｎｎｎｎ

２２２２２２

○ゆめ①。。

１２３１２３
２２２３３３

ｓ８ｓ８ｓ８

・１．１．１・１．１．１

ｎｎｎｎｎｎ

のゆゆｐゆめ

２２２２２２

１２３１２３
２２２３３３

ｓ８ｓ８ｓ８

・１０１●１・１●１．１

ｏＣＯＯｏｏ

２２２２２２
ｓ８ｓ８ｓｓ

Ｊの②ｊゆめ

Ｚｘ

ｃｃｃｃｃｃ
－－

ｙｚ

｜’｜｜

１２２１２２
１１２１１２

１１

ＳＳＳＳＳＳ

ＩＩ

111;）
1叢り

（８）ｘｙ面上で，歪の主軸とｘ軸との角度０，そして

主相反２次の伸びス'１，ス'２を用いて次の式から〃x，
ス'y，ハプを計算する．

ス'ｘ＝ス'，ｃｏｓ２０＋スＩ２ｓｉｎ２０
７'xy＝(ｽ１，－ス'2)ｓｉｎＯｃｏｓ０

ス'ｙ＝ス'，ｓｉｎ２０＋ス'２cos26

yz面およびｚｘ面に関しても同様にして，それぞれ
ｽ'y，γ'yz，ス'ｚおよびス'z，７１zx，ス'ｘを計算する．
（９）こうして得た３つの２次元歪マトリックス［Bx]，
[By]，［Bz］から３次元歪マトリックス［C］を作る．
ここに，

［･ﾄ[蔓鱗!］

である．

（10)３次元歪マトリックスの固有値から３次元主歪
Ｘ，Ｙ，Ｚの値を求める．

（11）３次元歪マトリックスの固有ベクトルとして３次
元主歪Ｘ，Ｙ，Ｚの方向を求める．
地質の概略

沖縄島の先新第三系は,華蔀半島に分布するものを除
いて,国頭層群と呼ばれ,下位より繍層と簔蕩層から

成る．名護層は主に千枚岩からなり，化石はいまだ発見
されていないが，おそらく白亜紀から古第三紀のものと
考えられている．嘉陽層はおしに砂岩と泥岩の互層から
なり，本層からノWmmuJ伽噸．が発見(KoNIsHIetaJ.，
1973）され，始新世ないし漸新世のものである．これら
のことから国頭層群は四万十累帯南帯に相当すると考え
られている(林．木崎，1985)．

歪解析の対象とした地域は，第１図に示す沖縄島中北

部東側の嘉陽-ﾊﾟﾝ崎一天と皇にかけての海岸線に沿う

部分である．この解析地域は嘉陽層のフリッシュ型砂泥
互層からなり，北西に傾く軸面を有する等斜摺曲の発達
が著しい．このフリッシュ型砂泥互層には，第４表に示

すように斜交葉理，偽礫層の砂岩層への切り込糸，生痕
化石などがよく発達し(福田ほか，1978)，これらから地
層の正逆を判断することができる．地層の上下判定をし
た地点を第２図に示し，嘉陽から天仁屋へ向けて番号を
振ってある．第４表で，番号の前のＲは逆転（Reverse）
をＮは正常(Normal）を意味する．なお調査地域の大構
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第４表．地層の正逆を示すインディケイタ．

地点

インディケイタ

生痕化石

生痕化石
生痕化石

生痕化石
生痕化石

生痕化石
生痕化石

０１２

０１
８９１１

偽礫層

ＮＮⅡ

１１１

偽礫層
生痕化石
生痕化石

ｋＲＲＲ

斜交葉理

斜交葉理
斜交葉理

ＮＲ

１１

３２

生痕化石

生痕化石

３４４５

１１１ｌ

ＲＮＲＲ

斜交葉理

生痕化石
軸面勢開

偽礫層
生痕化石
偽藻屑
生痕化石

生痕化石
生痕化石

生痕化石

生痕化石
生痕化石

lま
標本
番号

１１１１１１２

偽礫層

２３８４５６７８９０１２３４５６９０
２２１２２２２２２３３３３３３３ｌ２

生痕化石

ＲＲＮＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＮⅡ

生痕化石？

０１

偽礫層？

２２

生痕化石

Ｒｋ

偽礫層

９

偽礫層？

１

斜交葉理
Ｒ

偽藻屑

第５表．Ａ，Ｂ，Ｃ面の方位．

１２３４５６７８９０２４６８９０

生痕化石

生痕化石

１１１１

偽礫層

生痕化石

ＮＲⅡＮ

偽礫層

の種類

５８６７

偽礫層

生痕化石

インディケイタ

番号
ｌ１

１２３４５６１２３４５６７８７９
ＲＲＲＲＲＲⅡⅡⅡＮⅡⅡⅡＮＲⅡ

偽礫層

地点

６７

の種類

ＲＲ

番号

7６１

Ａ面

Ｂ面

Ｃ面

N65V5N

N6V8811

N79E88S

N341J88V

N52E59S

N53E30N

N35E83E

N39E14V

N58W90

N78Il86N

N10E82E

N32E5N

N５V84E

EＷ１Ｓ

N45E24N

N55E74S

N34W85E

N48E24N

N3W82E

N59E38S

N46E48N

N5E37E

N53U64S

N53E60N

N56E49S

N39N84E

N50E44N

N36W86E

N50E8S

N54E82N

N80E76S

N58E17N

N10V90

N68E56S

N36E36N

N31W6N

N58U83E

N13E301J

N40E58E

N28M90

N58E34S

N59E55N

N66E53S

N30E42V

N42U75N

N16V85E

N76E49S

N63E44N

偽藻屑
偽礫層

斜交葉理
生痕化石

生痕化石
生痕化石
斜交葉理

生痕化石
斜交葉理

プルから一辺が約５ｃｍの立方体を切りだし，一頂点を

共有する３つの面を任意に，第４図に示すようにそれぞ
れＡ,Ｂ,Ｃ面と名付ける．第５表に各面の方位を示す．

これらＡ，Ｂ，Ｃ面から薄片を作製し，更に顕微鏡写真
を撮り，薄片写真から50-100個の石英粒子を楕円とし
て描き出した．

これらの砂岩サンプルの大構造上の概念的な位置は第

偽礫層

８図に示すとおりである．露頭での位置は，番号ｌから

偽礫層

１０までのサンプルと番号１９，２０の合計１２個のサン

生痕化石
ゾウルマーク

プルは，摺曲の見られない同斜構造を呈する部分から採
取され，番号１２，１４，１６，１８の４つのサンプルは摺曲
の翼部から採取された．

これら砂岩の粒径はいずれも細粒（0.1-0.2ｍｍ）で
造は有効な鍵層がないため，主に地層の正逆帯から再構

時に中粒のこともある６円磨度は悪いか普通ぐらいで，

成された．第２図に示されるように本地域の地層の正逆

淘汰度はよくない．鉱物組成は，石英，斜長石，カリ長

帯は全部で５帯ある．

石，微斜長石，白雲母，黒雲母，緑泥石，不透明鉱物，

歪解析と結果
サンプリング

岩石片から成る．石英粒はしばしば波動消光を示すが，
それ以外に変形組織と思われるものは見られない．黒雲
母はほとんど緑泥石化しておりまれにしか見られない．

第３図に示すように，嘉陽からパン崎をへて天仁屋へ

基質は多いもの（wacke）と，少ないもの(arenite）があ

至る海岸線に沿っての１６地点の砂泥互層中の砂岩か

る．代表的な砂岩サンプルの顕微鏡写真を，第５図に示

ら，１６個の定方位サンプルを採取した．これらのサン

す．
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第３図３次元主歪方位の地理的分布．歪楕円体の主軸をシュミットネットヘ下半球投影した図を構造
図上に描いてある．

1毛;rｊ１ｉ

Ｎ６

スニコル．右下のスケールは０．５ｍｍ．

方体で，それぞれの面に走向傾斜を示す記号
と歪楕円のｘ軸を示す．矢印をつけた走向方

●●●○○●●●●●●●●●●●

７５６２４５４７８８８６９０７１
３２１８３５９７７８４００１１６

ＪｎＲｘｙ

●口乙已●。・一口』。。

d＝Ｖ(Rxy-1)2＋(RyZ-1)２，

７４８５２５５０８８４０２９７５

３６３１３１１２３

向のうち北よりの方向とｘ軸との交角である．

Ｒｘｙ－１

１３５７１５６４４１１１

１ｌｌｌ１１１１１１１１１１１１

●●●●●●●●●●●●●●●ｏ

００３０３４２２２１５１５００１

９８１４０２４６８０６７４３８７

●●●●●●●●●●●●●●●●

６６８８８４０９８５０２１９６２
９９８９８８９８８９８９８９９９

００００００００００００００００

１１１１１１１１１１１１１１１１

●●●●●●●●●●●●●●●●

５４４２４９１２３５５８４１４８
００１０１１１１１０２０２０００

’５４７８６６７１１８３９５５３

●●●◆●●●●●●●●●●●●

４２４５５６３８３１０９１８６６．

一・已一一』字凸

３２

２３８１００８５１０９４１２９０

●●●●●●●●●●●●●●●ｏ

９７４１２９４６５６４４６６２９
０２１３２２２２４３３３２４０１

ｌ１ｌ１１１１ｌ１ｌｌｌ１１１ｌ

●●●●●●●●●●●●●●●●

ＪｎＲｙｚ,

このようにして求めたＡ，Ｂ，Ｃ面についての２次元

Ｅ１２＝JnRxy，Ｅ23＝JnRyz，Ｋ＝￣

３次元歪解析

６９４７１８０９３６６７９３９２
９８９８９８９８８８８８８８９９

００００００００００００００００

●００●●●●●●●●●●●●Ｏ

ｌ１１１１１１１ｌ１１１１１１１

４３７４０３２２１６６６２１１９
０１０１１１１１２１１１１２００

●●●●●●●●●●●●●●●●

０７２３６４４３５２７７９７５５
９１７８０２２０２３９０１１７６

口ロ。□。

１９３０２３６９５０００８１８７
１３１１４４１４２４６３１

●●●●●●●●●●●●●●●●

１７１４０１７１４５２９２５３０
２１３５２１２３４３４３２４１１

一Ｇ日ユ■ⅡＬ二■Ⅱ△●０ユー■■ＬｌＱＵ▲●■■ニーヨⅡＬｑⅡ▲勺Ｕａ－ｇ０△一■■ユニ勺０▲一勺ロ公一勺■Ｌ勺■▲

●●●●●００００．●●●●●●●

１３７１１５９８３６４５０３４５
９９８８９９８８８８８８９８９９

００００００００００００００００

●■ユ。■▲●■ユロ■ＬＱ■▲●■ＬＧⅡＬＱＢＬＧ■Ｌ■ⅡＬ■Ⅱ仏Ｑ■ＬＧＯ▲Ｑ８ＬＱⅡ品ｑ■△

●●●●●●●●●●●●●●●●

０８５４９５３４０６９８１１６５
１０１２００１１２１１１１２００

１１１１１１２

’２３４５６７８９０２４６８９０

軸比(Ｒ＝Ｘ/Ｙ)，‘は第４図に示すように，測定面の走

Ｒｘｙ＝Ｘ/Ｙ，RyZ＝Ｙ/Ｚ，ｋ＝RyZ-1，

体積変化なし（ＸＹ＝1）として正規化されている．Ｒは

この際主伸び歪Ｘ，主中間歪Ｙ，主縮承歪Ｚは体積変化

１６個の定方位サンプルの各々についてＡ,Ｂ,Ｃ面の

歪をRAMsAYの方法によって３次元歪に構成しなおす．

２次元歪解析

｡(deg）
｡(de8）
Ｒ
Ｙ
Ｘ

｡（deg）
｡(de8）
Ｒ
Ｙ
Ｘ

｡（deg）
｡(de8）
Ｒ
Ｙ

Ｘ

番号

第５図．細粒砂岩の顕微鏡写真．サンプル番号４のＢ面．クロ
第４図．切り出されたＡ，Ｂ’０面．ほぼ立

Ｃ面
Ｂ面

Ａ面
標本

8Ｅ

鞄TIil
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号は反時計廻りが正）である．どの面をＡ，
Ｂ，０面にするかは任意である．

向（北よりの方）とｘ軸との角度が‘（Ｊの符

第６表．２次元歪解析結果．

２次元歪をSHIMAMoTo＆IKEDAによる方法で求めた．

なし(ＸＹＺ＝1）として正規化されている．第７表に結果

第６表に結果を示す．ここで主伸び歪Ｘと主縮糸歪Ｙは

を示す．第７表の各パラメターは，

１６１５２２０８０１２７２６１７
●●●●●●●●●●●●●●●●

●

●

●

Ｄ

●

●

・口

Ｃ●

●●

●●

●

●

●

●

Ｄ

●

●

Ｃ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

。■。●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●

●

●

●

●

ａｂｃ

１３８２８０８１２３４８４５０８

５３２３０４５０６１２３７６１２

●

●●●●●●●●●●●●●

第７図．主歪軸方位のシュミットネット下半球投影図．白丸：oblateタイプ，黒丸：prolateタイプ，ａ：主

伸び歪軸（Ｘ軸）について，ｂ：主中間歪軸（Ｙ軸）について，ｃ：主縮み歪軸（Ｚ軸）について．

００００００００００００００００
。

●

１３４１７ ７２８３３６７ ４５８３
１７０３５ １７１７２１４ ８２０６
２１２２２ ３１４１３５２ ３２１１

００００００００００００００００

●

７９９８７３８８２５６８０１８７
２７０３５３８１９２２５４５０６
２１２２２３１４１３５２４２１１

００００００００００００００００

３４１９０６０５５９ １３８８５７
２１６０８２６６３６ １６４０２０
３０５５１４７９２７ ６２１８２８

０２００１０３００００２０４１１

１８８１６０４０８ ５４０ ３５６８

６０２２８６８１７ ８９４ ５１８１
２０１２１３０３１ ２４１ ４０００

００００００００００００００００

●●●●●●●●●●●●●●●●

０１１１１１１２０１２２０２０１

０１２８８１２０４８４６４６４６
７６００９３８９４９７３６４８４

００００００００００００００００

NNE-SSW方向に，oblateタイプはＮＷ－ＳＥ方向に向
く傾向が認められる．ただし２，３の例外点はある．
断面での２次元歪
ＷＺ

●●

。Ⅱ

●

●●

る．この図から主軸方位と地層の正常帯・逆転帯とのあ
いだに，なんらかの傾向を見つけるのは難しい．それぞ
れ第７図ａ，ｂ，ｃに，全地点の歪の主軸Ｘ，Ｙ，Ｚの
エ、

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●

あって，どちらかのタイプに集中するということはな
1．

２３７３３５６６０６８８９４２９
５９２６８８０８１６４８４８１７
２１２２２３２４２３６２５２１１

●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●

小さな歪を示す．（２）変形は最大歪量。＝0.65（これ
は番号１２のサンプル）で表されるように非常に小さ
い．（３）prolateタイプは７個，oblateタイプは９個で
XⅣ

００００００００００００００００

●◆●●●●●●●●●●●●●●

０９９３８９４０８５７２２３５８
０９３８９８２６１４５２２１３６
３０５４１３０９２７５４１３２８
０２００１０４００００２０５１１

●●●●●●●●●●●●●●●●

２０２２１３０３２２５１５０００

２３０７１８０１６４６０５３１４
４８０３８５５５０９６１４５７８
’１１１１１１１１１１１１１１１

●●●●●●●●●●●●●●●●

２４８４ ７９０７５ ９５６７９７８
７７０１ １３０３４ １１６６７８５
０１１１ ２１２３０ ２３２０２０１
１１１１１１１１１１１１１１１１

６９６７８１１３０８７２２０９２
４９５３３８１４７８７６３９２０

８８８８８７９７８７６８７８９９

００００００００００００００００

０３７５００６３９００７１７５８
０９００９０９００００９１９９９

５７２３９６５０４２６５３３９７

１０１１０１０１１１１０１０００

●●●●●●●●●●●●●●●●

６３８４５８７１６３４２７９２３
２４３５００４４９４９１０９８３
１１１１２２１３０２３２２１０１

１１１１１１１１１１１１１１１１

１１１１１１２

１２３４５６７８９ ０２４６８９０

を示す．この図から，（１）データの２/３はｄ＝0.3より

E･壽方ｗｗ翅+(ｗ`+俶率)。

次元歪を示す．ここでＸとＹはこの断面上での２次元主

第８表と第８図にＡ－ＡＡ断面(第３図に示す)での２

第６図．Flinn図．白丸：oblateタイプ，黒丸

prolateタイプ．

v＝了〒7石と定義されている．第６図にF1inndiagram

１－Ｋ

Ｄ＝1／(JnRxy)2＋(JnRyz)２，

Ｖ

EＳ
、
Ｋ
E2３
Ｅ1２
。

ｋ

RyZ
RXy
Ｚ
Ｖ
Ｘ

標本
番号

1988-10

林大五郎
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第７表．３次元歪解析結果．

い．

第３図で，歪の主軸方位の分布が構造図上に示してあ

方位をシュミットネットの下半球に投影してある．第
７図ａに示すＸ軸方位の分布から，prolateタイプは
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歪であり，体積変化なし（ＸＹ＝1）として正規化されて

ある．（１）歪マーカーの初期形状は楕円体である．（２）

いる．Ｒは軸比，⑪は水平線からのＸ軸の方向である．

歪マーカーの初期フォリエーショソはない．（３）歪マー

この図から，測定した歪と摺曲形態から期待される歪と

カーと基質の間にはコンピテンシーの違い(competency

が一致しないことを，読み取ることができる．

contrast)はない．（４）歪マーカーは均一有限歪をうけて
変形した．

考察

本解析の結果をこの条件と比べてふる．

形状法に基づく有限歪測定の際の条件は，次の４つで

いるために成立しない．しかし近似的にはこの条件を満

第８表．Ａ－ＡＡ断面上の２次元主歪．

標本
番号

足しているとしても良いであろう．

（２）に関して，歪マーカーが堆積岩に含まれる石英粒

｡

Ｒ

Ｙ

Ｘ

（１）に関して，ここでは石英粒子を歪マーカーとして

(de8）

子であることから，堆積性のなんらかの初期フォリエー

４７１２７９５４５１２１２ ４１９
４５０２６８５４２５３４８ ０８１
３３２７５１３５５６６３２ １１８

。。。｝。。

●●●●●●●●●●●●●●●●

７５０５６９２５３３７９５５２１
・６３１１２７２４１７・８３８

●●●●●●●●●●●●●●●●

’１１１１１１１１１１１１１１１

１６０７４８１０６ ５７６５５５８
３７７３８１１０３ ９９６４７２４
１１２２３５２２２ ３５１４１００

●●●●●●●●●●●●●●●●

０２７９０２９３０７１６２２８７
４２８９５１０１０４９２３２８７
９９８８８８９９９８７９８９９９

００００００００００００００００

●

●◆Ｏ●●●●●●●●●●●●●

３４７２６２１５２１４０ ２４２４
６８２１７３０９１８６８ ０８１２
００１１１２１０１１２０ ２０００

１１１１１１１１１１１１１１１１

１１１１１１２

１２３４５６７８９０２４６８９０

ションを有していた可能性がある．歪マーカーが初期
フォリエーショソを示していたか否かは，RfW/‘図の

対称性を調べることにより判定が可能である（LIsLE，
1985)．この対称性は，対称性指数(indexofsymmetry，
Isymと略記する）によって，より客観的に表すことが

できる．第９表に各サンプルの各面でのＩｓｙｍを示す．
この表からＩｓｙｍのほとんどは0.9以上であり，これ
は歪マーカーが初期フォリエーショソを有せず，その長

軸の方向がバラバラであったことを意味している．
（３）に関して，石英粒子とそれを取り巻く基質との間
には明らかにコンピテンシーの違いがある．GAY(1968）
によれば，基質に比べて歪マーカーが多くなればマー
カーと基質のコンピテンシーの違いは小さくなる，とざ

□normoIz
囚ｒｅｖｅｒｓｅ

。Ⅱコロ

－－夕ＱｘｉｑＩｐＩ

＄

＄

の'1⑭＄’窪

⑭

soid

＄

＄

①鴛盤起遥纂騰

第８図．Ａ－ＡＡ断面（自然尺）上での２次元主歪方位の分布．単位円と歪楕円の長．短軸が描かれている．
斜線部は逆転部分．太線は地形断面を表す．

Ｓ
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第９表．対称性指数．のは測定面の走向から測ったＸ軸の角度．のの値がSHIMAMoToandIKEDA法
のものより１０．以上違っているサンプルにはのの値の後に:ｔをつけた．

標本
番号

Ａ面

標本数

Ｂ面
｡(deg）
｡(de8）

ｌｓｙｍ
Ｉｓｙｍ

標本数

Ｃ面

｡(deg）
｡(de8）

ｌｓｙｍ
Ｉｓｙｍ

標本数

｡(deg）
｡(des）

ｌｓｙｍ
Ｉｓｙｍ

●●●●●●●●●●●●●●●●

＊
＊
０２９９９３４７５８６８８９８１

０４２９８３２６２７６９９４２２
８４４３３１６７８８９０２０５４

。。』の⑤』字

１９８７１２３４０４１６５２８０
７６８１６１８７５－７７５６

●●●●●●●●●●●●●●●●

７７７７７１８７３６１２７０７０
５４８６８８３４６９７３５０４２
９９９９９９９９９８９９９０９９

０００００００００００００１００

９６５０５３４８４７０８９２６０
６７７６７５６３５６７８６７７５

＊

⑤匂・己一・』。■

●●●●●●●●●●●●●●●●

６９７８５０４２３８０１６８１０
９５２００２８５７２５２５５２２
１６２１７７２６９４８５７１２６

●●●●●●●●●●●●●●●●

４５８７２０３２３３７０４６６７
４６８７７７１７６８７７６７

２３０６３０１３３８７０６１０３
１５０４６０６４５２７０１３０２
９９０９９０９９９９９０９９０９

１１

００１００１０００００１００１０

１１

＊

７６８３８２７３６７６４３６６５
５８７９００７５８９８３８１７６

＊

』■』口⑤

●●●●●●００●●●●●●●●

９７４１２３５５３９２６５８９５
７７２３６３９５３４８２８０７３
９９０７５１９２１４８６１１９１

２５８２４６９４２１２３２３８６
６１１－７６８８１８２８２８２６

●●●●●●●●●●●●●●●●

８００９９３０５０７８３７５０４
７３２２８６５７０４７８８４０９
９９９９９９８９０９９９９９０８

００００００００１０００００１０

１１

５６０４７１００８５０６９００７
４８５８８８８８７９９１７１５４

１１１１１１２

１２３４５６７８９ ０２４６８９０

れている．本解析の場合のコンピテンシーの違いがどう
であるのかは検討していない．

（４）に関して，本解析地域には等斜摺曲が発達してい

＋＋＋＋＋＋

る．したがって，地質図ないし露頭のオーダーで考える

と均一変形ではない．しかし，条件（４）で問題にしてい
るのはサンプルサイズでの均一，不均一である．これを

＋￣Ｘ１

ｓ＝０．０
x２

確認するには，同一サンプル内をいくつかの領域に分割
し，そのおのおのの領域の歪が一致するかどうかを見れ

ば良い．このテストは行っていないが，特に不均一歪

6４

状態を考える理由はないので，均一と考えてよいであろ
う．

本解析から得られた結果のうち問題となるのは，第８

図に示す断面Ａ－ＡＡ上の２次元歪場が摺曲形態と合致
しないことである．つまり，第８図に示される摺曲の翼

部で，歪楕円の長軸(ｘ軸)は翼の伸び方向に平行してい
ない．これは，ここで得られた歪場が摺曲を作った変形

を反映していないことを意味する．しかし，翼部での翼

の伸びの方向とｘ軸の方向の不一致は，歪楕円の軸比

1５

2ね

(これを見かけの歪の強度と見なすことができる）がき
わめて小さいためにＸ軸の方向がばらついている，と考
えることができる．

歪楕円の軸比は第９図に示すように，HoBBs(1972)に

第９図．摺曲変形に伴う歪軸の方位と軸比の変化
(HoBBs，1972)．変形は，ｓ-0.0から0.1,0.5,
1.0の順に進行する．

よって摺曲形態から理論的に予想される値よりもはるか

に小さい．この解釈として，石英粒子はかつて強く変形

映していない，とする説明が考えられる．今のところこ

していたが，後の変成作用で再結晶してしまった，とい

の解釈がもっともらしく思える．このような解釈に最も

うものがある．しかし，これは嘉陽層の変成度からいっ

良く適合する変形の場は未固結時の地層中である．この

て無理であろう．そのほかに，石英粒子と基質とのコン
ピテンシィの違いが大きくて，被った歪を石英粒子が反

ように嘉陽層の等斜摺曲は未固結時の摺曲である可能性
がある．

地質雑９４（10）
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沖縄島東海岸に分布する先新第三系国頭層群嘉陽層はフリッシュ型砂泥互層であり，北西に傾く軸
面を持つ等斜摺曲が嘉陽，バン崎，天仁屋周辺(対象地域)で良く発達する．生痕化石や堆積構造をも
とに対象地域は５帯の正常・逆転帯に分けられる．

歪解析は，嘉陽層砂岩中の石英粒子を歪マーカーとし，SHIMAMoToandlKEDA法，Ｒｆ/○法と
RAMsAY法を用いた．等斜摺曲内の歪場は，HoBBs(1972）による理論解と一致しない．この原因はお
そらく歪マーカーと基質のコンピテンシーの違いによるのであろう．この解釈はこの等斜摺曲が未固
結時の摺曲作用によって形成されたことを暗示する．

