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Hiroshi　Kurita　and　Satoru　Yokoi

　　　Aむs廿農磁：The　Yufutsu　oil　and　gas　field，　Tomakomai　City，　sou七hem　Ishikari　Plain，　central

Hokkaido，　has　its　Raturally　fζactured　reservoir　in　Cretaceous　granitoids　and　overlying　EoceRe

conglomerates，　which　fGrm　a　large　horst－complex　delineated　by　norma圭faults。　Stratigraphic　and

structura1．feat銀res　of　the　Yuf蘇tsu　field　and　its　surrounding　areas　indicate　that　prominent

extenslonal　deformatiGn　shaped亡he　horst　during　the　late　Oligocene　to　early　Miocene，　when　the　late

Cenozoic　sedimentary　basin　in　the　southern　Ishikari　Plain　originated　and　stibsequently　developed

stepwise　from　an　extensioRa1－transte且siona1（？），　relatively　localized　basin　to　a　transpressional

foreland　basin　of　a　regional　scale．　Understanding　of　these　Cenozoic　tectonic　processes　leads　to　an

exploration　concepいvhich　co澱ts　basement　horsts　for　traps　with　fractured　resβrvoir　and　deeply

buried　coaLbearing　strata　for　hydrocarbon　sources．　The　MITI　Umaoi　we11，　drmed　25km　north　of

the　Yufutsu　field，　proved　this　co簸cept　practical　even　in　a　subthrust　setting，　as　it　hit　a　well

permeable　fractured　reservoir　within　a　basernent　horst．　A　new　Iithostratigraphic　unit，

Minami－naganμma　Formation（Upper　Oligocene），　is　formally　proposed．

翼ey　wo翻s：Yufutsu　field，　Hokkaido，　naturally　fractured　reservoir，　Cenozoic，　tectonics，

　　　　　　　　　　exploration　concept，　MITI　Umaoi　we11，　Minami－naganuma　Formation

　　　　　　　　　　　　Lはじめに　　　　フィールドである（図1；寒河井清山1998；藤井゜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森谷，1998）。勇払油ガス田の主要な炭化水素鉱床は，

　北海道苫小牧市に位置する勇払油ガス田は，．1989年に　　この地域での第三系の最下位層である石狩層群礫岩層と

発見され，1996年2月に操業を開始した国内最大級の　　その基盤である白亜紀花陶岩類中のフラクチャー孔隙に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胚胎していることから，本油ガス田あるいは類似の鉱床
　＊平成11年5月26日，平成U年度石油技術協会春季講演会地
　　質・探鉱部門シンポジウム丁油田構造形成とテクトニク　　の探鉱にはコンベンショナルなプレイを対象とする場合

　　　ス」にて講演This　paper　was　presented　at　the　1999　　とは異なったアプローチが要求される。また，北海道は

器、濫゜鑑認認器膿、聖鳶膿盟躰列島のなかでも新生代の嫉テクトニクスの影響を

　　C励a，Japan，　May　26，1999．　　　　　　　　　　　　強く受けた地域であり（木村・楠，1997），勇払油ガス

罧石油資源開発株式会社技術研究所　JAPEX　Research　　田も含めた石狩平野南部地域の石油システムの理解に

＊＊＊罐翻a霜「蹴潔1°「a豊隻朧，器’D。p，．1，は，嫡道に糖の唖紀以降の複雑なテクトニクスの

　　Explorati。丑Division，　Japan　Pe宅roleum　Exploration　・変遷の認識が不可欠である。

　　Cα・Ltdψ　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　小論では，中央北海道南部における最近の深部探鉱コ

C◎pyright◎　2000，　JAPT　　　　　　　　　　　　　ンセプトの議論を目的に，まず．勇払油ガス田とその周辺
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露。石狩平野南部地域における

　　上部漸新統～下部中新統層序

　従来，本地域の新生界の層序区分・分布・年代・層位

関係などには不明確な点が多かったが，近年の坑井およ

び地表セクションを対象とした地質コンパイルや微化石

分析・放射年代測定などの諸分析によって多くの知見が

加わり，層序がより明確になった（図2）。ここでは特

に，テクトニクスの理解に重要な上部漸新統～下部中新

統の層序区分について，馬追丘陵を中心として下位から

順に述べる。

　2。1南畏沼層（新称）

　模式地1夕張郡長沼町南長沼の東方約5kmの沢およ

び林道沿い（図1，図3）。

　模式地における岩相：本層の下限は断層で断たれてい

る。本層下部は，有孔虫化石・渦鞭毛藻化石を産する浅

海成の塊状シルト岩から成り，その上部では砂岩薄層を

しばしば爽有する。有孔虫化石群集はE砂砺4勿辮灘一

肱漉Asanoを特徴的に多く含む。本層上部は平行層理

砂岩に始まり，上位へ塊状砂岩・シジミ化石密集層など

　石狩平野地域　　夕張～欝高山地域

賜井馬�ﾋ鰍矧［渦］
　　　　　　　　　　　　　　　i藷i

　　　　　　　　　　　　　　　纏i

　　　　　　　　　　　　　　　i羅i

　　　　　　　　　　　　　　　［放］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［渦］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［花］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［珪］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倣］

　　　　　　　図1インデックス図
　⑳印は坑井位置を，綴印は各市街地のおよその中

　心位置を，Aは南長沼層模式地（図3）を，　Bは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［放］　礎試錐「馬追」を通る断面線の位置（図12）をそ

　れぞれ示す。曲線は丘陵地と平地のおよその地形

　断層の位置は石田ほか（ユ980）に基づく。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藝泥岩優勢［二：コ砂堵優勢團火山碑屑岩優勢

繊での探鉱醐や地表地野坑井膿の再検討によ・　即石狩平野離繊、おける上部擶統～下
て得られた知見を整理し・油田構造の形態と層序学的資　　　　　　部中新統の層序模式図

料から推察される堆積盆発達史とに基づいてテクトニク　　　　　右欄には，各層の年代推定の根拠となった

ス解釈を述べる・次いで・北海道の新生代テクトニクス　　　　　　資料を略号で示す。渦＝渦鞭毛藻化石花

に関する既存の学説と総合した上で，石油システムの成　　　　　　＝花粉化石，珪＝珪藻化石，有孔虫＝浮遊

立過程を推定する。最後に，新たな探鉱コンセプトの実　　　　　　性有孔虫化石，放一放射年代，陸上＝陸上

践例として基礎試錐隅追」の成果にっいて触れる。　　　　　　　植物化石，ナー石灰質ナンノ化石。
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　　　　　灘
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爾肇濤　議寵潔理面の走向傾斜や（輪

日　　　蕪沼畔蒙朧翻図藤化石産地⑭渦鞭毛藻、花粉化石産地文花粉化確地

　　　　　　　　　　図＄　長沼町南長沼東方の南長沼層模式地の地質図（図1のAの範囲）

を経て河川成（一部浅海成）の砂岩・炭質泥岩互層に移
化する（図4）。本層の上限は，滝の上層の凝灰質礫岩　　　　　　　　模式セクション

齢；灘劉ること砂なくとも3カ所で（滝讐睡一「
　広域的に見た岩相1石狩平野南部地域の坑井では，地　　　　　　　　　　　

表の南長沼層下限の下位にさらに連続すると考えられる　　　　　　　　　舞

地層が広く認められる。それらの坑井では，微化石群集

に基づいて本層下部に対比される塊状泥岩よりもさらに

下位に，凝灰質砂岩・凝灰角礫岩・アルコース質砂岩な

どの粗粒砕屑岩が発達しており，その粗粒相が観内層の

泥岩層を不整合で覆っている（図4・図10）・ここでは・　　　　匿翻

その粗粒相の下限を南長沼層の下限と考える。南長沼層　　　　　　　　　翻　　　　　　　　　　　　南
は，全体として1回の海進・海退で形成された浅海成～　　　セクンヨン　　　　　　　　　　　　　　　　　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沼
非海成層であり，その岩相には水平変化が大きい（図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層

10）。

　層厚：模式地での層厚は800m＋，勇払油ガス田での

層厚は約300～700m，最大層厚は馬追丘陵付近の坑井

における約L900mである（図4，図6，図10）。

　分布：地表では馬追丘陵の背斜核部にのみ露出してい

る。地下では，南幌町北方を北限，由仁S恐1号井～夕

張市紅葉山間を東限として，南は勇払沖B構造，西は

恵庭市東方～勇払油ガス田まで続いていることが坑井で

確認されている（図7）。

　年代：模式地その他で確認された微化石に基づき，上

部漸新統と考えられる（付録参照）。なお，夕張炭田地　　　　　　　　　　　　　　　　　　［工：ロシルト岩

獅葉山層は下部灘であり（瓢三�P998）・　　藷綴騨日酷ト質泥岩
本層と紅葉由層との堆積年代には明確な間隙がある。　　　　　　　　　　　醗砂岩　　　　［コ炭質

　既存の層序区鈴との関係：馬追丘陵地域の地表では，　　　　　　　　　㎜火山岩　　　匠＝コ砂質
松野。石田（1960），佐々ほか（1964），松下（1971）で　　　　　　　　　囲礫岩　　　匹：ヨ凝灰質

「川端層」とされた区閥，および松野・秦（1960）と吾　　　　　図壌　南長沼層の柱状図および模式柱状図

（滝の上層）
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妻（1961）で「川端層と滝の上層」とされた区間が，本　　ンからなる（大原，1966；保柳ほか，1986，その他）。

層にあたる。また石狩平野南部地域の坑井においては，　馬追丘陵地表で本層中に発達する火山性堆積物は，模式

従来は中新統滝の上層に一括されていた地層（藤岡・佐　　地の夕張川紅葉山付近では凝灰質砂岩を基質とするスラ

賀，1980；藤岡，1982）の中～下部が本層にあたる。勇　　ンプ層に連続し，さらに東南方の平取～門別地域地表に

払油ガス田では，従来は滝の上層とされていた区間（小　　分布する栄層（今井・角，1957）中のスコリア質砂岩に

椋，1993）のうち非公式にT2層と呼ばれる砂岩卓越層　　連続すると考えられる。また後述のように，勇払油ガス

の上限以深の区間が，ほぼ本層に相当する。　　　　　　　田地域ではこの層準に厚い火山性堆積物が発達する。岡

　露。露幌向層（大原，1966）　　　　　　　　　　　　　村・横井（1998）は，これらの滝の上層中の火山性堆積

　本層は，やや珪質な板状～塊状泥質岩を主体とし，基　　物卓越層に基づいて，「中央北海道西縁火山活動区」を

底部に貝類化石を多産するストーム成砂岩層を伴う。本　　提唱した。栗田ほか（1997，1998）は，滝の上層がこの

層は，下部中新統下部である（栗田ほか，1997）。本層　　火山性堆積物卓越層準を境に上下に二分されるとしたほ

は，夕張炭田の北部の幌向川流域に小規模に分布してい　　か，滝の上層全体の年代範囲を20～15Maとしている。

るの楓平野部の坑井での肺蜘られてし’ない・幌　　　謬湧払油ガ畑の地質
向川流域での本層は，幌内層を不整合に覆っており，上

位の滝の上層基底の削剥を受けて側方に急激に尖滅する　　　3。1層序概要

（大原，1966）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勇払油ガス田の地下層序は，上位から順に，第四系＋

　露．翻　滝の上層（藤岡，ユ941）　　　　　　　　　　　　荷菜層（第四紀～鮮新世），平取＋軽舞層，滝の上層

　馬追丘陵の地表で南長沼層を覆う地層は，これまで馬　　（以上後期～前期中新世），南長沼層（後期漸新世），幌

追山層と呼ばれたり（松野・秦，1960；松下，ユ971；渡　　内層，石狩層群爽炭層，石狩層群礫岩層（以上始新世）

辺ほか，1993），軽舞層あるいは岩見沢層に対比された　　および白亜紀花岡岩類である（図5）。なお，層序区分

り（松野・石田，1960；吾妻，1961；佐々ほか，1964）　の「＋」記号は，同時異相関係が確認されているか，ま

してきたが，最近の放射年代資料（渡辺ほか，1993）や　　たは坑井で区分していない場合に便宜的に用いる。

珪藻化石資料（下記）と，滝の上層の年代論（栗田ほ　　　3．2地質構造および火山岩

か，1997，1998）とを比較すると，馬追山層の下部は滝　　　勇払油ガス田は，基本的に古第三系以下の層準がっく

の上層への連続性が確認されるので，その区間に対して　　るホルスト構造（以後「基盤ホルスト」と呼ぶ）の頂部

ここでは滝の上層の名称を用いる。なお馬追山層の上部　　に位置する（図1，図6）。基盤ホルストを形成する正

は，図3に示す範囲では珪藻化石に基づいて刀ε彫蜘Zひ　　断層は，幌内層～基盤岩をブロック化して変位させてい

ρ8お餌αθ6吻吻枷帯および丁勧伽8¢oε伽夘観帯（中　　るとともに，その多くは南長沼層までを切っており，さ

部中新統上部～上部中新統下部；Akiba，1986）に対比　　らに一部は滝の上層に達している。南長沼層の層厚は，

されることから，岩見沢層～追分層と表現してある。　　　ホルストの頂部付近で薄く，周辺部で厚くなる傾向があ

　馬追丘陵の地表の滝の上層は，凝灰質礫岩に始まり，　　る（図6）。基盤岩直上でのホルストの平面形態として

上位へ向かって一部溶岩を含む火山性の粗粒堆積物，次　　は，N－S性およびNNW－SSE性の正断層群に境され主

いで海緑石質シルト岩層を経て，泥岩相に移化する。下　　にN－S方向に伸びるブロック群が，全体として長さ約

部に爽在する安山岩～玄武岩質火山砕屑岩・溶岩（吾　　10kmの長円形ないし長菱形の高まりをなしている（図

妻，1961および佐々ほか，1964の岩見沢層基底，松野・　　1）。

秦，1960の馬追山層基底）からは，19．3±1．OMaなど　　　また，勇払油ガス田の滝の上層には主に玄武岩質の火

のK－Ar年代が得られている（渡辺ほか，1993）。今　　山性堆積物（T　1層）が発達しており，その層厚は分布

回，上部の泥岩相から，1）θ窺2cπZ⑫sおργα¢Zαπ臨帯（中　　の中央部で厚く（最大約1，0GOm），その周囲で薄化し

部中新統最下部；Akiba，1986）を示すD．μα6Zα％如そ　　て，全体としてマウンド状の立体形態を成す（図6）。

の他の種を含む珪藻化石群集が産出した（図3）。この　　その最大層厚部は，基盤ホルストの頂部とほぼ一致する

泥岩相は，岩見沢層～追分層の珪質泥岩の硬軟互層に不　　（図6）。勇払油ガス田とその周辺では，振老層を欠いて

整合に覆われる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　平取＋軽舞層以上の層準がこの火山岩卓越層にオンラッ

　広域的に見れば，滝の上層とその相当層（樺戸山地の　　プする形で堆積している（図6）。

奔須部都層，日高地域の栄層やフラヌイ層など）は，泥　　　3．3　貯留岩・石油根源岩

質岩を主体とし，基底部に貝化石を含む砂質岩相をしば　　　本油ガス田の深部貯留層（深層）の主な孔隙は，ホル

しば伴って，全体として一方的な上方深海化サクセショ　　ストを形成する石狩層群礫岩層および自亜紀花醐岩類

J．JAPAN鷺S猛ASSOC．　PETROL．　TECHNOL．　Vol．65，想o。1⑫0⑪0）



62　　　　　　　　　　　中央北海道南部における新生代テクトニクスの変遷と油田構造形成

櫛馳分糊状貯雛石油根・・岩謬難：　壌・油蹴質か硯たテクトニクスの講

Om
第 第

四 四

紀 系

十

鮮 荷 平
新 菜 取

ca． 世 層 十

1000 軽
中 舞

後 層

期
中

新 滝 τ

世 前 の
董

ca． 期 上
層

200
層

丁

ca。

R000

後期漸新世

南長沼層

藩玉

層

幌

内

始 層
爽

ca
S◎00

新世
石狩層

炭屡礫

群 岩

前期
層

白亜紀

欝
龍聯
§：購§

：：聖：：§

髪

§§⑰。

！耀
oO盾n盾no

、　、　、

”　！　〆
、　、　、

！　’　！　’

’　ノ　！　ノ

、　、　、
～　1　！　’

ノ　ノ　ノ　’

！　！　！　！
、　、　、

、　、　、

　o％％°o
礫。羅慧。
蹴　％°貌」P
石　％o♂「oo
　かくひむも
層　　Q

鯉浅一

スコリア質凝灰岩

中の粒子間および

粒子内孔隙

閉石油根源岩

深　層

（ガス＋

コンデンセート）

礫岩層・花醐岩

中のフラクチャ

ー孔隙

盈

　火山
　マウンド

器

伸長性構造

（本ルスト）

フラクチ

ヤー発達

層準

　これまでに述べたような勇払油ガス田およびその周辺

地域における構造地質学的・層序学的知見から，次のよ

うな構造形成史が読み取れる。

　4。1ホルストの形成時期

　勇払油ガス田の基盤ホルストを形成する主要な正断層

群が大きな変位と層厚変化を与えている地層は南長沼層

であり，それらの正断層群は滝の上層にも小規模な変位

を与えている（図6）。南長沼層は層厚・岩相の水平変

化が激しく（図10），同層堆積時には古地形起伏が比較

的大きかったことが推察される。さらに，幌内層以下の

地層の堆積作用は，この正断層群の影響を受けていな

い。これらの事実から，勇払油ガス田地域で基盤ホルス

トを形成した断層運動は，南長沼層堆積時（後期漸新

世）に主要な活動を開始し，滝の上層堆積時（前期中新

世）にほぼ活動を終了したことが推定される。

　4。2　堆積盆の段階的拡大

　南長沼層の分布範囲は，石狩平野南部地域にほぼ限ら

れており（図7），同時代の地層は中央北海道のその他

の地域には襟裳地域（後述）を除き知られていない。そ

の岩相・微化石相から推定される堆積環境は，陸上から

内部浅海帯を主体としており，同層は深い海成環境での

堆積物を欠いている。これに対し，滝の上層とその同時

代層の分布範囲は中央北海道のほぼ全域にわたっている

ほか，その堆積環境は陸上・浅海から始まって上部では

多くの地域で深海域に達し，その上位に累重する深海成

　　　　　花髄岩類　　　　　　　　　　　　　　　　の中新統へと続いている（保柳ほか，1986）。層位的に

　図5　勇払油ガス田の層序。貯留岩．石油根源岩．　　　両者の中間に位置する幌向層の堆積盆の性格は・同層の

　　　構造要素の概要　　　　　・　　　　　　　　　分布が限られているために不明瞭ではあるが・深い環境

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を推察させるやや珪質の泥岩を主体とすること，岩相的

（石油資源開発札幌鉱業所勇払研究グループほか，1992）　　に類似する同時代層が雨竜炭田（幌沖内層；渡辺・吉

に発達するフラクチャー孔隙である（吾妻ほか，1996）。　　田，1995）や苫前炭田（三毛別層上部；栗田ほか，

花寓岩の最上部には古風化作用を示す赤色化や鉱物の溶　　1992）など中央北海道の比較的多くの地域に分布してい

脱現象がしばしば見られることから，古第三系堆積前に　　ることなど，岩相と分布の面から，南長沼層と滝の上層

花商岩類が被った陸上風化作用も，貯留岩性状の向上に　　の中間的な性格が推察される。これらの3層はいずれも

大きく寄与していると推定される。また，滝の上層中の　　不整合関係にある（図2）。

T1層上限付近のスコリア質凝灰岩層は粒子内・粒子間　　　以上のような層序は，後期漸新世から前期中新世にか

孔隙に富み，本油ガス田の浅部貯留層（浅層）を形成し　　けての石狩平野南部地域において，まず局地的で海の影

ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　響が相対的に少ない堆積盆が発生し，幾度かの埋積・上、

　これらの炭化水素の主要な根源は，バイオマーカー分　昇・削剥・沈降を経ながら最終的に広域的な堆積盆が成

析結果や炭素同位体組成に基づき，本油ガス田の周囲に　　立する過程を示すと解釈できる（図8）。従来，中央北

広く分布する石狩層群爽炭層の石炭および炭質泥岩と判　　海道の第三系堆積盆内には，海成の上部漸新統の存在は

断され，主に油ガス田の東側の沈降部で生成した油ガス　　確認されておらず，紅葉山層（下部漸新統）堆積後から

が基盤の花喬岩類中に側方移動して集積したと推定され　　中新統の堆積開始までは削剥期と考えられてきた（正

ている（西田ほか，1997）。　　　　　　　　　　谷・藤田，1982）。南長沼層の認定とその年代論は，こ
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WSW一　　　　勇払油ガ畑　　　　　　　　　　　　翻構造略驚丁鷹，．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

1．0

2．o

3．o

尋．0

図6勇払油ガス田地質断面図（時間断面図；断面線の位置は図ユのB）

の点に大きな変更をもたらす。　　　　　　　　　　　本，1951）の“西方への脈動的波及”であるとされ，中

　4．3　造構場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期中新世以降の“日高造山運動”と基本的に同じセッ

　南長沼層堆積時に始まった造盆地運動は，正断層が作　　ティングの下での現象とされた。勇払油ガス田が発見さ

るホルストで示されるように，基本的に伸長応力場で起　　れた当初は，このコンセプトが引き継がれて，勇払地域

こった。その後の応力場の変遷には不明な点もあるが，　の第三系の構造形態は圧縮性の摺曲作用を前提として描

基盤ホルストを作る主要正断層が一部滝の上層を切って　　かれていた（小椋，1993）。

いることから推定されるように，少なくとも滝の上層の　　　正谷（1979）などのモデルが提示された当時は，滝の

堆積の初期までは伸長応力場が存在していた。南長沼層　　上層と南長沼層の区別はなされていないため，石狩平野

や滝の上層に中性～塩基性の火山性噴出物が頻繁にかっ　　南部地域と夕張山地との間での地層の対比に混乱があ

一部では大量に含まれることは，これらの地層の堆積時　　り，後期漸新世から中新世にかけての複数の不整合現象

に本地域が伸長応力下にあったことを支持している。勇　　が混同されていた。また，地下深部でのホルストの存在

払油ガス田の地質構造には，後期漸新世～前期中新世に　　とその性格は明確に認識されてはおらず，主に勇払沖B

形成された伸長性の大構造がそのまま保存されていると　　構造での知見と空中磁気異常の解釈に基づいて，白亜紀

ともに，より新しい時代の圧縮性の変形の影響は東縁部　　以来の構造性の高まりであり堆積盆の縁辺として機能し

を除きほとんど見られない。　　　　　　　　　　　　　たとされる“苫小牧リッジ”が認識されていた（正谷，

　4。4従来の見解との相違点　　　　　　　　　　　　　ユ979）にとどまる。

　吾妻（1961）は，当時の主に浅部層準の知見に基づい　　　すなわち，従来の構造発達史観が大きくは「古い構造

て，日高山地～石狩平野南部地域の第三系の大局的構造　　的高まり＋新第三紀の摺曲運動」というコンセプトで構

を，圧縮応力場での摺曲山地のモデルで総括した。その　　築されてきたのに対し，新しい考えでは「後期漸新世～

後，1974～1980年に実施された石狩平野南部～胆振沖海　　前期中新世の伸長性の構造形成」が石狩平野南部地域の

域における深部探鉱活動は，石油地質学的知見を大幅に　　現在の地質構造を支配する要素のひとっとして導入され

増大させたが，特に陸域では依然として幌内層以下の層　　た。

準の発達状態゜地質構造の詳細の把握には至らず正谷　　5。北海道の構造発達史と勇払油ガス田周辺の

灘）灘鵬潔繕繋課花鷺　石油システム
の上層基底’の不整合に基づいて“先滝の上地変”が提　　　これまで述べてきたような，石狩平野南部地域で明ら

唱されたが，それは東方の‘‘日高造山運動’（舟橋・橋　　かとなったテクトニクス上の新知見を，最近の学説を参
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一⑫コ湘欄ント㈱麟牲藁1鴫一ト嚇バーの西方移動により中央北海道の醐謙い圧緬

　　5°σ幡鵬（鰍囲　鴨篠裳∫れ嚇　力にさらされ（Ki＿副98aその他）旧蔽鵬の

　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西側に広くスラスト帯が形成されて，現在は石狩平野南
　図7南長沼層の等層厚線図と確認された基盤ホ　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　，レストの位置および南長沼層がプルァ　部地域にまでその影響が及んでいるとされている

　　　　パー雌積盆で繍したと考え腸合の堆　（Kim聡1986；伊藤ほか・1999）・

　　　　積盆形態　　　　　　　　　　　　　　　　　　これらの2つのセッティングが存在した中聞の時期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すなわち古第三紀～新第三紀初期のテクトニクスについ

考にして北海道全体の新生代構造発達史のなかに位置つ　　てのいくっかのモデル（君波，1989；Kimura，1994；

け，この地域での石油システムの成立過程をまとめる。　　木村・楠，1997，その他）のうち，中央北海道の変形と

　5。1既存の学説　　　　　　　　　　　　　　　　　堆積盆の形成に関連して注目されるのは，古第三紀のあ

　北海道の大局的なテクトニクスと堆積盆の形成史に関　　る時期にユーラシア大陸と古千島弧ないしはオホーック

する既存の学説を総合すると，下記に述べるように，新　　プレートとが衝突し，その後に中央北海道が大規模な右

生代の中央北海道では白亜紀の前弧盆地セッティング　　横ずれ運動の境界となったとする見解である（Kimura

（サブダクションの近傍）から中期中新世以降の前縁盆　　θオα♂．，1983；Jolivet　and　Miyashita，1985；Kimura，

地セッティング（コリジョンーオブダクションの近傍）　1994，その他）。この横ずれ運動の開始時期は，漸新世

へとテクトニクスの大きな転換が起こっており，その転　　末から中期中新世までの聞にあると見積もられている

換期以降には横ずれ運動の重要性が指摘されていると要　　（Kimura，1994；木村・楠，1997）。さらに最近の古地

約できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　磁気学的検討によれば，この右横ずれ運動は前期中新世

　すなわち，白亜系のエゾ累層群が堆積した場として　　以降中央北海道にブロック回転運動をもたらした可能

は，大陸東縁の前弧盆地が想定されている（新井田・紀　　性が示されている　（竹内，1997；Takeuchiθ彦α♂．，

藤，1986）。これに対し，中期～後期中新世には，日高　　1999）。なお，非海成層までを含め九北海道における古

変成帯の衝上に伴う構造的荷重によってその西側に前縁　　第三系の詳細な年代や分布はこれまであまり明確でな

？、，ぐ：懸1：；lll：1…：船ぺ㍑（南長沼層堆積蒔）　　　　1

犠器：饗…議濤べ1謎＼　　磯欝緊繍綴1灘撫談謬

い≒1絹　’心　　 ？　　　期輔世の盤盤遡程の鵬図
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盆地が形成されたと考えられており（保柳ほか，1986；
　　　、　コントロールポイント（地表）　　　　確認されたホルスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保柳，1989），さらに鮮新世以降には，千島前弧スリ
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かったが，最近，飯島（1996）により主に始新統の地域

間対比と堆積環境にっいて包括的な見解が提示されるな

どの進展があった。

　以上のような，前弧盆地から前縁盆地への転換過程

に，前項で述べた層序学的資料と油田構造から推察され

る石狩平野南部地域の構造発達史を重ね合わせると，こ

の転換の少なくともひとっの重要なフェーズが，南長沼

層～滝の上層堆積時（後期漸新世～前期中新世）にあた

ると推察される。

　5．2　構造発達史と石油システム

　以上述べてきたような，堆積物の分布，性質あるいは

地質構造，さらにテクトニクスに関する既存の学説を総

合すると，第三紀以降の石狩平野南部地域での堆積盆の

形成史と勇払油ガス田が含まれる石油システムの成立過

程は，以下のように概観できる（図9）。

　匿白亜紀～暁新世澱　勇払油ガス田の主要貯留層である

花闘岩類は，白亜紀中期に冷却した（石油資源開発札幌

鉱業所勇払研究グループほか，1992）。白亜紀の大部分

の時期には，現在の夕張山地は多量の砕屑物を集積する

前弧盆地であったのに対し，石狩平野南部地域は酸性の

深成岩が活動するような火山弧の近傍であった（新井

田・紀藤，1986）。北方の樺戸山地では，ほぼ同時期に

砕屑岩類を主体とし中性～塩基性の火山岩類を伴う隈根

尻層群が形成された（永田ほか，1986；近藤，1991）。

このようなセッティングは，基本的には後期暁新世まで

維持されたと考えられる（鈴木ほか，1997）が，シャン

パーニュ期～暁新世の問には，現在の夕張山地は浅海化
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して粗粒砕屑物が堆積するか，あるいは陸化して削剥を　　　　　灘＝主要なtecセ。n。一甜atig㈱hlc　cycleの境界

受けるような場となった。　　　　　　　　　　　　　　　図9石狩平野南部地域における新生界層序と新

　匿暁新世～前期始新世】　前期始新世までの間に・石狩　　　　　　生代のテクトニクス史・石油システム発達

平野南部地域の白亜紀花醐岩類は陸上削剥にさらされ，　　　　　　史の概要

風化孔隙を獲得した。

　匿申期始新世】北海道内の各所で，石油根源岩である　　は始新世であり（君波ほか，1990；栗田・田近，1998），

爽炭層が中期始新世を中心とする時期に相前後して堆積　　これらの地層を形成した沈み込み運動は中期始新世頃に

した（飯島，1996）。これらの爽炭層は，下位層とは一　　終息したと推定される。古第三紀初期の北海道中央部の

般に傾斜不整合で接する。この堆積盆の形成メカニズム　　堆積盆形成には，これらの大スケールの地質現象が影響

にっいては明らかでないが，Kimura　aRd　Tamaki　している可能性が考えられる。

（1985）や君波（1989）は，石狩層群・浦幌層群の基底　　　【後期始新世～前期漸新世】　幌内層や紅葉山層が堆積

の不整合の成因としてクラー太平洋海嶺の通過を指摘し　　した泥質相優勢な堆積盆が，北海道中央部～サハリン南

ている。また，アジァ大陸東縁各地の新生代堆積盆の形　　部を通じて広域に成立した（飯島，ユ996）。紅葉山層堆

成が，後期暁新世～前期始新世のインドのユーラシアへ　　積後，石狩平野南部地域は広域的な隆起・削剥を受け

の衝突とそれに伴う東アジアのブロック運動，あるいは　　た。

太平洋プレートの移動速度（沈み込み速度）の低下など　　　疑後期漸新世】南長沼層の堆積盆が石狩平野南部地域

と深く関連しているとする説もある（Northrup砿αZ．，　に形成された。その際，花醐岩類～石狩層群礫岩層は，

1995：ZhouのαZ．，ユ995，その他）。一方，北海道中軸部　　正断層系のフラクチャー形成作用を著しく被り，花爵岩

で付加体とされる日高累層群と湧別層群の最も若い年代　　類の古第三紀初期の陸上風化と合わせて，貯留岩能力を
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獲得した。このとき，中央北海道が漸新世末以降に大規　　石狩平野南部地域での中期中新世初期の急激で広域的な

模な右横ずれ境界であったとする見解（Kimura読磁，　沈降は，北海道固有の運動と日本海の東縁部としての動

1983；Kimu職1994）に立てば，南長沼層の層位学的　　きとが複合したものであるかもしれない。

特徴，すなわち比較的短い地質時間に厚く堆積したこ　　［鮮新世以降】　この時期に，千島前弧スリバーの西方

と，分布範囲が狭いこと，粗粒砕屑物を主体とし層厚・　　への移動が活発化し，日高変成帯の上昇を促すととも

岩相の側方変化に富むことなどの点は，この地層がプル　　に，西側への衝上帯の伝播を進行させた（Kimura，

アパート盆地で堆積した可能性を示唆する（図7）。最　　1981）。現在の日高山地～馬追丘陵に見られる摺曲構造

近，襟裳岬付近に分布する襟裳層が上部漸新統で，しか　　には上部中新統以上（平取＋軽舞層以上）が参加してお

もプルアパート盆地の埋積物である可能性が指摘されて　　り，そのような変形の多くの部分は鮮新世以後に最も活

おり（栗田・楠，ヱ997；Kusunoki　and　Kimura，1998），　発化したと推定される。摺曲帯の前縁に位置し続けた勇

南長沼層の堆積盆と同様なセッティングが北海道中軸部　　払油ガス田周辺では，鮮新世以降も粗粒砕屑物に富む地

では複数の地域で存在していた可能性がある。このよう　　層（荷菜層以上）が堆積し，場所によりその厚さは

な解釈に立脚すれば，石狩平野南部地域は全体としてト　　1，000m以上に達している（図6）。この前縁盆地での

ランステンションの場であり，勇払油ガス田のホルスト　　多量の砕屑物の堆積によって，勇払油ガス田の東側の沈

構造は複数のプルアパート盆地の会合部に形成された可　　降部の爽炭層は鮮新世以降熟成に達し，西側の基盤ホル

能性がある（図7）。　　　　　　　　　　　　　　　　　ストに炭化水素を供給するキッチンエリアとなった。

　ζ前期申新世～中期中新世初期澱　南長沼層と幌向層の　　　現在，日高山脈から続く衝上帯のフロントは少なくと

直接の層位関係は不明で，幌向層の堆積盆の成立過程に　　も静川付近に達しており，そこでは断層伝播樒曲が地下

は不明な点が多い。南長沼層と幌向層には年代的な重複　　浅部に形成されている（図6；伊藤ほか，1999）。しか

がないこと，幌向層は滝の上層に傾斜不整合で覆われる　　し，静川構造より西側の勇払地域には大規模な逆断層運

ことなどから，南長沼層堆積後，幌向層基底や滝の上層　　動は見られず，南長沼層以下の層準のホルスト構造とそ

基底の不整合で示されるような隆起・削剥・沈降・埋積　　の直上の滝の上層の火山マウンドの作る高まりは，衝上

が繰り返されたのち，前期中新世後期になって，滝の上　　帯の伝播に伴う変形をほとんど受けていない。

層の堆積盆が広域に成立したと考えられる。勇払油ガス　　　蟹この項のまとめ】以上をまとめると，勇払油ガス田

田での正断層による変位に基づけば，少なくとも滝の上　　の成立に関与した主なテクトニックイベントは，暁新世

層の堆積の初期までは，勇払地域は大局的な伸長応力場　　～前期始新世頃までの花縄岩類の上昇・削剥（風化孔隙

にあった。滝の上層の分布域の一部（主に西縁部）で　　の獲i得），中期始新世の爽炭層堆積盆の成立（石油根源

は，火山岩の大規模な噴出があった。南長沼層の堆積時　　岩の堆積），後期漸新世～前期中新世の大規模な伸長性

に形成が開始された正断層群の主要な活動が終了し，大　　構造の形成（ホルスト構造とフラクチャー貯留層の形

量の火山性堆積物が堆積したことにより，現在勇払油ガ　　成），そして中期中新世以降の埋没の進行（キッチンエ

ス田周辺で見られる構造形態の大概がこの時期に完成し　　リアの熟成）の4点に集約される。

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また，始新統～下部漸新統ならびに上部漸新統～第四

　K中期～後期中新世灘　石狩平野南部地域には，川端　　系は，それぞれ既に埋積され陸上削剥を受けたそれ以前

層・振老層や平取＋軽舞層など，砂質・礫質なタービダ　　の堆積盆上に別の堆積中心を持っ新たな堆積盆が発生

イトに富む堆積物が集積した。保柳（1989）などによれ　　し，拡大し，埋積されていく大局的な海進・海退過程と

ば，これらの地層の堆積は，北海道中軸部の東側が圧縮　　考えることができる（図9）。このような造盆地運動は

（またはトランスプレッション）場となって西向きの衝　　広域テクトニクスに強く規制されていると考えられるこ

上帯が生じ，その西側にあたる日高山地～石狩平野南部　　とから，石狩平野南部地域の新生界は大きくみて2っの

地域は構造的荷重によって前縁盆地となったことを意味　　構造層序サイクルから構成されていると言える（図9）。

議雛糊事劉醤欝畜雛翻　6深部探鉱の新しいコンセプト
期の前雛地の急灘デフレクシ。ン飯映していると　　　一馬追トレンドの再議一

思われる。なお，中期中新世初期は日本海地域で2度目　　　勇払地域での探鉱により，基盤ホルストの存在と，そ

の急激な沈降が生じた時期（Tamaki¢’αZ．，1992）とさ　　れが石狩平野南部～日高山地の浅部～地表に広く認めら

れ，JGlivet　and　Tamaki（1992）はその原因を日本海　　れる摺曲構造よりも古い時代に形成された構造であるこ

東縁での大規模な右横ずれ運動の活発化に求めている。　とが認識されるとともに，道央地域での深部探鉱の主要

石油技術協会誌　65巻1号（2000）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
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な目標は，摺曲帯での背斜構造から基盤ホルストへと転　　基礎試錐　　　　　　美々　　　　　西馬追

換することとなった。・　　　　　　　　　　　　　　　　『南幌』　　　　　SK－1　　　　　SK－3

　勇払油ガス田の北方に位置する馬追丘陵は，静川構造

などとともに日高山地の西側の樒曲帯の最前線を構成す

る長大な背斜トレンドである（図1；吾妻，196D。馬

追丘陵の東西方向の地質断面は，東傾斜の逆断層群の存

在と，丘陵の東西での地層の層厚・分布の大きな変化を

特徴とする。特に，丘陵周辺で極めて厚く発達する南長

沼層（従来は滝の上層中～下部と認識）の層厚・岩相

は，著しい側方変化を示す（図10）。

　一般に，地層の急激な層厚変化と逆断層の組み合わせ

は，地質構造をテクトニックインバージョン（Mitra，

ユ993）で理解する際の鍵となる現象である。この点に着

目し，馬追丘陵の震探断面上で深部構造を示唆する反射

波の形態と浅部構造の関係を詳細に検討した結果，

Mitra（1993）がモデル化した3っのタイプのインバー

ジョン構造のうち，正断層の再活動を伴わず，正断層と

同じ傾斜方向を持っ新たな低角の逆断層が形成されるタ

イプ（ここでは「抵抗体」型とする）のモデルが，馬追

丘陵の構造解釈のテンプレートとして好適な条件を備え

ているとの判断に至った（図11）。

　すなわち，Mitra（1993）の「抵抗体」型モデルを適

用すれば，南長沼層の層厚・岩相の激しい変化はその基　　、

（図、ヱ）．このような離形態は講造要素の空聞的配置多笏勿％、．勿

という点働油欄（ホルスト）一静川構造蜥脇・脇卿多多／．
層を伴う）間の構造（図6）と基本的には相似であり，

圧縮の影響がより強く反映した「勇払型構造のバリエー　　　　図沁　馬追丘陵周辺地域における南長沼層の層

ションのひとつ」であると言うことができる。　　　　　　　　　厚・岩相変化とそれに基づいて想定され

さちに詔油根瀦であ砧第三紀爽炭層1ま馬追丘陵　　る蔽沼麟瀧後の幌内層以下の騨

馳地下縣にも広櫛しており・とくに丘陵の東　鍛㈱補正済み）は左から，鎚

側では夕獄田にかけて厚く疑するとともに浦徽　　
丘陵の髄トレンドの中轍硯て醐

熟成域に達して朗なキ・チンを形成してし’るとの齪　　　に遠いものから撫。東側へ働、って並べ

も加味して，この地域の石油地質学的ポテンシャルが評　　　　　　　てある。mfsは比抵抗・ガンマ線検層や

価された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩相から推定した最大海氾面の位置。
　このような評価を背景に実施された基礎試錐「馬追」　　　　　　HST＝高海水準時堆積体，　TST掌海進時

（図12；石油公団，1997）では，幌内層以下の層準が勇　　　　　　堆積体，LST＝低海水準時堆積体。

払油ガス田と同様に基盤ホルストを形成しており，フロ

アースラストを介してその上位に南長沼層が衝上してい　　が馬追丘陵の地下深部にっいて述べた「先新第三系がっ

ることが明らかになるとともに，白亜紀基盤岩類のハン　　くる緩慢な形態の集油構造が存在し，短縮運動の抵抗体

レイ岩一玄武岩複合岩体中に良好な浸透性を有するフラ　　として機能している」との予見はほぼ現実のものとなっ

クチ。一貯留層が確認された。その結果吾妻（196D　たが，当時は「先新第三系の集油構樹としてエゾ累層
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群の砂岩層がっくる背斜構造を想定していた点をはじ　　ことができるようになった。特に，後期漸新世～前期中

め，油田構造の具体像は新しい探鉱コンセプトのもとで　　新世に大規模な伸長性の構造運動を認めた点は，従来の

一新され，本試錐によってサブスラストでの基盤ホルス　　モデルに新たに加わった点である。さらに，このような

トの存在と基盤岩の高い貯留層能力が確認された。　　　　モデルの構築における時間軸の設定と堆積盆形態の把握

　　　　　　　　7瀦　 語　　　　の面で・微化礁序をはじめとする層序学的手法の聾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性が改めて認識された。今後も，平野下での先第三系の

　勇払油ガス田の成功と基礎試錐「馬追」の実施によ　　岩相分布・深度の広域的な予測などの困難な課題を克服

り，北海道の深部探鉱では「爽炭層の石油根源岩＋ホル　　しっっ，新規発見をめざすことが，我々に課せられた使

スト＋基盤岩貯留岩」がキーワードとなった。また，石　　命であろう。

狩平野南部地域の油田構造の形成史を，地質時代ごとの

テクトニクスの変遷と関連づけて，より具体的に論じる　　　謝　辞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石油技術協会には，小論の内容をシンポジウムで発表

する機会を与えていただいた。石油公団には，基礎調査

資料の使用をご許可いただいた。石油資源開発株式会社

には，本稿の公表をご許可いただいた。石狩平野南部地

域の石油地質についての知見の多くは，同社の長年にわ

　　　　　　日α日匹♂腰♂°～団♂日♂％　’日’濤’嚢♂扇　　　　　　　　　　　唾♂薗～鍛ψ顛♂醐～昭『側’3♂噴陶恥の

総撮癬灘灘羅i　，一紅難轡燕踏作成にあたって懇鵬ご教示をいただいた．醐断

．　　　　　　　　　　　　　　　たる探鉱活動ならびに先達の技術者諸兄の労苦の成果で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　曳　　　　　　史，武富　浩浅利康充佐藤雅紀，及川　透沢村史

図翻　Mitra（1993）のインバージョン構造モデ　　　了，田内直子，島田昌英の各氏の踏査成果に負うところ

　　　ル（「抵抗体」型）と，それを馬追丘陵の　　　大である。以上の機関，かたがたに衷心よりの謝意を表

　　　震探断面上に応用した地質構造解釈のア　　　す。

　　　イデア（東西断面）
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