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関東山地北西部の地質と磁気異常
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要旨：関東山地北西部の東経138°30’-138°50’および北緯35°55’-36°20’の範囲の空中磁気異常
と地表地質との対応関係を検討した．群馬－長野－埼玉の3県にまたがるこの地域では，本宿
カルデラと茂来山花崗岩体付近の2つの顕著な正異常が目立つ．これらは地下に伏在する高磁
性岩体に誘発された誘導磁化によるとみられ，北側の妙義山塊から佐久市内山周辺にかけた地

帯に負異常域を伴う．この地帯にも本宿カルデラとほぼ同時期の火山岩類が分布するが，それ

らは一部を除いて顕著な正異常を伴っておらず，負異常域に埋没したかのように見える．小規

模ながら明瞭な短波長の正異常が，高帯磁率の花崗岩類からなる大深山岩体と秩父岩体にも見

られ，群馬県上野村の浜平鉱泉に露出する小規模な珪長質貫入岩体にも弱いながら正異常が認

められる．

　本宿カルデラ周辺には，デイサイト－安山岩質の貫入岩体が多数分布するが，おそらく体積

が小さいために，それらの多くは顕著な磁気異常を伴っていない．しかし，南牧川河床に小規

模な露出をなす赤岩岩体は，他の岩体と異なり完晶質な組織と熱変成帯を伴う点が特異で，地

下に大きな岩体が伏在して本宿カルデラの磁気異常の南部に歪みを与えていると推定される．

　下仁田市街南東の稲含山付近に現れる極めて明瞭な短波長の正異常は，超苦鉄質岩体に起因

するとみられ，この岩体が関東山地の三波川帯では特異な存在であることを示唆する．茂来山

東側の山中地溝帯南縁にも蛇紋岩体が分布するが，その磁気異常は下仁田の場合ほど明瞭では

ない．

　今回検討した関東山地北西部の磁気異常は主に高帯磁率の貫入岩体に起因し，火山岩体の寄

与は余り明瞭ではないという傾向がある．今後は，火山岩体の規模や自然残留磁化が磁気異常

に及ぼす影響を検討する必要がある．
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Abstract： Aeromagnetic anomalies in the region of 138°30’-138°50’E and 35°55’-36°20’N within 
the northwestern Kanto Mountains were found to correlate with the geology of the region, particularly 
with the distribution and magnetic susceptibility of igneous rocks. Two strong and extensive positive 
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anomalies related to the latest Miocene-Pliocene Motojuku caldera and Middle-Late Miocene Moraisan 
granitoid pluton are accompanied by remarkable negative anomalies in their northern areas. These 
apparently paired anomaly patterns suggest an induced magnetic field caused by highly magnetic 
plutons beneath the areas. Significant anomalies are also recognized in relation to the Middle Miocene 
Oomiyama and latest Miocene Chichibu granitoid plutons of high magnetic susceptibility. A small 
felsic pluton in the Hamadaira Mineral Spring is also accompanied by magnetic anomaly, suggesting a 
continuation to a magnetic root, although its age is unknown. 
　Dacite-andesite plutons and volcanic piles around the Motojuku caldera are generally not 
accompanied by remarkable magnetic anomalies, although their magnetic susceptibilities are not low. 
This is partly due to their small size.  It is noticed, however, that the Akaiwa pluton in Nanmoku is 
different from the other plutons around the Motojuku caldera in its holocrystalline texture and 
association of contact metamorphism. This pluton appears to link with a large intrusive body at depth 
and thus causing the irregular magnetic anomaly pattern to the south of the Motojuku caldera.
　Other sources of significant magnetic anomalies are serpentinites. An ultramafic body to the 
southeast  of Shimonita is accompanied by a strong positive anomaly. The serpentinite bodies along the 
southern margin of the Sanchu graben are also accompanied by magnetic anomalies, but their detailed 
correlations need to be reexamined.

Key Words： Kanto Mountains, magnetic anomaly, magnetic susceptibility, Motojuku caldera, Moraisan, Oomiyama,　　
　　Chichibu, Hamadaira, granite, andesite, dacite, serpentinite, Sanbagawa, Mikabu, Sanchu, Miocene, 

Pliocene, Gunma, Nagano, Saitama 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　はじめに

　磁気異常は地殻内の磁性岩体に起因する地球磁場の乱れ

であり，航空機による磁場の連続測定結果を面的に表現し

たものが空中磁気異常図である（註1）．このような磁気異
常図は，地表踏査が困難な地域の磁性岩体の分布あるいは

地表調査では把握しにくい地下の磁性岩体や鉱床について

有力な手掛かりを与える（例えば，物理探査学会，1998；
佐藤ほか，1993）．我が国では高精度の空中磁気測量が継
続され，1980年代前半までには全土と近海域の広域測量が
完了し，その結果が例えば「日本空中磁気データベース」

（地質調査総合センター，2005）としてまとめられている．
このデータベースに基づく磁気異常図は，日本列島全体の

地質構造について示唆に富む地球物理図となっているので

あるが，ここでは関東山地北西部に注目して地表地質との

対応関係を検討してみたい．

　群馬県南西部から長野県佐久地域にかけた関東山地北西

部には，中新世－鮮新世の火山岩や貫入岩および貫入活動

に伴う熱水変質帯が分布しており，これまでそれらの年代

や化学組成について報告してきた（佐藤，2002, 2004, 
2005b, 2006, 2007, 2009a,b, 2010a,b）．中新世－鮮新世の火
山フロントは，現在より20-50kmも東側に位置していたと
考えられるので（例えば，佐藤，2004, 2005b；佐藤・由井，
2008），ここで取り上げる地域は当時と現在の火山フロン
トに挟まれた地帯と言うことができる（図1）．
　この地帯の火山岩は一般に高い帯磁率を示すが（註2），
貫入岩の帯磁率は変化に富む（Sato, 1991； 佐藤，2006, 

2009a, 2010a；佐藤・石原，1983；佐藤・由井，2008；佐藤
ほか，1992）．磁気異常は帯磁率の高い火成岩体に起因す
ると考えられるので，地表地質と空中磁気異常図との対比

に興味が持たれるのであるが，これまでそのような検討は

ほとんど行われてこなかった．今回は予察的な検討という

位置付けであるが，磁気異常と地表地質との見事な対応が

確認された例だけでなく，地表地質では分からなかった点

や，今後地表踏査で検証すべき点などが浮かび上がってき

たので，それらについて報告する．図1に示した南部
フォッサマグナ地域を含む広域的な検討は機会を改めて行

いたい．

2　地質の概略

　ここで取り上げる関東山地北西部は，主に中生代の堆積

岩や変成岩からなる4つの地帯と，それらを貫くか被う中
新世以降の貫入岩や火山岩や堆積岩からなる．4つの地帯
とは，北から三波川帯・秩父帯・山中地溝帯・四万十帯の

4帯で，これらの境界は全体としては西北西方向の断層で
あり，それぞれの内部の地層も類似の走向を示す（例えば，

地質調査所，1992；中野ほか，1998；群馬県地質図作成委
員会，1999）．
　三波川帯は低温高圧型の変成作用を受けたジュラ紀－白

亜紀の苦鉄質火山岩や砕屑岩が露出する地帯で，南縁を御

荷鉾緑色岩類が占める．三波川帯の原岩は主にジュラ紀の

付加体からなると考えられてきたが，近年砂質岩中の砕屑

性ジルコンの年代測定から，砕屑岩類のかなりの部分が年
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代的には四万十帯北帯に相当する白亜紀の付

加体であることが分かってきた（例えば，青

木ほか，2010）．関東山地の三波川帯の構造
的上位には，ペルム紀から白亜紀にわたる年

代の花崗岩や変成岩を含む複雑な構造の跡倉

ナップが散在し（例えば，藤本ほか，1953；
内田，1978；小野，2000, 2002, 2010），ここ
で取り上げる地域でも下仁田周辺には小規模

なクリッペ群が見られる（例えば，内田，

1961；中野ほか，1998；小林・新井，2002）．
　秩父帯は関東山地の主要部を占める地帯

で，この帯を構成するジュラ紀付加体には海

山起源とみられる後期古生代の苦鉄質火山岩

や石灰岩および三畳紀－ジュラ紀の遠洋性珪

質堆積物であるチャート層が異地性岩塊とし

て挟まれる（例えば，久田ほか，1988；岩崎
ほか，1989； Kamikawa et al., 1997）．秩父帯
は山中地溝帯を境に北帯と南帯に分けられる

が，苦鉄質火山岩や石灰岩は北帯に，チャー

トは南帯に多い．

　山中地溝帯は秩父帯の南北両帯の境界部に

分布する狭長な地帯で，白亜紀の砕屑物から

なり，南縁の断層の一部に蛇紋岩が産する．

ここで取り上げる範囲に分布する四万十帯

は，白亜紀の付加体で，主に泥岩と砂岩から

なり，少量のチャート・石灰岩・苦鉄質火山

岩を挟む．

　以上の4帯とも，主な構成要素は磁気異常
の原因にはなりにくい堆積岩類であって，含

まれる火成岩は三波川帯南縁の御荷鉾緑色岩

類を除いて量的にはわずかである（註3）．た
だし，小規模ながら重要な磁性岩体として，

山中地溝帯南縁の蛇紋岩体と下仁田市街南東

方の稲含山付近に産する蛇紋岩・橄欖岩・ア

クチノ閃石岩からなる小岩体を挙げておく必

要がある（図3）．
　中新世以降の火成岩類は，時代的に中－後

期中新世の茂来山期と中新世末－鮮新世の本

宿期の2期に分けられる（例えば，佐藤，2002, 
2009a；佐藤・由井，2008）．前者は大深山岩
体や茂来山岩体の花崗岩質岩体で代表され，

茂来山北方の余地地域には大規模な酸性熱水

変質帯を伴う（佐藤，2009b, 2010b）．これら
の岩体は高い帯磁率で特徴付けられるが，茂

来山岩体の南縁部やその西方に産する八千穂

岩脈群は著しく低い帯磁率を示す（佐藤・由

井，2008）．一方，本宿期を代表する岩体は本
宿カルデラを埋積する安山岩質火山岩からな
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図1　関東山地周辺部の中新世－鮮新世火成岩類の分布と空中磁気
図の範囲．

　地質調査所（1992）を簡略化．火山フロントは（佐藤，2004, 2005a）
を改訂．中新世－鮮新世火山フロントは，時代の判明している中期
中新世－鮮新世貫入岩体の分布の東縁を示す（佐藤・由井，2008；
佐藤，2009a；佐藤，2011）．Tz：砥沢，Mr：茂来山，Om：大深山，
Cb：秩父，Kf：甲府，Kk：甲斐駒ヶ岳，Tn：丹沢，Sn：佐野川．
Mj：本宿カルデラ．
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る本宿層であるが，北方の妙義山の山塊や西方の佐久地域

の山稜を構成する安山岩質火山岩類もほぼ同時期のものと

考えられる（例えば，佐藤，2002）．このほか，本宿カルデ
ラ周辺には安山岩－デイサイト質の岩株や岩脈が多数分布

し，南牧川流域のデイサイト質貫入岩体のひとつである砥

沢岩体は良質な砥石を多産したことで，また椚の岩脈は石

材の産出で知られる（佐藤，2002, 2005a, 2010a）．これらの
小岩体は，熱水変質の影響で極めて低い帯磁率を示すこと

がある（佐藤，2006）．
　中新世以降の地層は，三波川帯より北側に分布する富岡

層群と，荒船山付近の県境周辺に露出する内山層や駒込層

である．これらは泥岩・砂岩・礫岩からなり，系統的な測定

はしていないが極めて低い帯磁率で特徴付けられる．段丘

堆積物が鏑川や千曲川上流に見られるが，これらも磁気異

常の原因になるとは考えられない小規模な地質体である．

3　空中磁気異常図

　冒頭に述べたように，空中磁気異常図は航空機に搭載し

た磁力計による磁場測定データを編集して得られる．この

地域の磁気異常図は，NEDO（新エネルギー・産業技術総
合開発機構）が1982年に実施したキューリー点法調査を基
に作成された．航空機による測定は北西方向に3-4kmの測
線間隔で，飛行高度は約4500ft（～1370m）を基準に山岳で
はそれより高くして実施された．米国GeoMetrics社のG813
磁力計を用いて全磁力を測定し，地上の定点測定で地磁気

の日変化を補正してあり，±10nT（ナノテスラ）より良い
精度が得られていると認められる．ここでは中塚・大熊

（2005）の測線データを基に磁気異常図を作成した．この
地域は元の調査区域である中部地域と関東・東北地域にま

たがっており，レベル合わせのため，それぞれの元データ

に異なる補正量を加えたものとなっている．

　図2には，本稿で取り扱う地域よりやや広い範囲の空中
磁気異常図を示した．この図の範囲では，（1）北部の北緯
36度25分付近に東西に並ぶ正の磁気異常群，（2）中央部に
位置する2つの顕著な正異常，（3）南部の不規則な形状の正
異常が目立つ．（1）は浅間山から榛名山に至る火山フロン
ト沿いの火山群を反映しており，（3）は甲府岩体の磁性岩
体（佐藤・石原，1983； Sato, 1991）を反映したものであ
る．図の西端部の北緯35度55分付近の異常は八ヶ岳火山に
起因する．以下の項では，上記の（2）の磁気異常を中心に，
地表地質との対応関係を検討してみよう．（3）の甲府岩体
周辺部については，稿を改めて検討したい．

4　地質との対比

　図3には中新世－鮮新世の火成岩類の分布に磁気異常の
コンターを重ねて示した．コンターの間隔は20nTで，正と

負の値を実線と鎖線に分けて示し，相対的な高まりにはH
の記号を，コンターの窪みにはLの記号を付けた．図には5
分間隔の緯度・経度のグリッドに記号と番号を付けて，検

討する地域名の後の括弧内に示した．以下に図の北西から

南東へ各地域の特徴を述べる．北緯35度55分から36度10分
の範囲については，国内探鉱長期計画に基づく秩父地域の

広域調査で行われた空中磁気探査の結果が報告されている

ので（通商産業省，1975），その磁気異常図とも比較検討す
る．また，帯磁率のデータがある場合は考察の目安として

なるべく測定結果を記述するが，系統的に測定したもので

はないためデータ量には粗密がある．この帯磁率は携帯型

帯磁率計Kappameter KT-5を用いて露頭の比較的平滑な面
を測定して得られたもので，測定面の凹凸の影響で真の帯

磁率よりいくぶん低い値を与えている場合が多い．分析に

供した試料の帯磁率は，切断して成形した平滑な面での測

定値である．

4.1　佐久市東部（A-B, 1-2）

　佐久平東方の山地には平尾火山岩や志賀溶結凝灰岩など

鮮新世（ca.5-3Ma）の安山岩質火山岩が分布する．内山峡
付近では，溶結して柱状節理をもつ志賀溶結凝灰岩層が山

稜を構成している様子が明瞭に観察され，10万分の1　南
佐久郡地質図（藤本ほか，1958）を参照すると，その厚さ
は最大150-200m程度とみられる．系統的な帯磁率測定は
行っていないが，佐久市志賀集落東方の採石場では

30×10-3SI前後の値が，臼田町の小海線青沼駅北東の佐久石
採石場では10-15×10-3SIの値が得られた．
　磁気異常図では，平尾富士から北北東に延びる正の異常

が現れるのに対し，八風山の西側と田口付近には負の異常

が現れ，磁気異常パターンと地表の火山岩の分布とは一致

しない．平尾富士の北西側には浅間火山の噴出物が広く分

布するが，その下位にも鮮新世の火山岩が伏在し，それら

が磁気異常に反映されているのであろう．八風山の西側に

現れる負異常の原因は分からないが，その南東側の寄木山

と県境の物見山に現れる2つの短波長の正異常とあわせて
解明する必要がある．田口の負異常は，この付近から内山

峠を経て西野牧や妙義山に至る負異常帯の西端部に位置し

ており，次に述べる茂来山や本宿カルデラの正異常と対を

なす負異常帯の一部と思われる．志賀溶結凝灰岩は，帯磁

率は低くはないが，尾根に分布するため体積としては小さ

く，これに起因する磁気異常が茂来山岩体に起因する強い

磁気異常に隠されてしまったかのかも知れない．平尾火山

岩や志賀溶結凝灰岩について報告された3.2Maと3.4Maの
K-Ar年代（Kaneoka et al., 1979）は，地磁気極性年代尺度の
C2Anに相当するが，この期間中にも逆転期は存在したの
で（例えば，Gradstein et al., 2004），逆帯磁した自然残留磁
化が影響している可能性もあるだろう．
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図2　関東山地西縁部の空中磁気異常図．
　図の範囲を図1に示す．中央部の2つの顕著な正の磁気異常は本宿カルデラ（北東側）と茂来山花崗岩体（南西側）に起因する（図3）．北
縁に東西に並ぶ正異常群は浅間山や榛名山など現世の火山フロント上の火山群を，南部の正異常は甲府岩体中の高磁性岩体（佐藤・石
原，1983；Sato, 1991）を反映している．西端の北緯35度55分付近の正異常は八ヶ岳火山による．地質調査総合センターの日本空中磁気
データベース（中塚・大熊，2005）から作成．コンターにつけた数値の単位は100nT（ナノテスラ）．緯度・経度は世界測地系による．
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図3　群馬県南西部－長野県佐久地域の火成岩類の分布と空中磁気異常．
　火成岩類の分布は20万分の1地質図幅「長野」（中野ほか，1998）および「甲府」（尾崎ほか，2002）による．千曲川やその支流沿いには
八ヶ岳火山の噴出物が分布するが，それらは省略してある．磁気異常図は地質調査総合センターの日本空中磁気データベース（中塚・
大熊，2005）から作成．コンターの間隔は20nTで，正と負の値を実線と鎖線に分けて示し，相対的な高まりにはHの記号を，コンターの
窪みにはLの記号を付けた．コンターにつけた数値の単位は100nT．緯度・経度は世界測地系による．
　茂来山岩体から甲府岩体にかけて分布する花崗岩体や岩脈については15-10Maの中新世のK-Ar年代が（Sato, 1991；佐藤，2009a；佐
藤・由井，2008；Sato et al., 1992），秩父鉱山の花崗岩体については6MaのK-Ar年代（Ueno and Shibata, 1986）が得られている．妙義－荒船
－佐久地域に分布する本宿層などの火山岩や貫入岩体については6-2Maの年代が報告されている（佐藤，2002, 2004, 2005b, 2007）．
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4.2　本宿カルデラ周辺域（C-D, 1-2）

　本宿カルデラに起因する荒船山東方の磁気異常は，今回

検討する地域では最も顕著な正異常であり，最高1000nTに
及ぶ．カルデラ北寄りには「市野萱貫入岩体」と名付けら

れた岩体が産するが（図3），この岩体は火山活動末期に貫
入したとみられる火山深成複合岩体で，デイサイトや閃緑

岩質ポーフィリーや花崗岩類などからなる（地質調査所，

1969；本宿団体研究グループ，1970）．予察調査で訪れた岩
体中央部竹入の相沢川河床で見出された角閃石斑糲岩につ

いて100-130×10-3SIという極めて高い帯磁率が，またその下
流にある三ツ瀬の市ノ萱川河床に産する石英閃緑岩につい

ても55.6×10-3SIという高い値が得られた（佐藤，2006； 試
料02030803）．カルデラを埋積する主な火山岩は安山岩質
凝灰角礫岩であるが（註4），南牧村の道場で10-20×10-3SI，
上底瀬で15-25×10-3SI，上高原で10-20×10-3SIなどと，変質を
受けてはいるが決して低くはない値を示した．一方，これ

らを貫く安山岩脈は周囲の凝灰角礫岩より高い帯磁率を示

し，上底瀬では河床の小岩脈（幅約1.5m）で40-50×10-3SI，幕
岩で28-31×10-3SIの値を，高原の大塩沢岩脈では30-40×10-3SI
の値を得ている．

　本宿カルデラの北側は全体として負の磁気異常域であっ

て（図2, 3），とくに西野牧付近と妙義山塊では-500nT前後
の著しく低い負異常を示す．妙義山塊では，この負異常の

中心付近を北東に流れる中木川に沿って，中木ダムから上

流側にほぼ1km間隔で4 ヵ所の林道露頭を測定し，20-
40×10-3SIの帯磁率を得ており，山塊を構成する安山岩の磁
性が低いというわけではない．現在のところこの著しい負

異常の原因は未解明であるが，本宿カルデラによる強い誘

導磁化の負異常が及んでいる可能性や，妙義山塊の火山岩

に逆帯磁した自然残留磁化が含まれる可能性が考えられよ

う．金洞山中腹の安山岩質溶岩について報告されたK-Ar
全岩年代5.95±0.20Ma（内海ほか，1998）は，地磁気極性年
代尺度の逆転期C3r（例えば，Gradstein et al., 2004）に相当
する事が注目される．本宿カルデラを埋積する安山岩質火

山岩類は変質を受けており，年代については注意深い検討

が必要であるが，本宿団体研究グループ（1970）は本宿層
の火山岩類や市野萱貫入岩体について古地磁気学的な測定

を行い，自然残留磁化に正帯磁と逆帯磁が見出されたと報

告している．このことは，磁気異常に及ぼす残留磁化の影

響が小さいことを示唆する．

　観測されている顕著な磁気異常を，現在地表に露出する

程度の帯磁率をもつ火成岩の誘導磁化として説明できるか

どうかをみるため，図4aに帯磁率を変えた3つのケースに
ついて，図4bには岩体の規模を変えた4つのケースについ
てモデル計算を行い，予想される磁気異常の南北断面を示

した．1000nTに及ぶ本宿カルデラの磁気異常は，本宿層の
凝灰角礫岩が示すような帯磁率（10-25×10-3SI）の岩石では
説明が難しく，少なくとも50×10-3SI程度の帯磁率をもつ岩

体の存在が必要であると考えられる．詳細についてはさら

に検討が必要であるが，本宿カルデラの顕著な磁気異常

は，安山岩脈や市野萱岩体の斑糲岩のような高い磁性をも

つ岩体が伏在しているためだと推定される．この影響が本

宿カルデラの中心より10kmほど北にある妙義山塊にまで
及んでいる可能性も考えられよう．

　ところで，この地区のもうひとつの特徴は，西野牧周辺

に分布する多数の安山岩－デイサイト質貫入岩体である

が，それらは磁気異常パターンに影響を与えているように

は見えない（図3）．これらの岩体は中新世の富岡層群を貫
き，丸みをおびた特異な形状を示す（例えば，群馬県地質

図作成委員会，1999）．このうち西野牧芝の沢の西側と初
鳥屋北方の大山付近に露出するデイサイト質貫入岩体につ

いては，予察調査の過程で帯磁率を測定した．芝の沢の岩

体は，芝の沢橋下流の矢川川河床の露頭で8-10×10-3SIの帯
磁率を，その南西約0.8kmにある変質を受けた林道露頭で
やや低い4-6×10-3SIの帯磁率を得た．大山の岩体では，林道
妙義荒船線の露頭で3-7×10-3SIの帯磁率が得られた．この
ように，妙義山の安山岩で得られた20-40×10-3SIという帯磁
率よりは低いが，堆積岩や還元型花崗岩のような1×10-3SI
を下まわるような値ではない．岩体の規模が小さく帯磁率

が比較的低いため，3-4kmというやや粗い測線間隔の航空
磁気測量では微弱な異常は検出されなかった可能性が考え

られよう．

4.3　茂来山地域（B-C, 3）

　茂来山付近にも，本宿カルデラの磁気異常には及ばない

ものの，顕著な正異常が見られる（図2, 3）．この正異常は
茂来山付近を中心としたいびつな同心円状のコンターを描

くが，花崗岩体の地表露出とは必ずしも一致しない．茂来

山付近からその北方の余地の変質帯にかけた地域には，図

3には示していない小規模な花崗岩質岩体が散在し，地下
にはそれらの給源となったマグマが固結した大岩体が伏在

すると予想されるのであるが（例えば，佐藤，2010b，佐
藤・由井，2008），この地域の磁気異常はそのような深部岩
体を反映したものであろう．茂来山の北約10kmの田口か
ら内山峠付近にかけた明瞭な負異常は，深部岩体に起因す

る双極子誘導磁界の対になった北側の部分を見ている可能

性が高いと思われる（図4a参照）．
　茂来山岩体の花崗岩類は一般に10-60×10-3SIの比較的高
い帯磁率を示すが，南西端の黒雲母花崗岩は磁鉄鉱をほと

んど含まず1×10-3SI以下の帯磁率を示し， 0.25×10-3SIとい
う著しく低い値も得られている（佐藤・由井，2008；試料
01060211）．この西側に分布する八千穂岩脈群の流紋岩も
0.1×10-3SI以下の著しく低い値を示し，磁気異常図にも影響
が見られない．なお，茂来山周辺部には板石山などの地形

的高所に本宿期の安山岩質火山岩が分布する（例えば，佐

藤，2004；佐藤・由井，1994）．板石山山頂の鉄平石採掘場
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で10-20×10-3SIの帯磁率が測定されたが，これらの安山岩体
は厚さが50m程度かそれ以下で水平的な拡がりも限られて
おり，磁気異常パターンに影響を与えているようには思わ

れない（図4b参照）．
　また，茂来山東方の山中地溝帯南縁には断層に沿って蛇

紋岩体が分布することにも注意しておく必要がある（図3）．
県境の十石峠付近の短波長の正異常やその5km西の四方原
山に近い正異常は，蛇紋岩体の影響かも知れないが，異常

のパターンが西北西に延びた蛇紋岩の分布とは必ずしも調

和しない．一方，通商産業省（1975）の報告書に添付され
た磁気異常図には，この蛇紋岩体の分布方向に延びた尾根

状のコンターが描かれており，蛇紋岩体の影響が現れてい

ると解することができそうである．こちらは測線間隔

0.5kmの南北方向の飛行で計測しており，測線間隔3-4kmの
北西－南東方向の計測よりは磁性岩体の分布を詳しく捉え

ているのかも知れない．両者の微妙な違いの原因は不明で

あるが，地表調査で帯磁率を確認することも含めて，今後

の慎重な検討が望まれる．

4.4　大深山岩体周辺域（B-C,4-5）

　南佐久郡の南相木村と川上村を分かつ山稜に1×2km程度
の小規模な露出をなす大深山岩体は，明瞭な短波長の正異

常を伴い，北側の負異常と対をなす双極子誘導磁場をつ

くっているものと思われる．野外で測定した帯磁率は多く

の場合20-40×10-3SI程度と高く，年代測定に供した新鮮な試
料は41.2×10-3SIの帯磁率を示した（佐藤，2009a；試料
84091602b）．付近の地形と露出状況から，この岩体は底盤
状ではなく岩株状の形態をとるとみられるが，高い帯磁率

と合わせてその形状が短波長の磁気異常に反映されている

と考えられる．

　大深山岩体の北北東にも岩株や岩脈が産するが，伴う磁

気異常は微弱であるか認められない．これらの岩体の帯磁

率は未確認であるが，栗生付近の岩体は大深山岩体より珪

長質とみられるので（通商産業省，1975），磁鉄鉱が含まれ
るにしてもより少なく，岩体の磁性は比較的弱いのであろ

う．また，注目すべき点として，大深山岩体の東方約4km
に見られる短波長の正異常に関係する磁性岩体が見られな

いことがある．この付近で行われた900mに及ぶボーリン
グでスカルン鉱石やホルンフェルス化した堆積岩が確認さ

れているので（通商産業省，1975），あるいは地下に伏在す
る高磁性の花崗岩質岩体に起因する可能性も考えられる．

しかし，通商産業省（1975）の磁気異常図には，図3のよう
な正異常が示されておらず，この不一致の原因も不明であ

る．

図4a　地下の磁性岩体に起因する誘導磁化強度．
　地下1-5kmに半径5kmの円柱状の貫入岩体を想定．関東地方
の地球磁場強度を46000nTとし，帯磁率が10×10-3SI , 50×10-3SI , 
100×10-3SIの3つの場合について，モデル計算で求めた誘導磁場
の南北断面を図示（右が北）．本宿カルデラや茂来山岩体付近の
ような500-1000nTという強い磁気異常の原因として， 50×10-3SI
程度かそれ以上の高磁性岩体の伏在が予想される．図4a, bとも
航空機の飛行高度1kmを仮定．

図4b　地表の磁性岩体に起因する誘導磁化強度．
　地表に露出した直径5kmの板状の火山岩体を想定．帯磁率を
50×10-3SIとし，厚さ100m, 500m, 1000m, 4000mの4つの場合につ
いて，モデル計算で求めた誘導磁場の南北断面を図示（右が
北）．本宿層の凝灰角礫岩が示すような帯磁率（10-25×10-3SI）
の岩石では，1000nTに及ぶ強い磁気異常を説明することは難し
く，また50×10-3SIという高帯磁率であっても厚さ100mの岩体で
は磁気異常は50nT以下にとどまることを示す．
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　なお，この地域の南方に広く露出する甲府岩体のなかで

も，瑞牆山周辺の還元型花崗岩は1×10-3SI以下のきわめて
低い帯磁率をもち（Sato, 1991；佐藤・石原，1983；佐藤ほ
か，1992），ほぼ同時期の貫入岩体でありながら大深山岩体
とは著しく異なる（佐藤，2009a）．両者の帯磁率の顕著な
差異は磁気異常図にも明瞭に現れており，瑞牆山周辺は平

滑なパターンとなっている（図3）．

4.5　下仁田周辺域（E-F, 1-2）

　下仁田市街の周辺には様々の時代の多様な岩石が分布

し，古くから地質学者の興味を引きつけてきた（例えば，

藤本ほか，1953）．市街地を東西に走る大北野－岩山断層
を境に内帯的な花崗岩と三波川変成岩など外帯的な岩石が

近接して分布することから，この断層を中央構造線の東方

延長とする考え方もある（例えば，新井ほか，1966；小林・
新井，2002）．図5には主な地質単位の分布に空中磁気異常
図を重ねて示した．

　この地域で最も目立つ磁気異常は，稲含山の北側に現れ

る短波長の正異常である．これは橄欖岩・アクチノ閃石岩・

蛇紋岩からなる緑色岩メランジュ（中野ほか，1998）に起
因するとみられ，磁気測量航空機の測線がこの岩体中心部

を通過したため，異常がより鮮明に表現される結果になっ

たらしい．この岩体の帯磁率は調べていないが，高磁化の

原因は蛇紋岩にあると考えられるので，メランジュ中で蛇

紋岩の占める割合は小さくないと思われる．20万分の1地
質図「長野」では（中野ほか，1998），このメランジュを跡
倉ナップの構成要素としているが，この付近の超苦鉄質岩

類を三波川帯に含める見解もあって（例えば，小林・新井，

2002），この著しい磁気異常をもたらしている岩体の成因
について必ずしも見解の統一ができているわけではない．

この点では，主に苦鉄質火山岩からなる御荷鉾帯を含めて

三波川帯の岩石がほとんど磁気異常をもたらさず，秩父帯

や北方の富岡層群分布域と同様な平滑なパターンを示すこ

とが注目される．これは，もとの火山岩中に含まれていた

と思われる磁鉄鉱が，海底での風化・変質作用から変成作

用に至るいずれかの段階で分解し，Feを含む珪酸塩鉱物に
変わって岩石の磁性が弱くなっているためだと考えられ

る．御荷鉾緑色岩類の帯磁率は，下仁田の青岩と岩山で

0.7-0.8×10-3SI，蒔田の馬山鉱山跡で0.5-0.7×10-3SIと著しく
低かった．また，図5の範囲の三波川帯周辺の磁気異常図
が全体として平滑なパターンを示すということは，この地

域には磁気異常をもたらすような超苦鉄質岩体は稀であっ

て，稲含山付近の岩体が特異な存在であることを浮かび上

がらせている．さらに，中央構造線相当という見解のある

三波川帯の北縁だけでなく，三波川帯と秩父帯との境界や

山中地溝帯に対応する磁気異常パターンが見られないこと

は，これらの構造境界を境に地下深部まで岩石の磁気的性

質に明瞭な差はないことを示す．

　なお，神流川上流の神流町（旧中里村）平原付近に，比

較的長波長の微弱な磁気異常が見られることも指摘してお

きたい（図3，E-3；図5）．既存の地質図に高磁性岩体は見
られないが（中野ほか，1998），通商産業省（1975）も類似
の磁気異常を検出しており，地下に高磁性岩体が伏在する

可能性が考えられる．この点では，5万分の1地質図「万場」
（大久保・堀口，1969）に，平原付近を通るNNE系断層に
沿い延長約5kmにわたって点在する安山岩質岩脈が描かれ
ていることが注目される．その時代は第三紀と推定される

ものの年代は不明であるが，岩脈群の南方延長部に秩父岩

体が位置することが興味深い．

　他の微弱な異常としては，下仁田市街の北に位置する大

桁山付近に周囲から50nTほどの高まりが認められる点を
挙げておく必要があろう（図3, 5）．大桁山には富岡層群に
貫入した安山岩体が露出しており，4.1MaのK-Ar年代から，
この大桁山岩体は本宿カルデラと一連の活動で形成された

貫入岩体のひとつと考えられる（佐藤，2004）．大桁山西方
の虻田では，小坂川河床に岩体の分岐脈とみられる岩床が

露出しており，20-30×10-3SI程度の帯磁率が得られた（註5）．
群馬県地質図（群馬県地質図作成委員会，1999）では，こ
の岩体は東西3km, 南北2kmと平面的にはかなりの拡がり
をもつ一続きの岩体としているが，藤本・小林（1938）は
岩床と記述しており，実際にはいくつかの岩床が集まった

ものである可能性が高い（一色直記，私信，2010）．上記の
ように帯磁率も低くはないので，おそらく顕著な磁気異常

をもたらすほど大きな体積はもっていないのであろう．

4.6　南牧川流域（D, 3）

　南牧川流域には砥沢・大日向・椚などのデイサイト質岩

株や岩脈が分布する（例えば，佐藤，2010a）．砥沢岩体に
ついては5-4MaのK-Ar年代が得られており，これらの小岩
体は本宿カルデラの火成活動の一環として形成されたもの

と思われる（佐藤，2002）．熱水変質を受けた南端部や衛星
岩体が良質な砥石鉱床となった砥沢岩体は，変質のため全

般的に低い帯磁率を示すが，その他の岩体は10-30×10-3SI程
度の帯磁率を示し，赤岩の河床に露出する石英閃緑岩質岩

体では38.1×10-3SIに及ぶ高い帯磁率が得られた（佐藤，
2006；試料03031801）．赤岩岩体は極めて小規模ながら完晶
質な組織を持ち，周囲の秩父帯の堆積岩類に熱変成作用を

与えている点が特異であって，比較的大きな岩体の頂部が

わずかに露出しているものとみられ，この付近のマグマ－

熱水系の中心部に位置すると考えられる（佐藤，2001, 
2002, 2006, 2010a；佐藤ほか，2003）．
　この視点から空中磁気異常図を見ると，本宿カルデラに

中心をもつ正の異常の一部が砥沢岩体の東側で南に張り出

した形態を示すことが注目される（図3, 5）．赤岩岩体はこ
の近傍に露出しており，地下に伏在する高磁性の石英閃緑

岩質岩体が磁気異常パターンに影響を及ぼしているものと
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解される．一方，大日向や椚の岩脈は磁気異常図に影響を

与えておらず，この点は通商産業省（1975）の磁気異常図
も同様なので，この程度の小岩体は無視しうるほどの影響

しかもたらさないものと思われる．

4.7　浜平鉱泉付近（D, 4）

　群馬県上野村の浜平鉱泉付近には小規模な珪長質貫入岩

体が露出し，これに関係したとみられる正の磁気異常が認

められる（図2, 3）．通商産業省（1975）もこの地点に正の
磁気異常を検出しており，この岩体を「熱水変質を受けた

石英安山岩体」と記載している．時代や帯磁率は不明であ

るが，地下の比較的大きな磁性岩体につながっているので

あろう．また，図3には示していないが，浜平の北方約5km
付近には山中地溝帯の地層を貫く小規模な閃緑岩質岩体が
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図5　関東山地北縁の群馬県下仁田－富岡周辺域の地質概略と空中磁気異常．
　地質は20万分の1地質図幅「長野」（中野ほか，1998）を簡略化．神農原礫岩は珪長質火山岩のグループに含めた．太い実線は主な
断層を示す．磁気異常のコンターは，図3と同様に20nT間隔で，正と負の値を実線と鎖線に分けて示し，100nT単位の数値を付けた．
本宿カルデラより東側では，稲含山付近の超苦鉄質岩体に起因するとみられる正の異常が目立つが，地帯構造区分に対応するような
磁気異常パターンは認められない．緯度・経度は世界測地系による．
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いくつか見出されている（武井ほか，1977）．しかし，通商
産業省（1975）の磁気異常図を見ても，この岩体群付近に
磁気異常パターンの乱れは認め難い．一方，浜平の南西約

4kmには短波長の正異常が報告されているが（図2, 3），通
商産業省（1975）の磁気異常図にはそのような異常が描か
れていない．この不一致は，大深山岩体付近の場合と同

様，原因不明である．

4.8　秩父鉱山周辺域（E-F, 4-5）

　秩父鉱床は，秩父帯のジュラ紀付加体中の石灰岩体が花

崗岩質マグマの貫入に伴う熱水により交代されてできたス

カルン鉱床で，主にPb-ZnやFeの鉱石が採掘された（例え
ば，今井ほか, 1973）．1978年に石灰石の採掘を残して金属
鉱石の採掘を終了したが，秩父鉱山は関東山地では最大規

模の金属鉱山であった．秩父岩体の黒雲母については

6.6Maと5.9MaのK-Ar年代が報告されており（Ueno and Shi-
bata, 1986），後期中新世末期に貫入と鉱化作用が起こった
と考えられる．妙義－荒船－佐久地域の火成活動と比べる

と，秩父岩体の貫入は本宿期の最初期に相当することにな

る（佐藤，2002, 2004；佐藤・由井，2008）．
　秩父岩体に起因する磁気異常については，花崗岩類の地

表分布の南側にHが北側にLが位置するという点で通商産
業省（1975）も類似の結果を報告しており，高磁性の岩体
や鉱石の誘導磁化の双極子パターンが見えているものと解

される（図3）．花崗岩類の帯磁率は5-40×10-3SI位の範囲で
変化に富むが，全体として北東側で高く南西側で低く，岩

体南縁部の中津川林道では堆積岩との接触部で1×10-3SIを
下まわるような極めて低い値も見出された．Ueno（1987）
は花崗岩類と鉱石の古地磁気を測定し，N20°E程度の偏角
をもつ正帯磁と逆帯磁を見出した．K-Ar年代の6.6-5.9Ma
は地磁気極性年代尺度ではC3An-C3rに相当し（例えば，
Gradstein et al., 2004），磁場の逆転が起こっていた時期に当
たる．

5　まとめ

　関東山地北西縁部の東経138°30’-50’，北緯35°55’-36°20’
の範囲の空中磁気異常と地表地質の対応関係を予察的に調

べた結果，以下のような特徴や問題点が明らかになった．

1）北緯36°05’-15’に分布する2つの顕著な正異常は，中－
後期中新世の茂来山花崗岩体と中新世末－鮮新世の本

宿カルデラに起因する．南西側の茂来山岩体付近の

400nTを上まわる異常は，現在地表に露出する高帯磁率
の花崗岩類が地下に広く伏在することで説明できるが，

北東側の1000nTに及ぶ本宿カルデラ付近の異常は，地
表に広く分布する凝灰岩類（10-25×10-3SI）よりも高い
磁性をもつ岩体が地下に伏在すると仮定しなければ説

明できない．本宿カルデラの地下には，安山岩脈が示

す30-50×10-3SIもしくはそれ以上に高い帯磁率をもつ岩
体が伏在し，その一部が市野萱岩体や岩脈として露出

している可能性がある．

2）上記2つの顕著な正異常域の北側には，臼田町の田口付
近から内山峠付近を経て妙義山塊に至るまで，顕著な

負異常域が広がっている．この地帯にも鮮新世の安山

岩類が分布し，比較的高い帯磁率（10-40×10-3SI）が得
られているにもかかわらず正異常をもたらすには至っ

ていない．磁性岩体としての体積が小さいためなのか，

逆帯磁した自然残留磁化の影響があるのか，原因解明

は今後の課題である．

3）茂来山岩体とほぼ同時期の大深山花崗岩質岩体も短波
長の顕著な正異常を伴い，岩石の高い帯磁率と調和的

な結果になっている．この岩体から北北東に延びると

される「白石－栗生断層」に沿って珪長質な岩株や岩脈

が露出するが，それらは顕著な磁気異常をもたらして

おらず，磁性が弱いか規模が小さいことが原因となっ

ていると考えられる．

4）地表調査で高い帯磁率が確認された埼玉県西端部に産
する中新世末の秩父岩体も明瞭な磁気異常を伴う．こ

のように，高帯磁率の花崗岩質岩体は，火山岩体よりも

明瞭な短波長の磁気異常を伴う傾向が認められる．同

じ帯磁率をもつならば，水平的に広がる火山岩体より

も上下に連続する貫入岩体の方が短波長で明瞭な磁気

異常を生じやすいと考えられる．南牧村砥沢付近のマ

グマ－熱水系の中核部に貫入した赤岩岩体も，高い帯

磁率で特徴付けられる完晶質岩体であり，地表の露出

規模は極めて小さいが，地下に続く岩体が本宿カルデ

ラの異常の南端部に突き出した形の正異常の原因と

なっている可能性が高い．

5）群馬県上野村浜平鉱泉の珪長質貫入岩体もやや長波長
の磁気異常を伴っており，時代や帯磁率は不明である

が，地下の高帯磁率貫入岩体の一部が露出しているも

のと解される．

6）貫入岩体であっても本宿カルデラ周辺のデイサイト－
安山岩質の岩株や岩脈には明瞭な磁気異常が検出され

ていない．比較的規模が小さく帯磁率も高くないこれ

らの岩体のもたらす磁気異常は微弱なのであろう．茂

来山の西側の産する八千穂岩脈群は，極めて低い帯磁

率をもち，磁気異常も検出されていない．

7）最も磁性の高い岩石である蛇紋岩が，茂来山の東側の
山中地溝帯南縁と下仁田市街南東の稲含山に近い御荷

鉾帯南西縁に産する．前者の磁気異常はそれほど明瞭

ではないが，稲含山付近の蛇紋岩・橄欖岩を含む苦鉄質

岩体は，周囲から200nT以上も高い明瞭な短波長の正異
常を伴っており，磁気異常パターンとしては御荷鉾帯

を含む三波川帯で特異な存在として浮かび上がってい

る．
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8）火山岩体には明瞭な磁気異常が認められない例が多い．
その原因として，（1）量的に少ない，（2）周辺の貫入岩
体の誘導磁化の影響，（3）逆帯磁した自然残留磁化の影
響などが考えられるが，今後は個別の事例ごとに詳し

い検討が必要である．

9）今回検討対象とした「日本空中磁気データベース」（地
質調査総合センター，2005）に基づく磁気異常図は，通
商産業省（1975）による空中磁気探査に基づく磁気異常
図と細かな点で一致しない部分がある．前者の測線間

隔は3-4kmであり，それより細かい磁気異常は捉えきれ
ていない可能性がある．
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＜註＞

註1）ここで検討する磁気異常は，プロトン磁力計により全
磁力を測定したものであるが，この地域では異常値が

最大で1000nTに及ぶ．しかし，関東地方の地球磁場の
全磁力強度は46500nT程度であるから（例えば，
http//www.ngdc.noaa.gov/geomag/geomag.shtm），そ の2%
程度かそれ以下のわずかな“乱れ”を問題にしているこ

とになる．地殻の岩石の不均一さに起因するこのよう

な短波長（多くの場合50km以下）の変化を局所磁気異
常と呼ぶのに対し，地球の核に起因するとみられる波

長が数千kmに及ぶ変化を広域磁気異常と呼ぶことが
ある（例えば，物理探査技術協会，1979）．局所磁気異常
は，溶岩などが固結・冷却したときの磁場を記録した自

然残留磁化Rと磁性岩体によって誘発された誘導磁化I
とからなり，両者の比Q=R/Iをケーニヒスベルガー比
と呼ぶ．火山岩ではQ>1のことが多いが，花崗岩のよう
な深成岩ではQ<1で，残留磁化の影響を無視できるこ
とが多い（例えば，物理探査学会，1998）．

註2）帯磁率κは，強度Hの磁場に置かれた物体により誘導
された磁化強度をIとすると，κ=I/Hで定義される
（Lindsley et al., 1966）．SI単位系では無次元の数値とな
る．岩石の帯磁率は含まれる強磁性鉱物（一般には磁鉄

鉱）の量と相関し，火成岩の多くは5-50×10-3SI程度の値
を示すが，堆積岩や磁鉄鉱に乏しい還元型花崗岩は

1×10-3SI以下の極めて低い値をもつ．携帯型の測定装置
が開発されており，野外でも簡単に測定することがで

きる（例えば，佐藤，2003, 2006）．

註3）秩父帯の苦鉄質火山岩の帯磁率については，南牧村磐
戸の 桧 

ひのき

 平 付近の南牧川河床の露頭を測定した．
だいら

 桧  沢 川
ひ さわ

と の 合 流 点 の 通 称“弁 天 淵”と 磐  戸 橋 下 で0.4-
いわ ど

0.7×10-3SI，その約200m下流の枕状溶岩露頭で0.2-
0.5×10-3SIと著しく低かった．もともと磁鉄鉱が含まれ
ていたとしても，海底での風化・変質あるいは付加後の

続成作用で分解してしまったものと思われる．他の地

域については未確認であるが，付加体中の苦鉄質火山

岩は規模が小さいだけでなく，このような低い帯磁率

も磁気異常をもたらしていない一因と推定される．

註4）本宿カルデラの詳細な地質図として2万5千分の1地質
図「本宿」が公表されているが（地質調査所，1969），地名
の英語表記に誤りが目立つ．例えば，南牧村では，桧平

（誤：Egi； 正：Hinokidaira），磐 戸（誤：Iwato；正：Iwado），
黒滝山（誤：Kurotakisan； 正：Kurodakisan），野々上（誤：
Nonogami；正：Nonoue）．

註5）大桁山安山岩体西端部にあたる岩床が，下仁田町虻田
の小坂川河床に露出する．この岩床中には，2kmほど南
方の西牧川との合流点付近に露出する後期白亜紀の還

元型花崗岩（図5）に良く似た花崗岩および起源未詳の
変成岩の捕獲岩が含まれている．これら捕獲岩はすべ

て1×10-3SI以下の極めて低い帯磁率を示し，磁鉄鉱は含
まれていないか極めて少ないと判断される．
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