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1．はじめに

　日本における本格的な空中磁気探査は，1960年代からの
地質調査所による大陸棚地域の探査と1981-83年の新エネ
ルギー総合開発機構（NEDO）による陸域の探査により日
本列島全体がカバーされ，その成果は200万分の1の磁気図
（牧野ほか, 1992）やデータベース（中塚・大熊, 2005）と
して出版されているが，まだ一般にはよく知られていない

と思われる．佐藤・石原（2011）では，関東山地北西部の
地質と磁気異常について報告したが，ここでは伊豆半島や

相模湾，伊豆大島を含む南関東地域を取り上げ，地磁気

データでどのように見えているか紹介してみたい．

2．使用したデータ

　中塚・大熊（2005）には空中磁気探査の原データととも
に，日本全体をいくつかの地域に分け，各地域に含まれる

原データをまとめて各データ間の不一致を少なくするよう

に調整し，200 m間隔の格子点データにまとめた接合編集
済データがある．この報告では関東・東北・中部の格子点
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データの一部を使用した．原データには地磁気日変化等の

補正が施してあり，測定精度は1-10 nT程度と推定される．
ここで使用したデータには，測定時期や飛行高度が異なる

いくつかの探査データが混在している．測定時期等の違い

による探査間の不一致は上記調整により目立たなくなって

いるが，飛行高度については上方接続の補正がされずその

ままになっている．飛行高度が4500 ft（約1400 m）と高い
NEDOの陸域データと海側の飛行高度1500 ft（約500 m）の
データでは磁気異常の見え方が異なっているので，特に両

者の接合部では注意が必要である．

3．地形と磁気異常

　図1に対象とした南関東地域の地形図を100 m間隔の等
高線，等深線で示し，図2には同一範囲の磁気異常図を，高
異常は暖色系で，低異常は寒色系で表示する形で示した．

関東平野では厚い堆積層の存在のため目立った磁気異常は

認められないが，関東西縁の丹沢山地や富士山から伊豆半

島や伊豆大島にかけて火成岩体に伴うものとみられる大振

幅の異常が存在する．また，房総半島南部から三浦半島に

かけても振幅は大きくはないが異常が認められる．さら

に，丹沢山地の北側から三浦半島と房総半島南部にかけて

は，幅の広い負の異常帯が伸びている．以下，おのおのの

磁気異常について検討する．

3.1　火成岩体に伴う磁気異常

　図2でまず目立つのは火成岩体に伴って大振幅の磁気異
常が存在することである．北から，東西方向にのびた丹沢

山地（T），その南西方向に富士山（F），そして，その南東
側の愛鷹山（A）とその東の箱根火山（H），伊豆半島の東
側とその沖合の単成火山群と伊豆大島（I）に伴って正異常
が1000 nT前後に達する大振幅の磁気異常が認められる．

図1．南関東地域の地形．
100 m間隔の等高線と等深線（1000 m間隔は太線）で示した．A：愛鷹山，Am：天城山，F：富士山，G：伽藍山，H：箱根，I：伊豆大島，
M：嶺岡帯，O：大野山，T：丹沢山地．
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図3には磁性を帯びた火山の岩体を円錐台で近似してその
磁化による磁気異常のモデル計算を行った結果を示した．

誘導磁化であれば磁化ベクトルの方向は現在の地球磁場の

方向と一致し，自然残留磁化が大きい場合でも正帯磁の第

四紀の火山岩体であれば磁化ベクトルの方向は現在の地球

磁場の方向に近いと考えられる．このような場合，日本のよ

うな北半球の中緯度では図3のように磁性岩体の南側に正
の異常，北側にそれより振幅の小さな負の異常が現れる．

図3では，帯磁率0.05 SIの誘導磁化（あるいは同じ大きさ・
方向の自然残留磁化），磁化している部分として半径5 km，
高さ3500 mの円錐とその下の厚さ1500 mの円柱からなる
円錐台を考えた．磁化の大きさ，水平方向の広がり，底部

がどこまで伸びているかなど，各火山体毎にその規模につ

いて検討の余地があるが，富士山（F）や愛鷹山（A）の磁
気異常はおおよそこのような磁化で説明できそうである．

丹沢山地（T）では地形が東西に伸びており，その山系に
沿って，南側に正の異常帯，北側にそれより振幅の小さい

負の異常帯が東西方向に伸びている．箱根のようなカルデ

ラをもつ地形の場合にはもう少し複雑なモデル計算が必要

になる．伊豆大島（I）付近では南側に正，北側に負の異常
が大島の北西側から南東側にかけて存在するが，Okuma et 
al.（1994）の詳しい解析によると，大島の三原山付近に中心
を持ちその南東側と北西側に伸びた磁化分布で説明がつく

ようで，火山岩体が南東－北西方向に伸びていることを示

図2．南関東地域の磁気異常．
高異常を暖色系，低異常を寒色系の色で示した．コンターは500 m間隔の等高線と等深線．A：愛鷹山，Am：天城山，F：富士山，
G：伽藍山，H：箱根，I：伊豆大島，M：嶺岡帯，O：大野山，T：丹沢山地．白い破線はSato et al.（2005）によるフィリピン海プ
レートの上面の深度15 kmの等深度線．
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唆している．その他，伊豆半島の天城山（Am）から大野山
（O）にかけて，また伽藍山（G）付近にも磁気異常が認め
られる．

3.2　房総半島南部の磁気異常

　図2を見ると房総半島南部や三浦半島にも磁気異常が認
められる．森尻・富士原（1990）は房総半島南部の地上磁
気探査を実施して，蛇紋岩類で特徴づけられる嶺岡帯（M）
に対応する磁気異常の分布を求めているが，空中磁気探査

の結果では，磁気異常の振幅が数百nTと図2の西部の火山
に伴う磁気異常と比較すると小さい．磁化層の厚さが小さ

いためと推定される．また，図4に房総半島南部を拡大し
て示したが，振幅が同程度の磁気異常帯がいくつか主とし

て東西方向に伸びていて，嶺岡帯の異常が特に大振幅とい

うことでもなさそうに見える．なお，房総半島の中央（東

経139°57′付近）で西側からの磁気異常が東側に繋がらな
いように見えるが，これは，西側の探査データの飛行高度

1500 ftに対し，東側はNEDOによる探査データで飛行高度
が4500 ftと高く，磁化している岩体からより遠いので短波
長の異常の振幅が減衰し見えにくくなっているためと推測

される．

図3．火山の磁気異常のモデル．
破線で示した半径5 kmの円の範囲に，観測高度から下方に頂部
が500 m，底部が4000 mの円錐とその下にさらに5500 mまでの
円柱からなる円錐台を考え，その部分の磁化の帯磁率を0.05 SI
として磁気異常を計算した．縦軸・横軸のスケールの単位は
km，コンターの単位はnT．

図4．房総半島南部から三浦半島にかけての磁気異常．
10 nT間隔のコンターで示した．Mは嶺岡帯．太線は海岸線．
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3.3　負の磁気異常帯

　火成岩体に伴う異常とともに図2で目立つのは，丹沢山
地の北側から三浦半島を通って房総半島南部へと伸びる負

の異常帯である．幅50 km程度，振幅100-200 nT程度の長波
長の負異常帯で，深部の構造を反映していると考えられ

る．これは恐らく沈み込んでいるフィリピン海プレートの

北端部に伴う磁気異常ではないだろうか．この付近のフィ

リピン海プレートは伊豆小笠原の島弧火山活動により地殻

が厚くなっていて磁化している部分の厚さも厚くなってい

ると推定される．図5に単純化したモデル計算の結果を示
した．観測高度の下方10 kmから20 kmまでの厚さ10 kmの
破線で囲まれた範囲に磁化した板状の岩体があるとした場

合の磁気異常分布を示したものであるが，板の北の端に

沿って負の異常が認められる．帯磁率0.05 SIの誘導磁化の
モデルを考えたが，同じ大きさ・方向を持つ自然残留磁化

の可能性もある．実際には，フィリピン海プレートは北方

へ傾斜していて，もっと先まで沈み込んでいる．図2には，
Sato et al.（2005）による反射法地震探査で求めたフィリピ
ン海プレート上面の15 km等深度線も示したが，ほぼこの

負異常帯の中心付近に対応している．フィリピン海プレー

トの上面の深度については地震波トモグラフィーを用いた

方法（広瀬ほか，2008）等，他の方法でも求められているが，
おおよそこの程度の深度が求まっているようである．数十

kmの深さまで沈み込んでいるが，深度が深くなるとその
磁気異常に対する影響は急速に減衰し，観測にかからない

くらい小さくなってくると推定される．こうした影響を考

慮すると，15 km等深度線付近を北端とする上のような磁
化モデルで磁気異常が近似できるのではないだろうか．詳

しく検討するには現実にもっと近いモデル計算が必要であ

るが，定性的にはこうしたモデルで説明できることが示唆

される．

4．終わりに

　南関東地域を例にとり日本の空中磁気異常データの紹介

をしてきた．地学的現象と関係した事柄がまだ色々埋もれ

ているのではないかと思われる．関心を持っていただい

て，利用していただければ幸いです．

図5．フィリピン海プレート北端部の磁気異常のモデル．
観測高度の下方10 kmから20 kmの範囲の破線で囲まれた部分に帯磁率0.05 SI をもつ磁
化した岩体が存在するとした場合の磁気異常．縦軸横軸のスケールの単位はkm，コン
ターの単位はnT．
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