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８．研究実績報告（成果）（別紙にて約 1,000 字 A4 版（縦長）横書）
この特定共同利用研究では，2004 年に噴火した浅間山において，電磁気学的手法を用い
た構造探査を実施した．実施した構造探査は，ヘリコプターを用いた空中磁気測量と MT，
AMT 観測による地下比抵抗構造の探査である．この構造探査実験のうち，全国の大学の研
究者のうち，噴火予知経費で賄えなかった参加者の旅費，消耗品費等に研究費を利用した．
それぞれの探査で明らかになった点を以下に述べる．

[1] 空中磁気測量
ヘリコプターを用いて，浅間山周辺広域および山頂域の空中磁気測量を行った．図 1 に
推定された磁化構造を示す．黒斑山，石尊山などの山体で高磁化が見られた他，前掛山～
仏岩，山頂北側～鬼押し出しにかけて溶岩流に対応するとみられる高磁化領域が存在する．
一方，浅間山頂火口周辺は弱磁化となっており，このことは山頂直下の熱消磁を示唆して
いるのかもしれない．

図１：空中磁気測量解析より推定された，浅間山周辺の磁化分布．
[２] MT・AMT 法比抵抗探査
浅間山山頂域および周辺域において MT・AMT 観測を行った（図２）
．広域的には，ご
く表層（深さ数１００ｍ）では東側が低比抵抗，西側が高比抵抗であり，深さ数ｋｍでは
東側が高比抵抗，西側が低比抵抗の東西コントラストが見られた（図３）．これは活動年代
の異なる新旧山体構造の違いによるものと考えられる．

AMT 南北（小浅間）測線（ＭＴデータも併用）では，北側深さ数 km に低比抵抗領域が
見られた（図４）．この付近では 1600m ボーリングによる比較的高温（74℃）の温泉があ
り，このことを考慮すると，この低比抵抗領域は，その熱水系もしくはそれによる変質体
による可能性がある．
AMT 南北（湯の平）測線でも，北側深部に顕著な低比抵抗域がみられた他，深さ 1km
程度に低比抵抗層が見られる．ただし，山頂西側に相当する領域は，比抵抗がその周りに
比べるとむしろ高い傾向にあることがわかる（図５）．このことは AMT 東西測線（図６）
でも認められる．東西測線では山頂直下に低比抵抗領域がみられると同時に，自然電位も
急激に高くなっているのがわかる．山頂直下に熱水対流系が存在することを示唆するのか
もしれない．
MT 測線でも，先の AMT 解析結果と同様，深さ数 km に低比抵抗層が存在するが，や
はり山頂西側では比抵抗がむしろ高くなっている（図７）
．火砕流堆積物によるのかもしれ
ない．また，その下深さ 10km 程度には顕著な低比抵抗体が存在する．この領域は 2004
年噴火のダイク貫入域(青木他,2005)直下に相当するため，この領域が貫入マグマのソース
であった可能性もある．
以上で，現在までの解析状況を報告するとともに，さらに詳細な解析および必要に応じ
て補足観測を今後行っていく予定である．

図２：MT・AMT 観測点配置，および解析測線図．

図 3：determinant MT レスポンスによる見かけ比抵抗のコンターマップ．左からそれぞれ
周波数 100Hz, 10Hz, 1Hz の解析結果．

図４：AMT 南北（小浅間）測線の MT2 次元解析結果．

図 5：AMT 南北（湯の平）測線の MT2 次元解析の暫定的結果（TM モードのみ使用）．単
位は logΩm．

図６：AMT 東西測線の自然電位分布（上）と MT2 次元解析結果（下）
．

