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が急激に強くなることもあります。こう
した変化によって海中や地面のなかに
電流が発生するわけです。海底電位差磁
力計は、この地球を流れている微弱な電

研究者に聞く

流の電位差（電場）を測ることができま
す。さらに、どれくらい地磁気のエネル
ギーが入ってきているのかを知るため
に、磁力計も含まれています。電位差計
と磁力計がセットされている、ですから
電位差磁力計と呼んでいます。
BE 深さはどの程度まで測れるのですか。
後藤

現在、私たちは、調べたい深さに

応じて装置を使い分けていまして、浅い
ところ用は深さ15kmくらいまで、深い
ところ用は数十kmから500kmくらい
までですね。長期間かけてできるだけ

投入前に船上で海底電位差磁力計の調整を行う

ゆっくりとした変化を追えば、より深い

電磁気による地下構造の
解析技術を確立し
地球内部の仕組みを
明らかにしていきたい
ごとう ただのり

後藤忠徳 研究員
深海研究部
地球の内部構造を解明するために、様々な手法が研究されている。なかでも地震波による構造探査

だけでなく、地震波を使った調査や熱の

ところまでわかります。

電磁波によって地球の内部構造を明ら

調査、重力の調査などと比較して、電気

BE

かにするという手法について、分かりや

を伝わりやすくしている原因が何かを導

OBEMを使った調査を行ったのですか。

すく説明していただきたいのですが。

き出すわけです。重要なのは、地下の情

後藤

後藤

報を比較的高い精度（分解能）で調査し

ってきましたが、私自身が取り組んでい

ージしにくいし、分かりづらいですよね。

たいというときに使えるのは、地震波と

る代表的な海域は3つほどあります。ひ

地震波の観測では、地震の波が地中を

電磁波の2つしかないということです。

とつは太平洋プレートが沈み込んでい

伝わるときに、各地層で反射したり屈折

BE

る三陸沖、もうひとつはフィリピン海プ

したりする、その波を地震計でとらえる

は、どのようにして調べるのですか。

レートが沈み込んでいる南海トラフ。そ

わけですね。実は電気の波にも同じよ

後藤

海 洋 で は 、海 底 電 位 差 磁 力 計

してもうひとつは、やはりプレートの沈

うな性質があります。もちろん、跳ね返

（OBEM）というものを使います。特徴

み込み帯であるマリアナ海域です。三

るパターンや、その伝わり方は地震波と

的なのは、十字の腕です。この腕の先に

陸沖と南海トラフは、ともに日本近海で

だいぶ違うのですが。たとえば、地面の

電極がついています。一般に電圧や電

すが、プレートの沈み込みの角度やプレ

内部を伝わるときに、特に電気の伝わ

流を測るときに、テスターという機器を

ートの年代なども異なり、地震のおき方

りやすい層があります。

使いますよね。その赤と黒の棒と同じも

も違います。地下構造もまったく違うと

その層がどれくらいの深さのどの位置

のが腕の両端についていると考えてくだ

いわれています。一方のマリアナ海域

にあるかをとらえることができます。地

さい。これでどの

下の浅いところであれば、電気を通しや

方向からどのくら

すいのは水を含んでいるもの、たとえば

いの電気が流れ

堆積物、これは電気を伝えやすいものの

ているかを測る

代表です。また、深いところであれば温

ことができます。

度の高いもの、たとえばマグマや岩石の

もし 地 球 の 地 磁

確かに、電磁波といわれてもイメ

この電気の伝わりやすさというの

気が一定であれ

を通しやすい鉱物などにも敏感です。で

ば何もおきませ

すから、浅い場所を調査する場合は水に

んが、実際はいろ

着目することになり、深さ100kmを超

いろと変化してい

うした地球電磁気学の研究だ。海中に設置した海底電位差磁力計によって、地球の地磁気の変化に

えるような深いところでは、水よりもむ

ます。ときには地

よって生まれる微細な電位差（電場）を観測し、これを解析することによってプレート沈み込み帯な

しろ温度に注目することになります。も

磁気嵐というもの

どの地下構造を明らかにする研究を行っている後藤研究員にお話をうかがった。

ちろん、最終的には電気の伝わりやすさ

もあって、地磁気

解析だ。これは電磁波が地球内部を伝わる際の伝わり方、つまり電気伝導度の違いによって、その
構造を理解しようというもの。海洋科学技術センターで後藤忠徳研究員が取り組んでいるのが、こ
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一部が溶けたものです。ほかには、電気

はよく知られるが、いま新たな手法として研究が進められているのが、電磁気を活用した地下構造
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Blue Earth編集部（以下BE） まず、

こ れ ま で、ど ん な 海 域 で、こ の

日本周辺のいろいろな海域で行
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海底電位差磁力計（OBEM）の構成

海と地球の情報誌

19

Japan Marine Science and Technology Center

■ Interview 研究者に聞く
一般的になってきました。しかし、残念

陸上では、人の生活圏には人工の電気が
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流れていますので、山の奥へ入っていか
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れからという状況で、OBEMの数もまだ
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まだ少ないですね。現在、私たちが行っ
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なければなりません。電車や電線、それ
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に電話線もだめです。ですから、そのこ
ろは山歩きばかりしていました（笑）
。ま
た、観測装置はだいぶコンパクトになっ

を使った調査が行われるようになったの
40Ă

岩手県

に簡単な解析も行われてきましたが、
かつては「大陸のような構造のシンプル

39Ă
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な場所でなら使えるが、日本列島のよ

142Ă

発と、コンピュータの進歩によって複雑

ほどの平地が必要です。山奥で平坦な土
地というのはなかなかないんです。調査
に適した場所を探すだけでも一苦労。

144Ă

またそこへ行くのも一苦労でした。海で
145Ă

はそうした大変さはありませんが、やは

2000年6月に行った日本海溝電磁気観測の観測点
（●印に海底電位差磁力計を設置）

うな構造が複雑な場所では難しい」とい
われていました。しかし、観測装置の開

143Ă

ていますが、調査を行うには30m四方

0m

くから行われていました。それをもと

海底電位差磁力計10 台による
地下電気伝導度調査
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も、わずか10年ほど前からです。

西

未固結の堆積層

海底観測点

り、海には海の難しさがあります（笑）
。

(日本列島)

BE

東

日本海溝

(太平洋)

これからさらに研究を進めていか

れるなかで、最も関心を持っておられる

0

のはどのようなことですか。

代には地震学者等も大きな関心を寄せ
始めました。さらに、ここ10〜15年の
技術的な進歩は非常に目覚しいものが
あります。特に陸上では解析技術が進

深さ（km）

な計算もできるようになり、1980年

後藤 電磁気か地震波かといった手法へ

三陸はるか沖
地震の
余震活動
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のこだわりを超えて、この地球の内部で
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み、海洋でも優れた観測装置が開発さ

船上で機器の調整を行う後藤研究員

れています。現在は、陸上で開発された
の沈みこみ帯も大きく違っていますの

今後の成果が期待される

解析技術を、海洋分野に応用しようとし

で、これらを比較検討していきたいと考

電磁気を活用した調査

ている状況です。

えています。プレートの沈み込み帯は、

BE 電磁気による地下構造の解析や探査

BE 今後、この電磁気を利用する手法は、

様々なものが生まれ、大きく変化する場

の研究は、どのくらい進んでいるのですか。

どのように活用されていくとお考えですか。

所です。地震がおきたり、火山が生まれ

後藤 地震波による構造探査は、以前か

後藤

たり、あるいは日本海のように海までも

ら行われていて研究も進み、観測機器も

き、地震波のスピードを左右するものは

が生まれます。しかし、プレートはどん

普及し、現在では人工地震による調査も

何かというと、温度と水です。水といっ

たとえば、マントルを調査すると

何がおきているのかを知りたいというの

太平洋プレート
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が私の気持ちです。どのようにして地震
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がおきるのか、どうしてプレート沈み込
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み帯で火山が噴火し、山ができたり、海

10 4

ができたりするのか、プレートは沈み込

日本海溝陸側斜面の地下比抵抗構造モデル。微小な地震活動（東北大学に
よる）がもっとも活発な水平距離40〜60kmの地域は、周辺よりも電気が
通りにくい（青色）。つまり、この地域では太平洋プレートとともに沈み込
んだ柔らかい堆積物から水が絞り出されて、堆積物が地震をおこすことが
できるくらい固くなったと考えられる。このような沈み込むプレート内の
水の分布と地震発生の関連を示した研究例は、世界でもまだ例を見ない

んだ後にどうなっていくのか。まだまだ
分かっていないことがたくさんあります。
データはまだ非常に少なく、どこまで正
しいのかさえ確かではありません。それ
を明らかにしていきたいと思います。ど

ても、マントルの高温高圧の世界では液

BE

地震波だけでは見えなかったもの

うしても、研究者は自分の研究分野を中

どん沈み込んでいってしまいますから、

体の水がそのまま存在しているわけで

が、電磁気によって見えるようになる可

心に仕事をしますし、私自身もそのスタ

直接物質を採取することは難しい。こう

はありませんが、ここでは一応、水とい

能性があるということですね。

イルは変わらないと思いますが、ただ、

いった場所の構造をどのように調べる

っておきましょう。一方の電気の流れも

後藤

これまでの地震波による調査によ

それだけに終始するのではなく、その先

かは大きな問題です。

熱と水に左右されるのです。お互いに、

って、おそらくここは熱であろうと推察さ

にあるものを見越しながら、いまの研究

物質が取れないわけですから、それ以

熱と水に関する何らかの情報を持って

れていたところに、電磁気という異なった

を進めていきたいと考えています。

外の方法で探っていかなければなりま

いるわけです。これから研究が進んでい

角度から光を当てることによって、これま

せん。そこで、私の場合は、地中を通っ

けば、片方だけでは温度と水のどちら

で見えなかった水の存在が見えてくるかも

ていくことができる電磁波を利用して、

が原因で変化が出たのか分からない場

しれません。もちろん、実際に穴を掘って

これで得られる情報やイメージによっ

合も、地震波と電磁気を両方結びつけ

確認すれば確かなことが分かるのですが、

て、その構造を明らかにしていこうとし

ることによって、
「温度がこれくらいで、

そう簡単にどこでも掘削できるわけでは

ているわけです。確かに、実際に物質を

水がこのくらい含まれているために、こ

ありませんから、電磁気による探査も非常

手に入れることができれば顕微鏡スケ

うした変化が出た」ということが分かる

に重要な役割を果たすと考えています。

ールで解析できますが、電磁波では頑

ようになるのではないかと考えていま

BE

張っても100mくらいのスケールです。

す。マントルの流動には温度と水の存在

から取り組んでこられたのですか。

それでも、この電磁波によって得られる

が大きく関わっていますので、そのどち

後藤 ええ。学生のころはずっと陸上の

情報やイメージは非常に貴重であると

らがどの程度ずつ影響しているかを理

調査をやってきました。私自身が海洋で

解することは非常に重要なことです。

行うようになったのはここ5年ほどです。
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電磁気を使った調査は、学生時代
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