
3 － 4　関東地方の地殻変動
Crustal Movement in the Kanto District

国土地理院
Geographical Survey Institute

　第 1 図，第 2 図は八溝地方の一次基準点測量結果，第 3 図，第 4 図は茨城県南西部地方の一

次基準点測量結果である。それぞれ網の形が異なるのは，この地域の第 1 回目の一次基準点測

量が多角測量方式で行われている為である。第 3 図，第 4 図の筑波研究学園都市付近にみられ

るやや大きな歪は，移転改埋及び三角網の形の悪さによるものと思われる。

　第 5 図～第 8 図は霞が関，新宿，小平及び鹿野山における首都圏精密変歪測量結果である。

何れも顕著な変動はみられない。

　第 9 図は首都圏精密基盤傾動測量結果で，1986 年～ 1984 年間の上下変動を示している。全

体的に沈降傾向で，浦和付近の沈降量は大きい。

　第 10 図～第 15 図は水準測量結果である。第 10 図は水準原点から千葉原点までの上下変動で，

千葉原点側が相対的に沈下している。この様な変動はしばしばあらわれるが，原因はよく判っ

ていない。第 13 図の水準原点～藤沢間の上下変動にみられる川崎市付近の異常変動は付近の

工事によるものと思われる。第 15 図は三浦半島西海岸沿いの上下変動であるが，季節的変動

がみられる。

　第 16 図は房総半島の布良，勝浦験潮場間の月平均潮位差である。
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第 1 図　八溝地方の水平歪（1）1986（一次網 2 回目）－ 1979 ～ 1980（一次網 1 回目）
Fig. 1　Horizontal strain in the Yamizo district （1） 1986 － 1979 ～ 1980.
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第２図　八溝地方の水平歪（2）　1986（一次網 2 回目）－ 1901 ～ 1910（明治）。

Fig. 2　Horizontal strain in the Yamizo district （2） 1986 － 1901 ～ 1910.
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第 3 図　茨城県南西部の水平歪（1）1986（一次網 2 回目）－ 1979（一次網 1 回目）

Fig. 3　Horizontal strain in the Southwestern part of Ibaraki Pref. （1） 1986 － 1979.
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第 4 図　茨城県南西部の水平歪（2）1986（一次網 2 回目）－ 1899 ～ 1901（明治）

Fig. 4　Horizontal strain in the Southwestern part of Ibaraki Pref. （2） 1986 － 1899 ～ 1901.
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第 5 図　霞が関精密変歪測量結果
Fig. 5　Results of precise distance measurements at the Kasumigaseki Radial Baselines.
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第 6 図　新宿精密変歪測量結果
Fig. 6　Results of precise distance measurements at the Shinjuku Radial Baselines.
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第 7 図　小平精密変歪測量結果
Fig. 7　Results of precise distance measurements at the Kodaira Radial Baselines.
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第 8 図　鹿野山精密変歪測量結果
Fig. 8　Results of precise distance measurements at the Kanouzan Mt. Radial Baselines.
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第 9 図　首都圏精密基盤傾動測量結果
Fig. 9　Results of precise leveling in the Metropolitan Area 1986 Jun. － 1984 Jun.

―175―



第 10 図　水準原点（甲）～千葉原点間の上下変動
Fig. 10　Level changes along the route from Datum to Chiba Datum.
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第 11 図　水準原点～大宮～野田～船橋間の上下変動
Fig. 11　Level changes along the route from Datum to Funabashi via. Omiya and Noda.
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第 12 図　館山～勝浦間の上下変動
Fig. 12　Level changes along the route from Tateyama to Katsuura.
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第 13 図　水準原点～藤沢間の上下変動
Fig. 13　Level changes along the route from Datum to Fujisawa.
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第 14 図　三浦半島東岸の上下変動
Fig. 14　Level changes along the east coast of the Miura Peninsula.
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第 15 図　三浦半島西岸の上下変動
Fig. 15　Level changes along the west coast of the Miura Peninsula.
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第 16 図　布良・勝浦験潮場の月平均潮位及び潮位差
Fig. 16　Monthly mean sea levels at the Mera and the Katsuura tide stations， and difference in monthly mean sea level between them.
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