
○2011年度第 1回雑誌会 
日時 5月 9日（月）15:00-16:30 
場所 4号館 207講義室 

-------------------------------------------------------------------------------- 

発表者：和田直人 
題名：Dynamic source modeling of the 1978 and 2005 Miyagi-oki earthquakes: 

Interpretation of fracture energy 
著者：Takeshi Kimura, Kazuki Koketsu, Hiroe Miyake, Changjiang Wu, and Takashi 

Miyatake 
雑誌：JOURNAL IF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 115, B08302 
要旨：筆者らは、宮城沖の同じプレート境界で発生したがマグニチュードの異なる 1978年

と 2005年のイベントについて、dynamicな破壊モデルを作成した。モデル作成に際
しては、別の研究で得られた kinematicな震源モデルのスリップ分布と破壊速度を満
足するようにした。これら二つの dynamicな震源パラメータを比較することで、同
じ断層面上での異なる地震について破壊の特徴を考えることができる。特に、ストレ

スドロップと fracture energyに 着目した。二つの地震のストレスドロップは断層面
全体、及び両地震で破壊したアスペリティにおいて、最大値も平均値もほぼ同じであ

った。一方、fracture energyについてはマグニチュードの大きかった 1978年のイ
ベントの方が断層面全体、及び両地震で破壊したアスペリティにおいて 2005年のイ
ベントより大きかった。この結果は、fracture energyと地震モーメントについての
過去の研究と調和的で あった。また、fractureenergyについて他の内陸地震と比較
したところ、宮城沖でのイベントの方が小さいことがわかった。これは、内陸の浅い

地震とプレート境界の地震のテクトニック条件が異なることが原因と考えられる。 
-------------------------------------------------------------------------------- 

発表者：谷岡勇市郎 
題名：Historical seismograms for unraveling a mysterious earthquake: The 1907 

Sumatra earthquake 
著者：Hiroo Kanamori, Luis Rivera, and William H. K. Lee 
雑誌：Geophysical Journal International, 183, 358-374, 2010 
要旨：地震学の歴史 は短く、地震計が使われ出して 100年余り、性能 の良い地震計が使

われ出して 50年程度だ。そのような状況で古い地震の地震波形記録の重要性が増し
ている。なぜなら過去に多くの奇妙な地震が発生しているのは知られているにもかか

わ らず、その地震学的性質は良く分かっていない。1907年スマトラ地 震（M7.6）
もその一つである。Gutenberg and Richterはこの地震を スンダ孤のアウターライ
ズに震源決定した。この地震はマグニチュードの割に非常に大きな津波を発生させた

と記録されており、津波の影響は スマトラ島沿岸 950㎞にも及んだ とされている。



この論文では古い地震波形記録をもう一度詳しく調査した。まずＰ波の到着時刻は観

測と計算の差が非常に大きく-30秒から 30秒にも達して いた。S-Pの震源再計算か
ら震源の決定誤差は少なくとも 1°（110㎞程度）はあ ることが分かった。さらに大
森式地震計記録（大阪、水沢、東京）とWiechert地震計の２波形記録を解析に用い
た。その時、広帯域地震計による観測波形記録がある 2002年、2008年及び 2つの
2010年スマトラ地震を比較に用いた。大森式地震計に記録されたレリー波の振幅か 
らマグニチュードを約 7.8（7.5-8.0）と推定した。２つのWiechert地震計に記録 さ
れた SH波形の解析は 1907年の地震が低角逆断層型で深さが 30ｋｍ程度と浅いこと
を示した。これらの結果から、1907年の地震は沈みこみ帯のプレート境界で発生し、
海溝側の堆積物の多い場所に 破壊がゆっくりと進み、津波が大きくなったと思われ
る。さらに本論文は古い地震波形記録の保存の重要性をあらためて示すものである。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

発表者：Purna Sulastya Putra 
題名：Expanding the proxy toolkit to help identify past events － Lessons from the 2004 

Indian Ocean Tsunami and the 2009 South Pacific Tsunami 
著者：Catherine Chagué-Goff, Jean-Luc Schneider, James R Goff, Dale Dominey-Howes, 

Luke Strotz 
雑誌：Earth Science Reviews (2011), doi: 10.1016/j.earscirev.2011.03.007 
要旨：Some of the proxies used to identify palaeotsunamis are reviewed in light of new 

findings following the 2004 Indian Ocean Tsunami and the 2009 South Pacific 
Tsunami, and a revised toolkit provided. The new application of anisotropy of 
magnetic susceptibility (AMS) to the study of tsunami deposits and its usefulness 
to determine the hydrodynamic conditions during the emplacement of tsunami 
sequences, together with data from grain size analysis, are presented. The value 
of chemical proxies as indicators of saltwater inundation, associated marine shell 
and/or coral, high-energy depositional environment, and possible contamination, 
is demonstrated and issues of preservation addressed. We also provide new 
findings from detailed studies of heavy minerals. New information gathered 
during the UNESCO-International Oceanographic Commission (IOC) 
International Tsunami Survey of fine onshore sediments following the 2009 South 
Pacific Tsunami is presented, and includes grain size, chemical, diatom and 
foraminifera data. The tsunami deposit varied, ranging from fining-upward sand 
layers to thin sand layers overlain by a thick layer of organic debris and/or a mud 
cap. Grain size characteristics, chemical data and microfossil assemblages provide 
evidence for marine inundation from near shore, and changes in flow dynamics 
during the tsunami. 



○2011 年度第 2 回雑誌会 
日時 5 月 16 日（月）15:00-16:30 
場所 4 号館 207 講義室 
 

 
発表者：Sabry Abdallah 
題名：Monitoring freshwater-seawater interface dynamics with audiomagnetotelluric  

data 
著者：Ester Falg&szlig;&Ocirc;*, Juanjo Ledo, Alex Marcuello and Pilar Queralt  

Departament de Geodin&szlig;&Icirc;ica i Geof&ugrave;&Ocirc;ica, Universitat  
de Barcelona, C/Mart i Franqu&iuml;&Ocirc; s/n, Barcelona 08028, Spain 

雑誌：Near Surface Geophysics, 2009, 391-399 

要旨：Saltwater intrusion is one of the main environmental concerns within coastal  
aquifers. In this study the Authors, test the audiomagnetotelluric (AMT) method  
as a technique that can detect changes in electrical resistivity as a result of  
seasonal groundwater salinity changes. AMT is a frequency domain  
electromagnetic induction technique ideally suited for hydrogeophysical  
investigations at the basin scale, specifically in low resistivity environments such  
as saltwater encroachments areas. Authors present numerical seawater intrusion  
models to explore the effects of saline content variability on the model resolution.  
Survey data were also acquired during a long-term AMT monitoring experiment  
in a natural condition aquifer system and these results were compared to the  
numerical modelling results. The aquifer system is located in the deltaic zone of  
the Tordera River (north-eastern of Iberian Peninsula), where a main  
paleochannel that works as a seawater intrusion path was already identified in  
previous studies. Every four months, between 2004 and 2006, seven AMT  
soundings were recorded along a 1700 m long profile over the paleochannel. The  
final models reveal dynamic changes in the seawater-freshwater interface that  
correspond directly with the hydrologic state of the aquifer system. 

 

 
発表者：橋本武志 
題名： Tsunami signals from the 2006 and 2007 Kuril earthquakes detected at a 

seafloor geomagnetic observatory 
著者：H. Toh, K. Satake, Y. Hamano, Y. Fujii, and T. Goto 
雑誌：JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 116, B02104,  



doi:10.1029/2010JB007873, 2011 
要旨：北太平洋の海底電磁場観測ステーションにおいて，2006 年と 2007 年の Kuril 地

震による津波の通過に伴う電場と磁場変動が検出された．大スケールの海水運動に伴

う電磁誘導は，Sanford (1971)  によって定式化されており，比較的古くから予見され
ていた現象ではあるが，これまでは海底ケーブルの電位差測定による海流の観測に力

が注がれてきた．本研究は，海底電磁場観測ステーションでこの種の電磁誘導現象を

報告した初めての事例である．この手法の特長は，１箇所の観測点における水平２成

分電場と３成分磁場の変動から，津波の伝播方向と海水の動きが推定できることであ

る．特に，磁場の鉛直成分変動は，bipolar の変化を示し，津波の到達よりも 1/4 周
期先に最初のピークが表れるため，早期警報の見地から有用であると考えられる． 
両イベントは，断層メカニズムの違いを反映して，津波の第１波のセンスが逆であっ

た．また，2007 年のイベントでは，2006 年に比べて波長が短かったことを反映して，
より強く分散性が表れている．これらの特徴は電磁場変動にも明瞭に表れている． 

 

 
発表者：山田卓司 
題名：Hierarchical asperity model for multiscale characteristic earthquakes: A  

numerical study for the off-Kamaishi earthquake sequence in the NE Japan  
subduction zone 

著者：Hori, T., and S. Miyazaki 
雑誌：Geophys. Res. Lett., 37, L10304,doi:10.1029/2010GL042669, 2010. 
要旨：岩手県釜石沖では、マグニチュード(M)5 程度の地震が約 5.5 年ごとに起きている

ことが知られていました（Matsuzawa et al., 2002）。また、次の M5 地震の発生が近
づくと、その震源域付近で小さな地震が増えることも明らかになって来ていました

（Uchida et al., 2007）。本論文では、地震時に大滑りを起こす領域が階層的に存在し
ている断層モデルを用いると、これらの観測事実がよく説明できることを示していま

す。発表では、本論文を読むために必要な摩擦構成則について簡単に触れるとともに、

この「階層アスペリティモデル」が他の先行研究結果とも調和的であることを説明し

ます。さらに、今年 3 月に本論文の研究対象地域を含んだ M9 地震が起きたという
事実は、我々が考えていた「M~8 アスペリティ」の周りにもう一段階大きい「M9 ア
スペリティ」があったという作業仮説で説明できないのか、考察する予定です。 

 
Matsuzawa et al. (2002) reported that M5 earthquakes have repeatedly occurred off 
the coast of Kamaishi city, Iwate Pref. with every ~5.5 years. Uchida et al. (2007) 
pointed out that the seismicity around the M5 earthquake tends to become higher 
in the latter half of the recurrence cycle. The authors introduced a hierarchical 



asperity model and successfully reproduced these observed facts. I will briefly go 
through the constitutive law for better readership of this paper in my presentation. 
I will then comment on the validity of the hierarchical asperity model and discuss 
what this model suggests by taking into account the fact that the M9 gigantic 
earthquake took place there. 



○2011 年度第 3 回雑誌会 

日時 5 月 30 日（月）15:00-15:30 

場所 4 号館 207 講義室 

 

 

発表者：勝俣 啓 

題名：Detecting aseismic strain transients from seismicity data 

著者：A. L. Llenos and J. J. McGuire 

雑誌：J. Geophys. Res., doi:10.1029/2010JB007537, in press.(accepted 22 March 2011) 

 

要旨：地震活動度の変化からスロースリップイベント（SSE）を検出しようとした論文． 

地震活動度の変化を記述する ETAS モデルと応力変化による地震活動度変化を記述する 

Dieterich モデルを組み合わせて，地震活動度変化から応力変化を計算する新しい手法を 

開発した．その手法を実際の地震カタログに適用して SSE を検出した．地震活動から検出 

された SSE は測地学的に検出された SSE と調和的であった． 

測地学的手法で検出が困難な SSE でも地震活動データがあれば検出可能になるという 

長所がある． 

 



○2011 年度第 4 回雑誌会 
日時 6 月 6 日（月）15:00-16:00 
場所 4 号館 207 講義室 

 発表者：森 貴章、高橋 浩晃 

 

 

発表者：森 貴章 

題名：Modelling the lava dome extruded at Soufriere Hills Volcano, Montserrat, August  
2005-May 2006 Part Ⅰ:Dome shape and internal structure 

著者：A.J. Hale, E.S. Calder, G. Wadge, S.C Loughlin, G.A Ryan 
雑誌：Journal of Volcanology and Geothermal Reserch 187 (2009) 53-68 
要旨： 

溶岩ドームの内部構造は，Core・Carapace・Talus の 3 つに分けられる．Core は，溶岩ドーム

の中心に位置する液相である．Carapace は，Core を覆っている固相である．Talus は，Carapace

が崩れることで，溶岩ドームの下側面に堆積した固相である．下からの新しい溶岩の供給により，

Core が Carapace を押し広げることで溶岩ドームは内生的に成長する． 

また，Core が Carapace を突き破り，表面に噴出することで溶岩ドームは外生的に成長する．

Finite Element Method を用いた内生的溶岩ドームの成長の計算モデル（Hale, 2008）から，溶

岩ドームの表面と Core-Talus 境界をモデル化した．モデルの結果，Core が Talus を越え，Talus

の上に Core が存在することがわかった．モデルを用いて，Soufriere Hills の溶岩ドームの観

測データと比較する．Soufriere Hills は，1995 年以降，度重なる噴火活動を行い，溶岩ドーム

の形成と崩壊を繰り返した．形成が始まった 2005 年 8 月 1日から崩壊が起こった 2006 年 5 月

20 日までの期間を 1つの溶岩ドームの成長期と考えた．この期間の溶岩ドームとモデルを比較

する．比較から，Soufriere Hills の溶岩ドームの特徴を考える．溶岩ドームの 3つの領域のモ

デルは，溶岩ドームの成長や崩壊の傾向を決めるのに役立つ．溶岩ドーム内部の Core が大きけ

れば大きいほど（溶岩ドームが大きい時，崩壊した時の火砕流のエネルギーはより大きくなる．

また，Talus の上に Core が存在する場合，溶岩ドームは，崩壊しやすく，激しい火砕流を起こ

す可能性がある．これらのことから，Core の大きさや Core-Talus 境界の位置に関する知識は，

危険予測に役立つだろう． 

 

 

 

 

 

 

 



発表者：高橋 浩晃 

題名：Earthquake recurrence and magnitude and seismic deformation of the northern  
Okhotsk plate, northeast Russia 

著者：D. Hindle and K. Mackey 
雑誌：J. Geophys. Res., 116, B02301, 2011 
要旨： 

観測データや歴史記録がほとんどない地域で今後起りうる地震の最大規模とその再来周期を

推定することは防災の見地からも重要である．この論文では，オホーツクプレート最北部の地域

での過去約 40 年の地震のデータから将来起こりうる地震像を推定することを試みている．拠る

ところはマグニチュード頻度の関係を表すいわゆる GR 式と，これまで発生した地震のモーメン

トより求まる或る領域での全体的なひずみ速度，および，或るテクトニックモデルから求まるひ

ずみ速度である．GR 式からは，ある大きさの地震の起こる間隔が推定できる．最大地震の大き

さはテクトニックなひずみ速度と GR から導かれる地震によるひずみ速度が同じに比率になると

ころから推定している． 

これらの手法を該当地域にあてはめた結果，この地域では Mw7.5 程度の地震が 100-350 年間隔

で発生する可能性があることが明らかとなった．また，地形学的に推定されるスリップレート等

との比較からは，独立したオホーツクプレートがあり，その相対運動はプレート境界での地震性

すべりでほぼ消費されているということらしい． 



○2011 年度第 5回雑誌会 

日時 6 月 13 日（月）15:00-16:00 

場所 4 号館 207 講義室 

 発表者：齋藤 悠、奥山 哲 

 

 

発表者：齋藤 悠 

題名：A Great Earthquake Rupture Across a Rapidly Evolving Three-Plate Boundary 
著者：Kevin P. Furlong, Thorne Lay, Charles J. Ammon 
雑誌：J 10.1126/science.1167476, 2009 
要旨： 

2007 年 4 月 1 日、モーメントマグニチュード 8.1 の大地震がソロモン諸島の沈み込み帯で起

こった。この地域はAustralia plate(AuP)とSolomon Sea－Woodlark Basin plate(SWP)がPacific 

plate(PaP)の下に沈み込む triple junction となっている。地震の周期の中で弾性的に起こる

変形は主に太平洋側の前弧が担っているようにみえる。2007 年の地震が起こるまで、この triple 

junction の地域では地震活動が少なく過去に大地震があったという記録もなかった。また、こ

の地域のリソスフェアは 50-300 万年前にできたもので、若くて熱いために大地震は引き起こさ

ないだろうと考えられていた。したがって、この地震を知ることで、極めて若い沈み込み帯の海

底のリソスフェアでも地震が生じる可能性、実在するプレート境界を越えて断層の破壊が起こる 

可能性、また複雑な地震時すべりが隆起や津波を起こす結果となることを考察できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



発表者：奥山 哲 

題名：Mapping Three-Dimensional Surface Deformation by Combining Multiple-Aperture 
Interferometry and Conventional Interferometry: 

      Application to the June 2007 Eruption of Kilauea Volcano, Hawaii 
著者：H.S.Jung, Z.Lu, J.S.Won, M.P.Poland, and A.Miklius 
雑誌：IEEE Geosci. Remote Sens. Lett. VOL.8, NO.1, Jan.2011 
要旨： 

LOS 搭載の Lバンド SAR により観測されたデータを用いた干渉画像から，キラウエア火山東リ

フトゾーン（ハワイ）における 2007 年 6 月 17-19 日に発生した貫入および小噴火イベントに伴

う 3次元地表変動を求めた．3次元変位を計算するため，通常の干渉 SAR と Multiple Aperture 

Inter-ferometry（MAI)をアセンディング，ディセンディングそれぞれ 1ペアずつに適用した． 

貫入と噴火に伴う最大変位は東西，南北，上下成分でそれぞれ 0.8m，2m，0.7m であると計算

された．干渉画像から計算された 3次元変位は近傍にある 24 点での GPS 観測の結果とよく一致

し，両者の RMS 誤差は東西，南北，上下成分でそれぞれ 1.6cm，3.6cm，2.1cm である．変動は主

に北北西-南南東方向であるため，南北成分の精度は MAI による結果を含めることで大幅に向上

した．通常の干渉 SAR と共に MAI を用いて 3次元変動を求めることでより高度なモデリングな可

能となり，それにより火山や地震のように地表変位を伴う現象についてより深く理解することが

可能となる． 

 



○2011 年度第 6回雑誌会 

日時 6 月 20 日（月）15:00-16:30 

場所 4 号館 207 講義室 

 発表者：田中 良、眞城 亮成、齋藤 佳佑 

 

 

発表者：田中 良 

題名：Controls on the explosivity of scoria cone eruptions:  
Magma segregation at conduit junctions. 

著者：L.Pioli, B.J.Azzopardi, K.V.Cashman 
雑誌：Journal of Volcanology and Geothermal Research 186(2009) 407-415 
要旨： 

Paricutin 火山のような scoria cone をもつ火山において、テフラを吹き出す爆発的噴火と溶

岩流を出す非爆発的噴火が別々の火道から同時に起こる場合がある。そこで scoria cone のな

かにＴ字路を想定し、そこを気液の２相をもつと仮定したマグマが通過するときにどのように分

離すれば同時に爆発的噴火と非爆発的噴火が現れるかをモデルを使って考える。モデルでは火道

の直径は火道方向に一様であり、時間によって変化しないこととし、液相と気相はＴ字路で独 

立に二つの火道に分かれることとする。 

それぞれの火道の流量と水平火道のガスの割合を調べるとそれは火道の形状と Mass Eruption 

Rates(ＭＥＲ)によって影響されることがわかる。そして、水平火道の直径が相対的に小さく、

ＭＥＲが 103~105kg/s のとき爆発的噴火と非爆発的噴火が同時に起こることがわかる。これは

Paricutin の観測結果からもいえることである。 
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発表者：眞城 亮成 

題名：GPS for real-time earthquake source determination and tsunami warning systems 
著者：Geoffrey Blewitt, William C. Hammond, Corne' Kreemer, Hans-Peter Plag,  

Seth Stein, Emile Okal 
雑誌：J Geod (2009) 83:335—343 
要旨： 

本論文では，GPS を用いてリアルタイムでの震源決定と津波警報システムの導入を検討する．

筆者らのアプローチは，震源パラメータのインバージョンの際に GPS 軌道情報誤差を考慮に入れ

つつ，大地震による GPS 観測点の永久変位をもとに行う．結論として，（１）GPS 観測点での永

久変位の分布様式，大きさ，時刻から震源パラメータを求め，海底の三次元変位を見積もる．そ

して，津波モデルの初期条件を推定する．（２）近地 GPS 観測点が十分に展開されるならば，リ

アルタイム歴と位置情報誤差による問題は本質的になくなる．現在の GPS ネットワークによって，

GPS 信号を容易に利用できるだろう． 

 

 

発表者：齋藤 佳佑 

題名：Recurrence behavior of short‐term slow slip and correlated nonvolcanic tremor 
episodes in western Shikoku, southwest Japan 

著者：Hitoshi Hirose and Kazushige Obara 
雑誌：J. Geophys. Res., 115,B00A21,2010 
要旨： 

防災科研 Hi-net の傾斜計のデータを用いて，四国西部における slow slip event（SSE）のす

べり量やすべり速度の分布を推定した．傾斜計のデータに time-dependent slip inversion 

method を適用することで，すべり量が推定できる．本研究では，2002 年から 2007 年までに 7

度発生した SSE を研究対象としている．それぞれの SSE について，そのすべり域はスラブの走向

方向（北東）に 10 km/day の速度で移動する．その累積すべり分布を表すコンターをそれぞれ比

較すると，全ての SSE で共有されている直径約 30 km のパッチの存在を示唆できる．SSE の繰り

返しはこのパッチによるものであると考えられる． 
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○2011 年度第 7回雑誌会 

日時 6 月 27 日（月）15:00-17:00 

場所 4 号館 207 講義室 

 発表者：増田 孔明、 星井 基希、福岡 光輝、 大園 真子 

 

 

発表者：増田 孔明 

題名：Monitoring of phreatic eruptions using Interferometry on Retrieved Cross-Correlation  
Function from Ambient Seismic Noise: Results from Mt.Ruapehu, New Zealand 

著者：A. Mordret, A.D. Jolly, Z. Duputel, N. Fournier 
雑誌：Jounal of Volcanology and Geothermal Research 191(2010)46-59 
要旨： 

Mt.Ruapehu はニュージーランドの北島でタウポ火山帯に位置している。最近では、1945、1969、

1975、1988、1995、1996、2006、2007 年に噴火した活発な火山である。筆者らは、背景雑微動

のデータを用い、地震波干渉法で、Mt.Ruapehu で起こる水蒸 

気爆発を調べた。発表では、地震波干渉法についてまず説明し、地震波干渉法の Mt.Ruapehu へ

の適用結果について話す。 

地震波干渉法を用いて 2006 年、2007 年噴火について調べたところ、2006 年噴火では噴火前に

地震波速度が小さくなる組み合わせがあったが、2007 年噴火では同じ場所でもそうはならなか

った。まず、2006 年噴火でも速度が小さくなった場所とそうでない場所があるのは噴火口から

の距離によると考えられる。次に、2006 年噴火と 2007 年噴火で同じ場所でも速度の変化の様子

が異なるのは、2006 年噴火は前に噴火してから 10 年の期間があったのに対し、2007 年噴火は 1

年の期間しかなかったことによると考えられる。つまり、2006 年噴火では、大量のマグマがマ

グマ溜りに貫入し、圧力が増加して cracks が開いて中にマグマやガスが入り込んだ結果として

地震波速度が小さくなったものと筆者らは考えている。 
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発表者：星井 基希 

題名：Global Positioning System detection and energy estimation of the ionospheric wave 
caused by the 13 July 2003 explosion of the Soufrier e Hills Volcano, Montserrat 

著者：Thomas Dautermann, Eric Calais, and Glen S. Mattioli 
雑誌：JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 114, B02202, 2009 
要旨： 

火山の爆発や浅発地震が、超低周波の速度で大気中を伝播する音波や重力波の引き金となるこ

とが知られている。それによって、電離圏高度では中性粒子と自由電子の結合が 2周波数 GPS

測定で検知可能な電子密度の変化を引き起こす。従来の研究では、地震や噴火により引き起こさ

れる音波について大気の擾乱の分散特性を無視してきたが、筆者はこれを考慮することにより、

高エネルギーのイベントや波源に近接したイベントにも適用でき、また観測上の波形とよく適合

する音波のモデリングを試みる。N波の圧力源を地表面で使用することで音波をモデル化し、中

性圧縮波の伝播に対し、レイトレーシングを行った。これにより全ての音エネルギーを保存して

いる間の大気の分散特性が説明される。また電磁流体力学の運動量方程式の有限差分解法を用い

ることで、中性速度からプラズマ速度を得て、電子密度の計算を行う。そして体積電荷密度に対

する連続方程式を、電子密度の変化を計算するために用いる。それらを衛星から受信機への視線

に沿って数値積分をし、同時に衛星の変位を説明する。具体例として、カリブ海で収集された

GPSデータを用いて2003年 7月13日にSoufriereHills Volcano (Montserrat, Lesser Antilles)

で発生した、大規模な火山噴火により引き起こされた電離圏擾乱を観察する。 
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発表者：福岡 光輝 

題名：A revised tsunami source model for the 1707 Hoei earthquake and simulation of 
tsunami inundation of Ryujin Lake,Kyushu, Japan 

著者：Takashi Furumura,Kentaro Imai, and Takuto Maeda 
雑誌：JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL.116, B02308, 2011 
要旨： 

宝永地震は関東から九州にまで被害が及んだ、日本史上最大規模の地震である。日本の GPS

である GEONET や九州の竜神湖での地質調査に基づいて、南海トラフで起こった 1707 年の宝永地

震のモデルを改正した。新しい宝永地震のソースモデルの破壊エリアは今まで認知されていた四

国の西端から 70km 離れた日向灘まで広がった。新しいモデルを用いた津波の数値シミュレーシ

ョンは四国の西端から九州までの太平洋岸で観測された高い津波を説明している。また、竜神湖

への津波のシミュレーションでは湖と海へとつながる水路での津波の流出入のスピードと津波

堆積物の関係をよく説明している。684 年の地震と 1361 年の地震と 1707 年の宝永地震では竜神

湖まで津波堆積物が届いているが、他の地震での津波ではそれは届いていない。この不規則な動

きは 100～150 年周期の南海トラフ地震に加えて、 

300～500 年周期の巨大地震のサイクルがあることを意味している。 

 

 

発表者：大園 真子 

題名：The mechanism of postseismic deformation triggered by the 2006-2007 great Kuril 
earthquakes 

著者：Kogan, M.G., N.F. Vasilenko, D.I. Frolov, J.T. Freymueller, G.M. Steblov, B.W. Levin, 
and A.S. Prytkov 

雑誌：Geophys. Res. Lett., 38, L06304, doi:10.1029/2011GL046855 (2011) 
要旨： 

Kuril subduction zone では，2006-2007 年の間に 2つの大きな地震(Mw>8)が発生した．1つ

目はプレート境界で発生した逆断層地震，2つ目はアウターライズのスラブ内で発生した正断層

地震だった．2006-2009 年の 2.7 年間に行った GPS による余効変動観測から，この余効変動の主

なシグナルは，アセノスフェアの粘弾性緩和によるものであることを示す．Maxwell 流体を仮定

すると，粘性係数を(5-10)×10^17Pa･s とした時に最も良く観測値を説明し，この大きさは，他

の沈み込み帯での推定よりも小さい．本研究結果は，最も重要なレオロジーのパラメータである

アセノスフェアの粘性係数が，沈み込み帯によって幅広く変化すること 

を示唆する． 
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○2011年度第 8 回雑誌会 

日時 7月 4日（月）15:00-16:30 

場所 4号館 207 講義室 

 発表者：Ghimire Subesh、小四郎丸 拓馬、大島 弘光 

 

 

発表者：Ghimire Subesh 
題名：Seasonal variation of seismicity and geodetic strain in the Himalaya induced by  

surface hydrology 
著者：Bettinelli, P. et al. 
雑誌：Earth and Planetary Science Letters, vol. 266, pages 332-344, 2008. 
要旨： 

One way to probe earthquake nucleation process and the relation between stress buildup 
and seismicity is to analyze the sensitivity of seismicity to stress perturbations. The authors 
report evidence for seasonal strain and stress (~2-4 kPa) variations in the Nepal Himalaya, 
induced by water storage variations which correlate with seasonal variation of seismicity. 
The seismicity rate is twice as high in the winter as in the summer, and correlates with 
stress rate variations. 
They infer ~10-20 kPa/yr interseismic stress buildup within the seismicity cluster along the 
High Himalaya front. Given the earth tides exert little influence on Himalayan seismicity, 
the correlated seasonal variation of stress and seismicity indicates that the duration of 
earthquake nucleation in the Himalaya is of the order of days to months, placing constraints 
on faults friction laws. The unusual sensitivity of seismicity to small stress changes in the 
Himalaya might be due to high pore pressure at seismogenic depth. 
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発表者：小四郎丸 拓馬 

題名：How much magma is required to rift a continent? 
著者：Robert W. Bialas, W. Roger Bucka and Ran Qin 
雑誌：Earth and Planetary Science Letters, Volume 292, Issues 1-2, 15 March 2010, 

Pages 68-78 
要旨： 

大陸リソスフェアにおけるリフトの拡大は、ダイク貫入の繰り返しによってリソスフェアが脆

弱化されることで助長されることが知られている。これは Buck.W.R(2005)によって既に研究さ

れており、ここではダイク直上でのリフト拡大速度に対するダイクの寄与率を M（＝０～１）で

表し、ダイク貫入によるリソスフェア弱体化の割合とリフト拡大の速度との関係性を示している。 

しかしこのモデルは、その地域での応力分布や、貫入させるダイクの大きさや弾性を考慮せず

M を機械的に仮定しシミュレーションしたものとなってしまっている。そこで、筆者らはまずリ

フト拡大に必要な力を「リソスフェアに働くテクトニクス性の張力」と「ダイク内マグマによる

拡張力」にわけ、ダイク内マグマによる拡張力をダイク内マグマの圧力から算出した。ダイク内

マグマの圧力はマグマ供給源での体積・圧力変動から求められる。これによりリソスフェア弱体

化の割合をマグマ供給の割合から数値的に導出できるようになり、ダイク内での物理も考えるこ

とができるようになった。さらに、Buck.W.R(2005)において考えられていなかったダイクの上下

端の位置と幅は、リソスフェア内でのマグマ供給によるダイク内部での圧力上昇と、地下深度に

よる圧力との平衡からそれぞれの数値を算出することが可能になった。 

 結局ここで筆者らが着目しているのは「リフトを開かせる力」と「マグマ供給の割合」、「リソ

スフェアの厚さ」の３つのパラメータであり、これらを変化させることによって各時間系列でリ

ソスフェア構造にどのような違いがみられるかをシミュレートした。また、リフトを開かせるの

に必要な力はリソスフェアが弱体化されていくことにより小さくなっていく。ここから、リフト

の拡大が大陸直下のマグマの力を借りたものから、テクトニクス性の力だけで進むようになるま

でに実際どれだけのマグマ供給が必要であるかを算出することができ、結果必要なマグマ供給量

はシミュレーションによってこれまでの研究で必要とされてきたマグマ供給量の約半分以下程

度であることが分かった。 
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発表者：大島 弘光 

題名：Influence of the fragmentation process on the dynamics of Vulcanian eruptions:  
An experimental approach． 

著者：M.A. Alatorre-Ibargu ̈engoitia, B.Scheu, D.B.Dingwell. 
雑誌：Earth and Planetary Science Letters 302 (2011) 51–59 
要旨： 

火山噴火を支配する要因の一つに火道を上昇する マグマの破砕過程がある。気泡を含んだマ

グマが十分に減圧すると、マグマの 破砕が始まり、この破砕は発泡マグマのなかを進行する。

定常プリニー式噴火では破砕の進行とマグマ供給が釣り合い、破砕過程を破砕条件に置き換えた

一次元定常流モデルはプリニー式噴火の特徴をよく説明する。一方、非定常なブルカノ式噴火に

ついては破砕で生じた固気混合物の膨張として扱われ、マグマ中を進行する破砕そのものが噴 

火に及ぼす影響は最近まで無視されてきた。 

 この研究ではブルカノ式噴火において破砕が噴火パラメタ（噴出速度や噴出密度）に及ぼす影

響を調べるために、実在の噴出物を試料として衝撃波管による常温下での破砕実験を行った。試

料の完全破砕と破砕で生じた固気混合物の噴出が起こる減圧量には、既に示されているように、

試料の完全破砕に費やされるための閾値が存在した。この閾値はサンプルによって異なるが、こ

の値を超えた減圧量に対する破砕速度—破砕面の進行速度—と破砕物の噴出速度は、破砕の影響を

考慮した一次元衝撃波管モデルから導かれる破砕速度と噴出速度と同様に対数関数的な変化を

示した。この一致は、理論モデルが予測する固気混合物の噴出速度が破砕速度に影響されること

や、噴出物の密度も破砕の影響を受けることを裏付ける。 

 この破砕の影響を取り込んだモデルはブルカノ式噴火のより現実的なモデルと言え，このモデ

ルをベースに、無視した運動量や熱エネルギー保存則の組み込み、高温試料の破砕実験や観測デ

ータとの比較など更に研究を進めることによってブルカノ式噴火に対する理解を深めることが 

できると考えられる。 
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○2011年度第 9回雑誌会 

日時 7月 11日（月）15:00-16:30 

場所 4号館 207講義室 

 発表者：原田 大介、 佐々木 智彦、中村 有吾 

 

 

発表者：原田 大介 

題名：Inflation‐deflation cycles revealed by tilt and seismic records at Stromboli volcano 
著者：Riccardo Genco and Maurizio Ripepe 
雑誌：GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 37, L12302, 

doi:10.1029/2010GL042925, 2010 
要旨： 

ストロンボリ火山の活動はガスのダイナミクスによって起こる。大量の揮発性物質がまず離溶

し、そして急激に解放される。その際 20-70m/sの排出速度で 100-300mの高さまで破砕した溶岩

を噴出する。この火道のプロセスは最終段階(爆発の 10秒前以内)にのみ VLPの地震活動として

発見され、そのとき上がってくるガスのスラグは火道の浅部(最後の 200-300m)と相互作用して

いる。著者らは、1Hzごとに高分解能(1nrad)の傾斜計に記録され、爆発過程の理解を広げた広

帯域地震計によって発見された、新しい地殻変動を提案する。地震計と傾斜計は、爆発過程は～

250sの長さの小さな(<100nrad)膨張と収縮のサイクルとして捉えられる永続的な地殻変動を伴

い、マグマ火道のガスの充填と放出の連続的な過程と関係している、ということを明らかにした。 
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発表者：佐々木 智彦 

題名：Possible deep fault slip preceding the 2004 Parkfield earthquake, inferred from 

detailed observations of tectonic 
著者：David R. Shelly 
雑誌：GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 36, L17318, 

doi:10.1029/2009GL039589, 2009 
要旨： 

地震予知はゆっくりした非地震性滑りに先行した突然のずれの過程の一部分に依存する。 

近年では、他の手法での探知が不可能な時でさえ、深部の微弱地震の観測は深いスロースリップ

の推測を可能にしたが、これらのデータはほとんどが過去 10年間の特定の地域に限られる。 

カリフォルニア・パークフィールドの近くの地域は、2004年のマグニ チュード 6.0の中程度の

地震を含め、ユニークに集中した数年間の微弱地震の良質なデータをもたらした。ここでは、表

面測地の計器で見つけられなかったパークフィールド地震の前後で深部断層滑りを示唆する

2001年中頃から 2008年の地殻変動による微弱地震の詳細な観測結果を示す。明らかな短期の前

兆は ないのだが、一方向への微弱地震移動は地震の前３ヵ月の微弱地震の高い変化量に伴って

起こることに気付き、結果として起こる地震震源から 16km下までの断層での加速したクリープ

を提言する。 

 

 

発表者：中村 有吾 

題名：Sedimentary Deposits from the 17 July 2006 Western Java Tsunami, Indonesia:  

Use of Grain Size Analyses to Assess Tsunami Flow Depth, Speed,  
and Traction Carpet Characteristics 

著者：Moore et al. 
雑誌：Pure and Applied Geophysics, 2011, DOI 10.1007/s00024-011-0280-8 
要旨： 

2006年西ジャワ津波について，堆積物の粒度組成にもとづいて，堆積様式（や津波の流速な

ど）を考察した研究。この津波では，波高８mを超え，遡上距離は最大で 1kmであった。海岸か

ら 70～700mの区間に堆積物が認められる。堆積物の厚さは，厚い場所で 10-20cm，海岸から 300m

以上離れると一気に薄くなる。また，450m地点までの津波堆積物は海岸砂に似るが，それより

内陸では水田土壌と類似する。粒度分析結果によると，堆積物は逆級化-正級化の変化を２回繰

り返す。これは，この津波で２回の水位上昇があったという目撃証言と対応する。堆積物の下部

にある逆級化する層は，剪断力の強いトラクション・カーペット流による堆積物と考えられる。

トラクション・カーペットの認められる地点では，そうでない地点に比べて堆積物が厚い傾向に

ある。 
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○2011年度第 10回雑誌会 （前期最終雑誌会） 

日時 8月 1日（月）15:00-17:00 

場所 4号館 207講義室 

 発表者：的場 淳史、伊尾木 圭衣、柿並 義宏、Subesh Ghimire 
 

 

発表者：的場 淳史 

題名：Internal fabric development in complex lava domes 
著者：P.Zavaka, Z.Kratinova, V.Kusbach, K.Schulmann 
雑誌：Tectonophysics 466 (2009) 101-113 
要旨： 

溶岩噴出時の内部構造及び表面の形状の発展を評価するため、筆者らは石膏と水を混ぜた懸濁

液を用いて溶岩ドーム噴出の再現実験を行った。実験では、石膏と水の混合比を変えたいくつか

の懸濁液を用いて、溶岩流に近いものから複雑に隆起したものまで、様々な形のドームを再現し

た。筆者らは初めに、再現されたドームの垂直断面および水平断面から、ドームの内部構造を観

察し、さらにその構造がドームの形状にどのように影響しているかについて考察した。次に、筆

者らは、懸濁液にあらかじめ混合しておいた磁鉄鉱の粒子を利用して、磁鉄鉱の帯磁率の異方性

を測定した。そして帯磁率異方性の大きさや形態等からモデル内部での石膏の流向やひずみの状

態などを推察した。最後に、筆者らはモデルと実際の溶岩ドーム噴出(セントへレンズ、雲仙 

ほか)の物理的特性(粘性および降伏応力)を比較した。 

その結果、今回の再現実験は自然現象のスケールを十分に満たしており、溶岩ドームの内部構

造の発展や噴出のメカニズムについて興味深い識見を提供したと結論付けている。 
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発表者：伊尾木 圭衣 

題名：Tsunami waveform inversion including dispersive waves:  

the 2004 earthquake off Kii Peninsula, Japan 
著者：Tatsuhiko Saito, Kenji Satake, and Takashi Furumura 
雑誌：Journal of Geophysical Research, VOL. 115, B06303, 

   doi:10.1029/2009JB006884, 2010 
要旨： 

長波は津波のモデルとして仮定される. しかし地震による大きな海底地殻変動によって生じ

た初期海面上昇分布の波長は, 特に断層の strikeと垂直方向の場合, 海の深さに比べてそれほ

ど大きくはないことがある. この津波は一般的な長波近似による計算では再現できない, 分散

する特徴を持っていることがある.2004年紀伊半島沖地震(M 7.4)によって分散する津波が生じ, 

四国沖の 2地点で観測された. 一方前震(M 7.1)の場合, これらの観測点で分散した津波は確認

されなかった. 分散した波は strike方向に大きく影響するため, これらの違いは前震と本震の

strikeの違いを表している.  

この論文では本震の初期海面上昇分布を求めるため, 分散した津波の式をもとに津波波形分

析をおこなった.求められた初期海面上昇分布は余震分布を覆っており, 全体の水の変位量は

1.7 - 2.0×109 m3となった. 長波近似を用いて津波波形解析をおこなった場合,観測された分

散波を生じさせるためソースは余震分布より広い範囲が必要となり,初期海面上昇分布は余震分

布よりかなり広がっていた. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 



発表者：柿並 義宏 

題名：A statistical analysis of ionospheric anomalies before 736 M6.0+ 

   earthquakes during 2002-2010 
著者：H. Le, J. Y. Liu, and L. Liu 
雑誌：JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 116, A02303, 

   doi:10.1029/2010JA015781, 2011 
要旨： 

1990年代後半から電離圏ピーク密度(foF2)．2000年ころから電離圏全電子数(TEC) に地震前，

異常が見られるという報告がなされるようになってきた．これらの報告は台湾の Chi-Chi 地震

(1999/9/20),中国 Wenchuan 地震(2010/4/14),Haiti 地震(2010/1/12), Sumatora地震

(2004/12/26)で報告されている．これらの現象についてが統計的に有意に発生するかについては 

foF2を用い，台湾の地震で調べらている（Liu et al., 2006）．本論文では全球 TEC マップ（GIM）

を利用し，世界各地で起こった M6以上の 736の地震に対し，地震前に TEC 異常が見られるか

を調べている．地震 1～21日前の TEC 変動を調べた結果，地震の規模，深さ，地震までの日数

に関係した異常が検出された．すなわち，規模が大きいほど，深さが浅いほど，そして地震に近

いほど異常の程度が大きくなることが示された．これらの結果から著者らは TEC 異常現象が地

震の前に起こる可能性が高いと結論付けている． 

 

参考文献：Liu et al., 2006, JGR, doi:10.1029/2005JA011333. 
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発表者：Subesh Ghimire 
題名：Seasonal variation of seismicity and geodetic strain in the Himalaya 

induced by surface hydrology 
著者：Bettinelli, P. et al. 
雑誌：Earth and Planetary Science Letters, vol. 266, pages 332-344, 2008 
要旨： 

One way to probe earthquake nucleation process and the relation between stress buildup 
and seismicity is to analyze the sensitivity of seismicity to stress perturbations. The authors 
report evidence for seasonal strain and stress (~2-4 kPa) variations in the Nepal Himalaya, 
induced by water storage variations which correlate with seasonal variation of seismicity. 
The seismicity rate is twice as high in the winter as in the summer, and correlates with 
stress rate variations. They infer ~10-20 kPa/yr interseismic stress buildup within the 
seismicity cluster along the High Himalaya front. 

Given the earth tides exert little influence on Himalayan seismicity, the correlated 
seasonal variation of stress and seismicity indicates that the duration of earthquake 
nucleation in the Himalaya is of the order of days to months, placing constraints on faults 
friction laws. 

The unusual sensitivity of seismicity to small stress changes in the Himalaya might be 
due to high pore pressure at seismogenic depth. 
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○2011年度第 11回雑誌会 

日時 10月 17日（月）15:00-16:30 

場所 4号館 207講義室 

 発表者：和田 直人、原田 大介、西村 裕一 
 

 

発表者：和田 直人 

題名：Correlation between Coulomb stress changes imparted by 
large historical strike-slip earthquakes and current seismicity in Japan 

著者：Takeo Ishibe , Kunihiko Shimazaki , Hiroshi Tsuruoka , Yoshiko Yaman aka , 
  and Kenji Satake 

雑誌：Earth Planets Space, 63, 301-314, 2011 
要旨： 

日本における最近の地震活動には、過去の大きな地震が影響しているかどうかを調べる

ため、筆者らは過去の地震によるクーロン破壊関数の変化（以下、ΔCFFという）と最近の

地震活動に関係について詳細に調べた。 

過去の地震は 1923年以降に発生したＭ6.5以上の横ずれのメカニズムを持つ地震８つを

対象とした。ΔCFFの計算に際しては、２つのレシーバーフォルト（receiver fault）につ

いて計算した。そして、レシーバーフォルトを本震と同じメカニズムを仮定した場合、1927

年丹後地震、1943年鳥取地震、1948年福井地震、2000年鳥取県西部地震の４つの地震につ

いてはΔCFFが正の領域に最近の地震が集中しているが、他の 1931年西埼玉地震、1963若

狭湾地震、1969年岐阜県中部地震、1984年長野県西部地震の４つの地震についてはそのよ

うな特徴は認められないことがわかった。 

一方、レシーバーフォルトを最近発生している小規模な地震のメカニズムをもとに仮定

した場合、最近の地震活動は明らかにΔCFFが正の領域に集中しており、最近の地震は過去

に幾度となく起こった大地震が影響していると考えられる。よって、最近の地震活動とΔ

CFFの間には、また余震活動や、活動が衰えてゆく時間に影響する様々な要素が関係してい

ると考えられる。 
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発表者：原田 大介 

題名：Deep magma storage at Hekla volcano, Iceland, revealed by InSAR time series 
analysis 

著者：Benedikt G. Ofeigsson, Andrew Hooper, Freysteinn Sigmundsson,  
Erik Sturkell, and Ronni Grapenthin 

雑誌：JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 116, B05401, 
doi:10.1029/2010JB007576, 2011 

要旨： 

ヘクラ火山はアイスランドで最も活発な火山の一つである。最も近い噴火は 2000 年の 2

月 26日から 3月 8日まで起こり、0.19㎦のマグマを排出した。著者らは、1993年から 2008

年までに得られた、(PSと SBを用いた)低位相の変化に焦点を合わせた SARイメージの、多

くの時間枠での解析から得られた、地殻変動データを発表した。 

2000年噴火の前後に、衛星の LOSが年間 5mm近づいていることから、火山の周辺に(半径

20kmの)広い膨張領域を発見した。著者らはこのシグナルを深部に存在するマグマ溜まりの

圧力増加の結果だと解釈し、0.003-0.02 ㎦/yr で体積が増加する深さ 14-20km の球状ソー

スとしてモデル化した。火山の頂上から半径 6km 以内で LOS の伸長が広い膨張のシグナル

と重なっており、新しい溶岩に部分的に関係していると考えられる 。著者らはこの沈降を、

火山とその溶岩の荷重による粘弾性的な変動と、溶岩の熱的な収縮の結果であると解釈し

た。2000 年噴火中の収縮量は、1993 年から 2000 年の累積的な膨張量と似ていて、かつ、

深さ 14-18kmの球状マグマ溜まりが 0.04-0.08㎦減少したのと一致する。2000年噴火をま

たいだ干渉図は、噴火口亀裂付近の噴火中の局地的な地殻変動を表している。これは地表

から地下 5.8kmまで開いた 0.005-0.006㎦の体積をもつダイクと一致する。 
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発表者：西村 裕一 

題名：The post-depositional change of the onshore 2004 tsunami deposits 
on the Andaman Sea coast of Thailand 

著者：Witold Szczucinski 
雑誌：DOI 10.1007/s11069-011-9956-8, Natural Hazard, 2011. 
要旨： 

津波が引いた後に陸上に残される砂などの堆積物（津波堆積物）は，その地域の津波履

歴を示す物的証拠として 2011年の東北沖津波以降はさらに注目度が高まっている．しかし

ながら，陸上の堆積物が地層中に保存される過程で津波堆積物の持つ情報の何が保存され，

また何が変化したり消失したりするのかという議論（津波堆積物の化石化）は，まだほと

んどなされていない．このような検討は，津波堆積物を用いて先史時代の津波の特性を評

価しようとする上で実は欠かすことができない． 

 今回紹介する論文の著者は，2004年インド洋津波の堆積物をタイの海岸で４年間追跡し，

熱帯の多雨地域にある平地に形成された津波堆積物の物理，化学，生物学的要因による特

性の変化を調べた．その結果，繰り返し調査地点の約半数において，津波堆積物は人間の

活動やその後の侵食により消失したことがわかった．また，変化は最初の雨期の後で特に

大きく，土砂移動に伴う再堆積や細粒砂のみの流出も確認された．一方，雨期の後に表層

に土壌が形成されると，その後，砂層は保存されやすくなる．いずれにしても，数 cm以上

の厚さがあれば砂層は保存されるが，内部の堆積構造は生物擾乱により大きく乱されるこ

とも確認された．津波の挙動と５年後の津波堆積物の関係をみると，３m以下の津波で形成

された津波堆積物はほとんど残らず，また浸水範囲の 50％では津波堆積物が残されていな

い．津波堆積物の分布から津波のモデリングを試みる際には，こうした堆積後の津波堆積

物の変化（消失や層厚の変化）を十分に考慮する必要があると，著者らは主張している． 

 今回の論文紹介では，この論文の内容に加え，北大地震火山センターでも検討を始めて

いる他のいくつかの変化要因についても話したいと思う．こうしたプロセスを知り，また

検証することは，津波堆積物の識別や対比においても大いに役に立つ． 
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○2011年度第 12回雑誌会 

日時 10月 31日（月）15:00-16:30 

場所 4号館 207講義室 

 発表者：小四郎丸 拓馬、的場 敦史、村上 亮 
 

 

発表者：小四郎丸 拓馬 

題名：Rapid topographic change measured by high-resolution satellite 
   radar at Soufriere Hills Volcano,Montserrat,2008-2010. 
著者：G.Wadge,P.Cole,A.Stinton,J.-C.Komorowski,A.C.Toombs,Y.Legendre 
雑誌：Journal of Volcanology and Geothermal Research, Volume 199, 
      Issues 1-2, 1 January 2011, Pages 142-152 
要旨： 

TerraSAR-X（TSX）という高精度レーダを用いた、カリブ海に浮かぶイギリス領モントセラ

ト島スフリエール火山（SHV）の 2008年から 2010年における、噴火活動の動向観測につい

ての論文。 

 SHVはとても活発な火山であり、2003年の噴火において多くの建物が被害を受けた。筆

者らは 2007年に打ち上げられたドイツの高精度レーダ TSXを用いてこの火山を監視した。

TSXによって得られるデータは、レーダの後方散乱の変化・谷で生じるレーダの影・InSAR

の３つであり、そのそれぞれによって、噴火口の位置と火山堆積物の空間分布・谷に積も

った堆積物の量・地形変動の 4つを得ることができる。また、後方散乱の変化によって地

表の滑らかさも観測される。 

 レーダの後方散乱は地表がどれほど“なめらか”であるかに依る。これは地表がより“な

めらか”であればレーダの散乱が尐なく、衛星に戻ってくるレーダ波が弱くなり、地表が

より“粗く”なればその逆となるためである。一般的に火砕流による堆積物は“粗く”、サ

ージによる堆積物は“なめらか”になるので、後方散乱の変化によってどこに堆積物が分

布しているかを知ることができる。谷でレーダの影が生じてしまうのは、レーダが衛星か

らななめ下方向に照射されるので、レーダによる谷の観測では死角が生まれてしまうため

である。衛星がほぼ同じ軌道から地表を観測するので、この影の長さの変動から、谷に積

もった堆積物の量を算出することが可能になる。 

 InSARによる地形変動の解析によって、本研究においては溶岩ドームが崩壊していないか

どうかを監視することが可能となり、避難指示の解除の時期を適切に決定することに貢献

した。将来においても防災対策の大きな助けとなることが期待される。 

 本論文は SHVの動向について述べるとともに、レーダが高精度であれば新たにどのよう

なことが発見されたか、ということにも重点を置いて述べられている。 

 



発表者：的場 敦史 

題名：Degassing processes during lava dome growth: Insights from 
Santiaguito lava dome, Guatemala 

著者：A. S. Peter Holland, I. Matthew Watson, Jeremy C. Phillips, Luca Carucchi, 
 Marika P. Dalton 

雑誌：Journal of Volcanology and Geothermal Research 202 (2011) 153-166 
要旨： 

安山岩－デイサイト質の火山噴火では、溶岩ドームや溶岩流を形成するような比較的小

規模な噴火から、爆発的なものまで幅広い噴火様式がみられる。溶岩ドームや溶岩流を伴

う噴火においては、火道内の過剰圧を減圧させるために、マグマから脱ガスした気相成分

を火山ガスとして地表へ放出する必要があると考えられているが、どのような過程を経て

火山ガスを地表へ放出しているかは十分に理解されていない。そこで、筆者らは火山ガス

の放出の様子を直接調査するために、グアテマラにあるサンティアギート溶岩ドームにお

いて、二酸化硫黄（SO2)の放出量の測定及び紫外線カメラによる SO2の観測を実施した。 

サンティアギートの火山活動は、周期的な塊状溶岩の噴出が特徴的で、しばしば小規模

の爆発がそれに付随して発生する。現地での観測及び測定の結果から、筆者らは火道壁付

近でのせん断による破砕（shear-fracturing）により大量の割れ目（crack）が形成され、

それが開閉することで周期的な噴出が生じていると述べている。また、筆者らはサンティ

アギートのマグマ特性において、shear-fracturingが実際に起こりうるかについても検討

している。筆者らは火道半径やマグマの体積噴出率などサンティアギートから得られた物

理量から、粘性率と深さに関するモデルを導出した。その結果、筆者らはサンティアギー

トのマグマ特性においても、shear-fracturingは起こりうると結論付けている。 
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発表者：村上 亮 

題名：Characterization and comparison of landslide triggering in different tectonic 
 and climatic settings 

著者：L. Tatard, J. R. Grasso, A. Helmstetter, and S. Garambois 
雑誌：JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 115, F04040, 
      doi:10.1029/2009JF001624, 2010 
要旨： 

地すべりは、地震や火山活動に伴って発生することが多く、地震・火山防災の対象とし

て捉えるべき重要な自然災害要因である。著者らは、地すべりをトリガーするメカニズム

を理解するため、世界の 6地域「New Zealand, Yosemite (California), Grenoble (French 

Alps), Val d’Arly (French Alps), Australia, 及び Wollongong (New South Wales, 

Australia)」の地すべりカタログデータを用いて、地震、降雤、温度など地すべりのトリ

ガーとなりうると考えられる素要因との相関を解析した。以下は、著者らによる結果の要

約である。 

New Zealand, Yosemite, Australia, 及び Wollongongでは、地すべりは時空間なクラス

ターを形成して発生している。それらの地域においては、一日あたりの地震発生頻度は、

1/日から 1000/日の範囲で分布し、概ね冪乗則にしたがっているが、特徴的なスケールは特

に見いだせない。日別発生回数の特に大きな高まりは、地震または降雤に関係して発生し

ていたことが確かめられた。より小さな発生頻度の場合でも、その増減が降雤や地震に関

係している可能性があるが、データの信頼性は落ちる。New Zealand, Yosemite, および 

Australにおいては、断層破壊領域の広がりに 20を乗じた距離を隔てた場所でさえ、地震

は地すべりをトリガーしうることが確認された。 

Grenoble (French Alps), Val d’Arly (French Alps) および Wollongong (New South 

Wales, Australia)においては、地震と地すべり発生の間に相関は見いだせなかった。どの

地域でも、M <4以下の地震では、地すべりはトリガーされない。 

New Zealand, Yosemite, Val d’Arly, Australia, 及び  Wollongongでは、月別地す

べり回数と月別降雤量の間には、明瞭な相関があった。Grenoble と New Zealand におい

てのみ、地すべり発生回数と温度の間に相関が認められた。地すべりのトリガリングは、

発生頻度の時空間上の集中現象としてみることができるが、Grenobleより New Zealandの

ほうが、その傾向がより顕著である。これは、後者において、営力（地震や降雤）の強度

が激しいことと、地すべりのトリガリングに対する感度の高さの両方が関係しているから

であろう。 
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○2011年度第 13回雑誌会 

日時 11月 7日（月）15:00-16:30 

場所 4号館 207講義室 

 発表者：齊藤 悠、佐々木 智彦、東 龍介 
 

 

発表者：齊藤 悠 

題名：Radiated seismic energy from coda measurements and no scaling in apparent  
stress with seismic moment 

著者：Annemarie Baltay, German Prieto, and Gregory C. Beroza 
雑誌：JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 115, B08314,  

doi:10.1029/2009JB006736, 2010 
要旨： 

北アメリカ西部の 4つの地震領域に対して経験的グリーン関数法を適用し、放射地震エ

ネルギーを推定するという論文。 

 地震コーダ(コーダ波)は震源から様々な方向へ放出される散乱波から構成されている。

そのため、震源で radiation pattern が平均化され、安定した(ロバストな)放射エネルギ

ーの推定が可能である。本論文で筆者らは地震コーダに経験的グリーン関数法(EGF)を適用

し、放射地震エネルギーの大きさを推定した。また、筆者らは震源から観測地点までの地

震波の伝搬経路の効果を補正している。 

研究対象としたのは、北アメリカ西部の地震領域で、①1999年 Mw7.1 のヘクターマイン

地震の領域、②2004 年 Mw6.0のパークフィールド地震の領域、③2008年のセロプリエト地

熱発電所近傍の群発地震の領域(Mw5程度の地震がいくつか発生している)、④2008年 Mw6.0

のネバダ州ウェルズの地震の領域の４つである。これらの地震は、グローバル CMTや NEIC

によりモーメントマグニチュードが決まっている。 

 解析の結果、地震放射エネルギーの推定値は観測点距離に依らないことが明らかになっ

た。これは、経験的グリーン関数法の有効性を示している。また、3.5×10＾(-5)という一

定の大きさの規格化エネルギーがデータとよく合い、規格化エネルギーは地震の大きさに

依らないことがわかった。 
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発表者：佐々木 智彦 

題名：Ionospheric disturbances triggered by the 11 March 2011 M9.0 
   Tohoku earthquake 
著者：Jann‐Yenq Liu, Chia‐Hung Chen, Chien‐Hung Lin, Ho‐Fang Tsai, 
   Chieh‐Hung Chen, and Masashi Kamogawa 
雑誌：JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 116, A06319, 
   doi:10.1029/2011JA016761, 2011 
要旨： 

M9.0の地震が日本の東北地方の東海岸付近で発生して、巨大な地球表面運動を引き起こ

し破壊的な津波を誘発し て、それから電離層に伝わり、地震移動電離層擾乱(STIDs)の中

で電子密度をかなり乱した。全電子数(TEC)は日本の全国的な GPSを受信するネットワーク

から得られ、東北地震の地震と津波波によって引き起こされる STIDsを観測するために台

湾は用いられた。STIDsは日本海溝の西端付近、震央の約 200km東を中心に地震発生後約 7

分で TEC増加が円盤状のように最初に現れた。レイリー波に関連した高速で伝播する擾乱

は 2.3～3.3km/sの速度で日本の本州に沿って震央から 離れて速く伝播して、同心円形の

TEC波面の連続を伴って、STIDs中心から離れて伝播する円形波状によって続く。レイリー

波、津波などの特徴が電離層に同時に現れる場合、これら はこれまでに観測された最も注

目に値する STIDsである。 

 

 

発表者：東 龍介 

題名：Revealing the deep structure and rupture plane of the 2010 Maule,  
Ch ile earthquake (Mw=8.8) using wide angle seismic data 

著者：Eduardo Moscoso, Ingo Grevemeyer, Eduardo Contreras-Reyes, Ernst Flu eh, 
      Yvonne Dzierma, Wolfgang Rabbel, Martin Thorwart 
雑誌：Earth and Planetary Science Letters, 307 (2011), 147-155. 
要旨： 

2010年に発生した Mw=8.8のチリ地震では、南北に 400 kmにわたる断層運動で生じた津

波により、多数の死者と経済損失を被った。本論で著者らは海溝軸直交測線に沿っておこ

なったエアガン探査実験のデータを解 析し、前弧域地下構造と震源域との関係性を紹介す

る。 

得られたＰ波速度構造モデルは、速度分布により大きく３つのブロック（付加体先端部

（FAP）、古い付加体、前弧地殻）に区別できる。ＦＡＰと古 い付加体の境界はバックスト

ップ構造により定義され、また余震の updip limit と相関関係にあることがわかり、

deformation frontから 30 kmの位置に相当する。さらに、33°S-38.5°Sの範囲で、付加

体域の海底地形にみられる崖の分布とも、updiplimitはよい相関を示している。海洋プレ

ートの沈み込み角は１０°程度であった。USGSによる本震の震源深さは約 20 kmであった

が、推定した構造モデルの陸側プレート地殻内の反射面（構造境界）に相当する。 



○2011年度第 14回雑誌会 

日時 11月 14日（月）15:00-16:30 

場所 4号館 207講義室 

 発表者：田中 良、伊尾木 圭衣、森 済 

 

 

発表者：田中 良 

題名：A simple formula for calculating porosity of magma in volcanic conduits during  

dome-forming eruptions 
著者：Tomofumi Kozono , Takechiro Koyaguchi 

雑誌：Earth Planets Space,62,483-488,2010 

要旨： 

溶岩ドームを形成するような非爆発的噴火において、火道内の空隙率はマグマの上昇に

伴って大きな値まで増加し、地表付近で一気に減少することがわかっている。こうした複

雑な空隙率分布は，マグマの粘性や浸透率に依存していると考えられるが、一方を与えれ

ば他方が決まるといった単純な関係にはない．火道内の空隙率が深さ方向に変化する要因

は、マグマの上昇過程そのものを通じて理解されるべきものといえる。 

本論文では、１次元定常の円筒火道流モデルにおいて、上方への脱ガスを仮定すること

で、空隙率分布を求める簡単な式を求めた。それにより、マグマの上昇過程における空隙

率と粘性、浸透率の依存関係が示された。考察の結果、地下で空隙率が大きな値まで増加

するためには、高い mass flow rateが必要であり、地表付近で空隙率が小さくなるのは、

急激に増大する粘性の影響であるということが分かった。 
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発表者：伊尾木 圭衣 

題名：The 29 September 2009 Samoa Islands Tsunami: Simulations Based on the First  

Focal Mechanism Solutions and Implications on Tsunami  

Early Warning Strategies 
著者：Roberto Tonini, Alberto Armigliato, and Stefano Tinti 

雑誌：Pure and Applied Geophysics, 168(2011), 1113-1123, DOI 10. 

   1007/s00024-010-0221-y 
要旨： 

2009年 9月 29日 17:48(UTC), トンガトレンチの東方, サモア諸島沖で outer-rise型の

巨大地震(Mw 8.1)が発生し津波を伴った. この津波はサモア諸島の南沿岸にもっとも影響

を与え, 約 200人が亡くなり, 沿岸のいくつかの地点で遡上高 5 mの津波が観測された. さ

らに検潮所の Pago Pago(American Samoa)で両振幅 3.5m, Apia(WesternSamoa)で両振幅 1.5m

が観測された.  

この論文では, 2009年サモア地震のすぐあとに Global CMTや USGSによって求められた

メカニズム解をもとに, 異なる断層モデルを用いて数値計算をおこない, 近地 5点の津波

波形記録と計算波形を比較した. 計算波形が観測波形とまったく合わない場合もあれば, 

いくつかの計算波形は観測波形を説明できる. 津波予報や津波警報システムの観点におい

て, この不一致について分析した. その結果,到達時間や津波の高さは大体予測できたが, 

複雑な津波の波形までは合わないことがわかった. 
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発表者：森 済 

題名：A quantitative study of the mechanisms governing dike propagation, dike arrest  

and sill formation 
著者： 

雑誌：Journal of Volcanology and Geothermal Research, 208(2011), 39-50. 

要旨： 

火山体内部には、目に見えないダイクやシルが数多く存在している。本論文では、密度

や弾性係数及び応力場の不均質な場としての火山体下において、ダイクの発達過程がそれ

ら不均質にどのように影響され、シルがどのような条件で形成されるかを、境界要素法を

用いた 2次元モデル計算により論じた。 

 本論文では、ダイクは圧縮性液体マグマで満たされていて、弾性媒質中を準静的に伝搬

するものとし、エネルギー放出最大の方向に伝わるものとする。水平 2層モデルでは、密

度の変化だけではダイクの伝搬方向は変化せず、浮力の無くなるところまで伝わる。密度

とともに剛性率も変化させると、剛性率が大きくなると、伝搬方向が寝る方向へ変化し、

小さくなると立つ方向へ変化する。2層の間に薄い特にやわらかい層があると、他の条件に

関わらず、伝搬方向は水平になる。応力場の効果は、水平圧縮場では伝搬方向が寝る方向

に変化し、水平張力場では伝搬方向は立つ方向に変化する。火山体のような局所的荷重が

あると、ダイクは荷重中心方向へ寄っていく傾向になる。以上のことから、シルが形成さ

れるのは浮力が無くなるというだけではなく、水平的構造不均質や広域水平圧縮場の存在

が必要となることがわかった。 
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○2011年度第 15回雑誌会 

日時 11月 21日（月）15:00-16:30 

場所 4号館 207講義室 

 発表者：増田 孔明、ブルナ・プトラ、定池 祐季 

 

 

発表者：増田 孔明 

題名：Ambient noise tomography with a large seismic array 
著者：Michael H. Ritzwoller, Fan-Chi Lin, Weisen Shen 
雑誌：Comptes Rendus Geoscience 343 (2011) 558-570 
要旨： 

大陸に大規模な地震計の arrayを作り、観測することで、地球の内部構造が分かってく

る。論文では、“アイコナルトモグラフィー”と呼ばれる手法を用いてアメリカのトモグラ

フィーを行った。アイコナルトモグラフィーとは、地震波トモグラフィーのようにインバ

ージョンをするのではなくて、表面波の波面を追跡してトラベルタイムの勾配から位相の 

スローネスと伝達方向（方位間の不均質具合）を推定するものである。そして、アンビエ

ントノイズや地震波では、得られる速度情報は波の周波数により異なる。 

今回新たに分かったこととして、周期３０Sの波では速度が地域ごとに変わりやすいが、

これは地殻構造や厚さによるものと考えられるということである。また、アイコナルトモ

グラフィーはアイコナル方程式から導かれた手法である。アイコナル方程式は平面波の方

程式であり、有限な周波数の項を無視しており、波線理論に基づくものとされている。そ

して、アイコナルトモグラフィーでは周期４０S以下では、C(ψ)=C?'＋Acos[2(ψ－φ）]

と書けることが観測から分かったが、周期４０S 以上では１ψcomponent が卓越してくる。

そこで筆者たちは、C(ψ)=C?'＋Acos[2(ψ－φ）]＋A?cos(ψ－α）(ψ：azimuthal angle、

C?'：isotropic wave speed、A：amplitude、φ,α：fast direction)と書き直した。そし

て、Lin and Rizwoller(2010 in press a)によると、波動方程式からアイコナル方程式は

導かれているが、その途中に出てくるラプラシアン項を無視できるのは１ψcomponentの寄

与が小さいときである。そして、高周波近似であるアイコナル方程式はその適用限界があ

る。今回のトモグラフィーの実験により、周期４０S以下の場合にのみ適用できることが分

かった。 
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発表者：ブルナ・プトラ 

題名：Potential predecessors of the 2004 Indian Ocean Tsunami ― Sedimentary  
evidence of extreme wave events at Ban Bang Sak, SW Thailand 

著者：D. Brill, H. Br&#252;ckner, K. Jankaew, D. Kelletat, A. Scheffers, S. Scheffers 
雑誌：Sedimentary Geology, Vol 239, Issues 3-4, 1 August 2011, Pages 146-161 
要旨： 

Where historical records are short and/or fragmentary, geological evidence is an 
important tool to reconstruct the recurrence rate of extreme wave events (tsunamis 
and/or storms). This is particularly true for those coastal zones around the Indian 
Ocean, where predecessors of similar magnitude as the 2004 Indian Ocean Tsunami 
(IOT) have not been reported by written sources. In this context, the sedimentary record 
of the Holocene coastal plain of Ban Bang Sak (Phang-nga province, Thailand) provides 
evidence of multiple prehistoric coastal flooding events in the form of allochthonous 
sand beds, which were radiocarbon dated to 700&#8211;500, 1350&#8211;1180, and 
younger than 2000 cal BP. The layers were assigned to high-energy events of marine 
origin, which could be either tsunamis or tropical storms, by means of granulometry, 
geochemistry, vertical structure, and macrofossil content. Although no landfall of a 
strong storm has occurred in the last 150 years of meteorological data recording, 
cyclones cannot be ruled out for the last centuries and millennia. However, 
discrimination between tsunami and storm origin was mainly based on the comparison 
of the palaeoevent beds with the local deposit of the IOT, which revealed similar 
characteristics in regard to spatial extend and sediment properties. Furthermore, the 
youngest palaeoevent correlates with contemporaneous deposits from Thailand and 
more distant coasts. Hence, we relate it to a basin wide tsunami which took place 
700&#8211;500 years ago. For the sediments of older extreme events, deposited 
between 2000 and 1180 cal BP, we found no unambiguous counterparts at other sites; 
nevertheless, at least for now, they are treated as tsunami candidates. 
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発表者：定池 祐季 

題名：Action Research on Disaster Reduction Education: 
Building a “Community of Practice” through a Gaming Approach 

著者：Katsuya Yamori 
雑誌：Journal of Natural Disaster Science, Volume 30, Number 2, 2009, pp83-96 
要旨： 

阪神・淡路大震災（1995年）は，日本の防災の大きな転換点となった。高速道路の倒壊

といった構造物の被害状況により，ハード偏重の防災の限界が示され，ソフト面の防災に

もさらなる注目が集まるようになった。そして，防災教育の実践や研究も進展した。防災

教育の成果が最も現れるのは，災害発生時である。2011年 3月 11日に発生した東日本大震

災は，津波による犠牲者が甚大であった一方で，釜石市の例などから，防災教育によって

命を守ることができるという可能性が示された。そのため，防災教育の必要性の認識がさ

らに高まっており，今後の日本の防災教育は，新たな段階に進んでいくことが予想される。 

そこで今回は，今後の防災教育を考えていく一つの材料として，防災教育の実践を通し

た理論的考察を行っている本論文を取り上げる。この論文では，Lave&Wenger(1991)による

“community of practice (CoP，共同的実践)”理論に基づいた，防災教育のアクション・

リサーチについて論じている。共同的実践とは，教える側と学ぶ側に役割を固定して，一

方的に知識や技術を付与するのではなく，さまざまなステークホルダーが相互作用をもた

らす試みである。筆者は日本の防災教育の課題を示しつつ，その課題解決のためには，共

同的実践が有効であると述べている。本論文で触れられているアクション・リサーチの実

践例は，「非常時持ち出し品」を題材としたゲームキットの作成に関する取り組みである。

このゲームキットを題材として，学校や地域社会で様々なステークホルダーによる共同計

画，共同制作，共同普及といったプロセスを通した共同的実践を行っている。この実践を

通して高校生、地域住民、自治体職員、災害専門家といった様々なステークホルダーが長

期的に相互生成的な学習を続けられる可能性が示された。上記の取り組みや過去の実践例

から，筆者は防災教育の共同的実践のためのしかけとして，ゲーミング・アプローチが有

効であると述べている。 

 今回の雑誌会では，共同的実践を通した防災教育のアクション・リサーチについて取り

上げるが，近年の科学教育の中で取り組まれている「アウトリーチ」「防災教育」の違いに

ついても触れたいと考えている。 
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○2011年度第 16回雑誌会 

日時 11月 28日（月）15:00-16:30 

場所 4号館 207講義室 

 発表者：森 貴章、アブドアラー・サブリー、松本 征海 

 

 

発表者：森 貴章 

題名：Monitoring lava-dome growth during the 2004&#8211;2008 Mount St. Helens, 

   Washington, eruption using oblique terrestrial photography 

著者：J.J. Major, D. Dzurisin, S.P. Schilling, M.P. Poland 

雑誌：Earth and Planetary Science Letters 286 (2009) 243&#8211;254 

要旨： 

溶岩ドームの成長過程を定量化する運動学的データは比較的少ない．その原因は，噴火

の危険性，成長のタイムスケールに適した観測手法の確立，モニタリングネットワークを

維持することの難しさとその費用などがある．しかし，運動学的データは，マグマプロセ

スの理解を深めるために必要である．また，溶岩ドーム成長の実験的なモデルや理論的な

モデルを検証するためにも役立つ．そこで，このような運動学的データを得るために，

St.Helensの 2004年-2008年噴火を対象に，デジタルカメラを用いたモニタリングを試み

た． 

2004年-2008年噴火は，1980年噴火の溶岩ドームと南側の火口壁の間に 7つのスパイン

（溶岩ドームの形状分類の一つ）を形成する活動であった．この活動の写真によるモニタ

リングは，2004年に配置した一つのカメラから始まった．その後，2006年 5月から 2007

年 9月にかけて，火山の周辺に複数のカメラを配置した．この論文では，これらのデジタ

ルカメラから得られた画像を解析して，溶岩ドームの三次元運動を決定した．求められた

運動は，スパインの上に置かれた GPSによって記録されたデータとよく一致する．また，

マグマ噴出による溶岩ドーム成長，マグマ貫入による地盤の隆起，および重力による地盤

の沈降に関連した地形変動を区分することもできた． 

定点からの連続写真観測は，長期間にわたる溶岩ドーム形成に伴う空間的・時間的な地

形変動の測定に役立つ．その測定結果は，従来の方法で得られる地球物理学的観測結果に

基づく解釈の確認に使うこともできる．特に，気象状況が厳しく，通常のモニタリングが

展開できない火山では，研究及び活動監視の有効な手法となりえる． 
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発表者：アブドアラー・サブリー 

題名：Surface water?groundwater exchange in transitional coastal  

   environments by airborne electromagnetics: The Venice Lagoon example, 
著者：Viezzoli, A., L. Tosi, P. Teatini, and S. Silvestri (2010) 

雑誌：Geophysical Research Letters, 37, L01402,doi:10.1029/2009GL041572 

要旨： 

A comprehensive investigation of the mixing between salt/fresh surficial water and 

groundwater in transitionalenvironments is an issue of paramount 

importanceconsidering the ecological, cultural, and socio-economic relevance of coastal 

zones. Acquiring information, which can improve the process understanding, is often 

logistically challenging, and generally expensive and slow in these areas.Here we 

investigate the capability of airborne electromagnetics (AEM) at the margin of 

theVenice Lagoon, Italy. 

The quasi-3D interpretation of the AEM outcome by the spatially constrained 

inversion (SCI) methodology allows us to accurately distinguish several hydrogeological 

features down to a depth of about 200 m. For example, the extent of the saltwater 

intrusion in coastal aquifers and the transition between the upper salt saturated and 

the underlying fresher sediments below the lagoon bottom are detected. The research 

highlights the AEM capability to improve the hydrogeological characterization of 

subsurface processes in worldwide lagoons, wetlands, deltas. 
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発表者：松本 征海 

題名：Structural controls on the 1998 volcanic unrest at Iwate volcano: 

   Relationship between a shallow, electrically resistive body and the possible 

ascent route of magmatic fluid 
著者：Koki Aizawa 

雑誌：Journal of Volcanology and Geothermal Research 187 (2009) 131&#8211;139 

要旨： 

９７，９９，０３，０６，０７年、ＭＴ法による観測が、岩手山の東西測線１８Ｋｍ上、

３８か所で行われた。２次元インバージョン法で地下４Ｋｍまでの比抵抗構造が求められ

た。厚さ数百メートルの高比抵抗層の下に高電導性層が存在する。掘削データによると、

高伝導層の底部は２００℃の等温線に相当し、より温度の高い下部には電導性粘土（スメ

クタイト）は稀である。それ故、この高電導性は主として熱水変性をした粘土の存在によ

るものとみなされる。 

この研究の焦点は、西岩手山の鬼が城カルデラの下 0.5～3ｋＫｍの比抵抗体である。測

地観測によれば、この比抵抗体が１９９８年の火山活動時にマグマ流体の上昇を妨げたと

考えられる。構造性及び低周波性地震はこの比抵抗体に分布していない。我々は、この比

抵抗体が温度２０００℃以上の古い固化した貫入マグマであると考えている。浅間火山に

おいても、比抵抗体と表層下の火山活動の間によく似た関連が指摘されているので、マグ

マ流体の移動が表層の山体構造によって制約されることは一般的な現象かもしれない。 
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○2011年度第 17回雑誌会 

日時 12月 12日（月）15:00-16:30 

場所 4号館 207講義室 

 発表者：福岡 光輝、スネンダー・ハリス、村井 芳夫 

 

 

発表者：福岡 光輝 

題名：Structural heterogeneity in the megathrust zone and mechanism of the 2011 
Tohoku-oki earthquake (Mw 9.0) 

著者：Dapeng Zhao,Zhouchuan Huang,Norihito Umino,Akira Hasegawa, 
and Hiroo Kanamori 

雑誌：GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 38, L17308, doi:10.1029/ 
2011GL048408, 2011 

要旨： 

2011年の東北沖地震の前震や余震は M７以上のとても大きい地震がいくつも存在する。

本論文では、「2011年の東北沖地震と３月９日から２７日までの 339個の前震活動と 5609

個の余震活動」を３次元地震波速度モデルと P波と S波の到着時間を用いて、気象庁が震

源配置したものをさらに再配置した。そして、その震源分布を東北のトモグラフィー画像

と比較した。トモグラフィー画像には、High-Vパッチと Low-Vパッチの不均質がメガスラ

ストゾーンで見つかった。この比較によって、本震を含む東北沖の大きなイベントの破壊

形成はメガスラストゾーンの構造不均質に支配されたことが分かる。 
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発表者：スネンダー・ハリス 

題名：Tsunami risk assessment in Indonesia 
著者：Strunz, G., J. Post, K. Zosseder, S. Wegscheider, M. Muck, T.Riedlinger, H. Mehl, 

 S. Dech, J. Birkmann, N. Gebert, H. Harjono, H. Z.Anwar, Sumaryono, 
 R. M. Khomarudin, and A. Muhari 

雑誌：Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11, 67–82, 2011 doi:10.5194/nhess-11-67-2011 
要旨： 

In the framework of the German Indonesian Tsunami Early Warning System 
(GITEWS) the assessment of tsunami risk is an essential part of the overall activities. 
 
The scientific and technical approach for the tsunami risk assessment has been 

developed and the results are implemented in the national Indonesian Tsunami 
Warning Centre and are provided to the national and regional disaster management 
and spatial planning institutions in Indonesia. 
 
The paper explains the underlying concepts and applied methods and shows some of 

the results achieved in the GITEWS project (Rudloff et al., 2009). 
The tsunami risk assessment has been performed at an overview scale at sub-national 
level covering the coastal areas of southern Sumatra, Java and Bali and also on a 
detailed scale in three pilot areas. The results are provided as thematic maps and GIS 
information layers for the national and regional planning institutions. From the 
analyses key parameters of tsunami risk are derived, which are integrated and stored 
in the decision support system of the national Indonesian Early Warning Centre. 
Moreover, technical descriptions and guidelines were elaborated to explain the 
developed approach, to allow future updates of the results and the further development 
of the methodologies, and to enable the local authorities to conduct tsunami risk 
assessment by using their own resources. 
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発表者：村井 芳夫 

題名：Seismic Imaging of Scatterer Migration 
Associated with the 2004 Parkfield Earthquake 

   Using Waveform Data of Repeating Earthquakes and Active Sources 
著者：Xin Cheng, Fenglin Niu, Paul G. Silver, and Robert M. Nadeau 
雑誌：Bulletin of the Seismological Society of America, 101, 1291-1301, 2011. 
要旨： 

この論文では、米国の Parkfield地域で、4つのクラスターで発生する繰り返し地震と 2

回の発破実験によるボアホール地震観測記録を用いて、2004年 9月 28日の Parkfield地震

(M6)発生に伴う散乱体の時間変化を検出した。M6地震発生の前と直後の繰り返し地震の S

コーダ波形の違いを発見し、コーダ波干渉の手法を適用することによって、この違いから

M6の地震発生に伴う媒質の散乱特性の局所的な変化が検出できる。さらに、移動する散乱

体の場所を決定するため、time windowをずらしながら計算される decorrelation indexを

用いる。合成波形によるテストでは、これらの手法は、媒質の backgroundの速度変化や震

源位置のわずかな変化にはあまり影響されないことが示された。 

これらの解析から、Middle Mountain地域の深さ約 3kmの断層帯中で、媒質の局所的な変

化が発見された。時間変化した散乱体は、2004年 Parkfield地震の主要破壊領域の北西端

上部に位置していて、この変化は、人工震源に対しては P-S散乱、繰り返し地震に対して

は P-S散乱と S-S散乱が卓越したので、観測された媒質の時間変化は、2004年 Parkfield

地震によって生じた破砕の中での流体の再配置によることが示唆される。同じ散乱体は、

1993年の非地震性の変動や 2004年 Sumatra-Andaman地震(M9.1)の地震波による動的な応力

変化にも反応しており、一種の stress-strain meterのようにふるまっている。散乱波の

時間変化を調べることは、地下の応力場をモニターする効果的な方法である。 
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○2011年度第 18 回雑誌会 

日時 12月 19日（月）15:00-16:00 

場所 4号館 207講義室 

 発表者：星井 基希、アディティア･グスマン 

 

 

発表者：星井 基希 

題名：Formation mechanism of great positive TEC disturbances prior to 

   Wenchuan earthquake on May 12, 2008 

著者：M.V. Klimenko , V.V. Klimenko , I.E. Zakharenkova , S.A. Pulinets, 

   B. Zhao , M.N. Tsidilina 

雑誌：Advances in Space Research 48 (2011) 488-499 

要旨： 

地震-電離圏効果形成の，物理的説明とメカニズムについての問題は現在議論中であり，

種々のメカニズムが提唱されている．例えば，内部重力波(IGWs)や大気電場，電磁場，放

射などである．しかしながら，TECの局所的で大規模な地震-電離圏異常の出現は，たった

2 つの仕組みで説明することができる：それは大気電場および/または IGWs である． 

この論文では，2008 年 5月 12日の Wenchuan地震前に観測された，TECの地震-電離圏巨

大正効果の再現のシミュレーションを行った．得られた結果により，地震発生に伴い発生

する鉛直電場の，大気から電離圏への貫通による地震-電離圏効果形成の提案したメカニズ

ムが確認された．そして，Wenchuan地震の 3 日前に観測された TEC増大は，地震発生によ

る垂直電場と，ソーラーターミネーターにより生じる IGWsとの組み合わせ効果により説明

できるであろうと示唆された． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 



発表者：アディティア･グスマン 

題名：Tsunami generation by a rapid entrance of pyroclastic flow into  

the sea during the 1883 Krakatau eruption, Indonesia 

著者：Fukashi Maeno and Fumihiko Imamura 

雑誌：Journal of Geophysical Research, Vol. 116, B09205, doi: 10.1029/ 

2011JB008253 

要旨： 

The 1883 eruption of Krakatau in Indonesia is one of the most recent marine 

caldera-forming eruptions. The eruption deposited large amount of pumice in the 

proximity area, created an underwater caldera and generated tsunami that devastated 

coastal area surrounding the Sunda Strait. Numerical simulations are used to 

investigate three major mechanisms for tsunami generation, which are caldera collapse, 

phreatomagmatic explosion, and pyroclastic flow. For the pyroclastic flow hypothesis, 

two types (dense and light pyroclastic flows) of two-layer shallow water models are used 

under different initial conditions. A circular source is assumed for the pyroclastic flow 

that erupted by the volcano. For the caldera collapse hypothesis, the model assumes 

that the topographic height of the collapsing area linearly decreases within 1 hour.  For 

the phreatomagmatic explosion, water dome are generated as a result of the explosion 

with energy of 1016 and 1017 J. Simulated tsunami waveforms and heights from each of 

the mechanism are compared with measured tide gauge data at Batavia (now Jakarta) 

and with observed tsunami heights along the coasts of the Sunda Strait. The results 

show that simulated tsunami from the pyroclastic flow explained well the observations. 

Therefore, the pyroclastic flow hypothesis is selected as the most plausible 

mechanism for the generation of the 1883 Krakatau tsunami. 
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○2011年度 第 19回雑誌会 

日時 1月 16日（月）15:00-16:00 

場所 4号館 207講義室 

 発表者：眞城 亮成、茂木 透 

 

 

発表者：眞城 亮成 

題名：Initial 30 seconds of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (Mw 9.0)  

―amplitude and τ c for magnitude estimation for Earthquake Early Warning― 

著者：Mitsuyuki Hoshiba and Kazuhiro Iwakiri 

雑誌：Earth Planets Space, 63, 553.557, 2011 

要旨： 

東北地方太平洋沖地震の本震（Mw 9.0)と３つの前震に関して，加速度，速度，変位の最

大振幅，そして波形の周期パラメータであるτｃを 決定するため，P波 以降最初の 30秒 間

の波形を解析した．本震の振幅は最初の数秒間は極めて小さく，Mw 6.0の前震と同等であ

った．τc値も同様に小さかった．最初の 30秒間では，本 震の振幅は Mw 7.3の前震より

大きくなったが，τcは小さかった． 

これらの結果が意味するところとして，(１)巨 大地震の最終的な Mを， 最初の数秒間

から決定するのは困難である．(２)発 達中の波形を用いて情報を更新するプロセスは，緊

急地震速 報を用いるうえで重要で ある．(３)尐 なくとも本震に対しては，マグニチュー

ドの推定にτcは有効ではなかったであろう． 

 

 

発表者：茂木 透 

題名：Atmospheric electricity coupling between earthquake regions and the ionosphere 

著者：R.G. Harrison, K.L.Aplin, M.J.Rycroft 

雑誌：Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 72 (2010) p.376 - 381 

要旨： 

この論文では，大きな地震とそれに伴う電離圏変化との関連を説明するメカニズムにつ

いてひとつの提案を行っている．そのメカニズムは，地震の前に表層近傍の大気の電気伝

導度が増加し，それが表層と電離圏との間の電気抵抗を減尐させるというものである． 

これにより晴天時垂直電流が増加し，電子の流れの連続性を維持するために電離圏が変化

すると考えられている．大気の電気伝導度を変えるメカニズムとしては，ラドンガスによ

り大気のイオン化について議論している．このような現象を左右するいくつかのパラメー

タの大きさを調べたところ，観測値を説明できることがわかった．電離圏や大気圏の電気

的性質の自然現象による変化を推定するには，いろいろな観測方法を用いる必要があり，

ELF tweekのカットオフ周波数の測定，地球－電離圏導波管での VLF電波の大きさや位相の

変化，レーダーやロケットによる下層電離圏での電子密度の研究を行う必要がある． 



○2011年度 第 20回雑誌会 

日時 1月 23日（月）15:00-16:00 

場所 4号館 207講義室 

 発表者：齊藤 佳佑、青山 裕 

 

 

発表者：齊藤 佳佑 

題名：Depth-dependent stress field in and around the Atotsugawa fault,  
central Japan, deduced from microearthquake focal mechanisms: 

      Evidence for localized aseismic deformation in the downward extension of the 
fault 
著者：Kazutoshi Imanishi, Yasuto Kuwahara ,Tetsuya Takeda, Takashi Mizuno, 
      Hisao Ito, Kiyoshi Ito, Hiroo Wada, and yoshikatsu Haryu 
雑誌：JOURNSL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 116, B01305, 2011 
要旨： 

2002年～2004年に跡津川断層周辺で起きた 154個の微小地震に対する実体波振幅と、P

波初動極性からメカニズム解を決めた．跡津川断層の断層様式とよく似た純粋な横ずれ断

層型の微小地震が見られ，逆断層型の微小地震も多数見つかった．ほとんどの P軸は水平

で西北西―東南東方向であり，それはこの地域の広域応力場のトレンドと一致する．対照

的に，T軸の傾斜角は水平から鉛直まで広い値をとり，これは逆断層地震が横ずれ断層と同

じくらい発生していることを意味する．注目すべき特徴は，メカニズム解の分布が深さに

依存していることであり，浅発地震は主として逆断層型だが，深さと共に横ずれ型の地震

が卓越していく．また，応力テンソルインバージョンの結果，浅部では，逆断層と横ずれ

断層が組み合わさったような地震が多いことと，純粋な横ずれ断層は地震発生域の底部で

のみ見られる，ということがわかった．この断層に対する測地観測の結果も考慮した結果，

我々は跡津川断層の下に非地震性の変形が存在するという考え方がこの応力場を説明する

最もシンプルなモデルだと考える．このモデルに基づくと，非地震性歪が断層面に応力を

累積させ，その応力が断層面の摩擦力を越えたときに本震を起こす，という応力累積メカ

ニズムを考えることができる． 
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発表者：青山 裕 

題名：A new source process for evolving repetitious earthquakes at Ngauruhoe volcano,  
New Zealand 

著者：A.D.Jolly, J.Neuberg, P.Jousset, S.Sherburn 
雑誌：JVGR, 215-216, 26-39, 2012 
要旨： 

ニュージーランド北島，タウポ火山帯の南縁に位置するナウルホエ火山では，2005年初

頭から低周波地震が繰り返し発生するようになった．この低周波地震活動は，短時間で地

震波のスペクトル構造が変化する場合があり，春から夏にかけて発生頻度の増減が見られ

るという特徴がある．また，長期的に見ると 2005年から 2008年にかけては徐々に高周波

の信号が含まれるようになり，2009年からは再び高周波成分が欠落していった．この期間

に顕著な表面活動や地殻変動はとらえられていない． 

 筆者らは，火山性の低周波地震の発生過程を 2段階に分けて考えている．まずは地震そ

のものの励起であり，低周波地震の波形の頭部にその影響が現れる．一方，低周波地震の

波形の尾部（コーダ部）は，震源もしくはその近傍における共鳴体や散乱体の影響で現れ

るものであり，低周波地震の周波数特性は主にこのコーダ部の構造で決まっている． 

 本研究では，特に短時間での地震波のスペクトル構造の変化に注目し，2008年 1月 17日

（イベント 1）および 1月 19日（イベント 2）に発生したスペクトル構造の異なる 2つの

地震を取り上げ，波形インバージョン解析により発震機構を求めた．イベント 1は低周波

成分のみからなるのに対し，イベント 2は高周波成分を含む地震である．観測点が 5点と

少ないことから，発震メカニズムをクラック型とパイプ型に制限し，0.75～1.25Hzの帯域

のデータを用いてメカニズムと震源位置をグリッドサーチで推定した．クラック型の震源

を仮定した場合は，2つの地震の震源はほぼ同じ位置に推定され，発震機構もほぼ同じとな

った．一方，パイプ型の震源では 2つの地震で軸の向きが大きく異なるという結果が得ら

れた．高周波成分のスペクトル構造は異なるものの，解析に用いた低周波帯域におけいて

は 2つの地震の波形が類似していることから，2つの地震が異なるメカニズムを持つとは考

えにくく，クラック状の震源を考えるのが妥当であると結論づけている． 

 次にコーダ部について，共鳴体が関与しているとすれば特定の周波数の振動が継続する

という特徴が現れるはずであるが，観測された波形のスペクトルにはそのような特徴が見

られないことから，筆者らは震源近傍の散乱体の影響を疑っている．散乱体の候補は水－

水蒸気の混合流体で，流体中の水蒸気の体積分率の変化がコーダ部のスペクトル構造に影

響を与えているのではないかと推測した．これは地震の発生頻度が雪解け時期に増加する

（雪解け水が地下に浸透し，熱せられて地震の励起に関与するイメージ）という事実とも

調和的である． 
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