
○2013 年度第 1 回雑誌会 
 日時：2013 年 4 月 15 日（月）15:00-16:30 
 場所：理学部 4 号館 2 階 207 講義室 
 発表者：勝俣啓、プルナ・プトラ、山田大志 
 
 
発表者：勝俣啓 
題名：Spatial organization of foreshocks as a tool to forecast large earthquakes 
著者：E. Lippiello, W. Marzocchi, L de Arcangelis & C. Godano 
雑誌：Scientific Reports (2012) DOI:10.1038/srep00846 
要旨： 

大地震の前には前震がしばしば観測されるが，本震が発生した後でないと前震かどう

か判別できない．本論文では，余震域の広がりと前震域の広がりがほぼ等しいことを示

す．これは，前震が発生した段階で，本震の破壊域のサイズがすでに決まっていること

を示す．この性質を利用すれば，ある地震群が前震であるかどうかを本震発生前に判別

できるかも知れない．「後予知的」ではあるが，最近 19 年間に南カリフォルニアで発生

した M6 以上の地震 6 個中 5 個に対して，この手法が有効であることが分かった． 
 
 
発表者：プルナ・プトラ 
題名：Portugal: Characterizing sediment, reconstructing sources and inundation 
paths 
著者：Authors: PJM Costa, C Andrade, MC Freitas, MA Oliveira, V Lopes, AG 
Dawson, J Moreno, F Fatela and J-M Jouanneau. 
雑誌名： Journal: The Holocene 22(8), 2012, page 899 –914. 
要旨： 

This study describes sedimentation associated with the tsunami generated by the 
Lisbon earthquake of ad1755. It is argued here that the tsunami deposited a sand 
sheet across the Lagoa dos Salgados (central Algarve, Portugal), that is intercalated 
with late-Holocene estuarine/lagoonal sediments. A wide range of proxies 
(sedimentological, exoscopic and palaeontological) are used to establish the 
provenance of the sandy material as well as to constrain the age of the deposit. 
Stratigraphic criteria are used to distinguish the uniqueness of the event layer. 
Exoscopic and textural analysis suggest that the source of the event deposit is 
mainly the dune, beach and underlying layer. Micropalaentological analysis 
(Foraminifera) indicates a conspicuous increase in diversity and dominance of 
marine species within the event sediment sheet. The spatial characteristics of the 
tsunami layer suggests that the barrier prevented widespread overtopping by the 



incoming tsunami allowing inference of c. 10 m as maximum height at the coast; 
they also indicate the inlet as the preferential route for both water and sediment 
transported inland. Dating results (14C, 210Pb and 137Cs) allow extrapolation of 
an age of deposition compatible withthe ad1755 Lisbon earthquake and tsunami, 
the most devastating event that affected this coastal area in historical times. 
Correlations with similar deposits detected in nearby lowlands strengthen the 
argument that the tsunami sediment layer represents a marker horizon in the 
coastal stratigraphy along the Portuguese Algarve coast. The stratigraphic 
uniqueness of this event might have implications in the establishment of millennial 
scale recurrence intervals for this type of high-energy marine inundation. 
 
 
発表者：山田大志 
題名：Title: Acoustic multipole source model for volcanic explosions and inversion for 
source parameters 
著者：Author: Keehoon Kim, Jonathan M. Lees and Mario Ruiz 
雑誌：Geophysical Journal Internationaldoi : 10.1111/j.1365-246X.2012.05696.x 
要旨： 

火山の爆発的噴火においては、噴火に伴い空振と呼ばれる大気の擾乱が観測されるこ

とがある。空振の伝播に関して、媒質となる大気はほぼ均質とみなせ、また遠地ならば

低周波数領域(＜20 Hz)においては地形の効果による減衰をほとんど受けないため、適

切なソースモデルを仮定することで、空振のソースパラメータを推定することができる。 
空振の発生モデルとして、モノポールとダイポールの二つのソースモデルが提唱され、

それぞれのソースモデルを仮定した先行研究が行われてきた。筆者らはこの二つのどち

らかではなく、両方のソースモデルが同時に成り立つとし、本論文の中で「マルチポー

ル」のソースモデルを仮定した空振の観測データのインバージョン手法を紹介している。 
また実際に 2010年にエクアドルのTungurahua火山において観測された空振の観測デ

ータを用いてインバージョンを行い、良好なソースパラメータの推定値を得ている。こ

のイベントでは特異な空振の指向性が観測されたが、筆者らはこれをダイポールモデル

によって説明できるとし、そのダイポールの方向が火口の開口方向とほぼ一致すること

を明らかにしている。 
そして一連の解析手法は、他の火山における空振のデータにも普遍的に適用できると述

べている。 



○2013 年度第 2 回雑誌会 
 日時：2013 年 5 月 13 日（月）15:00-16:30 
 場所：理学部 4 号館 2 階 207 講義室 
 発表者：橋本武志、スネンダ－・ハリス、田中 良 
 
 
発表者：橋本武志 
題名：Dynamics of magma flow near the vent: Implications for dome eruptions 
著者：Helene Massol, Claude Jaupart 
雑誌：Earth and Planetary Science Letters,279 (2009) 185-196 
 
要旨： 

火道最上部のマグマの流れと噴出後のドーム溶岩の流動を同時に取り扱うアプロー

チで，気泡と結晶を含む圧縮性マグマの振る舞いを論じたユニークな研究である．示唆

に富む議論がなされている．本研究は，脱ガス，マイクロライト晶出，粘性，過剰圧，

流体中の応力分布およびそれらの相互作用に着目して，円筒２次 元，等温，定常条件

で質量・運動量保存を数値的に解いている．  
著しい結果のひとつは，極端に気泡に乏しい領域が火口縁部でリング状に形成されるこ

とである．興味深いことに，この gas-poor な部分は，逆に非常に発泡度の高い領域に

囲まれている．このような gas-poor ring が形成されるのは，火口の縁部で局所的に

流れの引き伸ばしが起こるためだと考えられる．結晶量が 多い条件では，この引張応

力も増大する．このため天然では，噴出率が低下するに従って火口縁部にリング状の割

れ目が発達し，やがてスパインの成長に特徴付けられる噴出様式に移行すると考えられ

る．こうした ring fracturing は，これまで火道壁近傍のシア流れによって起こるも

のと解釈されてきたが，本研究では，マグマが地表に噴出した際に，境界条件の不連続

によって流れの方向が急激に変化することに伴う引張応力が本質であると主張してい

る． 

なお，結晶に富む高粘性マグマが局所的な引張応力で破砕するという現象は，火道の

内部でも起こり得ると著者らは主張しており，スフリエールヒルズで観測された低周波

地震は，このようなからくりで発生しているのではないかとも述べている． 

 
 
発表者：スネンダ－・ハリス 
題名：Development, testing, and applications of site-specific tsunami inundation 
models for real-time forecasting 
著者：Tang, L., V. V. Titov, and C. D. Chamberlin (2009) 
雑誌名： J. Geophys. Res., 114, C12025, doi:10.1029/2009JC005476 
要旨： 



The study describes the development, testing and applications of site-specific 
tsunami inundation models (forecast models) for use in NOAA’s tsunami forecast 
and warning system. The model development process includes sensitivity studies of 
tsunami wave characteristics in the nearshore and inundation, for a range of model 
grid setups, resolutions and parameters. To demonstrate the process, four forecast 
models in Hawaii, at Hilo, Kahului, Honolulu, and Nawiliwili are described. The 
models were validated with fourteen historical tsunamis and compared with 
numerical results from reference inundation models of higher resolution. The 
accuracy of the modeled maximum wave height is greater than 80% when the 
observation is greater than 0.5 m; when the observation is below 0.5 m the error is 
less than 0.3 m. The error of the modeled arrival time of the first peak is within 3% 
of the travel time. The developed forecast models were further applied to hazard 
assessment from simulated magnitude 7.5, 8.2, 8.7 and 9.3 tsunamis based on 
subduction zone earthquakes in the Pacific. The tsunami hazard assessment study 
indicates that use of a seismic magnitude alone for a tsunami source assessment is 
inadequate to achieve such accuracy for tsunami amplitude forecasts. The forecast 
models apply local bathymetric and topographic information, and utilize dynamic 
boundary conditions from the tsunami source function database, to provide site- and 
event-specific coastal predictions. Only by combining a Deep-ocean Assessment and 
Reporting of Tsunami-constrained tsunami magnitude with site-specific 
high-resolution models can the forecasts completely cover the evolution of 
earthquake-generated tsunami waves: generation, deep ocean propagation, and 
coastal 
 
 
発表者：田中良 
題名 1：Control of magma flow in dykes on cyclic lava dome extrusion 
著者：Costa A., O. Melnik, R. S. J. Sparks, and B. Voight 
雑誌：Geophysical Research Letters, 34, L02303, doi:10.10209/2006GL027466, 2007 
題名 2：Cyclic extrusion of a lave dome based on a stick-slip mechanism 
著者：Costa A., G. Wadge, O. Melnik 
雑誌：Earth and Planetary Letters, 337-338, 29-46, 2012 
要旨： 
溶岩ドーム噴火は，数時間から数年間の活動周期をもつことが知られている（例えば，

Soufriere Hills volcano, Monserrat; Merapi, Java; Santiaguito, Guatemara; Mt. 
Unzen, Japan）．これまで，マグマ溜まりの圧力が変化するモデルにより数年周期の活

動が説明されてきた(Melnik and Sparks, 1999, 2005; Barmin et al., 2002)． また，数

時間周期の活動は，stick-slip モデルによって説明されてきた(Denlinger and Holbitt, 



1999; Iverson et al., 2006; Lensky et al., 2008)． しかし，数週間周期の活動はいまだ

説明されていない．そこで本発表では，溶岩ドーム噴火の周期的な活動に関する２つの

論文を紹介する．  
Costa et al. (2007)の 目的は，数週間周期の活動を説明するモデルを構築することで

ある．地殻変動観測や地震観測による知見に基づいて，深部(1~5 km 深)ではダイク，

浅部(~1 km 深)では剛体で円筒な火道を仮定する．このとき，ダイクは火道内圧力と母

岩の静岩圧の差によって弾性的に変形する ものとする．マグマ溜まりの圧力を一定と

し，１次元非定常火道流モデルによって流量の時間変化を計算した．その結果，数週間

周期の活動を 再現することが出来，周期はダイクへの流入量，ダイクの幅と円筒火道

の半径の比に依存することを明らかにした．  
Costa et al. (2012)の 目的は，stick-slip モデルを，Costa et al. (2007)で仮定した形

状の火道に適用することである．本論文では，円筒火道下端の圧力がある閾値を超える

と，円筒火道 内のマグマと火道壁の間にすべり速度が生じると仮定し，数値計算が行

われた．その結果，より現実に即していると考えられる形状の火道にお いても，

stick-slip モデルを適用することで，数時間周期の活動を説明できることを明 らかにし

た．また，Soufriere Hills Volcano で観測された 12 時 間周期から７時間周期への周期

の変化は，溶岩ドームが崩壊したことによる火道上端の圧力変化が原因である可能性を

示唆した． 



○2013 年度第 3 回雑誌会 
 日時：2013 年 5 月 27 日（月）15:00-16:00 
 場所：理学部 4 号館 2 階 207 講義室 
 発表者：山田卓司、アブドアラー・サブリー 
 
 
発表者：山田卓司 
(１)題名：Faultlubrication during earthquakes 
著者：G. Di Toro,R. Han, T. Hirose et al. 
雑誌名：Nature, 2011, 471, 494-499, doi:10.1038/nature09838 
(２)題名：Stable creeping fault segments can becomedestructive as a result of 
dynamic weakening, 
著者：H. Noda and N. Lapsta 
雑誌名：Nature, 2013, 493, 518-523, doi:10.1038/nature11703 
要旨 
以上の 2 本の論文を紹介します。(1) は、岩石実験によって得られた摩擦構成則をコン

パイルしたものです。すべり速度が速いほど摩擦係数が落ちること、封圧が低いほど摩

擦係数が動摩擦まで落ちるまでに大きなすべり量を要することが明らかになってきま

した。これらは、断層面両面でのひっかかりの破損だけでなく、断層すべりによる摩擦

発熱や岩石の構成鉱物の化学反応も摩擦の物理に重要であることを示しています。 
(2)は、あるすべり速度を超えると構成則が変わるという仮定をおくと、台湾 Chi-Chi
地震や 3.11 地震の物理過程の特徴が説明できることを、数値シミュレーションによっ

て示しています。論文内では議論されていませんが、(2)の仮定の妥当性を検討する上

で、(1)の論文が非常に参考になると思います。 
 
 
発表者：アブドアラー・サブリー 
題名：Salinity Distribution in Heterogeneous Coastal Aquifers Mapped by Airborne 
Electromagnetics 
著者： Casper Kirkegaard, Torben O. Sonnenborg, Esben Auken, Flemming 
Jørgensen 
雑誌名： Vadose Zone J. 10:125–135, doi:10.2136/vzj2010.0038. 
要旨： 
Understanding the hydrologic seeting of any given area is a challenging task, 
especiallyconsidering that the amount of available information is often verysparse 
relative to the size of the area and the complexity of the problem. We used 
geophysical transient electromagnetic (TEM) data from an airborne SkyTEM 
instrument to investigate discharge offreshwater from a river catchment into a 



coastal lagoon area, in support of large-scalehydrologic mapping of the HOBE 
hydrology research center. Existing hydrologic data indicatepossible outflow from 
the catchment underneath the survey area, a hypothesis thatwas indeed backed up 
by our geophysical results. The results revealed a stratified geologicsetting 
frequently incised by buried valleys beneath the lagoon. They also showed that 
thevalleys are saturated with sea water, unlike the layers at the same depth that 
are probablysaturated with brackish water. The salinity decreases with depth in 
large parts of thelagoon. The salinity distribution in the setting indicates the 
presence of intricate fl ow systemsbeneath the coastal area and the lagoon, and we 
propose that it is governed by theheterogeneity in the geologic setting. We also 
demonstrated how water depth as well assalinity can be accurately mapped using 
SkyTEM in combination with a robust and flexibleinversion scheme. 
 
 



○2013 年度第 4 回雑誌会 

 日時：2013 年 6 月 3 日（月）15:00-16:30 

 場所：理学部 4 号館 2 階 207 講義室 

 発表者：川口亮平、伊尾木圭衣、三嶋渉 

 

 

発表者：川口亮平 

題名：Tilt prior to explosions and the effect of topography on ultra-long-period 

seismic records at Fuego volcano, Guatemala 

著者：John J. Lyons, Gregory P. Waite, Mie Ichihara, and Jonathan M. Lees 

雑誌：Geophysical Research Letters, 2012, 39, L08305, doi:10.1029/2012GL051184 

要旨： 

火山噴火活動に伴って火山体の隆起，沈降といった現象が起きることは古くから知ら

れており，水準測量や GPS，傾斜計などによる観測データに基づいて，地下の圧力源

の位置や大きさの推定が数多く行われてきた．近年，観測機器の精度向上や小型化が進

んだことで比較的規模の小さな噴火を繰り返し行う火山の火口近傍でも噴火に伴う山

体変形が観測されるようになってきた． 

 本論文では，グアテマラのフエゴ火山において，広帯域地震計によって観測された噴

火に伴う傾斜変動記録から地下の圧力源を求めている．噴火に伴う傾斜変動記録は火口

からの距離が 800 – 2000 m 離れた位置に設置された 4 点の広帯域地震計によって観

測されている．各観測点で噴火の 20 – 30 分前から傾斜変動が始まり，噴火の 5 分前

くらいから傾斜変動の極性が反転する様子が捉えられている．各観測点は急峻な火山体

地形の上に設置されており，観測された記録はその地形形状の効果を受けていると考え

られるため，3 次元の有限差分モデルによって，地形形状の効果を考慮して圧力源の推

定を行った．フォワードモデルによる計算結果と観測データの比較によって，山頂火口

から西に 120 m ，深さ 40 m の球状膨張源によって観測データを最もよく説明できる

ことが明らかとなった．空振データなどとの考察から，この傾斜変動源は火道浅部のマ

グマの脱ガスによって生じたプラグ下への圧力の増加を表していると考えられる． 

 

 

発表者：伊尾木圭衣 

題名：Comparison of decay features of the 2006 and 2007 Kurile Island earthquake 

tsunamis 

著者：Yutaka Hayashi, Shunichi Koshimura and Fumihiko Imamura 

雑 誌 名 ： Geophysical Journal International (2012) 190, 347-357, doi: 

10.1111/j.1365-246X.2012.05466.x 

要旨： 

 津波の減衰過程の特徴について, 移動二乗平均の振幅, 津波コーダ, 無次元の津波振



幅を定義し調べた. 2006 年, 2007 年千島沖地震津波について, 日本の検潮所で観測さ

れた津波波形を解析した. これらのイベントの津波コーダは以下の特徴がある. 

(1) 2006年津波の津波コーダによって求められた減衰過程は, 検潮所での減衰時定数は

検潮所がどの海に面しているかに寄ることを示す. 

(2) 津波コーダにおける NDA(non-dimensional tsunami amplitude)の変動は, レイリ

ー分布または正規分布によって確率的に近似され, またほとんどの検潮所における

NDA 分布は同じような値を示す. 

(3) 2006 年, 2007 年津波の減衰過程の違いは, 減衰時定数の平均と NDA 分布に関して

小さい.  

これらの発見は津波の減衰過程の予測改善につながる第一歩となるだろう. 

 

 

発表者：三嶋渉 

題名：Effect of inner core conductivity on planetary dynamo models 

著者：Girija Dharmaraj , Sabine Stanley 

雑誌：Physics of the Earth and Planetary Interiors 212–213 (2012) 1–9 

要旨： 

惑星ダイナモは、惑星外核での複雑な流体流動がその発生原因とされている。また、

外核の内側には、固体の内核が存在している。さまざまな惑星ダイナモモデルの研究で

は、この内核の導電性がダイナモ過程に影響するのかということが議論されている。こ

れら先行研究には、内核の導電性が、極性の逆転の頻度の減少や、磁場の形態に影響す

るという研究とそうした磁場の影響がないという研究がある。 

本論文の目的は、議論され続けている内核の導電性の影響を調べることである。筆者た

ちは、この考察をするために、内核の導電性以外の条件をそろえた数値ダイナモモデル

を用いている。この際考える構造は、地球のような内核や外核としている。また、内核

の導電性に関する矛盾の説明を試みるために、境界条件とレイリー数を変えたモデルの

計算も行なっている。 

その結果、本論文の導体内核（導電性のある内核）モデルにおいて、先行研究で述べ

られる極性の逆転の頻度の減少、回転軸に対して軸対称で双極子に支配された磁場を形

成することが示されたと主張している。一方、不導体内核モデルはこうした結果を示す

ことがなかったと主張している。これらのことは、内核の導電性がダイナモ過程に影響

することを示している。さらに、境界条件とレイリー数を変えたモデルの結果から、こ

れまでの内核の導電性に関する矛盾は、熱境界条件とレイリー数の違いによるものであ

ると主張している。 



○2013 年度第 5 回雑誌会 

 日時：2013 年 6 月 10 日（月）15:00-16:30 

 場所：理学部 4 号館 2 階 207 講義室 

 発表者：大島弘光、宇久眞太郎、湊 宏司 

 

 

発表者：大島弘光 

題名：The rheology of two-phase magmas: A review and analysis 

著者：H.M. Mader, E.W. Llewellin, S.P. Mueller 

雑誌：J. Volcanol. Geotherm. Res., 257 (2013) p135–158 

要旨： 

これは気泡ないし班晶を含んだマグマの流動特性に関するレビュー論文で、ニュート

ン流体として振る舞う珪酸塩メルトに含まれる気泡の変形や固体粒子の動きが流動特

性に及ぼす影響に視点が置かれている。 
まず、火山岩中の気泡や斑晶が示す流動組織を示し、それらを生じさせた流動特性の指

標になる幾つかの無次元数の説明がなされている。 
次に二相マグマの流動を記述する際に広く使われている幾つかの構成則が比較され

る。 
気泡を含む流体では相反する構成則（気泡体積分率の増加とともに粘性が増加をする

ものと低下するもの）が存在する。この矛盾する二組の構成則は流動条件を反映してい

ることが最近の実験的研究によって確かめられ、この論文では、それらの研究を発展さ

せて気泡を含んだ二相マグマの広範な流れの状態に適応できる半経験的な構成則が導

かれている。この構成則には気泡のズリ変形や流れの非定常性の効果を結合した新しい

キャピラリティーと呼ばれる無次元数が含まれる。更にサイズの異なる気泡を含む流体

の流動特性を扱う方法も提示している。 
斑晶を含むマグマの流動に適用される固体粒子を含む流体の構成則は定常な流れに

限られる。いずれも実験的に導かれているため、構成則に含まれる変数と流れの物理は

関係づけられていない。また、固体粒子を含む流動にでは固体粒子が粒子を超えて移動

できなくなる最大充填分率(見かけの粘性率が発散)が存在する。この最大充填分率は固

体粒子のアスペクト比によって変わることから、この論文では既存の実験データを再解

析し、粗い固体粒子およびなめらかな固体粒子に対して最大充填分率と粒子のアスペク

ト比の関係を導き、火成岩から得られたデータは粗い粒子の曲線上にプロットされるこ

とを示した． 
最後に一連のレビューに基づき、気泡および班晶を含んだマグマの流動特性を求める

実用的な手順をまとめるとともに、これからの研究の方向性が示されている。 

 

 

発表者：宇久眞太郎 



題名：Utilization of Social Media in the East Japan Earthquake andTsunami and its 

Effectiveness 

著者：Brett D. M. PEARY, Rajib SHAW and Yukiko TAKEUCHI 

雑誌名： Journal of Natural Disaster Science, Volume 34, Number 1, 2012, pp3- 

要旨： 

2011 年の東日本大震災では、Twitter や Facebook などのソーシャルメディアが被災

者の情報共有手段となり、捜索・救援・募金などの活動を行うための情報源として重要

な役割を果たした。また、ソーシャルメディアは国外においてもボランティア団体など

への情報提供手段となり、海外からの支援活動においても果たした役割は大きい。 

本論文では、ソーシャルメディアが災害時に果たす役割を明らかにするため、はじめ

に、過去の災害において実際にソーシャルメディアが活用された事例を紹介し、その意

義を確認している。次に、東日本大震災において実際にソーシャルメディアを利用した

ユーザーを対象とした、インターネット上におけるオンライン調査の結果をもとに、ど

のような人々が利用していたか、どのような情報が共有されていたかなどを明らかにし、

災害時におけるソーシャルメディアの利用および今後を考察している。そして、個人の

円滑な支援活動にソーシャルメディアが役割を果たす可能性および、政府や組織はソー

シャルメディアに起因する問題点を抑えるべきであると主張している。 

 

 

発表者：湊 宏司 

題名：Title: Constraints on the three-dimensional thermal structure of the lower 

crust in theJapanese Islands 

著者：Ikuo Cho and Yasuto Kuwahara 

雑誌：Journal: Earth Planets Space, doi:10.5047/eps.2013.01.005 

要旨： 

日本列島下部の地殻-上部マントルは低温の海洋プレートの沈み込みや高温のメルト

の上昇などの要因によって温度構造の不均一が強く表れる．地殻の温度構造と粘弾性構

造には密接な関係があるため，地殻の温度構造の不均一は地殻の変形に影響を及ぼして

いる．例えば，Shimamoto(1992) は日本列島における地殻の粘弾性構造が活断層の分

布と関係していると主張した． 

本論文では新たな下部地殻 3 次元熱構造のモデリング方法を提案している．このモデ

リング方法は熱流量データを用いず，地殻内部の震源と上部マントルにおける地震波の

減衰のデータを用いることで高解像度のモデリングを可能にしている．地震発生層底部

の温度を推定する際，その深さは脆性塑性転移を起こす深さと一致するという前提を用

いる．次に，モホ不連続面下の温度推定を上部マントルでの地震波減衰データとマント

ル捕獲岩から推定した温度データを用いて行う．これら二点の深さで推定した温度を直

線的に近似する．さらに，日本列島における実際の温度構造モデルの構築についても言

及している． 
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発表者：齊藤佳佑 
題 名 ： Discrimination of a preparatory stage leading to M7 characteristic 
earthquakes off Ibaraki Prefecture, Japan 
著者：Shozo Matsumura 
雑誌：Journal of Geophysical Research, Volume 115, 2010 
要旨： 

茨城県沖で，M7のイベントが2008年5月8日に発生した．このイベントは太平洋プレ

ートの上部境界にある同一のアスペリティが破壊する特徴的なイベントグループに属

しており，このイベントグループは，約22年周期で繰り返している．前回のM7.0の1982
年のイベントは26年前である．本研究では，地震発生頻度のマップを作成することで，

この2つのイベントに先行するインターバル期間における地震活動の変化を調べ，その

結果，重大な類似性があることを見つけた．この類似性は2つのマップの相関係数を計

算することで数値的表現が可能となる．相関係数の一時的な推移を調べ，2つのイベン

トの直前に限って類似性が現れることがわかり，この類似性は他の時期には見られない．

この結果は，このイベントを誘発する準備期間が存在し，またそれが繰り返しているこ

とを暗示し，それは階級構造における比較的小さいアスペリティ上でのスタティックな

すべりによって発生し，また明確な地震活動の変化パターンを有している．この証拠は，

次のイベントの予測をする手順の確立に役立つ可能性があり，すなわち，次のM7クラ

スのイベントは2030 年ごろだと予想できる．2種類の相関係数（rAとrB）は1982年と

2008年のイベントに先行する期間の地震活動変化マップを扱うことで計算可能である．

rAとrBが閾値であるr0を超えたとき，ターゲットの地震の発生を知らせることができ

るかもしれない． 
 
 
発表者：篠原大地 
題名：Static stress drop as determined from geodetic strain rates and statistical 
seismicity 
著者：Alessandro Caporali, Salvatore Barba, Michele M. C. Carafa,Roberto 
Devoti,Grazia Pietrantonio, and Federica Riguzzi 
雑誌名：JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 116, B02410, 
doi:10.1029/2010JB007671, 2011 
要旨： 



地震の活動域のエネルギー量を測るには二つの重要な道具があり、一つは歪み速度で、

もう一つは地震カタログである。本論文では、イタリアの 36 の地震帯について地震カ

タログからＧＲ図を求め、その切片や傾きを利用して地震の歪み速度を求めて、静的応

力降下量を計算した。その結果、それぞれの地震帯で、長い期間の変動に結び付けられ

る弾性エネルギーの大部分を蓄えている体積と、地震の歪み速度は静的応力降下と反比

例するということがわかった。この地域の静的応力降下量は、モーメントマグニチュー

ドが 4.5〜7.3 の範囲の地震について、0.1〜5.7MPa となることがわかった。求められ

た応力降下は GR 図の切片や傾き、熱流量に対して独立であるが、想定された最大マグ

ニチュードについては相関があった。さらに、得られた結果は、それぞれの地震帯で記

録された最も大きな地震の後、時間が経過するほど応力降下量が大きくなるという仮説

を否定しないものであった。 
 
 
発表者：翁長良介 
題名：A note on maar eruption energetics: current models and their application 
著者：Jacopo Taddeucci & Gianluca Sottili & Danilo M. Palladino & Guido Ventura 
& Piergiorgio Scarlato 
雑誌：Bull Volcanol (2010) 72,p75–83 
要旨： 

Hydormagmatic な噴火は，地表もしくは地中浅部に存在する水の膨張を通じて，マ

グマの持つ熱エネルギーを機械エネルギーに変換する． 
その噴火のエネルギーは五つの方法で求められてきた．（１）噴出物量とその温度を用

いた方法，（２）水とマグマの割合を用いた方法，（３）とても細かい本源物質の岩片

を用いた方法，（４）母岩を破砕してできた岩片と界面エネルギーを用いた方法，およ

び（５）クレーターの大きさを用いた方法である．しかし，それぞれの方法で求められ

たエネルギーは比較されてこなかった． 
そこで本論文では，ColliAblani（Italy）にあるPrataPorci単成マールと，三つのマ

ールからなるAlbano複成マールを事例として，それぞれの方法で各マール噴火のエネ

ルギーを推定し，比較した． 
その結果，一つのマールを形成する噴火で放出された機械エネルギーは1015~1017J

と求められた．四つのマール形成噴火に対して，五つの方法で求めたエネルギーの大小

関係は矛盾しない．また，求められた機械エネルギーは方法１で求められた熱エネルギ

ーの45％（方法２）から3％（方法３）の範囲にあり，方法４，５は10％であった． 
この研究は，噴火のエネルギーを推定する際の三つの注意点を明らかにした．第一の

注意点は，クレーターの大きさが噴火によってのみ決められているか判断することであ

る．第二は噴火のときに，マグマと水の混合で爆発して放出されるエネルギー以外に放

出される機械エネルギーの扱い方である．最後は火山砕屑物のなかで，magmaticな生

成物とhydromagmaticな生成物を正しく識別することである． 
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発表者：アディティア・グスマン 
題名：Time and space distribution of coseismic slip of the 2011 Tohoku earthquake 
as inferred from tsunami waveform data 
著者：Kenji Satake, Yushiro Fujii, Tomoya Harada, and Yuichi Namegaya. 
雑誌：Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 103 No. 2B, pp.  
1473-1492, May 2013. 
要旨 
This paper introduces a multiple time window analysis to estimate the spatial and 
temporal distributions of tsunamigenic slip on the earthquake fault. The 2011 
Tohoku tsunami was recorded on high-quality and high-sampling offshore gauges, 
and the tsunami waveforms recorded near the source region are sensitive to a 
temporal change of slip. The spatial and temporal slip distribution of the 2011 
Tohoku earthquake is estimated by using 53 high-sampling tsunami waveforms on 
ocean-bottom pressure gauges, GPS wave gauges, coastal wave gauges, and tide 
gauges. The fault rupturepropagated from near the hypocenter to both deep and 
shallow parts of the plate interface. A very large slip of 25 m in the deep part off 
Miyagi at a location similar to the previous 869 Jogan earthquake model was 
responsible for the initial rise of tsunami waveforms. A huge slip, up to 69 m, 
occurred in the shallow part near the trench axis 3 min after the rupture was 
initiated. This shallow rupture was responsible for the peak amplitudes of the 
tsunami waveforms and the maximum tsunami heights measured on the northern 
Sanriku coast. The total seismic moment is calculated as 4.2 × 10^22 Nm (Mw 9.0) 
by assuming an average rigidity of 4 × 10^10 N/m^2 for the entire subfaults. For 
the shallow subfaults, the average slip is 18.6 m, and the seismic moment is 
equivalent to Mw 8.8. For the deep subfaults, the average slip is 6.4 m and the 
seismic moment is equivalent to Mw 8.8. It may be that a great earthquake (Mw 
8.8) on the deep subfaults triggered another (Mw 8.8) on the shallow subfaults near 
the trench. Both computed inundation areas on the 869 topography from the entire 
slip and from only the deep slip of the 2011 Tohoku earthquake cover the 
distribution of the 869 tsunami deposits, this indicate that at least the 2011 great 
earthquake on the deep plate interface was similar to the 869 Jogan earthquake 
source model. The simultaneous arrival of tsunamis from the deep slip and shallow 



slip at Fukushima nuclear power stations (1 and 2) generated disastrous tsunamis 
that were larger than the designed tsunami heights for that nuclear facilities. In 
future tsunami-hazard assessments, in addition to characterizing the 2011 source 
as a gigantic earthquake, it would be necessary to decompose the 2011 source into 
two types, deep and shallow slips, and to treat them separately. 
 
 
発表者：齋藤 悠 
題名：Comparison of direct and coda wave stress drop measurements for the Wells, 
Nevada, earthquake sequence 
著者：Rachel E. Abercrombie 
雑誌名： JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 118, 1458–1470,  
doi:10.1029/2012JB009638, 2013 
要旨： 

今回紹介する論文は、2008 年 2 月 21 日にアメリカのネバダ州で発生した M6 の地震

とその余震(M4-6)7 つに対して、直達 S 波とコーダ波の両方を用いてコーナー周波数と

応力降 下量を計算したという論文である。 
応力降下量を計算したという研究は、これまで多くの研究者によって行われてきた。

(例えば、Mayeda and Malagnini, 2009a.) しかし、解析の手法の違いから直接それら

を比較するということは難しく、ほとんど行われていない。本論文で筆者は、2008 年

に発生したネバダ州ウェルズの地震を対象に、①直達の S 波を用いて応力降下量を計算

し、②Mayeda and Malagnini, [2009a](コーダ波を用いて応力降下量を求めた論文)の
コーナー周波数から、応力降下量を①と同じ手法で再計算することで、両者を比較した。 

その結果、直達の S 波を用いた場合に、コーダ波を使用した場合よりも大きなバラつ

きが生じることがわかった。  
また筆者は、EGF を使用した解析の精度を向上させるため、スペクトル比を取る上

での客観的な基準を提案している。(1)EGF として用いる地震の妥当性を評価するため

に震源時間関数を計算すること、(2)スペクトル比の低周波側と高周波側のレベル差が 5
以上あること、(3)コーナー周波数は、分散を最小値の 5％としたとき、50％までのずれ

を許容すること。 
 

 
発表者：和田 さやか 
題名：Modeling ground deformations of Panarea volcano hydrothermal/geothermal  
system (Aeolian Islands, Italy) from GPS data 
著者：Alessandra Esposito, Marco Anzidei, Simone Atzori, Roberto Devoti, Guido  
Giordano, Grazia Pietrantonio 
雑誌：Bull Volcanol (2010) 72:609-621  



doi : 10.1007/s00445-010-0346-y 
要旨： 
イタリアのAeolian IslandsにあるPanarea volcanoで，2002年11月に海底からの激しいガ

スの噴出が観測された．この2002年の出来事までは，穏やかなガスの噴出が観

測されており，Panarea volcanoでは火山活動は停止していると考えられていた．

本論文の目的は，この地域における地球化学的・構造学的な先行研究とあわせ，

2002年のガス噴出以降に観測点が増やされたPanarea GPSネットワークによ

る1995年から2007年の観測データを解析し，2002年のガス噴出の時間変化を説

明するモデルを推定することである．地殻変動のモデルは，観測点が増えた2002
年ガス噴出後の変動に合うように推定された． 

対象地域は，Panarea volcanoを二分する形でNE-SW 方向に走る大きな断層に

より，2つの地域にわけられ，さらに南東側の地域には長さ1100m，800mで走

行が27度，135度の交差している2つの小さな断層が先行研究によって発見され

ている．本論文では，2002年の激しいガス噴出以降に充実したGPSネットワー

クによる観測データの解析から，すべての断層についてのパラメータが推定さ

れた．NNE 方向の断層は，幅900m，-0.7mm/yr の開きとなり，NW方向の小さな

断層は，幅800m，開きはかなり小さく無視できる量であると推定された．ここ

から，2002年のガス噴出に伴う地殻変動は，2002年以前に唯一設置されていた

Panarea volcano西部のPanarea島東部にあるPANA観測点の時間変化と，このモ

デルから，主にNNE 方向の小さな断層により引き起こされたものであることが

明らかになった．この地殻変動のモデルからの計算値は，実際のGPSによる観測

値とよく合っている． 

さらに，2002年のガス噴出の前・中・後の3つのステージに分け，ガス噴出の

時間変化を説明するモデルを推定した．噴出の前には穏やかなガス噴出が続い

ており，ゆるやかな沈降傾向の地殻変動が観測されていた．その後，深部マグ

マだまりの影響により浅部の熱水だまりから流体がNNE方向の断層を通して上

昇し，2002年の激しいガスの噴出が起こった．この噴出に伴った隆起がPANA観

測点において観測された．また，熱水が上昇する際の割れ目の増加に伴った群

発地震も観測されており，このモデルは他の地球物理学的な観測とも調和的で

ある．この出来事の後，ガスが上昇してきた割れ目は，流体によるself-sealed

の過程により割れ目がだんだん閉じ，ガスの噴出も落ち着いた．それにより，

2002年の出来事後，再度沈降傾向になり，地殻変動も安定した． 



○2013 年度第 9 回雑誌会 

 日時：2013 年 7 月 8 日（月）15:00-16:30 

 場所：理学部 4 号館 2 階 207 講義室 

 発表者：和田直人、小四郎丸拓馬、齋藤佳佑 

 

 

発表者：和田直人 

題名：Slip distribution of the 1973 Nemuro-oki earthquake estimated from the 

re-examined geodetic data 

著者：Takuya Nishimura 

雑誌：Earth Planets Space, 61, 1203-1214, 2009 

要旨： 

筆者は１９７３年の根室半島沖地震に伴う地殻変動を明らかにするために、測地学的

なデータ（レベル測量、潮位計、三角測量、三辺測量、そして光波測距のデータ）をも

う一度洗いなおした。そして、筆者は、プレート境界面上の滑り分布を求めた。余効滑

りを含む地震に伴うスリップに関しては、震源付近に大きな滑り領域が認められた。モ

ーメントマグニチュードは２００３年十勝沖地震とほぼ同じＭｗ８.0 と求められたが、

これらの地震に伴う滑り域には約５０ｋｍのギャップが存在する。２００４年Ｍｗ７.0

の釧路沖地震は、根室半島沖地震の北西側端部付近に滑り域があったが、この領域は根

室半島沖地震発生時のバリアになったと考えられる。また、この領域までは達していな

いが、根室半島沖地震の余効変動は震源域より北西側で発生していることがわかった。 

 

 

発表者：小四郎丸拓馬 

題名：Pressure changes in the magmatic system during the December 2008/January 

2009 extrusion event at Soufrière Hills Volcano, Montserrat (W.I.), derived from 

strain data analysis 

著者：Stefanie Hautmann, Dannie Hidayat, Nicolas Fournier, Alan T. Linde, I. 

Selwyn Sacks, C. Pyiko Williams 

雑誌名：Journal of Volcanology and Geothermal Research 250. 34-41 2013 

要旨： 

本論文では，2008年12月から2009年1月にかけてのSoufrière Hills Volcano (SHV)

における体積ひずみ計のデータから，SHVのマグマシステムについて議論する． 

SHVはカリブ海に浮かぶMontserrat島の南部に位置する火山で，1995年に火山活動が

活発化して以来，山体の膨張・噴火・山体の収縮というサイクルの活動を繰り返してい

る．連続GPSやひずみ，地震活動などについての先行研究から，SHVにおける火山性地殻

変動は地殻浅部のダイクと浅部のマグマだまり，そして地殻深部のマグマだまりでの圧

力変化に関係すると考えられている．本論文では，2008年12月から2009年1月の噴火活



動中のひずみデータの解析から，これらSHVのマグマ供給システムについて議論してい

る．  

解析の結果，浅部ダイクの開きは 80cm，浅部だまりの圧力低下量は 35MPa，深部

マグマだまりでは 10MPa と求められた．しかし，本研究では浅部のマグマだまりと地

殻深部のマグマだまりの圧力変化量は等しくなければならないとしている．また，SHV

のような安山岩質の火山では，岩石の引張強度は 1~20MPa であると先行研究から求め

られている．よって，ここで求められた浅部ダイクでの圧力低下量は過大であると考え

られる．筆者らは，浅部マグマだまりの体積を 8km^3（先行研究では 4km^3），地殻

深部のマグマだまりの体積を 24km^3（同 32km^3）とすることで，圧力低下量をそれ

ぞれ 17MPa と 15MPa とした．これによって筆者らは，SHV のマグマシステムを表現

する最適なモデルを発見したと述べている． 

 

 

発表者：齋藤佳佑 

題 名 ： Discrimination of a preparatory stage leading to M7 characteristic 

earthquakes off Ibaraki Prefecture, Japan 

著者：Shozo Matsumura 

雑誌：Journal of Geophysical Research, Volume 115, 2010 

要旨： 

茨城県沖で，M7 のイベントが 2008 年 5 月 8 日に発生した．このイベントは太平洋

プレートの上部境界にある同一のアスペリティが破壊する特徴的なイベントグループ

に属しており，このイベントグループは，約 22 年周期で繰り返している．前回の M7.0

の 1982 年のイベントは 26 年前である．本研究では，地震発生頻度のマップを作成す

ることで，この 2 つのイベントに先行するインターバル期間における地震活動の変化を

調べ，その結果，重大な類似性があることを見つけた．この類似性は 2 つのマップの相

関係数を計算することで数値的表現が可能となる．相関係数の一時的な推移を調べ，2

つのイベントの直前に限って類似性が現れることがわかり，この類似性は他の時期には

見られない．この結果は，このイベントを誘発する準備期間が存在し，またそれが繰り

返していることを暗示し，それは階級構造における比較的小さいアスペリティ上でのス

タティックなすべりによって発生し，また明確な地震活動の変化パターンを有している．

この証拠は，次のイベントの予測をする手順の確立に役立つ可能性があり，すなわち，

次の M7 クラスのイベントは 2030 年ごろだと予想できる．2 種類の相関係数（rA と

rB）は 1982 年と 2008 年のイベントに先行する期間の地震活動変化マップを扱うこと

で計算可能である．rA と rB が閾値である r0 を超えたとき，ターゲットの地震の発生

を知らせることができるかもしれない． 



○2013年度第 10回雑誌会 
 日時：2013年 10月 21日（月）15:00-16:00 
 場所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：平塚晋也、スネンダー・ハリス（HARIS, Snender）、 
 
 
発表者：平塚晋也 
題名： A deep outer-rise reverse-fault earthquake immediately triggered a shallow 
normal-fault earthquake: The 7 December 2012 off-Sanriku earthquake (Mw7.3) 
著者：Tomoya Harada, Satoko Murotani, Kenji Satake 
雑誌： Geophysical Research Letters, Vol. 40, 4214-4219, doi:10.1002/grl.50808,2013. 
要旨： 

2012年 12月 7日 17時 18分頃，三陸沖の日本海溝の外側（アウターライズ）にお
いて，Mw7.3の地震が発生した．この地震に対しては，アメリカ地質調査所(USGS)お
よび防災科学技術研究所（防災科研）によりメカニズムの解析が行われているが，USGS
による W フェーズおよび実体波を用いたモーメントテンソル解析では逆断層型の解が
求められているのに対し，防災科研による CMT解析では正断層型の解が求められてお
り，それらの解は互いに大きく異なるという問題が生じている． 
著者らは，この問題の解決をはかることを目的に，まず，多重震源を考慮した遠地実体

波インバージョン解析を行った．それによれば，2012 年 12 月に三陸沖で発生した
Mw7.3 の地震は，2 つの連続したサブイベントから成り，アウターライズ深部の深さ
56kmにおいて，逆断層型の地震（サブイベント 1）が発生し，その約 20秒後，サブイ
ベント 1の震央から南南西方向に 20km離れたアウターライズ浅部の深さ 6kmにおい
て，正断層型の地震（サブイベント 2）が続けて発生したものと推定される．なお，サ
ブイベント 1 およびサブイベント 2 のメカニズム解は，各々，USGS により実体波を
用いて求められた逆断層型のモーメントテンソル解および防災科研により求められた

正断層型の CMT解によく似ており，また，サブイベント 1およびサブイベント 2の重
ね合わせメカニズム解は，USGSによりWフェーズを用いて求められた逆断層型のモ
ーメントテンソル解によく似ているといった特徴が認められる． 
次に，著者らは，イベント 2をターゲットとした，イベント 1の発生によるクーロン破
壊関数の変化(ΔCFF)の計算を行い，イベント 1の発生による応力変化がイベント 2の
発生を誘発する働きをしたことを明らかにした．また，著者らは，イベント 1およびイ
ベント 2 の両方の地震をターゲットとした，2011 年東北地方太平洋沖地震(Mw9.0)の
発生によるΔCFF の計算を行い，2011 年東北地方太平洋沖地震(Mw9.0)の発生による
応力変化は，イベント 1 およびイベント 2 の発生を誘発する働きをしたことを明らか
にした． 
 
 



発表者：スネンダー・ハリス（HARIS, Snender） 
題名：Tsunami waveform inversion incorporating permanent seafloor deformation 
and 
著者：Author: Tsushima, H., R. Hino, Y. Tanioka, F. Imamura, and H. Fujimoto 
雑誌名： J.Geophys. Res., 117, B03311, doi:10.1029/2011JB008877 
要旨： 
 We propose a method of tsunami waveform inversion to accurately estimate a 
tsunami source by incorporating the effect of permanent seafloor deformation 
recorded by ocean-bottom pressure gauges (OBPGs) within the source region. We 
developed a general expression of water-depth fluctuation recorded at an OBPG 
following seafloor deformation of arbitrary spatiotemporal distribution. By assuming 
that coseismic rupture propagates with infinite velocity, the general expression can 
be reduced to an equation relating observed OBPG waveforms to initial sea-surface 
displacement at the source by using a Green’s function consisting of two terms: the 
Green’s function used in regular tsunami inversion and a correction term to 
account for water-depth change in response to permanent seafloor deformation. By 
using the two-term Green’s functions, the effect of seafloor deformation can be 
taken into account in tsunami source estimation.Weapplied the revised inversion 
method to observations of coseismic seafloor deformation and tsunami during the 
2003 Tokachi-oki earthquake (Mw 8.3) at two OBPG stations near the Kuril Trench. 
The tsunami source model we estimated is consistent with models previously derived 
using various other geophysical data sets. Furthermore, the coastal tsunami 
waveforms we modeled match the observed tsunami well. Forecasts of tsunami 
arrival times and first peak amplitudes by our method can be obtained 20 min after 
an earthquake, and can be provided to the coastal communities nearest to the source 
with a lead time of ~10 min. 
 



○2013年度第 11回雑誌会 
 日時：2013年 11月 11日（月）15:00-16:30 
 場所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：森 済、アブドアラー・サブリー、田中 良 
 
 
発表者：森 済 
題名：A new algorithm for modeling simple and double Mogi magma sources in active 
volcanoes: accuracy, sensitivity,limitations and implications 
著者：Vasso Saltogianni and Stathis C. Stiros 
雑誌： Bull. Volcanol.(2013)75, A754, DOI 10.1007/s00445-013-0754-x 
要旨： 
 火山の地殻変動の解析手法として、形状を自由に決められ、媒質の不均質も取り入れ
ることのできる FEM等の数値解析手法が行われるようになってきた。しかし、それら
の複雑な要素がすべての火山で明らかになっているわけではないため、半無限一様空間

における茂木モデル等の単純な解析的ソースの有用性も残っていて、広く使われている。

これらのソースを用いた地殻変動の解析手法としては、フォワード計算やモンテカルロ

法によるインバージョンがあるが、筆者らは、位相解析を用いての新たなインバージョ

ン法を開発した。 
また、最近の研究から、一般的には、活動期には深部のソースから浅部のソースへマ

グマが供給されることが多いことがわかってきた。したがって、二つのソースを用いて

解析することが必要になってきた。 
本論文では、2011-2012年のサントリーニ火山の活動のソースが、先行研究で単一茂

木ソースでの見積もりで、GPSでは 3km、InSARでは 6kmと深さが大きく違うこと
に注目し、ギリシャのサントリーニ火山をモデルサイトとして、新手法の有用性を 1個
及び 2個の茂木ソースの場合について検討した。新手法の利点は決定論的手法なので、
ローカルミニマムに陥ることがないことと、観測誤差等の誤差要因の影響を推定できる

ことから、観測点配置の効率化により観測精度の向上を図ることができる点にある。欠

点は、位相空間の次元数にあたる未知数の数が多くなると計算量が膨大になることであ

る。筆者らは、これを、荒いグリッドにより大まかな推定を行い、ソース位置の領域を

絞ってからグリッドを細かくすることで回避している。 
本手法による解析で、先行研究の不一致が観測した地殻変動成分の違いに起因するこ

とを明らかにし、観測手法によって、ソースの位置のどの要素に誤差が大きくなるかを

示した。 
 
 
発表者：アブドアラー・サブリー 
題名：Airborne electromagnetic imaging of discontinuous permafrost 



 
著者： Burke J. Minsley,  Jared D. Abraham, Bruce D. Smith, James C. 
Cannia,CliffordI. Voss, M. Torre Jorgenson,  Michelle A. Walvoord, Bruce K. 
Wylie,Lesleigh Anderson, Lyndsay B. Ball,  Maryla Deszcz-Pan,  Tristan P. 
Wellman,Thomas A. Ager 
雑誌：GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 39, L02503, 
doi:10.1029/2011GL050079, 2012 
要旨： 

The evolution of permafrost in cold regions isinextricably connected to 
hydrogeologicprocesses, climate, and ecosystems. Permafrost thawing has been 
linked to changes inwetland and lake areas, alteration of the groundwater 
contribution to stream flow, carbon release, and increased fire frequency. But 
detailed knowledge about the dynamic state of permafrost in relation to surface and 
groundwater systems remains an enigma. Here, the author present the results of a 
pioneering nearly 1,800 line-kilometer air borne electromagnetic survey that shows 
sediments deposited over the past nearly 4 million years and the configuration of 
permafrost to depths of  nearly 100 meters in the Yukon Flats area near Fort Yukon, 
Alaska. The Yukon Flats is near the boundary between continuous permafrost to the 
north and discontinuous permafrost to the south, making it an important location 
for examining permafrost dynamics. Our results not only provide a detailed snapshot 
of the present-day configuration unseen details about potential surface-groundwater 
connections and thethermal legacy of surface water features that has been recorded 
in the permafrost over the past nearly 1,000 years. This work will be a critical 
baseline for future permafrost studies aimed at exploring the connections between 
hydrogeologic, climatic, andecological processes, and has significant implications for 
the stewardship of Arctic environments. 
 
 
発表者：田中 良 
題名：An analog investigation of magma fragmentation and degassing: Effects of 
pressure, volatile content, and decompression rate 
著者：John Stix and Jeremy C. Phillips 
雑誌：Journal of Volcanology and Geothermal Research 211-212, 2012, 12- 
要旨： 
本論文はマグマの破砕を取り扱ったものである．マグマの破砕機構は，気相の体積分

率の増加(Proussevitch et al., 1993)，歪み速度の増加(Papale, 1999)，気泡周辺の応力
増加(Zhang, 1999)が提案されている．これらの破砕機構を支配するパラメーターとし
て，Volatile content, Pressure, Viscosityが挙げられる．本論文ではこれらのパラメー



ターの破砕への寄与を明らかにする目的で，室内実験を行った．実験では GRA (Gum 
Rosin Acetone) mixtures という物質を疑似マグマとして使用した．GRA は，粘性が
acetone 溶解度に依存すること，acetone 溶解度が圧力に依存することから疑似マグマ
物質として適している．実験は，大気圧から設定した最終圧力まで，コントロールされ

た減圧速度で減圧し，GRA mixture の挙動を観察するという方法によって行われた．
結果として，最終圧力が破砕の有無を左右していることが明らかになった．ただし，そ

の閾値は initial volatile contentに依存する．また，減圧速度が小さくなると．閾値を
下回る最終圧力でも破砕しないことも明らかになった．筆者らはこの結果から，天然の

現象について考察している．まず，海底火山の爆発性が深度何 m で失われるのかとい
う疑問に答えている．島弧玄武岩質マグマの含水率はおよそ 4wt.%であり，その飽和圧
力は 150 MPaである．水深 2000 mの圧力が 20 MPaであるから，数 1000 mの水深
では爆発性は失われないと筆者らは述べている．次に金星の巨大な溶岩ドームについて

考察している．筆者らの疑問は，金星の大気圧が爆発を抑制したかどうかである．金星

マグマの含水率は明らかになっていないが，仮に 4~6wt.%であるとすれば金星の大気
圧(9.3 MPa)ではその爆発性を抑制することはできないとしている．最後に，地球上の
溶岩ドーム成長期に起きる爆発について，その原因は溶岩ドームの部分的な崩壊による

急減圧だと結論づけている． 



○2013年度第 12回雑誌会 
 日時：2013年 11月 18日（月）14:30-16:00 
 場所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：高橋浩晃、小四郎丸拓馬、山田大志 
 
 
発表者：高橋浩晃 
題名： Rapid changes in magma storage beneath the Klyuchevskoygroup of 
volcanoes inferred from time-depend seismic tomography 
著者： Koulakov, I., E. Gordeev, N. Dobretsov, V. Vernikovsky, S. Senyuov, A. 
Jakovlev, and K. Jaxybuatov 
雑誌名：Journal of Volcanology and Geothermal Research, 263, 75-91,2013 
要旨： 
カムチャッカ北部クルチェフスコイ火山群での地震波速度構造の 4次元的な変化を検
討した．17 観測点のデータを用いて 1999 年から 2009 年までの毎年の P 波と S 波の
速度偏差と Vp/Vsを推定した．深さ 25ｋｍ以深の上部マントルには常時 Vp/Vsの高い
場所が見られ，マントルからの流体やメルトのチャネルと考えられ，これがクルチェフ

スコイ火山群のマグマ供給系の根っこである可能性が高い．地殻内においては，時間と

ともに Vp/Vsが変化している結果が得られた．噴火準備期間においては，深さ 10-12km
と地表近くの極浅い場所にマグマ溜りの可能性を示す異常が見られ，2005 年の噴火時
には Vp/Vs比はより高い値を示した．噴火後には Vp/Vsは低くなり，地殻内では異常
領域は見られなくなった．Vp/Vsの急激な変化は，地殻内での流体やメルトの状態を反
映していると考えられ，マグマ供給系システムがスポンジのような急激な相変化が可能

なものである可能性がある． 
 
 
発表者：小四郎丸拓馬 
題名：New insights into volcanic activity from strain and other deformation data for 
the Hekla 2000 eruption 
著者：Erik Sturkell, Kristján Ágústsson, Alan T. Linde, Selwyn I. Sacks, Páll 
Einarsson, Freysteinn Sigmundsson, Halldór Geirsson, Rikke Pedersen, Peter C. 
LaFemina, Halldór Ólafsson 
雑誌名： Journal of Volcanology and Geothermal Research 256 (2013) 78–86 
要旨： 
 アイスランド南部の Hekla 火山のマグマシステムについて，複数の観測手法から明
らかにする．Hekla はアイスランドで最も活動的な火山の一つであり，1970 年頃まで
は約 60 年間隔，それ以降は約 10 年間隔で噴火を繰り返している．Hekla は割れ目噴
火を起こす火山であり，直近の噴火である 2000年 2月 26日～3月 8日の噴火では，



ヘクラの山頂から南西－北東方向へ約 6.6km の長さで噴火割れ目を形成している．こ
れまで Hekla では，複数の観測が個別に行われていたが，本研究では，この噴火を含
んだ期間の地震・ひずみ・傾斜・InSAR・GPSの観測データを統合的に用いて，Hekla
地下のマグマシステムを明らかにし，噴火間隔が変わった理由を考察することを試みて

いる． 
先行研究より，Heklaの地下には，浅い部分のダイクと，そこから火道でつながった

深部のマグマ溜まりがあるとされているが，それらの深さの推定は各観測によってまち

まちであった．筆者らは，火山近傍の微小地震の観測や，InSAR・傾斜・ひずみによる
地殻変動の観測値から，深部マグマ溜まりの深さを 10kmと推定している．また，浅部
ダイクについては，GPS による山頂近傍の観測からダイクの高さを推定しており，ダ
イクの幅を 0.35kmであるとしている． 
また，噴火周期の変化については，最後の約 60年間隔の噴火である 1947－48 年噴

火によって，火道に大量のマグマが供給され，それが冷え切らずに残っていることによ

るとしている．約 10年間隔で噴火が起きる近年の噴火では，噴出量は比較的小さく，
少しの圧力増加で噴火が起こるようになっていることを示している．また，噴火周期が

突然変化した他の火山でも同様の事が起きているのかもしれないと，筆者らは述べてい

る． 
 
 
発表者：山田大志 
題名：Source and Propagation Effect on Near-Field Co-Eruptive Ground Motion at 
Santiaguito Volcano, Guatemala 
著者：Authors: J. F. Anderson, J. M. lees, G. P. Waite, and J.B. Johnson 
雑誌名：Journal: Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 102, No. 2, pp. 
696 
要旨： 
一般に観測される地震波形には、主に震源、伝播経路、サイト特性が影響を及ぼす。特

に火山研究において、観測される地震波形から震源の解析を行うには、伝播経路やサイ

ト特性が観測波形に及ぼす影響を定量的に見積もることが不可欠である。またこうした

影響とは、主に地形や地殻浅部の地震波速度構造によってもたらされるとされる。しか

し火山周辺の急峻な地形、火山噴出物が堆積した不均質な地下構造は、地震波形に与え

る影響をさらに複雑にし、地形と地下速度構造の両者がどの程度影響を及ぼしているか

を見積ることは容易ではない。 
本論文では、グアテマラのSantiguito火山において噴火に伴い観測された地震波形と、
理論波形との比較を通し、地形と地殻浅部の地震波速度構造の両方の地震波形にもたら

す影響の評価を試みている。理論波形は地形を取り入れた有限差分法を用い、速度構造

の有無、震源メカニズムを変えるなど、複数の条件で計算し比較を行っている。この比

較を通し、丘のような凸状の地形においては地震波形の振幅が増幅されること、メカニ



ズムによって伝播の様子が変化することが明らかとなった。また Santiguito 火山出現
以前の地形を基にした大まかな速度構造を取り入れた場合のほうが、均質媒質の場合よ

りも観測波形を説明できることも明らかになった。 



○2013年度第 13回雑誌会 
 日時：2013年 11月 25日（月）15:00-16:30 
 場所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：村井芳夫、齋藤 悠、翁長良介 
 
 
発表者：村井芳夫 
題名：High-frequency waves guided by the subducted plates underneath Taiwan and 
their association with seismic intensity anomalies 
著者： Kate Huihsuan Chen, Brian L. N. Kennett, and Takashi Furumura 
雑誌名：Journal of Geophysical Research Solid Earth, Vol.118, 665-680, 2013 
要旨： 
 プレート沈み込み帯で発生するやや深発からの地震波には、長く続くcoda波を伴う
振幅の大きな高周波がしばしば観測される。このような地震波は、高速度で減衰の弱

い（high Qの）沈み込むプレート内部を伝わってきたもので、前弧側に大きな震度の
領域を生じさせる。この論文では、台湾下に沈み込むフィリピン海プレート内の地震

波を伝える効果（導波効果；guiding effect）について調べている。台湾下にはフィリ
ピン海プレートが斜めに沈み込んでいて、台湾北東沖の深さ60kmより深い地震からの
P波とS波に、振幅が大きくて長い継続時間を持つ高周波（3-10Hz）が見られるが、こ
れがフィリピン海プレートの導波効果であり、琉球海溝の前弧側で観測される加速度

を大きくしている。さらに、地震の深さが深くなり、100kmより深い地震では、1Hz
より低周波の初動が顕著に現れるようになる。これらの観測事実を説明するモデルと

しては、以下のtype Aまたはtype Cのうちのどちらか、あるいは両方が合わさったも
のであろうと推測している。 

type A：沈み込んだスラブ上面には低速度の海洋性地殻の層があり、スラブ内のモホ
面に沿って伝わる屈折波が振幅の小さい低周波の初動になり、海洋性地殻内のトラッ

プ波がその後に大振幅の高周波として観測される。 

type C：沈み込んだスラブ内に細長い形状のランダムな短波長不均質構造があり、これ
による前方多重散乱によって後から到着する高周波の地震波が長い時間励起されてい

る。 
 
 
発表者：齋藤 悠 
題名：Title: On the characteristics of earthquake stress release variations inJapan 
著者：Author: Adrien Oth 
雑誌名： Earth and Planetary Science Letters, 377--378, (2013), 132—141 
doi:10.1016/j.epsl.2013.06.037 
要旨： 



今回紹介する論文は、日本全国で発生した3964個の地震(1996年5月～2011年10
月、2.7≦Mw≦7.9)の応力降下量を解析したという論文である。 

地震の発生時における応力の解放量≒応力降下量は、震源で起きている物理を理解す

る上で重要なパラメーターの1つである。しかし、応力降下量は非常にばらつきが大き
いということが先行研究から知られており、何がばらつきを引き起こすのかという問

題を調査することは非常に重要である。 

さらに、応力降下量の解析を行った先行研究から、応力降下量は地震の大きさに(ほ
とんど)依存しないという結果が得られたものと、逆に依存するという結果が得られた
ものがあることがわかっている。しかし、解析の手法や使用した震源モデルが異なる

ために、直接両者を比較し検討することはできない。 

以上の背景から、筆者は日本全国で発生した 3964 個の地震(1996 年 5 月～2011 年
10月、2.7≦Mw≦7.9)の応力降下量の解析を行い、その空間分布と震源メカニズム・熱
流量・剪断応力・b値の空間分布とを比較した。その際、筆者は地殻内の地震とその下
で発生した地震とに分類し議論している。その結果、地殻内地震の応力降下量は熱流量

に強く依存することがわかった。また、地殻下の地震の応力降下量は、プレート境界面

のカップリングが強い領域で最大値を示し、全体的にばらつきが小さいことがわかった。

地震の大きさとの関係は、ローカルに見た場合に大きく依存することが明らかになった。 
 
 
発表者：翁長良介 
題名：Diffuse volcanic degassing and thermal energy release from Hengill volcanic 
system, Iceland 
著者： Pedro A. Hernández & Nemesio M. Pérez &Thráinn Fridriksson & Jolie  
Egbert & Evgenia Ilyinskaya & Andri Thárhallsson & Gretar Ívarsson & Gestur 
Gíslason & Ingvi Gunnarsson & Birgir Jónsson & Eleazar Padrón & Gladys Melián 
&Toshiya Mori & Kenji Notsu 
雑誌名：Journal:Bull Volcanol(2012) 74:2435-2448 
要旨： 
噴火時はもちろん非噴火時にもガスが、目に見える形で噴気孔から、目に見えない形

で土壌から放出されている。放出されているガスの中でも、特に CO2はマグマ活動で
放出され、H2Sは熱水活動で放出されている。また、ガスが地表から放出されるまでに
は、地下構造に影響を受ける。それらのガスの放出量を調べると火山活動を推測できる。

また火山活動を推測するために地熱も有効である。本論文で筆者達は、今まで詳しく調

査が行われていないHengill火山を対象とした。そして活動を推測するために CO２と
H2Sの放出量と、地温について調査をおこなった。 
土壌からの CO2 と H2S の放出量は地中に箱を埋め、そこに貯まった量を計測し求

めた。噴気孔からのガスは瓶に採取した。そして、CO2と H2Sの量を強塩基による滴
定でもとめ、ガスクロマトグラフィーにより他の化学成分についても量を求めた。 



土壌から大気中に放出される熱量は、熱量計を用いて求めた。水蒸気が凝結する際に放

出される熱量は、H2O/CO2比を用いて求めた。調査の結果、CO2の放出量が高い地域
がいくつか見られ、多くは地温も高い地域であった。一方、H2Sの高い放出量を検出し
たところは CO2 放出量と地温が高かった。地温と水蒸気凝結の際の熱量は 1.07×
1014J/dayと1237MWとなった。火山ガスの放出量が高い地域は、Hengill火山で1994-
2000 年の間に活発な地震活動があった断層の分布と似ていた。筆者達は、このことよ
り、火山ガスが放出される場所や地温は地下の構造に左右される、つまり地下浅部にキ

ャップとなる層が存在するため、ガスや熱の移動が裂け目に限定されると考えた。また、

H2Sと CO2の割合を用いて、土壌によって吸収される H2Sの量を 30.2t/yearと推測
した。そして、火山活動を推測するためには、長期的な観測が必要であると述べている。 



○2013年度第 14回雑誌会 
 日時：2013年 12月 2日（月）15:00-16:30 
 場所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：村上 亮、宇久眞太郎、佐川朋之 
 
 
発表者：村上 亮 
題名：Volcanic subsidence triggered by the 2011 Tohoku earthquake in Japan 
著者：Youichiro Takada and Yo Fukushima 
雑誌名：Nature Geoscience, Vol.6, 637-641, 2013，doi:10.1038/ngeo1857. 
要旨： 
著者らは，2011年 3月の東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動について，衛星 SAR

データを解析し，東北地方の火山フロント沿いの複数の火山地域で，沈降性の地殻変動

が発生していたことを見出した．震源域から 150㎞～200㎞内陸の火山地域において，
15 ㎞～20 ㎞程度の広がりを持つ楕円形状の領域が 5 ㎝～15 ㎝沈降していた．楕円の
長軸は，伸長性の地震時変動の拡張軸に概ね直交している．著者らは，沈降域が，新生

代に形成されたカルデラ分布，高熱流量域，活発な熱水活動域，冷え切っておらず若い

花崗岩の分布地域と，それぞれ重なっていることを指摘し，沈降メカニズムと火山地下

の高温物質との間に関連性があることを予想した．彼らは，半無限の弾性体内部に（高

温で）強度の弱い媒質が埋め込まれている構造を仮定し，広域の拡張性の応力を与えた

場合の変形の様子を境界要素法によるモデルを用いて解析した．その結果から，地震時

の大きな東西伸張によってもたらされた応力に対する弾性体と火山性媒体の応答の差

が，高温媒質の上の地表の沈降を発生させたと結論付けている．同様の現象は，2010年
のチリの Maule 地震に伴っても見いだされており，沈み込み帯で形成される火山弧の
活火山周辺では，普遍的現象と考えられると報告している．雑誌会では，著者らが類似

例として挙げている Maule 地震の解析例も参考にしながら，この極めて興味深い現象
について議論する．  
 
 
発表者：宇久眞太郎 
題名：Twitter earthquake detection: earthquake monitoring in a social world 
著者：Paul S. Earle, Daniel C. Bowden, Michelle Guy 
雑誌名： ANNALS OF GEOPHYSICS, 54, 6, 2011; doi: 10.4401/ag-5364 
要旨： 
 米国地質調査所（USGS）国立地震情報センターの常時観測システムでは、しばしば
地震観測の体制が整っていない地域で地震が検出されないことがある。このような地震

は、市民からの通報により初めて発見されることもあり、おおよその時刻と発生場所が

分かれば、手動で震源やマグニチュードを導出することが可能ある。2011 年に起きた



東北地方太平洋沖地震の場合、USGSによる最初の検出と同時刻に、南北海道から本州
全域にかけて、ツイッター上で地震に関する投稿(ツイート)が急激な広がりを見せた。
地震発生後、揺れを感じた市民は数秒以内に地震についてのツイートを投稿し始めるの

で、ツイッターの情報に基づいて地震を早期発見し、揺れに対する定性的な評価ができ

る可能性がある。  
本論文では、地震に関連する語を含んだツイートデータのみを基にして、地震の自動

観測に用いられる短時間平均‐長時間平均(STA/LTA)比を用い、地震検出の手法の提案
とその評価を行っている。対象期間内にこの手法により検出された地震の数は 48であ
り、USGSの記録である地震の数 5175に比べ極端に少ない結果となった。その理由と
して、USGSで観測されたほとんどの地震が有感地震ではないか、人口が少ない地域で
発生した地震であることが考えられる。また、本論文の手法によって検出された地震の

75％が地震発生から 2分以内に検出されていた。STA/LTAを用いた手法の特質に加え、
震源と人口の多い地域間の距離と揺れの到達時間を考慮すると、本手法は極めて短時間

での地震検出が可能であることが示されている。特に地震観測の体制が整っていない地

域では、USGSによる公式な地震情報の発表には最大 20分を要するが、それよりもは
るかに短い。この結果から、ツイッターをはじめとするソーシャルメディアが、地震情

報発信のための地震観測への助けとなる可能性が示唆されている。 
 
 
発表者：佐川朋之 
題名：High-speed rupture in the first 20 s of the 2011 Tohoku earthquake, Japan 
著者：Takahiko Uchide 
雑誌名：GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 40, 2993–2997, 
doi:10.1002/grl.50634, 2013 
要旨： 
 今回紹介する論文は、2011 年に発生した東北地震について破壊過程の初期部分を解
析したという論文である。 この地震については、P波初期の 3~5s間での変位と速度、
加速度がMw6の地震以下であることや地震発生から約 20s後に主なモーメント解放が
震源から西に 35kmの地点で発生したこと、約 40s後浅い場所での 40m以上の巨大な
滑りが発生したことが先行研究で指摘されている。しかしながら、破壊過程の初期部分

の詳細なイメージは未だに分かっていない。  
そこで筆者は大中小の異なる時空間スケールを設定して multiscale slip inversion 

による解析を行った。その結果、開始後 4sに 1m/s以上の滑り速度と 3km/sの破壊速
度を持った比較的高速な破壊で地震が始まり、14sで破壊の伝搬方向が北から西に変わ
ったことが分かった。この破壊の伝搬方向が変わった場所はMw7.3の前震の滑り領域
の端に位置している。そのため、前震によるせん断応力の解放が破壊伝搬方向の複雑な

変化をもたらしたと考えられる。 
  



○2013年度第 15回雑誌会 
 日時：2013年 12月 9日（月）15:00-16:30 
 場所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：定池祐季、齊藤圭佑、三嶋 渉 
 

 
発表者：定池祐季 
題 名 ： School Disaster Education in Affected Area-Collecting, Sharing, and 
Transfering Disaster Experiences 
著者： Koichi Shiwaku, Ayako Fujieda, Yukiko Takeuchi and Rajib Shaw, 
Asian Journal of Environment and Disaster Management (AJEDM) 
雑誌名：Asian Journal of Environment and Disaster Management Volume 3 Number 
4 (2011)doi: 10.3850/S1793924011001003 
要旨： 
著者らは、2005 年パキスタン地震で被災したカシミール地域バーグ地方で防災教育

の実践を通した事例研究を行った。まず、バーグ地方の生徒と教師を対象としたアンケ

ート調査を実施し、防災意識や防災教育のニーズなどを明らかにした。そして、調査結

果から得られた知見を元に、課外活動で実施できる防災教育プログラムを開発し、ガイ

ドラインを作成した。このプログラムの特徴は、エッセイやドローイングのコンペティ

ションを実施し、生徒がみずからの災害経験を振り返り、他者に分かち合う機会とした

ことにある。このプログラムは、防災に関する知識を持たない教師でも実施できる内容

であり、集まった作品を通して、災害対応から復興までに至る様々なトピックを取り上

げることができるようになっている。また、収集したエッセイやドローイングは、被災

経験を持たない将来の生徒達や、他地域にも災害の経験を伝える教材として活用するこ

とができる。教材を通して災害の様々な場面を疑似体験することができれば、その後の

防災教育の効果を高められる可能性がある。以上のような点から、災害経験の収集・共

有と伝承を軸としたプログラムは、防災教育のひとつの手法として有効であると考えら

れる。 
 

 
発表者：齊藤圭佑 
題名：Title: Seismic Network Calibration for Retrieving Accurate Moment Tensors 
著者：: Rosalia Davi and Vaclav Vavrycuk 
雑誌名： Journal: Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 102, No. 6, 
pp. 2491–2506, December 2012, doi: 10.1785/0120110344 
要旨： 
 著者らは，地震ネットワークに関するキャリブレーションを行う手法を提唱し，高精

度なモーメントテンソル解の推定を行うことを目指している．本研究の手法の基礎は，



膨大な数の地震イベントや地震ネットワークの拡大におけるジョイントインバージョ

ンを行うことであり，地震計の振幅特性やグリーン関数内で軽視されがちなサイトの影

響も考慮している．本手法は，地震計における極性の逆転や地震計の向きの不正確さ，

個々の観測点で起こり得る特異なサイトの影響も見つけ出すことができる．本手法の安

定性は，異なるノイズレベルや観測点の配置，震源メカニズム解を考慮した合成波形を

用いて試験している．試験において，校正した地震ネットワークから計算したモーメン

トテンソル解は，高い精度を有していることが示された．最終的には，22 個の観測点
を有するWest Bohemia，Czench Republicの観測に本手法を適用し，200個の微小地
震の DC，nonDCのモーメントテンソル解を計算した．結論としては，本手法は非常に
効果的なキャリブレーションを行うことができ，また，その他のネットワークへの適用

も簡単である，としている． 
 

 
発表者：三嶋 渉 
題名：Conditions for Earth-like dynamo models 
著者：Ulrich R.Christensen, Julien Aubert , Gauthier Hulot 
雑誌名：Earth and Planetary Science Letters 296 (2010) 487-496 
要旨： 
 この論文はジオダイナモシミュレーションモデルが地球のような(Earth-like)なダイ
ナモとどのくらい一致しているのかを定量的に評価する基準を定義しようと試みたも

のである。 
基準の定義には、近年の観測モデル、考古地磁気による観測モデル、過去百万年スケ

ールでの磁場の復元モデルを使用している。これら過去の地磁気データから「客観的か

つ定量的かつ地球磁場でよく観察される特徴的な現象」に着目することで、著者たちは

4 つの地球磁場の特徴に基づいた基準を定義した。1・双極子磁場がどのくらい卓越し
ているのか。2・磁場が赤道に対してどのくらい反対称であるのか。3・経度方向に分布
する磁場がどのくらい不連続であるのか、4・磁束が集中する領域がどのくらいあるの
か。 
次に、著者たちは磁気 Ekman数と磁気 Reynolds数が Earth-likeなダイナモにおい

てどのような値をとっているのかに注目して調査を行なっている。 
まず、著者たちは MHD(電磁流体力学)のダイナモシミュレーションを行った。その

上で、Earth-likeなダイナモを選別するために、著者たちは先に定義した評価基準をシ
ミュレーションの結果に対して用いた。このようにして、シミュレーションの結果が

Earth-likeなダイナモとどのくらい一致するのかを確かめた。そして、Earth-likeなダ
イナモとして評価されたモデルでの磁気 Ekman数と磁気 Reynolds数がどのような値
を持つのかを調べている。その結果、Earth-likeなダイナモであるための磁気 Ekman
数は Eη＜10^(-4)であり、磁気 Reynolds数は磁気 Ekman数によって妥当な値が変わ
ると著者たちは示唆している。さらに、Earth-likeなダイナモと評価したモデルのパラ



メータ領域の境界を延長することを考えた場合、その延長領域がジオダイナモのパラメ

ータ領域を含んでいることを著者たちは見つけた。このことから、Earth-likeなダイナ
モのパラメータ領域には、現在のジオダイナモシミュレーションモデルのパラメータも

含まれると著者たちは示唆している。（なお、現在の計算機の能力では、現実のジオダ

イナモに即したパラメータを用いた計算は行えない。） 



○2013年度第 16回雑誌会 
 日時：2013年 12月 16日（月）15:00-16:30 
 場所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：西村裕一、中村有吾、森田 笙、岡崎健治 
 

 
発表者：西村裕一 
題名：Benchmarks and sediment source(s) of the 1755 Lisbon tsunami deposit at 
Boca do Rio Estuary 
著者：Eric Font, Cristina Veiga-Pires, Manuel Pozo, Sílvia Nave, Susana Costas, 

Francisco Ruiz Muñoz, Manuel Abad, Nuno Simões, Sílvia Duarte, Joaquín Rodríguez-

Vidal 
雑誌名：Marine Geology, Volume 343, 1 September 2013, Pages 1–14, doi:  

 10.1016/j.margeo.2013.06.008 
要旨： 
 津波の物証である津波堆積物の特徴は，津波の特性だけでなく，発生堆積当時 の供給源

の地質や環境に大きく依存する．この研究は，1755 年に発生したリスボ ン津波に伴う 

Boca do Rio 河口域（ポルトガル）の津波堆積物について，鉱物 学的，地球化学的，古生

物学的分析を行い，津波堆積物の特徴とその供給源について議論する．特に，拡散反射スペ

クトル法（DRS）を用いた津波堆積物の分析 は，この研究が世界初である．  

 分析の結果，この津波堆積物には海岸にあった貝片や石灰岩起源の Sr と Ca が多く含

まれており，一方，陸域や海底にあるべき細かい特徴は失われていることがわかった．後者

は特に，津波により火口域の泥が再堆積したり砂州の一部が 侵食されたりしたことを示す

証拠の一つだろう．すなわち，Boca do Rio 河口域 の津波堆積物の供給源は，外洋ではな

く主に海岸附近にあるといえる．また津波 堆積物層の基底部と最上部にはそれぞれ押し波

と引き波の痕跡が認められた．古 生物学的分析結果と DRS の結果からは，津波後に河口

が閉塞されたことに伴う環 境変化もしっかりと検出できた．  

 
【この論文の位置づけ】  

地球化学的，あるいは鉱物学的な手法で津波堆積物の識別することは新しい試みである． 

最近は東北津波以降に試みられ，古津波にどこまで適用できるか検討が進められ ている．

本研究の結果は，私（西村）が知る限りこれまででもっとも明瞭でわかりやすかった．また，

津波の前後に海岸近くの環境が変化することは，地震に伴う隆起や沈降，津 波による地形

変化によりよく観察される現象であるが，これらも津波堆積物の識別とともに検討される

ことは重要である．1755年のリスボン津波の堆積物は，起源がわかっている 比較的新しい

古津波堆積物であり，津波堆積物の保存や経年変化を確認しながら堆積物と 津波の関 係

を調べるための貴重な例でもある． 

 



 

 
発表者：中村有吾 
題名：Extreme wave deposits on the Pacific coast of Mexico: Tsunamis or storms?  - A 

multi-proxy approach 
著者：Ramirez-Herrera et al. 
雑誌名：Geomorphology 139-140: 360-371. (2012). 
要旨： 
 地質調査にもとづいて過去の津波の発生履歴を考える際に，常に問題となるのが津波堆

積物の認定方法である。たとえばストーム（台風，ハリケーン，「爆弾低気圧」）に伴う高潮

によって海岸付近の低地に浸水した際にも，津波堆積物と類似した砂層が形成されること

がある。津波発生履歴を正確に解明するためには，津波堆積物とストーム堆積物の判別が不

可欠である。Ramirez-Herrera ほか（2012）による研究は，メキシコの太平洋岸でおこな

われた数少ない津波堆積物の研究成果である。この地域ではハリケーンがしばしば発生す

るため，津波堆積物とストーム堆積物の判別が問題となっていた。調査がおこなわれた

Ixtapa 低地では，過去数十年の地層の中に２枚の明瞭な砂層が認められる。著者らの提唱

する"Multi-proxy approach"によって，この２層は，1979年と 1985年に発生した津波によ

る堆積物と認定された。 
 

 
発表者：森田 笙 
題名：Statistical analysis of the ion density measured by the satellite DEMETER  

 in relation with the seismic activity. 
著者：Michel Parrot 
雑誌名：Earthquake Science December 2011, Volume 24, Issue 6, pp 513-521, doi: 

10.1007/s11589-011-0813-3 
要旨： 
 この論文は,電離層観測用の衛星DEMETERに記録された電離圏の電子密度の変化と 地

震の関係について調査したものである。大きな地震が発生するのに先だって,電離圏の 電子

密度が擾乱して観測されることが複数の先行研究から判明している。しかし他の様々な要

因によっても擾乱は引き起こされているため,著者は観測された衛星データを用いて 統計

的な解析を行い,地震起源の擾乱現象を突き止めようとした。結果として,ランダムに設定し

たものよりも,地震震央の上空近傍での衛星データのほうがより電離圏の擾乱現象が観測さ

れた。またマグニチュードが大きくなると,その数や強さも大きくなることが判明した。ま

た今回, 内陸での地震よりも海底地震の方がより擾乱が強く現れることも明らかになった。

観測網をさらに広げることで,擾乱を引き起こす地震に共通な特徴を見出すことが可能にな

るのではないかと著者は主張している。 



 

 
発表者：岡崎健治 
題名：Uncertainty analysis for the integration of seismic and controlled source electro-

magnetic data 
著者：Myoung Jae Kwon, Roel Snieder 
雑誌名：Geophysical Prospecting Volume 59, Issue 4, pages 609–626, July 2011  

doi: 10.1111/j.1365-2478.2010.00937.x 
要旨： 
 地震探査とＣＳＥＭによる測定で地盤の間隙率と飽和度を求める場合、地震探査 データ、

ＣＳＥＭデータ、弾性波速度、電気伝導率の４つの測定値の不確実性が 影響を及ぼすこと

があげられている。この論文では、ノイズレベルを変えた２タイ プの入力値によって不確

実性の影響を明らかにするとともに、地震探査データ、 ＣＳＥＭデータ、弾性波速度、電

気伝導率の４つの測定値の個々のノイズレベル の入力値を変えたシミュレーションを行

い、影響の度合いを明らかにしている。 
 
 



○2013年度第 17回雑誌会 
 日時：2014年 1月 6日（月）15:00-16:30 
 場所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：茂木 透、和田さやか、湊 宏司 
 
 
発表者：茂木 透 
題名：Three-dimensional magnetotelluric inversion in practice—the electrical 
conductivity structure of the San Andreas Fault in Central California  
３次元MT法インバージョンの実践  
―中部カリフォルニア，サンアンドレアス断層の電気伝導度構造― 
著者： Kristina Tietze and Oliver Ritter 
雑誌名：Geophys. J. Int. (2013) 195, 130–147 doi: 10.1093/gji/ggt234 
要旨： 

3次元インバージョンは、マグネトテルリク法（MT法）のデータ解釈において広
く使用されるツールとなっている。しかし、実際のデータセットに対して、座標系の

位置合わせやデータエラー、モデルのスムージングの影響といった 3次元インバージ
ョン結果を支配する要因の影響は、ほとんど検討されていない。本論文では、中部カ

リフォルニアにあるサンアンドレアス断層で取得された 169点のMTサイトでのデー
タによる 3次元インバージョンの結果を示す。以前に行われた、このデータセットを
用いた 2次元インバージョン結果および 3次元フォワードモデリングにより、比抵抗
構造が断層の走向方向沿いに変化していることが明らかにされている。このような構

造は、インバージョンに用いるパラメータがデータセットの特殊性に合わせてチュー

ニングされている場合にのみ、３次元インバージョンにより再現される．  
本論文では、まず、簡単なモデルから得られる 3次元データに基づいて、モデルの

範囲やインバージョンの設定による影響についてテストした。その結果によると、テ

ンソルインピーダンスを用いたインバージョンによる広域的な２次元構造の再現性は

座標系に依存する。データ構成要素間の相互依存性は、標準的な 3次元MTインバー
ジョンにおいては考慮されていないので、地域の走向方向にデータ点が並んでいない

場合には 2次元地下構造はうまく表現されない。先験的なモデルとデータの重み付け
により３次元インバージョン結果が大きくコントロールされる。モデルのスムージン

グは、大きな比抵抗コントラストの存在下では、間違った 3次元インバージョン結果
をもたらしやすい。  
「良い」全体的な rmsミスフィットは、広範囲の３次元インバージョン結果のなか

で、しばしば無意味な誤解を招くことがあり、同様に「許容」できる全体的なミスフ

ィッツは、大幅に異なる構造イメージを生成することがある。データミスフィット

が、周波数および空間領域において系統的に評価された場合にのみ、信頼性が高く意

味のある 3次元インバージョンモデルを再現することができる。 



 
 
発表者：和田さやか 
題名：The May 2005 eruption of Fernandina volcano, Galapagos: The first 
circumferential dike intrusion observed by GPS and InSAR 
著者：William W. Chadwick Jr, Sigurjon Johnson, Dennis J. Geist, Michael Poland, 
Daniel J. Johnson, Spencer Batt, Karen S. Harpp, Andres Ruiz 
雑誌名： Bulletin Of Volcanology (2011) 73:679-697 doi : 10.1007/s00445-010-0433-
0 
要旨： 
ガラパゴス諸島の最西端にある Fernandinaにおいて、2005年 5月に噴火が起こっ

た。この噴火では、カルデラリムに沿ったダイクが貫入した。その前の 1995年の噴
火は山腹からカルデラの半径方向のダイクの貫入により起こったため、1995年と
2005年の噴火では、ダイクの方向は直交していた。本論文では、2005年 5月の噴火
に関する InSARと GPSの観測データを解析することで最適ソースモデルを推定し
た。さらに、1995年と 2005年の噴出物を岩石学的な比較・検討と合わせて、この地
域の地下のモデルも推定した。GPSの観測は 2002年と 2006年のキャンペーン観測
のデータを用いているため、観測された変位には噴火前、噴火中、噴火後のすべての

変位が含まれている。噴火に伴い貫入してきたダイクのパラメータをより良く推定す

るためには、視線方向の変位を見る InSARだけでなく、3次元的な変位を観測できる
GPSのデータも用いるべきである。そのため、InSARの干渉図を噴火前、噴火中、
噴火後の期間について作成、噴火前と噴火後のソースパラメータを推定し、そのモデ

ルの計算値を用いて、GPSの変位から噴火中のもののみを取り出した。噴火前、噴火
後のソースは、InSARの観測データを浅部ソースはシル、深部のソースはポイントソ
ースを用いて解析したところ、カルデラの中心の下～1kmにあるシルと、地下～5km
にあるポイントソースの膨張・収縮であると推定された。浅部シルと地表面に達する

ダイク（岡田ソース）、さらにそれをつなぐダイクを用いて解析を行った。その結果、

地表面に近いダイクは dipが 45～60度、その下のダイクは dipが 12～14度と深くな
るにつれて dipが小さくなるようなソースが推定された。さらに、東側の観測点にお
けるデータに合うようにするために、これらのダイクの東側にもう一枚のカルデラリ

ムに沿うようなダイクを追加することで、この地域における最適ソースが推定され

た。これらの結果は、岩石学的な証拠とも一致しており、この地域の地下のモデルと

して環状のダイクが推定された。 
 
 
発表者：湊 宏司 
題名：Numerical simulation of crustal deformation using a three-dimensional 
viscoelastic crustal structure model for the Japanese islands under east-west 



compression 
著者：Ikuo Cho and Yasuto Kuwahara 
雑誌名：Earth Planets Space, 65, 1041-1046, 2013, doi:10.5047/eps.2013.05.006 
要旨： 
本論文は長期間（数十年単位）の内陸地震の予測に向けて行った、日本列島におけ

る地殻変動の数値シミュレーションについて述べたものである。日本列島では低温の

海洋プレートの沈み込みとマントルからの高温のメルトの上昇の影響から、強い温度

構造の不均質が生じていると考えられている。この温度構造の不均質は地殻・上部マ

ントルの粘弾性構造に影響し、日本列島における地殻変動に大きく関係しているもの

とみられる。このことは３次元の粘弾性構造が活断層の分布に影響しているという研

究などによっても示されている。また、日本列島は太平洋プレートやフィリピン海プ

レートにより東西方向の圧縮を定常的に受けていることが GPSなどのデータから示さ
れている。  
これらの背景を踏まえ、著者らはまず日本列島の地殻・上部マントルの温度構造から

粘弾性構造（レオロジー構造）を推定した。次に３次元有限要素法（FEM）による解
析を東西方向の圧縮という境界条件で、数十～数千年のタイムスケールで行った。解

析の際にはコンピューターの性能を考慮し、推定した粘弾性構造モデルを単純化した

ものを用いた。  
次に得られた結果を観測されたデータと比較した。シミュレーションでは新潟から

神戸にかけて歪速度の大きい地域が示されたが、これは GPSデータによって示された
変形集中地域、Niigata-Kobe tectonic zone（NKTZ）とよく一致した。また、NKTZ
での平均的な歪速度は GPSデータによると 50～75 nanostrain/yであるが、シミュレ
ーションでは 50～80 nanostrain/yと数値的にもよく一致している。 
 



○2013 年度第 18 回雑誌会 
 日時：2014 年 1 月 20 日（月）15:00-17:00 
 場所：理学部 4 号館 2 階 207 講義室 
 発表者：青山 裕、重藤迪子、松本征海、篠原大地 
 
 
発表者：青山 裕 
題名：Switching between seismic and seismo-acoustic harmonic tremorsimulated 
in the laboratory: Insights into the role of open degassing channels and magma 
viscosity 
著者：John J. Lyons, Mie Ichihara, Aika Kurokawa and Jonathan M. Lees 
雑誌名：Journal of Geophysical Research, 118, 277-289, 2013 
要旨： 

活動的な安山岩質の火山でしばしば観測されるハーモニック微動は，地震・空振の

同時観測が広く行われるようになったことで，地震動のみに現れる"Seismic-only 
Harmonic Tremor (SHT)"と，空振と同時に観測される"Seismo-Acoustic Harmonic 
Tremor (SAHT)"の 2 タイプが存在することが明らかになってきた．いくつかの火山

（新燃岳，Fuego 火山など）では活動期によってどちらのタイプも報告されており，

微動タイプの変化は火道浅部の状況変化を反映していると考えられる．本研究では，

粘弾性流体中にガスを流すアナログ実験によって SHT から SAHT への変化を再現

し，どのような条件で SAHT が出現するのか検討した． 
高粘性の流体を用いた場合には，流体中に安定した開口ガス流路が形成され，ガス

流路内で発生している HT が大気中にも効率的に伝搬した．低粘性の流体を用いた場

合には，泡の生成が卓越し安定したガス流路は形成されず，大気中には HT が伝搬し

なかった．この結果をグアテマラの Fuego 火山の観測データと比較し，適切なマグマ

の粘性によって安定した脱ガス流路が火道内に形成された場合に HT が大気中に伝搬

して SAHT が出現すると結論づけた． 
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要旨： 

2011 年東北地方太平洋沖地震(Mw9.0)では，すべりの大きな領域は up-dip 側に分

布するが，短周期地震動は down-dip 側から放射された．Lay et al. (2012)は，沈み込



み帯で発生した海溝型地震の解析から，震源特性の深さ依存，および放射される地震

動の違いを示し，プレートの沈み込み方向に沿った 4 領域に分類するモデルを提案し

ている．領域 A は，深さ 15 km 未満の領域で，津波地震が発生する．領域 B は，深

さ 15-35 km の領域で，大すべり領域であるが短周期地震動の放射は弱い．領域 C
は，深さ~35-55 km の領域で，すべりは小さいが短周期地震動を強く放射する．領域

D は，海洋プレートが浅く潜り込む地域における深さ 30-45 km の領域で，スロース

リップ・低周波地震が発生する．本論文では，2011 年東北地方太平洋沖地震における

短周期地震動の放射を説明するため，2011 年東北地方太平洋沖地震の破壊域内および

その周辺で発生した Mw6.0–7.6 の 11 地震の近地強震記録を解析し，各領域における

地震動特性を評価している．さらに，海溝型地震とスラブ内地震およびアウターライ

ズ地震の震源スペクトルを比較している．著者らは，まず，同一観測点で得られた二

地震の強震記録のフーリエスペクトル比から，各領域・地震タイプの相対的な地震動

強さを比較した．さらに，経験的グリーン関数法を用いて震源スペクトルを定量的に

解析した．その結果，2011 年東北地方太平洋沖地震における down-dip 側での短周期

地震動と，この領域の震源特性と伝播経路特性の深さ依存傾向が一致することが示さ

れた．北東日本沈み込み帯で発生する大地震における震源特性の，深さおよび地震タ

イプ依存性が示された． 
 
 
発表者：松本征海 
題名：Anaeromagnetic survey of Shinmoe-dake,Kirishima,Japan,after the 2011 
eruption using unmanned autonomous helicoptor 
著者：T. koyama et al. 
雑誌名：Earth Planets Space, 65, 657-666, 2013 
要旨： 

２０１１年１月、新燃岳が３００年ぶりにマグマ噴火を開始した。３回の準プリニ

―式噴火の後、山頂の火口で熔岩の蓄積が始まった。それは約３ケ月持続 
し最終的に１．５×〖１０〗^７ｍ^３に達した。 

２０１１年５月と１０，１１月に新燃岳の山頂火口の上空で自律航法式無人ヘリコ

プターを用いて２０１１年噴火に関連した磁場の変化を観測した。新燃岳周辺の平均

磁化強度は１．５Ａ／ｍであった。 
新燃岳の北―北西に消磁された領域が確認された。また、５月～１０，１１月の全

磁力の変化が新燃岳の北面にマイナスの、南面に正の変化として明瞭に認められた。

これらの変化は、山頂火口に蓄積した熔岩の２０－７０％がキュリー点以下に冷却さ

れて帯磁する、というモデルによってうまく再現される。 
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要旨： 

本論文はシチリア島と南カラブリアで行われた 18 年間の GPS 観測を用いて改良し

た速度場とひずみ場について述べたものである。この地域は高密度な GPS の観測網が

あるため、精度の高いデータを得ることができる。この地域には、①ウスティカ島か

らストロンボリ島までのシチリア島沖における細長い収縮帯、②シチリア島南部での

ハイブリアンプレートの北部の縁に沿った東西方向の収縮帯、③エオリア島からシチ

リア島のイオニア沿岸にかけて広がっているせん断ひずみ帯、④シチリア海峡を横切

るトランステンション、という４つの特徴がある。このような地域で本論文では、地

殻ブロックの相互作用をより高い精度で解明するために地質学的な制限も加えて GPS
による観測データを用いた。特に、シチリアブロックとティレニアブロックの境界で

ある ATLF に注目した。シチリアブロックとティレニアブロックの間の収縮は、シチ

リア島がアフリカから離れる方向の動きがあるが、おそらくヨーロッパーアフリカ間

の収束に起因するものであると考えられる。いままではシチリア島南部でのハイブリ

アン前地の北の縁とシチリア島は広範囲にわたって一体化していると考えられていた

が、収束はシチリア島北部沖に限らず、ハイブリアン前地とシチリア島の間でも起こ

っているということがわかった。また、シチリア島北東部の GPS データはイオニア海

沿岸まで続く ATLF での活右せん断帯を示している。ハイブリアンブロックと、カラ

ブリアブロックとイオニアスラブの両サイドを縁取っているアプリアブロックの間の

小さな発散は ATLF に関する案とイオニアブロックの分裂を説明するのに役立つ。 


