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はじめに 

 
 北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センターは，地震観測・海底地震・

火山活動および地下構造の４つの研究分野と地域防災情報支援室から構成され，様々な

地震火山現象が発生する北海道において，地震学・火山学の研究・教育の中核拠点とし

て活動しています． 

 2015年度は，地震・火山噴火の現象を理解し，地震と火山噴火の予知を目指してきた

従前の方針に加え，災害を引き起こす地震動・津波・火山灰や溶岩の噴出などの予測に

も力を注ぎ，工学，人文・社会科学等を含む総合的かつ学際的に研究として，防災・減

災に貢献する災害科学への発展を目指すことになった，文部科学省の科学技術・学術審

議会の建議である「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画の推進について

（建議）」に基づく 5カ年の観測研究計画の２年目に当たります．当センターにおいても

多くの研究課題を担当しており，4 分野の緊密な連携を保ちながら，国内外の関係機関

との密接な協力のもとで研究に取り組んでいます． 

 当センターの活動の大きな特徴の一つは，グローバルな視野に立って，観測と理論の

両面から地震火山現象の解明にアプローチすることです．3 つのプレート境界に位置す

る北海道の地震・津波・火山現象を研究対象とするためには，ロシア本土や千島列島な

どを含めた国際的な調査研究を推進する必要があります．今年度もプレート運動速度の

把握，津波調査，海底地震観測，火山研究などを国際協力のもとに精力的に実施いたし

ました．  

 さらに，2009年度以降は，地域防災情報支援室を中心にして，防災機関職員の研修や，

地域への防災講師派遣，一般市民を対象とした防災啓発イベントの開催など，地域社会

への貢献にも取り組んでいます． 

 この年報は，これらの研究・教育・地域貢献活動について，広く学内・学外の方々に

理解していただくために作成いたしました．様々な角度からの，ご意見を賜りましたら

幸いです． 

 
 

平成 28年 3月 31日     
     センター長 村上 亮  
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北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター構成員 

（2015年 4月～2016年 3月） 
 
 
 
○教員 
研究分野 教 授 准教授 助 教 

地震観測研究分野 谷岡 勇市郎 勝俣 啓 
髙橋 浩晃  

海底地震研究分野  村井 芳夫 西村 裕一 

火山活動研究分野 村上 亮 大島 弘光 青山 裕 
森 濟（特任） 

地下構造研究分野 橋本 武志 
茂木 透（特任）   

 
 
○共通（客員）分野特任教員 
氏名 所属 在任期間 専門分野 
シャーマ・シャシ インド工科大学，カランガプ

ル校，インド 
2015.6.16～

2015.9.11 
地球物理学 

 
 
○研究員等 
職名 所属 氏名 

非常勤研究員 

地震観測研究分野 伊尾木 圭衣 
海底地震研究分野 平塚 晋也 

地下構造研究分野 重藤 迪子、アブドアラー・サブ

リー 
研究支援推進員 地震観測研究分野 前川 徳光 
 
 
 
 
 
 
 
 

2



○職員 
職名 所属 氏名 

技術職員 観測技術部 

一柳 昌義 
鈴木 敦生 
髙田 真秀  
山口 照寛 
岡田 和見 

嘱託職員 事務室 道見 光子 
技術補佐員 海底地震研究分野 山内 典子 

技術補助員 地震観測研究分野 古川 真希子 
海底地震研究分野 大菅 美保子 

事務補助員 

事務室 掛村 麻衣子 
地下構造研究分野 坪井 奈々 
地震火山地域防災情報支援室 中筋 咲良 
有珠火山観測所 上名 理絵（10月～） 

 
 
 
○学生 
学年 氏名 
大学院博士

課程  
     

3年 スネンダー・ハリス、プルナ・プトラ、岡崎 健治（10月～）、齊
藤 佳佑（10月～） 

2年 岡崎 健治（～9 月）、齊藤 佳佑（～9 月）、田中 良、山田 大

志 
1年 森田 笙 

大学院修士

課程     
2年 翁長 良介、佐川 朋之、三嶋 渉、湊 宏司 
1年 青木 千夏、岡本 理沙、奥田 真央、菅野 倖大朗、成田 翔

平、福原 絃太 
学部地球惑

星科学科  
4年 岩田 光義、小林 奈緒美、仲辻 周次郎、根本 晃寛、早川 美

土里 
研究生  松本 征海 
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Ⅰ センターとしての活動 

 

 

 

 

 





観測点名 コード 北緯（°） 東経（°）
センサー

標高（ｍ）
観測開始年 所在地 観測項目※ 設置形態 データ変換装置 通信形態

えりも ERM 42.0175 143.1533 40 1971 北海道幌泉郡えりも町 Tw,E 横坑 白山LT-8500 DA64
厚岸 AKK 43.0194 144.8383 -440 1978 北海道厚岸郡厚岸町 S3,Tb 縦坑 500m 白山LT-8500 DA64
恵山 ESH 41.8867 141.0075 40 1980 北海道南茅部郡南茅部町 Tw,E 横坑 白山LT-8500 DA64
広尾 MYR 42.2942 143.2797 80 1983 北海道広尾郡広尾町字広尾 Tw,E 横坑 白山LT-8500 DA64
弟子屈 TES 43.4858 144.3989 230 1983 北海道川上郡弟子屈町 Tw,E 横坑 白山LT-8500 DA64
上杵臼 KMU 42.2359 142.9615 19 1983 北海道浦河郡浦河町 V 縦坑 110m 白山LT-8500 DA64
今金 IMG 42.3928 140.1403 90 1984 北海道瀬棚郡今金町 Tw,E 横坑 白山LT-8500 DA64
上ノ国 KKJ 41.7800 140.1403 70 1984 北海道檜山郡上ノ国町 Tw,E 横坑 白山LT-8500 DA64
根室 NMR 43.3675 145.7383 20 1984 北海道根室市豊里 Tw,E 横坑 白山LT-8500 DA64
三石 MUT 42.2856 142.5822 35 1984 北海道日高郡新ひだか町 Tw,E 横坑 白山LT-8500 DA64
浦幌 URH 42.9294 143.6675 80 1984 北海道浦幌郡浦幌町 Tw,E 横坑 白山LT-8500 DA64
苫前 TOI 44.2244 141.6694 35 1985 北海道苫前郡苫前町 Tw,E 横坑 白山LT-8500 ISDN
愛別 AIB 43.8931 142.6419 265 1985 北海道上川郡愛別町 Tw,E 横坑 白山LT-8500 DA64
訓子府 KNP 43.7628 143.7083 180 1985 北海道常呂郡訓子府町 Tw,E 横坑 白山LT-8500 3.4K
天塩中川 TNK 44.7808 142.0800 60 1994 北海道中川郡中川町 Tw,E 横坑 白山LT-8500 DA64
奥尻 OKS 42.0825 139.4783 -425 1995 北海道奥尻郡奥尻町 S3,Tb 縦坑 500m 白山LT-8500 DA64
根室 NMR 43.3675 145.7383 -480 1996 北海道根室市豊里 S3,Tb 縦坑 500m 白山LT-8500 DA64
積丹 SYJ 43.3658 140.4828 -490 1996 北海道積丹郡積丹町 S3,Tb 縦坑 500m 白山LT-8500 DA64
屈斜路 KUT 43.5405 144.3381 16 1997 北海道川上郡弟子屈町 V 縦坑 180m 白山LS-7000XT DA64
仁多 NIT 43.4972 144.5036 -16 1997 北海道川上郡弟子屈町 V 縦坑 180m 白山LS-7000XT DA64
えりも ERM 42.1500 143.1414 － 1998 北海道幌泉郡えりも町 TG 超音波式 明星GTA34 3.4K

※Tw:水管傾斜計，E:伸縮計，V:体積歪計，Tb:ボアホール傾斜計，S3:３成分歪計，TG：潮位計

地殻変動定常観測点（2014年3月31日現在）

１．道内の地震火山観測点 

（１）地震予知研究のための定常観測点 

北海道大学では，北海道およびその周辺に発生する地震および地殻活動を観測研究

する目的で，道内 45 箇所（2016 年 3 月現在）に地震および地殻変動連続観測のため

の観測施設を展開している． 
 
地殻変動観測点配置図 

 
 
 
 

 
地殻変動定常観測点（2016 年 3 月 31 日現在） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地殻変動観測点一覧表 

 

7



観測点名 コード 北緯(°) 東経(°)
センサー

標高（ｍ）
観測開始年 所在地 地震計の種類 設置形態 データ変換装置 通信形態

えりも ERM 42.0175 143.1533 40 1971 北海道幌泉郡えりも町 PK-110 STS-1 横抗 白山LT-8500 DA64

簾舞 HSS 42.9672 141.2289 215 1973 北海道札幌市南区砥山 PK-110 縦坑 24m 白山LS-7000XT DA64

上杵臼 KMU 42.2411 142.9633 185 1976 北海道浦河郡浦河町 PK-110 横抗 白山LT-8500 DA64

茂寄 MYR 42.2942 143.2797 80 1976 北海道広尾郡広尾町 PK-110 横抗 白山LT-8500 DA64

日高 HIC 42.8928 142.4547 210 1976 北海道沙流郡日高町 TUSS 縦坑 100m 白山LT-8500 DA64

御園 MSN 42.4322 142.4847 130 1976 北海道日高郡新ひだか町 L4C-3D 地上 白山LS-7000XT DA64

岩内仙峡 IWN 42.6731 143.0422 235 1976 北海道帯広市岩内町 TUSS 縦坑 100m 白山LT-8500 DA64

恵山 ESH 41.8867 141.0075 40 1976 北海道函館市尾札部 PK-110 横抗 白山LT-8500 DA64

厚岸 AKK 43.0194 144.8381 80 1976 北海道厚岸郡厚岸町 L4C-3D 地上 白山LT-8500 DA64

弟子屈 TES 43.4858 144.3986 220 1983 北海道川上郡弟子屈町 PK-110 STS-1 横抗 白山LT-8500 DA64

今金 IMG 42.3928 140.1403 80 1983 北海道瀬棚郡今金町 PK-110 横抗 白山LT-8500 DA64

上ノ国 KKJ 41.7800 140.1719 30 1983 北海道檜山郡上ノ国町 PK-110 STS-1 横抗 白山LT-8500 DA64

根室 NMR 43.3842 145.7383 20 1984 北海道根室市豊里 PK-110 STS-1 横抗 白山LT-8500 DA64

三石 MUJ 42.2856 142.5986 35 1984 北海道日高郡新ひだか町 PK-110 横抗 白山LT-8500 DA64

浦幌 URH 42.9286 143.6700 100 1984 北海道浦幌郡浦幌町 PK-110 横抗 白山LT-8500 DA64

苫前 TOI 44.2244 141.6694 35 1985 北海道苫前郡苫前町 PK-110 横抗 白山LT-8500 ISDN

愛別 AIB 43.8931 142.6419 265 1985 北海道上川郡愛別町 PK-110 STS-1 横抗 白山LT-8500 DA64

訓子府 KNP 43.7628 143.7083 180 1985 北海道常呂郡訓子府町 PK-110 横抗 白山LT-8500 3.4K

積丹 SYK 43.3725 140.4817 125 1985 北海道積丹郡積丹町 L4C-3D 地上 白山LT-8500 DA64

赤岩 AKA 43.2325 140.9817 370 1985 北海道小樽市赤岩 L4C-3D 地上 明星S501 DA64

浜益 HAM 43.6153 141.3803 -2 1985 北海道石狩市浜益 L22E-3D 縦坑 100m 白山LT-8500 DA64

奥尻 OKS 42.0828 139.4783 85 1989 北海道奥尻郡奥尻町 L4C-3D 地上 白山LT-8500 DA64

奥尻神威脇 KIW 42.1667 139.4158 40 1993 北海道奥尻郡奥尻町 L4C-3D 地上 白山LT-8500 3.4K

渡島大島 MOS 41.5097 139.3994 50 1993 北海道松前郡松前町 L4C-3D 地上 白山LS-7000XT 無線

大島灯台 MTD 41.4978 139.3446 111 2016 北海道松前郡松前町 L4C-3D 地上 白山LS-7000XT 無線

天塩中川 TNK 44.7781 142.0800 60 1994 北海道中川郡中川町 PK-110 横抗 白山LT-8500 DA64

礼文島 RBN 45.4575 140.9694 28 1994 北海道礼文郡礼文町 L4C-3D 地上 白山LT-8500 DA64

羅臼 RUS 44.1067 145.2436 70 1994 北海道目梨郡羅臼町 L4C-3D 地上 白山LS-7000XT DA64

幌加 HRK 43.4689 143.1247 695 1994 北海道河東郡上士幌町幌加温泉 PK-110 地上 白山LT-8500 3.4K

天売島 TUR 44.4161 141.3144 20 1995 北海道苫前郡羽幌町 L4C-3D 地上 白山LT-8500 DA64

屈斜路 KUT 43.5436 144.3381 198 1995 北海道川上郡弟子屈町 L22E-3D 地上 白山LS-7000XT DA64

仁多 NIT 43.4975 144.5025 168 1995 北海道川上郡弟子屈町 L22E-3D 地上 白山LS-7000XT DA64

赤神 GAM 41.4822 140.0283 10 1995 北海道松前郡松前町 L22E-3D 地上 白山LT-8500 DA64

新十津川 STD 43.5822 141.7261 124 1995 北海道新十津川町 L4C-3D 地上 白山LS-7000XT DA64

礼文南 RBS 45.2822 141.0361 25 1996 北海道礼文郡礼文町 L4C-3D 地上 白山LS-7000XT DA64

渡島大野 OON 41.9214 140.5886 150 1996 北海道北斗市 L4C-3D 地上 白山LT-8500 ISDN

仁伏 NBT 43.6350 144.3864 180 1996 北海道上川郡弟子屈町 L4C 地上 白山LS-7000XT DA64

初田牛 HTU 43.2075 145.3244 75 1997 北海道根室市初田牛 L4C-3D 地上 白山LT-8500 DA64

母子里 MSR 44.4167 142.2686 295 1997 北海道雨竜郡幌加内町 L4C-3D 地上 白山LT-8500 DA64

野塚 NTK 42.3097 143.0353 550 1998 北海道浦河郡浦河町 L4C-3D 地上 白山LT-8500 3.4K

十勝ダム TKD 43.2389 142.9422 438 1999 北海道上川郡新得町 L4C-3D 横抗 白山LT-8500 3.4K

白神 SRKM 41.4125 140.1764 50 2001 北海道松前郡松前町 L4C-3D 地上 白山LT-8500 DA64

然別 SKB 43.2425 143.0361 460 2001 北海道上川郡新得町 L4C-3D 地上 白山LT-8500 ISDN

南新川 MSK 43.0872 141.3303 -738 2001 北海道札幌市北区 SD-203BS 縦坑 740m 勝島Datol-2001 ISDN

緑ダム MDD 43.6725 144.6258 368 2004 北海道清里町 L4C-3D 地上 白山LS-7000XT DA64
三石ダム MUD 42.3752 142.7025 180 2007 北海道日高郡新ひだか町 L4C-3D 地上 白山LS-7000XT 3.4K

微小地震定常観測点（2014年3月31日現在）

微小地震観測点配置図 

  

微小地震定常観測点（2016 年 3 月 31 日現在） 
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（２）火山噴火予知研究のための常時観測点（2015 年現在） 

 

北海道大学では、道内の 20 の活火山のうち、北海道駒ヶ岳・有珠山・樽前山・十勝岳・

雌阿寒岳の 5 火山に重点を置いて常時観測を行っています。 
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有珠山 

 

 

 
観測点名 観測点

コード 
緯度 
°  ′  ″ 

経度 
°  ′  ″ 

標高 観測開
始年月 

セ ン サ
種類 

設 置
形態 

データ 
変換装置 

通信 

壮瞥 
温泉 

SSB 423334.6 1405032.3 136 1978.10 地震計 地上 白山 
LT8500 

BFlets 

      空振計 地上 白山 
LT8500 

 

      GPS 地上 Leica 
SR530 

 

立香 TAT 423206.7 1405239.7 123 1977 地震計 地上 白山 
LS8000SH 

Flets 
ISDN 

      GPS 地上 Leica 
SR530 

 

三豊 MIT 423421.7 1404649.4 228 1977 地震計 地上 白山 
LS8000SH 

Flets 
ISDN 

      空振計 地上 白山 
LS8000SH 

 

北有珠 KIT 423139.9 1404812.7 76 1978 地震計 地上 白山 
LT8500 

Flets 
ADSL 

      空振計 地上 白山 
LT8500 

 

仲洞爺 NAK 423726.8 1405511.6 170 1981 地震計 地上 白山 Flets 
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LS8000SH ISDN 
幌美内 HOR 422839.7 1405434.9 178 1977 地震計 地上 白山 

LS8000SH 
BFlets 

大平 OHD 423100.1 1405002.4 116 1977 地震計 地上 白山 
LS8000SH 

Flets 
ADSL 

北外輪 NRM 423302.8 1405012.7 490 1977 地震計 地上 白山 
LS7000XT 

SS無線 
to SSB 

南西 
外輪 

SWRM 423209.6 1404925.0 524 2001.3 地震計 地上 白山 
LS7000XT 

SS無線 
to KIT 

      GPS 地上 Leica 
SR530 

 

東外輪 ERM 423213.9 1405031.9 567 2002.5 地震計 地上 白山 
LS7000XT 

明星 
無線 
to UVO 

      空振計 地上 白山 
LS7000XT 

 

      傾斜計 地上 白山 
LS7000XT 

 

ＵＶＯ UVO 423306.0 1405447.1 107 2001.3 地震計 地上  Flets 
ADSL 

入江 IRI 423135.0 1404636.8 17 2001.3 地震計 BH 
100m 

白山 
LT8500 

BFlets 

      空振計 地上 白山 
LT8500 

 

      GPS 地上 Leica 
SR530 

 

館山 TTY 422852.3 1405120.9 43 2001 地震計 BH 
100m 

白山 
LT8500 

BFlets 

      空振計 地上 白山 
LT8500 

 

匠の森 SBT 423358.0 1405339.1 199 2002 地震計 地上 白山 
LS7000XT 

専用線
DA64 
to UVO 

      空振計 地上 白山 
LS7000XT 

 

      GPS 地上 Leica 
SR530 

 

中島 NKJ 423531.9 1405131.0 85 2002.5 地震計 地上 白山 
LS7000XT 

明星 
無線 
to SBT 

      空振計 地上 白山 
LS7000XT 

 

泉 IZM 423325.9 1404807.9 145 2002 地震計 地上 白山 
LS8000SH 

Flets 
ISDN 

      GPS 地上 Leica 
SR530 

 

月浦 TKU 423629.2 1404730.1 93 2002.4 地震計 地上 白山 
LS8000SH 

Flets 
ISDN 

      空振計 地上 白山 
LS8000SH 

 

      GPS 地上 Leica 
SR530 

 

室蘭 MRR 421921.0 1405728.1 177 2002.7 地震計 地上 白山 
LS8000SH 

Flets 
ISDN 

三豊 MTY 423356.7 1404726.8 259 2000.3 磁力計 地上 ネオサイエ
ンス 
PM201SCS 

FOMA
通信 
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新山 NYC 423309.8 1404804.9 137 2003.8 磁力計 地上 ネオサイエ
ンス 
PM201SCS 

FOMA
通信 

全日空 ANA 423320.7 1404922.1 199 2000.12 磁力計 地上 ネオサイエ
ンス 
TM200 

現地 
収録 

小有珠 KUS 423238.5 1404918.1 436 2000.12 磁力計 地上 ネオサイエ
ンス 
TM200 

現地 
収録 

地蔵前 ZIZ 423144.3 1404910.5 296 2000.12 磁力計 地上 ネオサイエ
ンス 
TM200 

現地 
収録 
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北海道駒ヶ岳 
 

 
 
観測点名 観測点

コード 
緯度 
°  ′  ″ 

経度 
°  ′  ″ 

標高 観測開
始年月 

セ ン サ
種類 

設 置
形態 

データ 
変換装置 

通信 

鹿部 SKB 420151.8 1404848.7 43 2001 GPS 地上 Leica 
SR530 

BFlets 

沼尻 NUM 420530.8 1404312.7 270 1997.3 地震計 BH 
150m 

白山 
LS7000XT 

Flets 
ISDN 

      地震計 
STS 

地上 白山 
LS7000XT 

 

      傾斜計 BH 
150m 

白山 
LS7000XT 

 

      GPS 地上 Leica 
SR530 

 

７合目 KM7 420233.7 1404053.2 495 1994.10 地震計 BH 
100m 

白山 
LS7000XT 

土現 
光回線 

      温度計 BH 
100m 

白山 
LS7000XT 

 

      地震計 BH 
500m 

白山 
LS7000XT 

 

      傾斜計 BH 
500m 

白山 
LS7000XT 

 

      地震計 地上 白山 
LS7000XT 
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      空振計 地上 白山 
LS7000XT 

 

      傾斜計 地上 白山 
LT7000XT 

 

      GPS 地上 Leica  
SR530 

 

軍川 IKS 415829.3 1404301.9 185 1982.2 GPS 地上 Leica 
SR530 

Flets 
ADSL 

      遠望 
カメラ 

地上 MIKAMI 
CB-171L 

 

森 MOR 420548.5 1403413.1 53 2001 地震計 地上 白山 
LS8000SH 

Flets 
ADSL 

      GPS 地上 Leica 
SR530 

 

押出沢 OSD 420441.9 1403858.9 310 2000.10 地震計 地上 白山 
LS7000XT 

土現 
光回線 

      空振計 地上 白山 
LS7000XT 

 

      傾斜計 地上 白山 
LS7000XT 

 

東麓 KME 420307.1 1404406.7 310 2000.10 地震計 地上 白山 
LS7000XT 

明星 
無線 
to SKB 

      空振計 地上 白山 
LS7000XT 

 

      傾斜計 地上 白山 
LS7000XT 

 

検潮所 TGS 420635.6 1403529.8 4 2003.4 潮位 水上 白山 
LS8000SH 

専用線 
3.4k 
to MOR 

砂崎 SUN 420735.9 1404245.8 5 2002.4 地震計 地上 白山 
LS7000XT 

専用線 
3.4k 
to MOR 

砂原岳 SWD 420418.1 1404200.5 762 2001.9 地震計 地上 白山 
LS7000XT 

明星 
無線 
to SKB 

      空振計 地上 白山 
LS7000XT 

 

      傾斜計 地上 白山 
LS7000XT 

 

剣が峰 KNG 420328.3 1404103.5 895 2001.9 地震計 地上 白山 
LS7000XT 

明星 
無線 
to IKS 

      空振計 地上 白山 
LS7000XT 

 

      傾斜計 地上 白山 
LS7000XT 

 

赤井川 AKG 400051.5 1403832.9 168 2002.4 地震計 地上 白山 
LS7000XT 

Flets 
ISDN 

馬の背 K01 420329.8 1404103.6 900 2001.8 磁力計 地上 ネオサイエ
ンス 
TM200 

FOMA
通信 

掛澗 K02 420531.8 1404026.1 297 2001.8 磁力計 地上 ネオサイエ
ンス 
TM200 

現地 
収録 

７合目 K03 420233.4 1404054.6 493 2001.8 磁力計 地上 ネオサイエ
ンス 

現地 
収録 
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TM200 
赤井川 K04 420051.6 1403818.9 168 2001.8 磁力計 地上 ネオサイエ

ンス 
TM200 

現地 
収録 

火口原 K05 420345.1 1404104.1 913 2006.6 磁力計 地上 ネオサイエ
ンス 
TM200 

FOMA 
通信 
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樽前山 

 
 
観測点名 観測点

コード 
緯度 
°  ′  ″ 

経度 
°  ′  ″ 

標高 観測開
始年月 

セ ン サ
種類 

設 置
形態 

データ 
変換装置 

通信 

坑道 TRM 424038.4 1412236.1 645 1996.9 地震計 
STS 

横坑 白山 
LT8500 

明星 
無線 
to SHR 

      地震計 
加速度 

横坑 白山 
LT8500 

 

      温度計 横坑 白山 
LT8500 

 

      気圧計 横坑 白山 
LT8500 

 

      伸縮計 横坑 白山 
LT8500 

 

      水管 
傾斜計 

横坑 白山 
LT8500 

 

ポロト PRT 423410.6 1412200.0 70 1995.10 地震計 地上 白山 
LS8000SH 

Flets 
ADSL 

６合目 TRB 424209.8 1412340.6 480 1995.10 地震計 BH 
100m 

白山 
LS8000SH 

明星 
無線 
to SKH 

      地震計 地上 白山  
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LS7000XT 
      傾斜計 BH 

100m 
白山 
LS7000XT 

 

      温度計 BH 
100m 

白山 
LS7000XT 

 

      空振計 地上 白山 
LS8000SH 

 

支笏湖畔 SKH 424638.0 1412407.5 290 1995.11 地震計 地上 白山 
LS8000SH 

専用線 
DA128 
to 北大 

      遠望 
カメラ 

地上   

古樽前 KTR 424200.0 1412202.6 880 2001.10 地震計 地上 白山 
LS7000XT 

明星 
無線 
to SKH 

      傾斜計 地上 白山 
LS7000XT 

 

錦岡 NSK 424122.2 1412543.0 325 2001.10 地震計 地上 白山 
LS7000XT 

白山 
無線 
to TCO 

支寒内 SSN 424247.3 1411950.4 324 2003.11 地震計 地上 白山 
LS7000XT 

白山 
無線 
to BFE 

モラップ MRP 424437.7 1412432.4 260 2002 地震計 地上 白山 
LS8000SH 

専用線 
3.4k 
to SKH 

唐沢 KRS 423915.1 1412453.6 261 2002.8 地震計 地上 白山 
LS7000XT 

白山 
無線 
to TCO 

      空振計 地上 白山 
LS7000XT 

 

美笛 BFE 424332.1 1411549.1 250 2002.8 地震計 地上 白山 
LS8000SH 

専用線 
3.4k 
to SKH 

森野 MRN 423742.2 1411520.5 143 2003.9 地震計 地上 白山 
LS7000XT 

Flets 
ISDN 

白老小 SES 423302.2 1412122.0 5 2005 遠望 
カメラ 

地上  Flets 
ISDN 
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十勝岳 

 

観測点名 観測点
コード 

緯度 
°  ′  ″ 

経度 
°  ′  ″ 

標高 観測開
始年月 

セ ン サ
種類 

設 置
形態 

データ 
変換装置 

通信 

坑道 TKC 432606.9 1423923.8 1125 1985.12 地震計 
STS 

横坑 白山 
LS7000XT 

400M帯
無線 
to KMF 

      傾斜計 
気泡型 

横坑 白山 
LS7000XT 

 

      伸縮計 横坑 白山 
LS7000XT 

 

吹上 
温泉 

FKA 432554.1 1423835.2 1014 1985.12 地震計 
加速度 

地上 白山 
LS7000XT 

専用線 
3.4k 
to KMF 

      空振計 地上 白山 
LS7000XT 

 

      微気圧
計 

地上 白山 
LS7000XT 

 

避難小屋 TKH 432558.8 1424003.0 1323 2014.9 地震計 地上 白山 
LS7000XT 

開発局 
光回線 

      傾斜計 11m 
BH 

白山 
LS7000XT 

 

62火口北 TKNM 422530.5 1424028.1 1680 2014.9 磁力計 地上 ネオサイエ
ンス 
PM214G 

FOMA 
通信 

62火口南 TKSM 422519.6 1424032.5 1795 2014.9 磁力計 地上 ネオサイエ
ンス 
PM214G 

FOMA 
通信 
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雌阿寒岳 

 

 
観測点名 観測点

コード 
緯度 
°  ′  ″ 

経度 
°  ′  ″ 

標高 観測開
始年月 

セ ン サ
種類 

設 置
形態 

データ 
変換装置 

通信 

雌阿寒温
泉 

MEA 432341.6 1435902.9 711 1992.2 地震計 
一体型 

BH 
40m 

白山 
LT8500 

専用線 
3.4k 
to RWN 

      傾斜計 
一体型 

BH 
40m 

白山 
LT8500 

 

      地震計 
CMG 

地上 白山 
LT8500 

 

      地震計 
L43D 

地上 白山 
LT8500 

 

      空振計 地上 白山 
LT8500 

 

      傾斜計 
気泡型 

地上 白山 
LT8500 

 

オンネト
ー 

ONT 432242.6 1435937.6 975 2003.6 地震計 
CMG 

地上 白山 
LS7000XT 

光回線 
to MAS 

フップシ FPS 432445.2 1440202.1 820 2006.11 地震計 
短周期 

地上 白山 
LS7000XT 

明星 
無線 
to AKH 

      地震計 
CMG 

地上 白山 
LS7000XT 

 

オンネト
ー南 

ONTS 432245.8 1435839.0 690 2015.9 地震計 
CMG 

地上 白山 
LS7000XT 

専用線 
3.4k 
to RWN 
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2. 地震調査委員会提出資料 

第 276回（2015年 5月 14日開催） 
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第 277回（2015年 6月 9日開催） 
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第 132 回火山噴火予知連絡会資料（2015 年 6 月 15 日）

3. 火山噴火予知連絡会提出資料

内　容

　　

十勝岳

　　○地磁気全磁力

　　

樽前山

　　○火山性地震活動

有珠山

　　○火山性地震活動

　　○2015 年 4 月 20 日から 21 日のやや深い地震活動

　　○銀沼火口底噴気地の噴気温度変化

北海道駒ヶ岳

　　○火山性地震活動

　　

雌阿寒岳

　  ○だいち 2号(ALOS2)の合成開口レーダー（Palsar2) 干渉観測結果（暫定）

有珠山

　  ○だいち 2号(ALOS2)の合成開口レーダー（Palsar2) 干渉観測結果（暫定）

北海道駒ヶ岳

　  ○だいち 2号(ALOS2)の合成開口レーダー（Palsar2) 干渉観測結果（暫定）
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第132回火山噴火予知連絡会

樽前山

北海道大学

○火山性地震活動

　山頂火口原直下で発生している微小地震の活動度には大きな変化は見られない．
2013年7月 した山頂西方に る活発な 地震活動 ，山頂 西の

地下に る地震活動は， に な てきた のの， して
いる．

（※2013年9月以降は一部未処理）
M

ag
ni

tu
de

D
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 [k

m
]

※2013年7月以降の地震については，群発活動震源域の相対的な位置を追跡する
目的で，ルーチン処理では西方へ離れた観測点を検測から除外している．
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第132回火山噴火予知連絡会

山

北海道大学

M
ag

ni
tu

de
（※2013年9月以降は一部未処理）

○ 地震活動
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　山 では引き き 小地震活動が られるが，活動度に の はない．2015
年4月20日から21日には，海面下5-7kmを震源とする小規模な群発地震が発生した．類似の活動
は2010年11月に 発生しているが，震源 は なっている 2010年11月の活動に し，
2015年4月の活動はやや東側で 深い ．

2010年の活動

201 年の活動
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第132回火山噴火予知連絡会

山

北海道大学

○2015年4月20日から21日のやや深い地震活動

　2015年4月20日夜から21日未明に，海面下5-7kmを震源とする小規模な群発地震が発生し
た．北海道大・札幌管区気象台・防災科研の観測網のデータを利用した震源の推定では，震央
はほぼ大有珠から有珠新山の下に求まった．2010年11月21日に発生した類似の地震活動は，
震源深さが4-5.5km程度とやや浅く，震央は小有珠の北側付近に推定されている．
　4月20日から21日の地震群の最大地震は，21日02:37頃に発生したM1.9で，深さは6.2kmと推
定されている．この地震について，P波初動の押し引きから発震機構解を推定したところ，東西伸
張−南北圧縮の横ずれ断層型であることが分かった．
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Event: 15/04/21 02:37:37
Compressional P
Dilatational P

1．201 年 月の群発地震活動の震源（
） ，2010年11月の活動の震源（
）． の活動域には， 西方

方 に の い られる．

2． 月21 02 37 の地震の発震
（ ）． 西 の

れ れる． には
19 を ．

山（ 山）

TKU
NKJ

TTY

OHD
KIT

IRI

MIT SBT

HOR

NRM

ERM

SSB
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N

250m 0 

． 火口 西 の噴 地

○ 火 地

第132回火山噴火予知連絡会 北海道大学

2000 年噴火に て噴 度 した 火口 西 では 2009 年以降 噴 度の 下

いていた の のの 2013 年には たな噴 （ の ）で 200

の噴 度 観測 れた．

回の観測 （201 年 月 30 ）には の噴 の 度 9 点 度に で 下し

の噴 地 して噴 は な 点以 の噴 度を す噴 は見つ る はで

きなか た．

． 火口 西 噴 地の ． は 度 下 す

のの い噴 を て 100 を る噴 度 観測 れた

噴 した火口 に る変 域． は 2013 年に 200

の 度を す い噴 観測 れた噴 の た 域．

． 火口 西 噴 地に る噴 度の 年変化． は 域 に る噴 の噴 度

は 域 1 に る噴 の噴 度．

B

A

（大 ） （ 山）
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第132回火山噴火予知連絡会 北海道大学

○火山性地震活動

震源 な地震 い つか られた ，火山 地震活動は て な
に る．

（※2013年9月以降は一部未処理）
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第 132回火山噴火予知連絡会  北海道大学 

 

雌阿寒岳 

 

○ だいち 2号(ALOS2)の合成開口レーダー（PALSAR2）干渉解析結果（暫定） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOS2 2014/09/08-2015/06/01 

ALOS2が西方上空から観測した2014/9-2015/6のデータ（北行軌道，右観測，オフナディ
ア角 29.1°）を利用して干渉解析を実施した．無雪期であり，比較的良好な干渉が得られ

た．ポンマチネシリ火口北部で幅約 100m東西の広がり約 500ｍの領域で，局所的な位相

変化が見られた．変化の最も大きい場所は火口縁の東斜面で，位相が約 4 ラジアン減少

している．位相変化が地盤変動に起因する場合は，変動によって衛星からの距離が約 8

㎝減少したことに相当する．位相変化の原因を確定するためには，独立のペアによる検

証が必要である． 

図-1 干渉結果 

11.9㎝ -11.9㎝ 0 cm 

㎝ 

遠ざかる 近づく 

PATH/FRAME 124/830 
PATH/FRAME 121/860 

29



第 132回火山噴火予知連絡会  北海道大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

謝辞： この解析に使用した ALOS2のデータは，火山噴火予知連絡会衛星解析グループお

よび PIXELを通して宇宙航空研究開発機構（JAXA）から提供されたものである．原データ

の著作権は JAXAにある．また，干渉解析と図の作成には，小澤拓博士が開発した RINCお

よび国土地理院の 10m標高と電子地図を使用した．ここに記して感謝する． 

 

 

 

図-2 測線配置 図-3 測線に沿った LOS変化 

8ｃｍ 

North South 
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第 132回火山噴火予知連絡会  北海道大学 

1 
 

有珠山 

 

○ だいち 2号(ALOS2)の合成開口レーダー（PALSAR2）干渉解析結果（暫定） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOS2が西方上空から観測した2014/10-2015/04のデータ（北行軌道，右観測，オフナ
ディア角 38.2°）を利用して干渉解析を実施した．無雪期であり，比較的良好な干渉が

得られた．有珠山の周辺では，火口原内，昭和新山で沈降を示唆する位相変化がみら

れる．ALOSによる 2006/09-2008/09の干渉結果には明瞭に現れていた 2000年活動域

の沈降は，最新結果では見られなかった．これら以外には，火山活動に係ると思われる

顕著な位相変化はない． 

11.9㎝ -11.9㎝ 0 cm 

㎝ 

遠ざかる 近づく 

ALOS 2006/09/12-2008/09/17 

PATH/FRAME 58/2760 

ALOS2 2014/10/07-2015/04/21 

PATH/FRAME 124/840 

A 

B 
C 

図-1 干渉結果 

図-2 測線配置 
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第 132回火山噴火予知連絡会  北海道大学 
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第 132回火山噴火予知連絡会  北海道大学 

 

 

 

概略の LOS変化速度を下表にまとめた． 

 

期間 2000年活動域（測線 A） 火口原（測線 B） 昭和新山（測線 C） 

2014/10-2015/4 検出されず 4㎝/年 4㎝/年 

2006/9-2008/9 3㎝/年 4㎝/年 2/㎝年 

 

 

 

 

謝辞： この解析に使用した ALOS2のデータは，火山噴火予知連絡会衛星解析グループお

よび PIXELを通して宇宙航空研究開発機構（JAXA）から提供されたものである．原データ

の著作権は JAXAにある．また，干渉解析と図の作成には，小澤拓博士が開発した RINC，島

田政信博士が開発した SIGMASAR, および国土地理院の 10m標高データと電子地図を使用し

た．ここに記して感謝する． 
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第 132回火山噴火予知連絡会  北海道大学 

 

北海道駒ケ岳 

 

○ だいち 2号(ALOS2)の合成開口レーダー（PALSAR2）干渉解析結果（暫定） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

謝辞： この解析に使用した ALOS2のデータは，火山噴火予知連絡会衛星解析グループお

よび PIXELを通して宇宙航空研究開発機構（JAXA）から提供されたものである．原データ

の著作権は JAXAにある．また，干渉解析や図の作成には，小澤拓博士が開発した RINCお

よび国土地理院の 10m標高と電子地図を使用した．ここに記して感謝する． 

 

 

 

ALOS2 2014/10/07-2015/04/21 

ALOS2が西方上空から観測した 2014/10-2015/4のデータ（北行軌道，右観測，オフナ
ディア角 38.2°）を利用して干渉解析を実施した．ほぼ無雪期であり，比較的良好な干

渉が得られた．火山活動に係ると思われる顕著な位相変化はない． 

図-1 干渉結果 

11.9㎝ -11.9㎝ 0 cm 

㎝ 

遠ざかる 近づく 

PATH/FRAME 124/830 PATH/FRAME 124/830 
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第 133 回火山噴火予知連絡会資料（2015 年 10月 21 日）

内　容

　　

十勝岳

　  ○だいち 2号(ALOS2)の合成開口レーダー（Palsar2) 干渉観測結果（暫定）

    ○地磁気全磁力

　　

樽前山

　　○火山性地震活動

　　○地震活動

火山

　　○ 火山 地 の 観測

有珠山

　　○火山性地震活動

　　○地震活動

　　○2000 年噴火 の全磁力変化

北海道駒ヶ岳

　　○火山性地震活動

　　○地震活動

　　

雌阿寒岳

    ○ 火口 の地磁気全磁力変化
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第133回火山噴火予知連絡会

樽前山

北海道大学

○火山性地震活動

　山頂火口原直下で発生している微小地震の活動度には大きな変化は見られない．

（※2013年9月以降は一部未処理）
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※2013年7月以降の地震については，群発活動震源域の相対的な位置を追跡する
目的で，ルーチン処理では西方へ離れた観測点を検測から除外している．
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Date : 2015/07/21 Station : TRMSTS-UD Ampl : 2e-05 [m/s/cm]

第133回火山噴火予知連絡会

樽前山
北海道大学

○地震活動

山41



倶多楽火山
第 回火山噴火予知連絡会 北海道大学・登別市

（倶多楽火山）

○ 火山 地

図１．大正地獄の熱水水位(青)、熱水温度（赤）および地動振幅（黒）の変化．水位観測間隔は６月下旬から８月下旬
までが30分、８月下旬以降は10分である．破線は観測値、実線は移動平均値である．熱水温度および地動震幅は１分
間の平均値である．８月下旬の保守作業後、水位に不連続が生じた．これは装置の設置(場所・方法)に起因していると

 

201 年 月2 から ル 位

2 2 を して 大 地

に いて 位観測を した．観測 から

で大 地 から100 の かな

き 噴 を す地動 の 大

度の は観測 れていない（ ）．

観測 位は 置 部の 度変化に する

られる な 変化（ ）を し

れは ン を した 動 に

られる た 月下 の 位に 連

生 観測 に る 位変化の は

し たい．

大 地 からの は ないな ら 変動し

ている れている から 大きな 変化の原

を しつつ の変動 活動の

の を るた に して観測を る

予 で る．

（大島・前川）

133

図2．観測水位と収録装置内部温度の変化．装置内温度には顕著な日変化があり、これに対応して観測水位も同位相で
変化し、震幅は10cmにも達する．移動平均値でも装置内温度と水位は同位相で変化しており、装置の設置環境に配慮
する必要がある．また、８月下旬の保守作業後、水位に不連続が生じた．これの原因は特定できていないが、観測水位
が装置内温度の影響があることから、装置の設置(場所・方法)の問題と考えられる．

写真１．エアー管と収録装置の設置状況．エアー管
は耐腐食性を考慮し、熱水内に沈める部分はステン
レス管(SUS316,8A)とし、このステンレス管と計測
・集力装置はテフロンチューブでつないでいる

流出方向

計測・収録装置を
納めたプラボック

ステンレス管
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第133回火山噴火予知連絡会

山

北海道大学

M
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de
（※2013年9月以降は一部未処理）

○ 地震活動

　山 では引き き 小地震活動が られるが，活動度に の はない．
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Date : 2015/08/21 Station : NRM-UD  Ampl : 2e-05 [m/s/cm]

第133回火山噴火予知連絡会

山
北海道大学

○地震活動

山44



第 133 回火山噴火予知連絡会 北海道大学

山

○ 火

（ ）
山

2000 年 山域では，噴火 地 変化 している． の地域では， 火口

の 00 ，北西 地 地 の 部に れ れ 源 れている（

2の ）． 点 は， に の 源に る変化（ ルでは ）

を している られる． 的に見て変化は てきている．

火口 の 点 に る 変化． を 点 した ．

連 観測点の位置． は 点． は地 測 から
れている 源の位置． の には 地理 の ン ン

地 を した．

MTY

NYC

500m

NB火口

地
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第133回火山噴火予知連絡会 北海道大学

○火山性地震活動

震源 な地震 い つか られた ，火山 地震活動は き き な
に る．山頂の 方10 を震源 する 地震の群発活動 月に

られた．

（※2013年9月以降は一部未処理）

D
ep

th
 [k

m
]

M
ag

ni
tu

de

140˚36' 140˚40' 140˚44' 140˚48'

41˚ 6'

42˚00'

42˚04'

42˚08' 4 km

−2
0
2
4
6
8

10
12

01 01 01 01 01 01−2
0
2
4
6
8

10
12

01
2010

01 01
2012

01 01
2014

01

−1

0

1

2

3

4

01 01 01 01 01 01

46



0 5 10          15                  20                   25                  30 [min]

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Date : 2015/08/21 Station : KNGCMG-UD Ampl : 2e-05 [m/s/cm]

第133回火山噴火予知連絡会 北海道大学

○地震活動

北海道47



48



第 13 回火山噴火予知連絡会資料（2016 年 2月 1 日）

内　容

　　

十勝岳

    ○地磁気全磁力

樽前山

　　○火山性地震活動

    ○地磁気全磁力

火山

　　○ 地の

　　○地 温度

　　○1 深地温の

　　○1 深地温の 観測結果

有珠山

　　○火山性地震活動

　　○2000 年噴火 の全磁力変化

北海道駒ヶ岳

　　○火山性地震活動

　　

山

    ○だいち 2号(ALOS2)の合成開口レーダー（Palsar2) 干渉観測結果（暫定）

火山

　　○ 地 の 活動
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樽前山

北海道大学

○火山性地震活動

　山頂火口原直下で発生している微小地震の活動度には大きな変化は見られない．山
西方での地震活動 している．

（※2013年9月以降は一部未処理）
M
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※2013年7月以降の地震については，群発活動震源域の相対的な位置を追跡する
目的で，ルーチン処理では西方へ離れた観測点を検測から除外している．
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． 地の ． 大 から

を ．

 

地
月下 から 月 に の北 に たな し
から に か て地 を る の 下 の れ した の を

たので 地 域の を するた の を るた に11月 に
地観測を た．

281

372

299

450

400
350

300250

0 500m

笠山

日和山

大正地獄

大湯沼 奥湯沼

虚無地獄

千畳敷

温泉街

地獄谷

． たに した れる

○ 地
は に い る らに する下 に られた． に れた下 は

から に か て ている に見 た（ ）．しかし な れは
から離れた の いに られ て で たた に れ
れ 地 に る のなのか は しい．

した れる は の北 の直下で 下から外に る部
は 0 1 で 下方 に な 1 る． 外 の
は を し の西 には れ た 跡 れる していた

． 度は9 （外 11 7 ）で た．

側溝

石垣 270m

260m

250m

260m

270m260m
0 50m

大湯沼

奥湯沼

駐車場

至温泉街 展望台

東屋

熱映像撮影地点

熱水湧出孔
出現地点

． の位置 ． の の位置
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大 火山

火山
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○ 地
の 域には に る変 域 北西 の の北

部な に する（ ）．なかで 北西 に する変 域
は 西 に大き る． の変 域の は に れている 部
に した で る．

は 対 域 にな てから 域 の 道（ ）から した．
しかし には直 の い る ンチな の

度は い． た から を するた に られた い 度を す（
下 ）．

れらを除 度の い 域は 北西 の北 部
の に し れらは変 域に 対 する． れらの 度の い 域のなかで

の北 では下 れ した れている から 方 に 度の
い 域 ている に見 の方 に地 度の い 域 ている を
る．

B A

． 地域

度 ．

の は201

年11月 1 30 外

11 7 で は1 0 した．

は ン で ー

に ている． 度は

北西 で観測 れた30

で る．

の は201 年

11月 1 2 は

地 測 点 1 地 連

観測点の位置．

． の ． は201 年 月2 12 観測点

で の降 観測 れた 月2 から で る．

． の で した

北西 の

C

第13 回火山噴火予知連絡会 北海道大学

火山

大 火山

353025201510
表面温度(℃)
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火山

第13 回火山噴火予知連絡会 北海道大学
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A
C
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石垣

熱水湧出孔
出現位置

石積み

放流路

放流路
ベンチ

24.6m

側溝
石垣

B

○ 地
1 地 観測点は の北 で
北西 に る から 13

2 の位置に た ．
観測点 は 北西 の い 度を

す変 域に する．観測点 は の
で下 は れていた．観測点 は きで
下 た れていなか た．
観測点 の1 地 は から離れ

るにした て 下する のの
方の観測点 で 9 1973年の

地 での20 以 の地 域
して かれている れる地
し い．
に変 域に する 点では は

していない のの 地 は を した
． て 地 観測 の に した

を き の 噴 し
た． の噴 はす に し の

なる．噴 した の は目 で20
0 度は9 2 点 度

で 地 から の に を噴 す
る の れた．

れを か るた に を1 地
観測 に し 度を10 に測
した． 度 に している は
ない 100 で 3 を す地 は90 で
90 を 0 で9 3 を した． の

地 は 一 90 以下 な
30 で 92 7 を し 10 で 3 な
た ．

して た 地 は を
かな していた を る

度 は 0から 0
30 に の を する．
の 0から 0 については

の の から
0 で 相の変化 れ か 7

20 地 を外 した地 は 70 で
100 に する から の るいは

動の る は いない．
一方 30 の については 20
地 で る を る

る．

温度 (℃)

深
度
(c
m
)

粘土質？

？
？

熱水

．1 地 連 観測点 の位置

．観測点 に る10 の 度
で観測した7 20 地 点 は

を した き7 20 地 から れ
る地 は れる 相の変 ．

0 3 2 2 20

71

9 3

観測点 7 度 1 度

．1 地 測
外 1

大 地域の 1 地 （
1973 から ）

7 20 地 は ン ー ー を き して測
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火山
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○ 地
1 観測点 ン で し ル ル ル（ ） 対を で

した た 0 で9 を した観測点 では で した 対に て 0 の
に 対を 置し い れの観測点で 口 は しない に した．測

は で る．
して る 観測点 での11 13から11 30の の 測 を た しい地 下

観測点 の1 地 0 度の1 1 1 19の降 の に る な 度 下
目につ ．

の 観測点 の地 下は 観測点 観測 の地 かな 下 を
している 測 を で観測点 の 地 0 度 下している は
ない から から観測点 方 に た地 部の 地 域の 小を している

る．
れに対して降 の地 下は観測点 では観測 れない観測点 の の で 1

月19 以 に 降 は た 観測点 は 観測点 で 度 下は ていない
1月19 以降は降 の に かな地 下 観測 れた から の 度 下の

原 して への の られる．
の 観測 直 の降 に して観測点 の 0 度は 下し れ以降 降

に かな 度 下 見 れる か 観測点 の1 地 に 降 の 度 下を見
つ る できる から 降 地 の の変化を き して
いる る できる．
しかし 観測 直 の降 に対して観測点 の地 は した か 降 大き

い 度変化 大きい い な は た 降 部 に す
の は ではない．

．1 地 の 変化． は観測点 は観測 度．外 降 度は
から 西方 に 離れた 観測点 で観測 れた

大 火山

A60

A100

C100
B100

外気温

15.11.01 15.12.01 16.01.01
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第13 回火山噴火予知連絡会

山

北海道大学

M
ag

ni
tu

de
（※2013年9月以降は一部未処理）

○ 地震活動

　山 では引き き 小地震活動が られるが，活動度に の はない．

山
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○火山性地震活動

震源 な の地震 い つか られた ，山 部の火山 地震活動
は き き な に る．

（※2013年9月以降は一部未処理）
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第 134回火山噴火予知連絡会  北海道大学 

 
御嶽山 

御嶽山 

 

○ だいち 2号(ALOS2)の合成開口レーダー（PALSAR2）干渉解析結果（暫定） 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

図-1 ALOS2干渉 SAR結果 

 

 

 

 

 

ALOS2が西上空から観測した 2014/09/28-2015/07/19（南行軌道，左観測，オフナデ
ィア角 46.4度），2014/10/03-2015/11/13（北行軌道，右観測，オフナディア角 32.4度）
および 2015/06/12-2015/11/13（北行軌道，右観測，オフナディア角 32.4度）のデータを
利用して干渉解析を実施した．ほぼ無雪期のデータであり，良好な干渉が得られた．御

嶽山山頂付近では，噴火後，一貫して山頂浅部を中心とする収縮を示唆する地殻変動

が続いており，平均 2-4㎝/月の衛星方向への距離伸長が観測された． 

 2014/10/03-2015/11/13 のペアに対して実施した，半無限媒質内球状圧力源モデル
のフィッティング結果によれば，山頂直下約 450mにおける 3.5ｘ105m3の収縮源で変動

の説明が可能である． 
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第 134回火山噴火予知連絡会  北海道大学 

 
御嶽山 

 

 

図-2 2014/10/03-2015/11/13ペアに対する半無限媒質内球状圧力源フィッティング結果． 
左が観測値，右が計算値であり，それぞれの図の右側に付してあるスケールのレンジは， 
0～約 0.5mである． 

 
 

 

 

 

 

（成田，村上） 

 

謝辞：この解析に使用した ALOS2のデータは，火山噴火予知連絡会衛星解析グループを通

して宇宙航空研究開発機構（JAXA）から提供されたものである．原データの著作権は JAXA

にある．また，干渉解析には，小澤拓 博士が開発した RINCおよび国土地理院の 10m標高

を使用した．ここに記して感謝する． 
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火山

大 火山

．大 地 の 度（ ） 位（ ） 下動 （ ）の 変化．

2015年１月14日 12時 25分 33分
M6.7 　登別震度Ⅳ

2016年 2月４日18時４分
M2.5 　登別温泉 有感

． 地震に 度の変化 1 年

月 1 （震度 ） 1 年 月 （震度 ）

○ 地 活動
　大 地 の 活動は な で した

で な た つの地震に い

度に一 な られた（ ）． れは地

震に て れた るいは ン

ー位置の 動 原 られる．

の の つは 月 に 山の西方

で発生 2 の地震で る 地震 の

度 地動 に変化は られない．

の 12 月 2 から 2 にか 位

下し れに れて 的な地動

小 な た（ ） れは し

た を る．

（ ） 回 133 回 した大きな での 位変化は
位 の動 の な に した見か の

変動で る した．
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4. 地震調査委員会提出資料 
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これらについて表層地質調査およびボーリング・トレンチにより、カルデラ噴火の推移について、特
に最初期の噴火に注目して、層序を確立する。さらにカルデラ形成噴火前の噴火活動について、特に
中小規模の噴火の有無を明らかにする。これらに加えて必要に応じて K-Arおよび炭素同位体による
年代測定も実施する。また海外の事例を文献、あるいは必要に応じて現地調査から再検討する。さら
に、規模は小さいが VEI=5クラスの国内の歴史時代の噴火事例についても先行・前兆現象を中心に検
討する。本研究で得られた高精度・高分解能の噴火層序に基づき、分析試料を採取する。噴出物は通
常の記載を経た後、XRFにより大量の試料について、高精度の主・微量成分組成を求める。さらにそ
の中から選んだ代表的試料について ICP-MSにより希土類元素などの微量成分、そして質量分析計に
より Sr、Ndおよび Pb同位体組成を求める。また U-Th放射非平衡のシステマテイクスの検討も行う。
また噴出物中の火山ガラスや鉱物組成を EPMAによって求め、FE-SEMにより鉱物の組成累帯構造を
検討する。これらにより大規模珪長質マグマ系の生成・噴火過程、特に噴火直前のプロセスを、時間
軸をもとに明らかにする。 　
〇大規模山体崩壊：研究対象は記録が豊富に残る磐梯山 1888年と雲仙眉山 1792年および十勝岳 1926
年である。この中で十勝岳は別課題でも主研究対象であるが、前兆現象の解析は本課題でも実施する。
これらの事例について古記録の再検討を行い、崩壊の前兆・先行現象の種類と発生時期、そして崩壊
現象の経緯を再検討する。これらは地形解析および現地調査で検証する。また火山噴火とは関係ない
が日本海東縁の古い火山体には大規模崩壊地形が多数認められ、これらは日本海東縁を震源とする地
震との関連が疑われる。これらは地形解析や現地調査により、崩壊地形の分布・規模を明らかにし、発
生頻度も検討を試みる。
　平成 26年度では、まず研究集会を行い現状認識と 5年間の研究計画について議論する。カルデラ火
山については表層地質調査と噴出物採取を行い、ボーリング地点やトレンチ地点の選定を行う。また
物質科学的解析を進める。山体崩壊については地形解析を行い、眉山については古記録調査を行う。平
成 27年度では、カルデラ火山については表層地質調査と噴出物採取を継続するとともに、トレンチ調
査（姶良および鬼界）とボーリング（姶良または鬼界）を実施する。噴出物の物質科学的解析は継続
し、特に同位体比分析も開始する。山体崩壊について地形解析を続け、眉山では古記録調査に加え現
地調査を実施し、磐梯山については古記録調査を開始する。平成 28年度では、カルデラ火山の表層地
質調査と噴出物採取は継続し、ボーリング地点の選定（各カルデラ）を行う。また北海道ではトレン
チを実施する。物質科学的解析は継続し、同位体比分析と鉱物の組成累帯構造解析を重点に行う。山
体崩壊では磐梯山・眉山の古記録調査のまとめと地質調査を実施し、日本海東縁の火山については地
質調査を実施する。また研究集会を開き研究進捗状況を確認する。平成 29年度は、カルデラ火山にお
いてボーリングおよびトレンチを実施する（対象は研究進捗状況で決定する）。噴出物の物質科学的解
析は継続し、同位体比分析と鉱物の組成累帯構造解析を重点に行う。山体崩壊について補充調査を行
う。平成 30年度は両方の課題について補充地質調査および噴出物解析を行う。研究集会を開催し研究
のとりまとめを行う。

（８）平成 27年度の成果の概要：
　本年度は九州でのボーリング対象カルデラを鬼界カルデラに絞り、掘削対象（目的）と適地を検討
して、薩摩硫黄島でのボーリングを実施した。鬼界カルデラについてはカルデラ形成噴火（鬼界‐ア
カホヤ噴火）および先行噴火について調査を実施し、サンプルを採取して物質科学的な解析を開始し
た。北海道のカルデラ火山については、支笏カルデラのマグマ系の検討を続ける一方で、摩周カルデ
ラ形成噴火の野外調査を実施した。また大規模山体崩壊現象については、磐梯 1888年崩壊について古
記録収集と地質調査を実施した。火山活動と無関係な事例では、北海道奥尻島の神威山の崩壊につい
て調査を実施した。これらの成果概要について以下にまとめる。
１．鬼界カルデラ：鬼界‐アカホヤ噴火
１）カルデラ形成噴火推移に関する研究：薩摩硫黄島および薩摩半島において，アカホヤ噴火および関
連する堆積物の地質調査，物質科学的解析のための試料採取を行った．まず前年度から引き続き，ア
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カホヤ噴火時のプリニー式噴火とクライマックスとの時間間隙に注目した調査を行った．薩摩硫黄島
ではその痕跡が従来わかりにくかったが，ドローンを用いて海蝕崖などアクセスが困難な場所の調査
も並行して行った結果，プリニー式噴火堆積物とクライマックス堆積物の間に明瞭な侵食面があるこ
と，これまで認識できていなかった火山灰層が見つかるなど新たな知見が得られた．
２）ボーリング調査：また，ボーリング調査地点の選定のために、竹島と薩摩硫黄島において候補地
を探索した。その結果、鬼界‐アカホヤ噴火については両島で良好な露出が存在し、露頭での観察と
試料採取が可能であることから、掘削対象を先行噴火である長浜溶岩に変更した。そして、その長浜
溶岩を噴出した噴火の推移および、その噴火の前後の活動の有無を検討することを目的とした。ボー
リング地点については、予算上の制約から現在の長浜溶岩表層からの掘削では溶岩下面に到達するこ
とは困難と考え、現在のカルデラ内部の薩摩硫黄島長浜港近くでボーリングを実施している。報告書
作成時点では、ボーリング孔壁の状態が悪く、掘削は予定の半分程度の深度となっている。
３）先行噴火に関する研究：長浜溶岩と鬼界‐アカホヤ噴火の噴火年代の差についてはこれまで明ら
かにはなっていなかった。そこで長浜溶岩に対比されると考えられている、アカホヤ噴火最初期の降
下軽石層の下位に存在するテフラについて火山ガラス組成および炭素年代を検討した。今回、模式地
において２層の珪長質テフラを確認し（図 1）、それぞれの火山ガラス組成を長浜溶岩の石基組成と比
較した結果、テフラと長浜溶岩は対比できた。さらにこれらのガラス組成は鬼界‐アカホヤ噴出物の
ガラス組成と同一であることも明らかになった。この結果、鬼界‐アカホヤ噴火に先行する噴火は２
回あったこと、そしてそのうちのいずれかが長浜溶岩の噴出に対比できることになる。またテフラ層
の上下の土壌の年代測定結果は鬼界‐アカホヤの噴出年代よりも 1000年以上の若い年代が得られた
（図１）。年代の絶対値については問題があるが、先行噴火がアカホヤ噴火の千年～数百年前に発生し
ていた可能性が指摘できる。現在、年代値について再測定を行っている。
４）長浜溶岩およびアカホヤ噴火噴出物の岩石学的研究：
長浜溶岩およびアカホヤ噴火の噴出物の岩石記載、全岩化学組成および斑晶鉱物の化学組成を求めた。
アカホヤ噴火ではステージ１では SiO2＝ 71～74％の流紋岩が、ステージ２では流紋岩に加えてデイ
サイト～安山岩質な噴出物も認められる。長浜溶岩は SiO2～72％の流紋岩であり、その全岩化学組成
はアカホヤ噴火の流紋岩と酷似するが、FeO／MgO比では長浜溶岩の方が高い点で区別できる（図
2）。これらの噴出物の斑晶鉱物は斜長石、単斜輝石、斜方輝石および Fe-Ti酸化物である。斜長石と
斜方輝石斑晶コアの組成は、長浜溶岩およびアカホヤ流紋岩では、平均組成が長浜溶岩の方がより Ca
および Feに乏しく、さらに組成分布がアカホヤ噴出物の方が広い点が異なっている。ステージ２のデ
イサイトや安山岩では Anに富んだ斜長石、そしてMgに富んだ斜方輝石が多く含まれるようになる。
これら斑晶鉱物の組成分布を考えると、Saito et al. (2001)の指摘のように、アカホヤ噴火ではマグマ
混合プロセスが起こっていると考えられる。
５）軽石見かけ密度から見たアカホヤ噴火ステージ１の噴火プロセス
　カルデラ噴火におけるマグマ溜まりの過剰圧や、火道-火口システムの構造変化を検討するために、
噴出物の結晶・発泡組織を解読することを試みた。本年度は、特にカルデラ噴火初期のプリニー式噴
火に焦点を当てた。まず堆積物を構成する粒子の粒径や色彩等により、全体を 7ユニットに分類した。
軽石の見かけ密度は、0.17～0.8g/cm3の範囲にあるが、多くのサンプルは 0.2～0.6 g/cm3に集中する。
見かけ密度を発泡度になおすと 70～90％となる。Maeno and Taniguchi (2007)では、プリニー式噴火
期の噴出物全体を A1-A4に大別した。本研究のユニット 1が A1、ユニット 2が A2、ユニット 3下部
が A3、ユニット 3上部が A4に対応する。Maeno and Taniguchi (2007)の Fig.5に示される等層厚線と
軽石サイズの等値線データによると A1に対し A4で噴出率が増大している。仮にこの期間、火道径が
一定であれば、火道でのマグマ上昇速度が増加したはずで、そこでは脱ガスが抑制され見かけ密度の
低いマグマが噴出されるようになるはずである。しかし実際には、ユニット 1とユニット 3中位では
違いは顕著ではない。Maeno and Taniguchi (2007)は、A3（ユニット 3-low）がプリニー式噴火期（ユ
ニット A）の中で最も石質岩片に富むことを記載しており、この時期に火道径に変化があった可能性
が指摘できた。
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２．支笏カルデラ
　カルデラ形成噴火の推移を、地表踏査および別の研究プロジェクトで実施した複数のボーリングコ
アで検討した。その結果、支笏カルデラ形成噴火に先行する噴火活動は確認できず、1万年以上の静
穏期の後にカルデラ形成噴火が始まったと結論づけられた。本年度はカルデラ形成噴火の本質物につ
いて検討した。その結果、従来の研究で指摘されているように、斑晶に乏しい Aタイプ軽石（Aphyric
type）と斑晶に富む Pタイプ軽石（Porphyritic type）に大別できることを確認した。しかしながら Aタ
イプ軽石について詳細に検討した結果、全岩化学組成および鉱物化学組成から、Aタイプは高 SiO2流
紋岩質マグマと低 SiO2流紋岩質マグマが混合して生じたマグマと、それによりマフィックなマグマが
混合して生じたマグマからなる、2段階のマグマ混合を経ていることが明らかになった。Pタイプ軽石
は、これらの Aタイプ軽石とは混合の関係にはない（図 3）。
３．摩周カルデラ
7.5kaの大規模噴火の詳しい噴火推移を検討した。従来の噴火層序は、先行する降下火砕物（上位から
Ma-g～Ma-j）とそれを覆う火砕流堆積物Ma-fからなるとされている。今回火砕流堆積物であるMa-f
を、岩相の違いにより新たに 6層に細分した。この中のMa-f5は全体に灰色で、軽石のほかにデイサ
イト質の溶岩片を大量に含む火砕流堆積物で、下位層を著しく削り込みブロック状に取り込む産状も
認められる。このMa-f5は、給源から南方に 30 km以上、西方には標高 500 m以上の屈斜路カルデラ
壁を超えて 30 km以上離れた地点で発見できる。本層に含まれる中礫（径 32 mm）以下の粒子につい
て構成物や粒度分布を分析した結果、下部でより粗粒で溶岩片に富むことが分かった。これらの溶岩
片を定方位サンプリングし、段階熱消磁により古地磁気測定を行った結果、初生磁化方位は揃わず、溶
岩片が高温で定置した証拠は認められなかった。これらから、Ma-f5は溶岩からなる山体を破壊しな
がら発生した、指向性を持つ火砕流で、粒子のふるい分けが起こっていることや、高い障壁を超えて
分布していることから、大きな初速を持った高速型火砕流と推定できる。摩周火山のカルデラ噴火は、
これまで考えられてきたような、プリニー式から噴煙柱崩壊へと移行する単純な様式ではなく、複雑
な推移を経たと考えられる。
４．大規模山体崩壊
（１）磐梯山など
　磐梯山 1888噴火での山体崩壊について文書記録の収集と地質調査を行っている。記録としては、崩
壊直後の調査研究論文、福島県庁文書、そしてそれらを総括した論文，解説書を検討している。その
結果、爆発開始前の異常現象は 1週間前以降の鳴動・地震程度であったこと、山体崩壊は爆発開始 80
～90分後に発生したらしいことが明らかになっている。現地調査では岩屑なだれの堆積物の岩石学的
記載を行い、岩屑なだれ堆積岩塊の崩壊前の山体への復元を試みている
（２）日本海東縁の大規模山体崩壊現象
　本年度は南西北海道の奥尻島に神威山の山体崩壊について、その発生時期を明らかにする目的で現
地調査と炭素 14年代測定を行った（図 4）。神威山は後期鮮新世の陸上火山であり、山体の北西斜面が
1.2 X 2kmにわたり崩壊し、崩壊物は日本海に流入している。崩壊堆積物は海岸線では岩屑なだれ堆
積物の岩相を示し、ここでは神威山岩屑なだれと呼ぶ。下位には土石流堆積物があり、そこには多数
の生木を含む。生木からは約 960年前の年代値が得られた。岩屑なだれ堆積物の上位には、土壌を挟
んで北海道駒ヶ岳の 1640年噴火のテフラ層（Ko-d層）が存在する。Ko-d層については火山ガラスを
測定して同定を行った。Ko-d下位の土壌中には、奥尻島では広範囲で確認されている約 1000年前の
B-Tm火山灰は見出されなかった。この土壌のうち、神威岩屑なだれ堆積物直上部について炭素 14年
代測定を行った。その結果、約 390年前の年代が得られた（図 5）。この結果、神威岩屑なだれは 960
年前から 390年前に発生したと考えられる。これは岩屑なだれを B-Tmテフラが覆っていないことと
調和的である。

（９）平成 27年度の成果に関連の深いもので、平成 27年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Hasegawa, T., Nakagawa, M., 2015, Large scale explosive eruptions of Akan volcano, eastern Hokkaido,
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Japan: A geological and petrological case study for establishing tephro-stratigraphy and -chronology
around a caldera cluster. Quaternary International, DOI: 10.1016/j.quaint.2015.07.058

Nakada, S., Zaennudin, A., Maeno, F., Yoshimoto, M., and Hokanishi, N., 2016, Credibility of volcanic ash
thicknesses reported by the media and local residents following the 2014 eruption of Kelud volcano,
Indonesia. Jour. Disaster Research, vol. 11, no. 1, 53-59.

Razzhigaeva, N.G., Matsumoto, A., Nakagawa, M., 2015, Age, source and distribution of Holocene tephra
in the southern Kurile Islands: Evaluation of Holocene eruptive activities in the southern Kurile arc.
Quaternary International, DOI: 10.1016/j.quaint.2015.07.070

Takahashi, R. and Nakagawa, M., 2015, Evolution and eruption processes of a highly porphyritic silicic
magma system: Petrology of the historical eruptive stage of Hokkaido-Komagatake volcano, Japan.
Journal of Petrology, 56, 1089-1112.

塚原えりか・津久井雅志・古川登・小林哲夫，2015，1783年浅間山天明噴火で噴出した「火山硫黄
毛」．火山，60，483-486．

（10）平成 28年度実施計画の概要：
それぞれの研究課題・対象についての平成 28年度の研究計画は以下のとおりである。
１．カルデラ火山の地質調査およびボーリング調査
　鬼界カルデラについてはボーリングの結果および地表踏査により、カルデラ形成噴火と先行噴火の
それぞれの噴火推移の再検討を行う。北海道については特に摩周火山噴出物について地表踏査を実施
する。平成 29年度実施予定のボーリング地点選定も重要な課題として、姶良カルデラおよび摩周カル
デラを有力候補として比較検討を行う。これらの調査では地表踏査に加えてトレンチ調査も実施する。
２．カルデラ火山の物質科学的検討
今年度は九州の鬼界、姶良、阿蘇カルデラ、そして北海道では支笏および屈斜路カルデラについて物
質科学的検討を実施する。これらのうち鬼界、支笏および屈斜路ではカルデラ形成噴火のマグマ供給
系の構造と噴火推移に伴うマグマ変化を明らかにすることを目的とし、鬼界や阿蘇など先行噴火が認
められる場合には、先行マグマ過程の解明にも重点をおく。これらでは鉱物の累帯構造の精密解析を
重点的に実施し、噴火先行過程の詳細を検討する。特に鬼界では石基の組織などから火道内でのマグ
マダイナミックスと,それに付随した諸現象（発泡,結晶化,脱ガス,（水冷）破砕）の特性・噴火ステー
ジによる変化を明らかにし ,噴火現象と関連づけて理解する。U-Th放射非平衡に基づくマグマプロセ
スへの時間軸の挿入は支笏および鬼界について実施する。
３．大規模山体崩壊
火山噴火に伴う事例では、磐梯山の検討を続け，これに加えて，雲仙眉山，北海道駒ヶ岳，渡島大島
の山体崩壊について文献調査と現地調査を行い，磐梯山と比較をする。非噴火性の事例では北海道中
部の増毛地域の事例について検討を開始する。

（11）実施機関の参加者氏名または部署等名：
北海道大学大学院理学研究院 　中川光弘・栗谷 　豪・松本亜希子
秋田大学大学院工学資源学研究科 　大場 　司
東京大学地震研究所 　前野 　深・中田節也
東京工業大学理工学研究科 　横山哲也
京都大学総合人間学部 　金子克哉
鹿児島大学理工学研究科 　小林哲夫
他機関との共同研究の有無：有
山形大学理学部 　伴 　雅雄
茨城大学理学部 　長谷川健
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図１．鬼界アカホヤ噴火に先行する噴火堆積物の露頭（薩摩硫黄島）
薩摩硫黄島の地図（右下）に Aと Bの露頭位置を示した。A点は長浜溶岩の表層塊状部と、上位の鬼界アカホヤ
噴火降下軽石との関係を示す。Bは鬼界アカホヤ噴火直下の降下火山灰層。2層認められ、両者とも長浜溶岩およ
び鬼界アカホヤ噴火と同一の火山ガラス組成をもつ。
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図 2．鬼界アカホヤ噴火本質物および長浜溶岩の全岩化学組成

図 3．北海道奥尻島の位置と神威山山体崩壊壁．
地図中の A～Cは図 4の柱状図の位置に対応する。

69



図 4．奥尻島西海岸での柱状図。
炭素 14年代測定層準および広域テフラも示した。柱状図中の神威山岩屑なだれは約 500年前頃に発生した可能性
が高い。
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平成 27年度年次報告

課題番号：1002

（１）実施機関名：
北海道大学

（２）研究課題（または観測項目）名：
北海道沖低頻度大規模地震の総合的理解とそのモニタリングへの基礎的研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究

(2)低頻度大規模地震・火山現象の解明

ア. 史料，考古データ，地質データ及び近代的観測データ等に基づく低頻度大規模地震・火山
現象の解明

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究

(2)低頻度大規模地震・火山現象の解明

イ.プレート境界巨大地震

(3)地震・火山噴火の発生場の解明

ア.プレート境界地震

2. 地震・火山噴火の予測のための研究

(2)モニタリングによる地震活動予測

イ. 地殻ひずみ・応力の変動

4. 研究を推進するための体制の整備

(6)国際共同研究・国際協力

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：

（６）本課題の５か年の到達目標：
　北海道太平洋沖では 2011年東北地方太平洋沖巨大地震が発生する以前から太平洋沿岸で多くの津波
堆積物調査が実施され、過去に災害を発生させてきた歴史津波より巨大な津波を発生させた低頻度大
規模地震が 17世紀前半に発生していたことが明らかになってきた。さらに、17世紀前半に発生した
低頻度大規模地震の際に、2011年東北地方太平洋沖巨大地震と同じように海溝近傍のプレート境界で
20ｍ以上の非常に大きな滑りが発生していた事も明らかになっている。
　本研究課題では、北海道近傍で発生する低頻度大規模地震の発生様式を理解する調査研究を実施し、
さらにそれら大規模地震を発生させるプレート境界の発生場を理解するための観測研究を実施し、最
後にプレート境界状態のモニタリングのための手法開発のための基礎的研究を実施する。多くの研究
項目を横断した研究計画となっており、地質学データに基づく低頻度大規模地震の発生様式の解明か
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ら研究成果をモニタリング手法の開発につなげるまで低頻度大規模地震の予測を現実に近づけるため
の総合的研究を実施することを目的とする。
　１）低頻度大規模地震の履歴・発生様式の解明
　17世紀前半以前の津波堆積物イベントに対し、多地点で面的津波堆積物調査を実施する。これまで
の調査結果も総合的に利用し、津波遡上数値計算を実施することで断層モデルを推定し、低頻度大規
模地震の発生様式の多様性を解明する。
　２）低頻度大規模地震の発生場の理解
　海底構造探査により海溝近傍の構造及び海底地形を明らかにし、大滑りの発生場を理解する。研究
成果は海溝近傍プレート境界の滑り予測のための情報を提供する。
　北海道太平洋沖の低頻度大規模地震の震源域で海底地震調査観測を実施し、プレート境界で発生し
た微小地震の観測波形を解析し、微小地震の応力降下量の面的分布を得る。その応力降下量分布と大
地震の大滑り域との関連を解明し、巨大地震の発生場を理解する。
　低頻度大規模地震の履歴や発生様式が解明されても、広範囲で長期にわたる巨大地震の影響が評価
できなければ、将来の低頻度大規模地震を予測することはできない。そこで、極東ロシアでの GPS地
殻変動観測および地震観測により、2011年東北地方太平洋沖地震後の広域応力蓄積過程を解明し、マ
ントル粘弾性の影響やプレート運動に与える影響を評価する。
　３）プレート境界状態のモニタリング手法開発
　低頻度大規模地震の履歴と発生様式の多様性が理解され、その発生場が理解できれば、それらの情
報を地震発生予測に用いるため、プレート境界の固着をモニタリングする手法を開発する必要がある。
現実には本研究課題は上記（１）、（２）の２つの課題の研究成果を受けて開発するものである。プレー
ト境界で発生する微小地震活動や微小地震の応力降下量分布の時間変化を捕らえることでプレート境
界の状態を把握し、モニタリングする手法を開発する。

（７）本課題の５か年計画の概要：
●平成 26年度研究計画
（１）低頻度大規模地震の履歴・発生様式の解明
北海道太平洋沿岸の面的津波堆積物分布を得るための現地調査を実施する。
（２）低頻度大規模地震の発生場の理解
過去のプレート境界での微小地震の観測波形を用いて応力降下量の推定手法を確立する。ウラジヲス
トックを中心とした極東ロシアに GPS観測網を維持、強化し、2011年東北地方太平洋沖地震による
長期的な影響をモデル化への基礎研究を実施する。
（３）プレート境界状態のモニタリング手法開発
　微小地震の応力降下量や微小地震活動を用いたモニタリング手法開発の検討
●平成 27年度研究計画
（１）低頻度大規模地震の履歴・発生様式の解明
面的津波堆積物分布を得るための現地調査を継続する。過去の津波堆積物分析結果を津波遡上数値計
算によって再現することで低頻度大規模地震の震源過程推定を試みる。
（２）低頻度大規模地震の発生場の理解
北海道太平洋沖で自己浮上式海底地震計を用いた微小地震観測を実施し微小地震の応力降下量分布の
推定を試みる。極東ロシアでの GPS観測網を維持、強化し、2011年東北地方太平洋沖地震による長期
的な影響をモデル化への基礎研究を継続する。
（３）プレート境界状態のモニタリング手法開発
　微小地震の応力降下量や微小地震活動を用いたモニタリング手法開発の検討。
●平成 28年度研究計画
（１）低頻度大規模地震の履歴・発生様式の解明
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面的津波堆積物分布を得るための現地調査を継続する。調査で得られた試料の粒度分析・珪藻分析・
火山灰認定等の分析を実施する。津波堆積物分析結果を津波遡上数値計算によって再現することで過
去の低頻度大規模地震の震源過程を推定する。
（２）低頻度大規模地震の発生場の理解
プレート境界での微小地震による観測地震波形を用いた応力降下量分布の推定を継続する。極東ロシ
アでの GPS観測網を維持、強化し、2011年東北地方太平洋沖地震による長期的な影響のモデル化を
実施する。
（３）プレート境界状態のモニタリング手法開発
　微小地震の応力降下量や微小地震活動を用いたモニタリング手法開発を行う。
●平成 29年度研究計画
（１）低頻度大規模地震の履歴・発生様式の解明
面的津波堆積物分布を得るための現地調査を継続。津波堆積物調査で得られた試料の分析を実施し、
津波堆積物分析結果から過去の低頻度大規模地震の震源過程推定を高度化。
（２）低頻度大規模地震の発生場の理解
北海道太平洋沖の千島海溝の海溝軸近傍で海溝軸に平行な側線で海底構造探査を実施し、低頻度大規
模地震の大滑り域の付加体構造やプレート境界近傍の構造を明らかにする。プレート境界での微小地
震による観測地震波形を用いた応力降下量分布の推定を継続する。極東ロシアでのGPS観測網を維持、
強化し、2011年東北地方太平洋沖地震による長期的な影響のモデル化を実施する。
（３）プレート境界状態のモニタリング手法開発
　微小地震の応力降下量や微小地震活動を用いたモニタリング手法開発を行う。
●平成 30年度研究計画
（１）低頻度大規模地震の履歴・発生様式の解明
面的津波堆積物分布を得るための現地調査を継続する。調査で得られた試料の分析を実施し、津波堆
積物分析結果を津波遡上数値計算によって再現することで過去の低頻度大規模地震の震源過程を推定
し低頻度大規模地震の多様性を解明する。
（２）低頻度大規模地震の発生場の理解
海底構造調査結果を分析し、2011年東北地方太平洋沖地震の大滑り域の構造との比較を行い、構造と
低頻度大規模地震の震源過程の多様性との関連を解明する。面的応力降下量分布を得、大地震の大滑
り域との関連を解明し、モニタリングにつなげる。極東ロシアでの GPS観測網を維持、強化し、2011
年東北地方太平洋沖地震による長期的な影響をモデル化し、北海道沖のプレート運動の挙動の把握に
適応する。
（３）プレート境界状態のモニタリング手法開発
　・微小地震の応力降下量や微小地震活動を用いたモニタリング手法開発を行う。

（８）平成 27年度の成果の概要：
● 　低頻度大規模地震の履歴・発生様式の解明
北海道太平洋沖の巨大地震の震源域を把握するためには、北方四島での津波堆積物調査が必要となる。
今年度は国後島の古釜布周辺、近布内、東沸の湿原でロシアの研究者と共同で津波堆積物の調査を実
施した。国後島の湿原には北海道の火山および国後島の火山に由来する火山灰層が多く残されており、
津波堆積物の年代推定や対比に有効であることがわかった。近布内で見つかった痕跡の一つは、現在
の海岸から数 10m離れた海抜 4-5mの海岸段丘の上に礫および砂層として残されており、近くの湿原
では連続した薄い砂層として 100m以上内陸まで追跡することができた（図１）。近布内周辺は 1994
年の北海道東方沖地震津波や 2011年の東北地震津波も島内で最も高かったことがわかっている。国後
島でも先史時代の津波のうち特に大きなものは地層に記録されている可能性が高いことが確認できた。
過去の巨大地震の中で 1611年慶長三陸津波地震が北海道沖で発生した可能性が指摘されていたため、
史料データにもとづき解析を実施し、暫定的な震源モデルを明治三陸津波地震の震源モデルを参考に
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しながら推定した。そこ結果、明治三陸津波地震よりも南側のプレート境界も破壊している可能性が
高いことが分かった。
● 　低頻度大規模地震の発生場の理解
１）応力降下量分布を把握するために過去のプレート境界地震の理解
昨年度に続き，2004年にプレート境界固着域の下部で発生した２つの根室沖M7地震（11月 28日と
12月 6日）の破壊課程の特徴を強震動波形から解析した．Mw4.6の地震とM4.1の余震の観測波形を
経験的グリーン関数とし，2つのM7級地震の破壊過程の特徴を解析したところ，11月の地震の破壊
の指向性は見えないが、12月の地震は各観測点から得られる震源時間関数に指向性が確認され、北に
8.2km破壊したことが分かった。その結果は遠地の波形解析による先行研究結果と調和的である（図
2）。これらの地震は 2003年十勝沖地震の余効変動により誘発され、12月の地震では 1973年根室沖地
震の震源域の破壊には至らなかったため、北に破壊が伝播したと考えられる。
２）ロシア極東での GNSS観測による発生場の広域理解
ロシア極東域における GNSS観測を継続した．2011年東北地方太平洋沖地震の余効変動が継続して
いること，これまでの積算余効変動量がコサイスミックな変動量を上回りつつあることが確認された．
また，千島海溝南西域において日本とロシアの読み取り値を併合して震源の再決定を行った．
３）釧路沖における海底地下構造探査の実施
　平成 27年 9月に、釧路沖の釧路海底谷をはさんだ海域で地下構造探査を実施した。観測では、（株）
オフショア・オペレーション所有の「第七海工丸」を傭船し、東京大学地震研究所所有の 25リットル
のエアガン 3基とハイドロフォン・ストリーマーを使用して、北海道大学、東北大学、気象研究所の
海底地震計を計 12台設置した（図 3の緑丸）。エアガンは図 3の赤い測線上を 150m間隔で発振した。
台風 17号接近のため、設置する海底地震計の台数を当初の予定から大幅に減らしたが、エアガンを発
振できたのは長さ 36kmにとどまった。エアガン発振後、9番を除いて 11台の海底地震計を回収した。
４）根室沖での海底地震観測から得られた地震活動
　根室沖では、プレート境界型大地震の発生に伴う微小地震活動の時空間的な変動を捉えることを目
的として、文部科学省委託事業によって海洋研究開発機構が東北大学、北海道大学と共同で、1973年
根室半島沖地震（M7.4）の本震時にすべりの大きかった領域（アスペリティ）とその周辺に海底地震
計 10台を設置し、平成 20年 11月から平成 24年 5月まで自然地震観測を行った。平成 27年度は、平
成 24年 5月に回収されたデータを用いて震源決定を行った。2011年 7月 13日から 2012年 2月 29日
までの震央分布（図 4）では、本観測のこれ以前の観測期間と同様に、根室半島沖アスペリティでは
活動が静穏であり、地震は主に水深が 2000mより浅い陸寄りの海域で発生している。根室半島沖アス
ペリティの周辺では、2011年 11月 1日 5時 59分に、釧路沖の北緯 42.83度、東経 145.23度、深さ
47.7km（気象庁一元化震源では北緯 42.75度、東経 145.33度、深さ 47.1km）で、最大震度 3の地震が
発生し、その前震と余震活動が見られる。気象庁によるこの地震の CMT解は正断層型で、沈み込む
太平洋プレート内の地震と考えられる。
● 　プレート境界状態のモニタリング手法開発
微小地震活動の時間変化をモニタリングし，巨大地震の発生を検知する手法の開発を目指し，ISCの
地震カタログから 1964年 1月から 2012年 6月までに千島海溝沿いに発生した実体波マグニチュード
5.0以上，深さ 60km以浅の 地震を選択し，Zhuang et al. (2002)の方法でデクラスタリング処理した
後，ZMAPで地震活動の長期変化を解析した．その結果を図 5に示す．1963年択捉沖地震の震源域で
は，1964年以降 3.8個/年のペースで地震が定常的に発生していたが，1998年 5月から 2007年 2月ま
では地震がまったく発生しない状態が続いた．2007年 2月以降は地震活動が徐々に回復しつつあるが，
1998年以前のレートには戻っていない．地震活動がポアソン過程に従ってランダムに変動していると
仮定すると，このような静穏化が偶然発生する確率は,10−9程度と非常に小さい．したがって，この静
穏化は地震活動度の単なる揺らぎであるとは考えられない．

（９）平成 27年度の成果に関連の深いもので、平成 27年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
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Takahashi H., M. Ohzono, M. Ichiyaagi, Strain accumulation and slow slip event along Hokkaido-Sakhalin
seismic belt, Proceedings in Geodynamic processed and natural hazards, lessons from Neftegorsk,
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（10）平成 28年度実施計画の概要：
（１）低頻度大規模地震の履歴・発生様式の解明
面的津波堆積物分布を得るための現地調査を継続する。調査で得られた試料の粒度分析・珪藻分析・
火山灰認定等の分析を実施する。津波堆積物分析結果を津波遡上数値計算によって再現することで過
去の低頻度大規模地震の震源過程を推定する。
（２）低頻度大規模地震の発生場の理解
これまでに得られたデータを用いて日高衝突帯からその海域延長部に到る P波および S波速度構造を
推定し発生場の理解につなげる。極東ロシアでの GPS観測網を維持、強化し、2011年東北地方太平洋
沖地震による長期的な影響のモデル化を実施する。
（３）プレート境界状態のモニタリング手法開発
　微小地震の応力降下量や微小地震活動を用いたモニタリング手法開発を行う。

（11）実施機関の参加者氏名または部署等名：
谷岡勇市郎・高橋浩晃・村井芳夫・勝俣啓・西村裕一・山田卓司・伊尾木圭衣
（北海道大学大学院理学研究院地震火山研究観測センター）
他機関との共同研究の有無：有
篠原雅尚・望月公廣（東京大学地震研究所）・日野亮太・東龍介（東北大学）
ロシアサハリン海洋地球物理研究所（3名）・ウラジオストックロシア極東大学（2名）
・ハバロフスク地球物理研究所（2名）
参加機関 　東京大学地震研究所、東北大学、ロシアサハリン海洋地球物理研究所
ウラジオストックロシア極東大学、ハバロフスク地球物理研究所
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（12）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター
電話：011-706-3591
e-mail：isv-web@mail.sci.hokudai.ac.jp
URL：http://www.sci.hokudai.ac.jp/grp/isv/isv-web/

（13）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：谷岡勇市郎 　
所属：北海道大学大学院理学研究院地震火山研究観測センター
電話：011-706-2640
FAX：011-746-7404
e-mail：tanioka@mail.sci.hokudai.ac.jp

図１ 　国後島近布内における，津波堆積物の候補．
段丘の上では円礫と砂，内陸の湿原では砂の層として識別された．

76



図２ 　2004年にプレート境界固着域下部で発生した 2つの根室沖M7地震の破壊過程の解析結果。
左）山中（2004）により解析されたすべり量分布に 12月の地震の指向性解析結果を重ねる。ほぼ北方向に破壊が
伝播したことを示す。右）12月の地震の指向性解析結果（上）と観測との残差の大きさを示す。茶色ほど残差が
少ない。青ほど残差が大きい。

図３ 　平成 27年 9月に実施した海底地下構造探査の海底地震計設置点（緑丸）とエアガンを発振した測線（赤線）。
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図４ 　観測点分布（三角）と 2011年 7月 13日から 2012年 2月 29日までの震央分布．
灰色の領域は 1973年根室半島沖地震の破壊域（Yamanaka and Kikuchi, 2002）．

図５ 　択捉島付近の地震活動静穏化．
(a)赤丸：静穏化領域内の震央．□：1963年択捉沖地震で 0.5m以上滑った小断層 (Ioki and Tanioka, 2011)．コン
ターは 2006年中千島の地震の滑り分布（山中，2006）．★：1995年Mw7.9の地震．(b) (a)で示した赤丸震央の
M-T図．(c) (a)で示した赤丸震央の積算度数．陰影部：地震活動静穏化期間．
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平成 27年度年次報告

課題番号：1003

（１）実施機関名：
北海道大学

（２）研究課題（または観測項目）名：
多項目観測に基づく火山熱水系の構造の時空間変化の把握と異常現象の検知

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究

(5)火山現象のモデル化

イ. 熱水系の卓越する火山

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究

(3)地震・火山噴火の発生場の解明

ウ. 内陸地震と火山噴火

(5)火山現象のモデル化

ア. マグマ噴火を主体とする火山

2. 地震・火山噴火の予測のための研究

(4)事象系統樹の高度化による火山噴火予測

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：

（６）本課題の５か年の到達目標：
　熱水系の卓越した火山では，本格的なマグマ噴火の前に，水蒸気噴火や小規模なマグマ水蒸気噴火
が前駆することが多い．また，マグマ噴火に至らないまま一連の活動が終息してしまうことも少なく
ない．こうした水蒸気噴火や小規模マグマ水蒸気噴火は，マグマ噴火とは異なり，明瞭な先行現象に
乏しく予知の難易度が高いとされている．その一方で，この種の噴火は発生頻度がマグマ噴火よりも
高く，社会への影響は必ずしも小さくはない．現状では，水蒸気噴火や小規模なマグマ水蒸気噴火を
実用レベルで予知することは現実的ではなく，この種の噴火の準備過程に関連する先行現象の事例を
できるだけ多く集めて，現象の理解を深めるべき段階にある．この背景をふまえ，本研究課題では，熱
水系の卓越する火山として十勝岳・吾妻山・草津白根山・阿蘇山・口永良部島を比較研究の対象とし
て選定し，以下の１～４の目標を掲げて比較研究を実施する．
１．水蒸気噴火に先行する異常現象の検知能力を高めて観測事例を増やす．
２．比較研究を通じて現象の類似性や法則性を抽出することで，そのからくりの理解を深める．とり
わけ，これまで個々の事例研究に基づいて提案されてきた，火道浅部の「熱水だまり」あるいは「蒸
気だまり」等の概念モデルの実態を解明したい．
３．理解が進んだ部分については，観測データを火山活動の現況評価に役立てるための道筋を着ける
ことを目指す．
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４．マグマ水蒸気噴火やマグマ噴火へと現象が発展する際，もしくは噴火が終息に向かう際に，観測
量にどのような変化が表れるかを整理し，噴火シナリオ高度化に貢献する．

（７）本課題の５か年計画の概要：
　上記５火山では，マグマ活動を示唆する深部・広域の地盤変動に乏しく，噴気活動や地熱異常とそ
の消長が見られ，火口近傍に顕著な磁場変化や地盤変動が観測されるのが共通した特徴である．また，
微小地震の群発や低周波の火山性微動など，熱水系の関与を示唆する活動が見られる火山もある．こ
うした特徴的な現象を的確に定量化・モデル化するため，本研究課題では，活動火口域の周辺で，地
盤変動，地震，磁場のモニタリング観測を共通手法として用いる（a～c）．これに加えて，可能な範囲
で噴気・地熱放熱率，揮発性成分の時間推移を観測する（d, e）．また，過去の熱水系関与型噴火の地
質・物質科学的調査・分析（ f）により，噴火履歴および噴火推移に関する研究を行い，観測記録にも
とづく先行現象との関連を議論する．必要に応じて，既存の資料・観測データの参照や再解析も行う．
整備が必要な観測系は H26-27に設置作業を行う．
(a)地盤変動観測： 　熱水系の増減圧過程の時空間分布推定
　　・十勝岳・吾妻山・口永良部島に孔中傾斜計を新規に設置し，連続観測を実施
　　・草津白根山・阿蘇山では既存の観測設備を活用

(b)地震観測： 　熱水系が関与する地動特性の把握
　　・広帯域地震計観測に基づく泥噴出や水蒸気噴火などの噴出現象の定量モデル化
　　・地震波干渉法・RF解析による速度構造の推定と時間変化の検出（内陸課題との連携）

(c)電磁気観測： 　熱水系またはその近傍での蓄放熱およびその時間変化の推定
　　・５火山にテレメータ型プロトン磁力計を設置し，連続観測を実施
　　・磁場変化と放熱率変化の組み合わせによる火道浅部の熱輸送過程の推定

(d)放熱率観測： 　熱水系を通じた熱放出の定量的把握 　
　　※主として東工大の別課題にて実施し本課題と連携
　　・空中熱赤外観測による地表放熱率とその経時変化の推定
　　・噴気画像解析による噴気放熱率の推定

(e)揮発性成分観測： 　熱水系へのマグマ揮発性成分の供給に関する知見
　　・非噴火時の火山ガスの特性把握とその起源の推定
　　・熱水系から湧出する液相の特性把握

(f)地質調査と噴出物分析： 　熱水系由来噴火の履歴解明と監視観測への示唆
　　・十勝岳（H26-28） 　熱水系由来噴出物と熱水変質帯の地質調査と分析
　　・吾妻山（H26-30） 　カルデラ形成以後の噴火活動史の高分解能復元
　　・阿蘇山（H27-29） 　完新世テフラ層序調査と年代測定
　　・草津白根山（H26-30）※公募研究枠で実施・本課題と連携予定

（８）平成 27年度の成果の概要：
　本課題は，研究計画の開始当初，熱水系卓越型火山として 5火山（十勝岳・吾妻山・草津白根山・阿
蘇山・口永良部島）を主なターゲットとしていた．このうち，阿蘇山と口永良部島については，26年
度中に噴火が発生しマグマ性の活動に移行したため，27年度からは課題 1804（代表：京大理）にて実
施，本課題とは情報共有で連携することとなった．従って，今年度本課題の直接的な調査対象は十勝
岳・吾妻山・草津白根山である．これらの対象火山について，ここまでの進捗は上記（７）にほぼ一
致している．以下，27年度の実施内容と主な成果を列挙する．
(1)十勝岳の地震・傾斜・地磁気・熱・ガス観測（北大・東大・東工大）
　26年度に整備した広帯域地震計・孔中傾斜計・プロトン磁力計による常時観測を継続した．これま
で十勝岳では捉えられていなかった，火山性微動に伴うわずかな傾斜変動などの現象が検知できるよ
うになってきている．これらに加えて，SO2ガスの遠隔自動観測（望岳台観測点）を夏季限定で実施
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した．望岳台上空で SO2が検出されたのは約 100日の測定のうち約 30日で，7月には 500 ppmmを超
えるカラム濃度，放出率で約 150 t/dが観測された．前年と比べて放出率が増大している．その他，簡
易型MultiGASによる噴気ガス（H2S, SO2, CO2）の臨時観測からは，高い SO2/H2S比が得られてお
り，遠望写真観測からも噴気量の増大が認められた．高周波微動振幅の増大，浅部の消磁を示唆する
磁場変化の加速なども観測されている．これらはすべて，2015年 5～8月に起こった 62-2火口南西外
縁部における局所的な地盤膨張や地熱異常域拡大と関連していると思われるが，各種現象の統一的な
モデル化や他火山との比較はまだ十分ではない．今年度は，上記の観測とは別に，国交省が実施した
低高度稠密空中磁気測量のデータを用いて，3次元磁化構造解析も行った．
(2)吾妻山の観測基盤整備と臨時観測（東北大・東大）
　大穴火口周辺の浄土平，兎平，酸ガ平の 3箇所に孔中傾斜計を設置しデータ収録を開始した（兎平
及び酸ガ平は別予算注）による）．また，テレメータ式プロトン磁力計を 2カ所に設置した．これら
は，水蒸気噴火の準備過程で起こる長周期地震や微動，熱供給の定量モデル化，および他火山との比
較研究への重要な足がかりである．吾妻山では 2014年 10月頃から 2015年 6月頃にかけて，地殻変
動，長周期微動，表層の噴気活動が活発化したが，磁場変動との対応などにはまだ未解明の点が残る．
本課題で整備された観測網によって，今後はこうした活動の消長がより詳細に捉えられるであろう．
　当初計画では予定していなかったが，別予算注）の援助を受けて，熱水系・マグマ供給系を捉えるた
めの広帯域MT観測（大穴火口を含む 20 km四方の領域に 15点，解析中）および，土壌 CO2拡散放
出率分布の調査を実施した．浄土平付近では火山性の土壌 CO2フラックスはみられない一方で，北東
側の 3カ所に，強い H2S臭を伴う高 CO2放出率を示す地点があることがわかった．
注）文科省地球観測システム研究開発費補助金 (代表機関：東大震研)
(3)草津白根山の地磁気・熱観測（東工大）
　湯釜火口周辺のプロトン磁力計を 1カ所テレメータ式に置き換えた．全磁力の連続観測によって 2014
年 5月に捉えられた湯釜火口直下の消磁について，数値実験を行った．その結果，観測された消磁は，
地下浅部への高温流体のパルス的注入で再現できることがわかった．これは，火口地下のシーリング
ゾーンが一時的に破壊された可能性を示唆するもので，熱水系卓越型火山で非噴火時に起こる活動の
定量的理解に向けて一歩前進した．
　湯釜火口湖では，従来の水温連続観測を継続するとともに，新たな方式で水位観測システムを再構
築し，水温・水位変動の詳細を明らかにした．噴気地については，2015年 11月に夜間空中赤外観測
を実施して，前年よりも温度異常面積がやや拡大したことを示した．また，現地踏査により，2015年
春頃に形成されたと見られる小規模な噴気地を新たに見出した．本白根山においては，1 m深地中温
度観測を行い，周辺よりもやや温度の高い領域が帯状に広がっていることを初めて確認した．草津白
根山では，このように各種の熱観測を通じて，火山活動に伴う放熱率変化を高精度で捉える体制が実
現しつつある．さらに，今後の空中赤外観測における無人機の活用を念頭に実地試験を行った．ただ
し，現状では解決すべき技術的問題点も残っている．
(4)データ解析基盤の整備
　地震波干渉法解析については，気象庁の地動データを用いたルーチン処理を開始し，国内の多数の
火山について地震波速度変化と地殻変動との対応を調べた．また，処理結果を随時配信するWeb上の
システムを構築した．ここまでの解析により，吾妻山では 2014年 10月頃から 2015年半ばまでの期
間に見られた山体膨張に対応する地震波速度の低下が検出できた．一方，草津白根山や十勝岳につい
ては地盤変動に対応する明瞭な速度変化は抽出されなかった（東北大）．なお，北大にも同様の解析
サーバーを導入して，大学で取得しているデータも含めて解析できる環境を整えた．レシーバー関数
解析については，使用する遠地イベントの選定と阿蘇火山における解析処理を開始した．また，草津
白根山では，レシーバー関数解析に用いる広帯域地震計の安定運用のための作業を行った（京大・東
工大）．地磁気観測については，分担者間のデータ共有と比較研究を容易にするため，テレメータ式
磁力計のデータを自動収録・処理するシステム兼データサーバーを構築した（東北大）．また，草津
白根山については，KSVO，V-net，GEONETの GPSデータ解析を自動で行なうシステムを草津観測
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所に構築し，他の火山との比較項目として加えることを可能にした（京大）．
(5)地質調査・物質分析（北大・秋田大・茨城大）
　本年度はいわゆる「水蒸気噴火」の成因についてレビューを行い体系化するとともに，粒度分析や
噴出物の解析手法の精緻化およびルーチン化を進めた．さらに十勝岳，吾妻山および栗駒山の地質調
査・サンプル採取を行い，そのうち，十勝岳，御嶽山 2014年，および栗駒 1944年噴出物の物質科学
的解析を進めた．栗駒山および御嶽山については，当初計画では対象火山としていなかったが，活動
の類似性の観点から，本課題での研究に取り入れたものである．
　十勝岳：十勝岳では約 5,000年前以降に，グラウンド火口地域ではマグマ噴火主体，そして南部の
ヌッカクシ火口地域では熱水活動主体の活動が並行して続いている．本年度はヌッカクシ火口域につ
いて地質調査および年代測定を行い，山体崩壊～大規模地すべり堆積物や水蒸気噴火に伴う降下堆積
物を確認した（図 3）．この地域では既に斉藤・他（1997）により 2,770 cal.BP以降，3層の水蒸気噴火
堆積物が認識され，最新のものが約 650 cal.BPと考えられていた．今回の我々の調査により，約 2,800
cal.BPの噴火では山体崩壊を伴ったこと（ヌッカクシ岩屑なだれ），それ以降に 6回の水蒸気噴火が
起こり，最新の堆積物は樽前 a火山灰層（西暦 1739年）よりも新しいことがわかった．2,800年前か
らのヌカックシ火口での水蒸気噴火活動は，グラウンド火口で現在まで続くマグマ噴火と同時並行で
起こっていることが確認できた．
　吾妻山と栗駒山：吾妻火山の核心部は火山活動活発化のため，今年度は現地踏査が事実上不可能で
あった．そこで，水蒸気爆発を主体にしつつもマグマ噴火も並行して認められ，かつカルクアルカリ
マグマの活動という点でも吾妻火山と類似性がある栗駒火山の最新期活動による水蒸気爆発堆積物を
類例と位置づけ，研究を遂行することとした．そして栗駒火山の数万年前以新の水蒸気爆発及びマグ
マ噴火堆積物を調査し，その細分と大まかな層序確立を行った．
(6)研究集会
　本課題と課題 1804（代表：京大理）との合同で，平成 27年 11月 18-19日に研究集会を開催した．
本課題の全分担機関が参加し，火山の熱水系に関するレビューと課題進捗状況の報告・情報交換を行っ
た．また，主催 2課題の分担者以外からも多数の参加者を得て，活発な議論が行われた．

（９）平成 27年度の成果に関連の深いもので、平成 27年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Aizawa, K., Sumino, H., Uyeshima, M., Yamaya, Y., Hase, H., Takahashi, A.H., Takahashi, M., Kazahaya,

K., Ohno, M., Rung-Arunwan, T., Ogawa, Y., 2016, Gas pathways and remotely triggered earthquakes
beneath Mt. Fuji, Japan. Geology, 44, 127-130, doi: 10.1130/G37313.1.

橋本武志, 2015,火山地磁気効果と水蒸気噴火, 2015年 Conductivity Anomaly研究会論文集, 75-81.
松永康生・神田径・小山崇夫・小川康雄, 2015,草津白根山で観測された火山活動の活発化に伴う地磁
気変化について, 2015年 Conductivity Anomaly研究会論文集, 67-74.

（10）平成 28年度実施計画の概要：
　地震・測地・電磁気の観測系については，主要な項目の整備がほぼ完了したので，28年度は十勝岳・
吾妻山・草津白根山で着実にこれらを継続するとともに，火山間の比較を念頭にデータ解析を進める．
なお，気象庁による地磁気全磁力の常時監視観測が導入されることになった吾妻山では，今後は気象
庁からデータ提供を受ける体制に移行し，大学は気象庁と共同で反復測量を行い変動の面的分布を把
握する．熱観測については，リアルタイム湖面放熱量推定の確度向上と湖底噴出流体の時間変動解析
に取り組むとともに，有人機または無人機を用いた地表面温度分布観測を実施する．ガス観測につい
ては，各火山に応じた適切な自動観測の方法を模索しつつ，現状で可能な臨時観測を継続し，ガス組
成や放出率の経時変化を追跡する．
　地質調査については，今年度は入山規制のため十分な現地調査ができなかった吾妻山についても，火
山活動の状況に留意しつつ，ある程度の現地調査が可能となると期待している．十勝岳についてはテ
フラ層序がほぼ確立しているが，その確認のための現地調査を実施するとともに，崩壊域や火口の特
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定を行う．また，ラマン分光分析装置を用いた鉱物同定方法や試料分析の最適化を更に検討し，噴出
物等の解析方法の精緻化を進める．特に十勝岳噴出物を例として，magmatic-hydrothermal eruption噴
出物,と hydrothermal eruption噴出物（浅所由来・深所由来）の違いについて,鉱物学と固体地球化学
的方法から検討する．また，適切な噴出物があれば gas eruption噴出物についても比較検討するため
に，適切な噴火および噴出物の探索を行う．

（11）実施機関の参加者氏名または部署等名：
北海道大学大学院理学研究院 　　　　橋本武志・青山 　裕・茂木 　透・中川光弘
東北大学大学院理学研究科 　　　　　西村太志・豊国源知・市來雅啓
東京工業大学火山流体研究センター 　野上健治・神田 　径・寺田暁彦・小川康雄
東京大学地震研究所 　　　　　　　　小山崇夫・青木陽介
東京大学大学院理学系研究科 　　　　森 　俊哉
京都大学大学院理学研究科 　　　　　大倉敬宏・宇津木充・横尾亮彦
京都大学防災研究所 　　　　　　　　中道治久・井口正人・味喜大介・山本圭吾・為栗 　健
九州大学大学院理学研究院 　　相沢広記
他機関との共同研究の有無：有
秋田大学国際資源学部国際資源学科 　大場 　司
茨城大学理学部理学科 　　　　　　　藤縄明彦
熊本大学教育学部 　　　　　　　　　宮縁育夫

（12）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター
電話：011-706-2892
e-mail：
URL：http://www.sci.hokudai.ac.jp/isv/

（13）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：橋本武志 　
所属：北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター
電話：011-706-4677
FAX：011-746-7404
e-mail：hasimoto@mail.sci.hokudai.ac.jp
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平成 27年度年次報告

課題番号：1005

（１）実施機関名：
北海道大学

（２）研究課題（または観測項目）名：
津波浸水域の即時予測手法開発のための研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究

(4)地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究

(2)低頻度大規模地震・火山現象の解明

イ.プレート境界巨大地震

(3)地震・火山噴火の発生場の解明

ア.プレート境界地震

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究

(2)地震・火山噴火の災害発生機構の解明

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：

（６）本課題の５か年の到達目標：
　現在の津波予測は沿岸での津波のたかさを予測するもので、陸上の遡上した津波の浸水範囲や陸上
での津波高を予測するシステムになっていない。気象庁では様々な断層モデルから計算される沿岸で
の津波波高をデータベース化し津波の高さ予測を実施している。さらに、沖合で観測された津波波形
から沿岸での津波波高を予測する手法の開発も研究されてきた。上記のような手法の開発は、近い将
来数多く設置される沖合のケーブル式津波計や GPS波浪計による津波観測データを使用して津波予測
を実施する上で非常に重要になる。
　2011年東北地方太平洋沖地震で発生した大津波のように沿岸から 5‐6kmまで津波が浸水し被害を
起こす場合には、津波の正確な高さを予測するよりも、津波の浸水範囲を予測する事が災害を軽減す
る上では重要となる。しかし、陸上を遡上する津波を津波数値計算で精度良く再現するたには、ある
程度の計算時間が必要となり、地震発生時にリアルタイムに津波数値計算を実行していては、到達す
るまでに津波浸水範囲の予測を出す事は難しい。本研究課題は上記の問題を解決し、リアルタイムで
津波の浸水範囲を予測する手法を開発する。さらには、ケーブル式津波計データ等も使用し、津波の
浸水予測をリアルタイムで改善していく手法を開発する。

（７）本課題の５か年計画の概要：
●平成 26年度
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　2011年東北地方太平洋沖地震の津波浸水域をデータとしてそれを津波が到達する前に精度良く予測
することを目標として津波の浸水範囲予測手法を開発する。この手法の基礎は平成 25年度までに開発
されているものを使用するが、実際に発生した津波に対して、適用することで、データベースの量や、
海域の計算地点の分布等最適な津波浸水範囲をできる限り短い時間で予測するための基礎的研究を実
施する。
●平成 27年度
　平成 26年度の基礎的研究を継続する。さらに、気象研究所・東北大学・東京大学地震研究所・防災
科学技術研究所等で開発中の、海底津波計や GPS連続観測記録等を用いたリアルタイムで震源過程や
海面変動を推定する手法と連動して、各地域での津波の浸水範囲を予測する手法を開発する。それら
の有効性を評価する。
●平成 28年度
　平成 27年度までの研究開発を継続しながら、それまでに防災科学技術研究所での設置が完了してい
るケーブル式海底圧力計のデータを利用した津波浸水範囲予測手法の開発を行う。
●平成 29年度
　平成 28年度までの研究開発を継続しながら、対象域を北海道太平洋沿岸にも拡大し、沿岸主要地域
での津波浸水予測データベースを作成し、その有効性を確かめる。
●平成 30年度
　研究開発を行った全てのリアルタイム津波浸水域予測手法を統合し、さらにそれらの浸水範囲予測
情報を発信するための手法の開発も実施する。

（８）平成 27年度の成果の概要：
ケーブル式津波観測網（S-Net）を利用した即時津波予測手法の開発
　防災科学技術研究所は日本海溝・千島海溝に沿って約 125の津波計（圧力計）と地震計がケーブル
式ネットワークシステム（S-Net）として設置中である．これらの津波計では津波発生域で直接津波を
観測できる．現在の津波数値計算は，観測された地震波形から，断層モデルを推定し，地殻変動を計
算し，それを初期値として津波数値計算を実行する．または，最近では，津波観測波形から，初期の
海面変動を推定し，それを初期値として津波数値計算を実施している（Tsushima et. al., 2012）．
しかし，震源域直上近傍に S-Netのように密な海底圧力観測網があれば，地震の震源過程や波源を推
定せずとも，直接観測波形データから津波数値計算を開始する新しい手法を開発することが重要と考
えられる．ここで問題となるのが，震源域直上の海底圧力計の場合，地震による海底地殻変動により
海底圧力計も隆起または沈降するため，実際の海底変動（津波初期波形）が記録できないことにある．
そこで，昨年度，本研究では，海底圧力計でも正確に観測できる波高の時間変化（ｈ（ｔ）―ｈ（ｔ＋
Δｔ））を初期値として津波数値計算を実施する手法を開発した．津波波源域での津波励起が終われ
ば，一般的な線形長波近似の差分法に戻して計算することで沿岸の津波計算につなげることができる．
本手法を用いて津波数値計算を実施すれば，津波の数値計算に地震の規模や地震の震源課程を推定す
る必要な無く，線形長波で近似できる波であれば観測波形を初期値として計算することができる．
本年度は，開発された即時津波数値計算手法を実際の S-Net程度の観測点間隔に適用して，どの程度
津波数値計算が可能であるかを明らかにした．東北地方の沖合で海溝型巨大地震（断層長さ 250km，
幅 150km，傾斜角 10度，すべり量 10ｍの低角逆断層型（Mw8.7））が発生したと仮定する．震源継続
時間は 80秒と仮定した．その断層モデルから海底地殻変動を計算し，それを初期波形として１分格子
間隔で通常の線形長波近似を用いた計算式の差分法で津波の伝播を計算する（図１左）．S-Netの観測
点は 30km間隔でケーブルに観測点が設置されている．また，ケーブル同士の間隔は約 50kmである．
まず，図１中に示す点（約 30km間隔）が観測点だと仮定し，そこでの計算波形を観測波形と考え，各
観測波形から 40秒間の変化量を観測値と考え，時間ステップ（40秒）ごとに，面的津波波高分布を推
定する．推定された面的津波波高分布から津波数値計算を実施する．さらに S-Netの観測点配置から
東西方向は 30km間隔だが南北方向は約 50km間隔（ケーブル同士の間隔）となるため，図１右に示す
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観測点分布により同様の津波数値計算を実施した．図１には地震発生 10分後の津波波高分布を示す．
観測点間隔 30kmの場合も東西 30km＋南北 50kmの場合も短波長の津波により乱されてはいるが，お
およその津波の面的分布は再現できていることが分かる．図２に図１の黒抜き丸の地点での観測津波
波形を比較する．図２を比較してもやはり短波長の津波により乱されてはいるが，長周期の大きな津
波は再現できているのが分かる．つまり，S-Netの観測点配置でも十分，即時津波予測に使用できるこ
とが明らかになった．

（９）平成 27年度の成果に関連の深いもので、平成 27年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Gusman, A.R., Y. Tanioka, Effectiveness of real-time near-field tsunami inundation forecsts for tsunami

evacuation in Kushiro city, Hokkaido, Japan, Chapter 11, V. Santiago-Fandino et al. (eds.) Post-Tsunami
Hazard, Advances in Natural and Technological Hazards Research 44, 157-177 (2015).

谷岡勇市郎，津波発生域で観測された津波波形を直接初期条件とする新しい津波数値計算手法―観測
波形から直接津波予測を行う手法の開発―，日本地球惑星連合大会（2015）

Tanioka, Y., A new technique for tsunami numerical simulation using tsunami observations in a source region
as an input, the 9th ACES Meeting, 2015

谷岡勇市郎，震源域近傍の海底津波計の観測記録から津波数値計算を開始する手法の開発，日本地震
学会秋季大会，S17-05 (2015)

Tanioka, Y., (Invited) A new approach for tsunami early warning using tsunami observations in a source
region, AGU Fall meeting, 2015.

（10）平成 28年度実施計画の概要：
平成 27年度までの研究開発を継続しながら，それまでに防災科学技術研究所での設置が完了している
ケーブル式海底圧力計のデータを利用した津波浸水範囲予測手法の開発を行う．

（11）実施機関の参加者氏名または部署等名：
谷岡勇市郎・西村裕一・伊尾木圭衣
（北海道大学大学院理学研究院地震火山研究観測センター）
他機関との共同研究の有無：有
佐竹健治・Aditya R. Gusman（東京大学地震研究所）・対馬弘晃（気象庁気象研究所）
参加機関 　東京大学地震研究所、気象庁気象研究所

（12）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター
電話：011-706-3591
e-mail：isv-web@mail.sci.hokudai.ac.jp
URL：http://www.sci.hokudai.ac.jp/grp/isv/isv-web/

（13）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：谷岡勇市郎 　
所属：北海道大学大学院理学研究院地震火山研究観測センター
電話：011-706-2640
FAX：011-746-7404
e-mail：tanioka@mail.sci.hokudai.ac.jp
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図１ 　即時津波予測に向けた新しい津波数値計算手法の数値計算実験結果（10分後）．
左）断層モデルから計算された実際の津波数値計算結果，中）30km間隔の観測点配置の津波波形から予測された
津波波高分布，右）東西 30km間隔＋南北 50km間隔の観測点配置の津波波形から予測された津波波高分布．

図２ 　即時津波予測に向けた新しい津波数値計算手法の数値計算実験結果（図１の黒抜き丸で示された位置での
波形の比較）．
左）断層モデルから計算された実際の計算津波波形，中）30km間隔の観測点配置の津波波形から予測された計算
津波波形，右）東西 30km間隔＋南北 50km間隔の観測点配置の津波波形から予測された計算津波波形．
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平成 27年度年次報告

課題番号：1006

（１）実施機関名：
北海道大学

（２）研究課題（または観測項目）名：
地理空間情報の総合的活用による災害に対する社会的脆弱性克服のための基礎研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究

(5)地震・火山噴火の災害軽減のための情報の高度化

（４）その他関連する建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備

(5)社会との共通理解の醸成と災害教育

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：

（６）本課題の５か年の到達目標：
　地理空間情報（G空間情報），GIS（地理情報システム），衛星測位（GPS，準天頂測位システムな
ど）に関して，防災・減災への統合的な活用方法を開発する。本研究では，この高精度避難ナビゲー
ションシステムを含む防災・減災のための情報システム構築と，その活用方法開発を目指す。
　上記で開発したシステムを援用し，地域開発と自然災害リスクとの関係を分析し，その結果から災
害に対する社会的脆弱性について，人文社会科学と自然科学の両方の立場から議論を行う。特に，こ
こでは地方レベル，市町村レベル，町内会レベルというように空間スケールごとに分析を行ない，各
スケールにおける開発と災害リスクの関係やリスク軽減のための課題などを明らかにする。
　上記の分析結果を受けて，防災・減災の対策を情報流通の面から検討する。特に，災害リスクを軽
減させるために，国，地方自治体，住民組織，住民個人の間で，どのような情報流通を行う必要があ
るか明らかにし，それによって「災害に対する社会的脆弱性（Vulnerability）」克服のための可能性を
探る。
　また、地域防災のための公開講座の開催、自治体防災担当者対象の講義の実施、自治体との相互協
力協定にもとづく防災教育・地域貢献の実施等により、最も効果的な研究成果の普及手法を探る。

（７）本課題の５か年計画の概要：
●平成 26年には，災害の人文社会学的研究に関する地理空間情報，GIS，衛星測位の統合的活用方法
の開発を行う。また、人口，土地利用など下記の分析に用いるデータ（特に地理空間情報を含むもの）
の収集を行う。
●平成 27年以降は，地域情報（土地利用および人口等）と被害想定に関する時系列的分析，避難施設
と避難圏域に関するデータの収集と分析，住民の避難行動に関するデータの収集と分析などを行う。
平成 27年度には，北海道全域を対象に，現在，北海道危機対策課が整備を続けている津波浸水想定
データを用いて，マクロな視点による津波被害分析を行う。その際には地域情報（土地利用および人
口など）を GISに取り込んで空間データベースを構築する。
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平成 27年度年次報告

課題番号：1007

（１）実施機関名：
北海道大学

（２）研究課題（または観測項目）名：
地殻変動等多項目観測データ全国リアルタイム流通一元化解析システムの開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備

(2)研究基盤の開発・整備

ア. 観測基盤の整備

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究

(2)モニタリングによる地震活動予測

イ. 地殻ひずみ・応力の変動

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究

(4)地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

4. 研究を推進するための体制の整備

(2)研究基盤の開発・整備

イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通
ウ. 観測・解析技術の開発

(4)研究者，技術者，防災業務・防災対応に携わる人材の育成

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：

（６）本課題の５か年の到達目標：
　GNSS・地殻変動連続観測等の多項目観測データを全国にリアルタイム流通させるシステムを開発
し、データの流通・収集・管理・解析を一元的に行うほか、関連する技術研修を実施し人材育成を図る。

（７）本課題の５か年計画の概要：
　GNSS・地殻変動連続観測等の多項目観測データ全国リアルタイム流通一元化解析を実施するため
に、流通データ規格の策定や、流通システム開発、解析システム開発に関する基礎的な研究や実証試
験を実施する。流通データを含めた各種データの一元的な管理にむけた環境整備を進める。人材育成
のため観測・機器技術研修を実施する。
　平成 26年度においては、流通管理規格、解析技術、観測・機器技術研修等WGによるデータ流通・
解析等の技術的検討と研修計画策定を開始する。
　平成 27年度においては、流通規格案を策定するほか、データ流通の技術的検討と解析システムの設
計概念をまとめる。観測・機器技術研修を実施する。
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　平成 28 年度においては、データ流通管理規格を決定し、データ流通の試験運用を開始するととも
に、データの収集・保管を実施する。解析システムの開発を開始しプロトタイプを作成に着手する。
　平成 29年度においては、データ流通試験運用で明らかになった問題点の改良を行うほか、データの
収集・保管を継続する。解析システムの開発を継続し試験運用開始を目指す。観測・機器技術研修を
実施する。
　平成 30年度においては、データ流通の本格運用への移行を目指すとともに、解析システムの改良を
実施する。

（８）平成 27年度の成果の概要：
　地殻変動連続観測等データの全国流通・公開を継続した．テキスト形式データのマージ機能を拡張
し 1Hz以上サンプリングに対応した．鹿児島大学南西島弧地震火山観測所・鹿児島大学郡元キャンパ
ス・箱根大涌谷観測点データの受信を開始した．また，国立天文台江刺観測点のセンサーキャリブレー
ションを実施した．
　GNSSデータの流通公開保存管理を行うシステムの基本設計を継続した．使用策定委員会を開催し，
システムのバックボーン，データの流通・格納に必要な各種フォーマット，およびメタデータの検討
を実施した．特に，データ生産者のプライオリティを管理できるようなシステムとして設計を行った．
具体的には，以下の機能について技術的な検討と仕様案の策定を継続した．ハードウエア仕様・観測
点諸元情報管理機能・観測データ管理機能・観測データフォーマット自動変換編集機能・データ品質
管理機能・関連データダウンロード機能・リアルタイムデータ受配信解析機能・自動解析機能・解析
結果表示機能・時系列データ解析支援機能・クリアリングサーバ連携機能．これらのうち，システム
開発を実施するハードウエアについては仕様を確定して機器の設置を行った．また，関係機能を開発
するために必要となるバックボーンシステムについても開発に着手した．国土地理院において，長期
的な GNSSデータ管理や関係フォーマットの考え方について意見交換を実施した．
　技術研修関係では，横穴式ひずみ・傾斜計設備について，機器管理メンテナンス等に関する技術の
伝承を目的としたメニューを用意することで検討を進めた．特に，実地での研修を行うことが重要で
あるとの観点から，適当な施設の確保を検討し，北海道大学の天塩中川観測点をその候補とした．こ
の観測点では移転が計画されており，来年度から設計業務を開始し，再来年度にトンネルの掘削と観
測機器設置が予定されている．このため，施設整備からセンサー設置まで実地研修をシームレスかつ
効果的に実施することが可能な平成 29年度に一括して実施技術研修を行うこととした．

（９）平成 27年度の成果に関連の深いもので、平成 27年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Takahashi H., Proposal for robust monitoring of catastrophic tsunami using onshore strain and tilt geodetic

sensors, Jour. Disaster Res., 10, 770-776, 2015.
大久保慎人・太田雄策・高橋浩晃・山口照寛，地殻変動連続観測を利用する即時地震断層推定手法開
発に向けた取り組み，日本測地学会講演予稿集，131-132，2015．

（10）平成 28年度実施計画の概要：
地殻変動連続観測等多項目データの全国流通・公開を引き続き実施する．GNSSデータ流通公開保存
管理解析システムの開発を継続する．また，GNSSシステムの試験運用を開始し，データの収集・保
管を試験的に実施する．データの公開のための流通管理規格を定めるとともに，必要な規約・協定の
締結に向けて関係機関との調整を進める．データ解析システムの設計を開始する．

（11）実施機関の参加者氏名または部署等名：
北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター高橋浩晃、山口照寛
他機関との共同研究の有無：有
北海道立総合研究機構地質・環境研究本部地質研究所（岡崎紀俊）
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自然科学研究機構国立天文台水沢ＶＬＢＩ観測所（田村良明）
東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知観測研究センター（三浦哲、太田雄策）
気象庁気象研究所（勝間田明男、小林昭夫、木村一洋）
東京大学地震研究所（加藤照之、新谷昌人）
神奈川県温泉地学研究所（里村幹夫、本多亮、原田昌武、道家涼介）
地震予知総合研究振興会東濃地震科学研究所（浅井康広）
名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山研究センター（鷺谷威、伊藤武男）
京都大学防災研究所附属地震予知研究センター（山崎健一、森井亙、加納靖之、西村卓也）
京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設（柴田智郎）
高知大学自然科学系理学部門（田部井隆雄、大久保慎人）
九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター（松島健）
鹿児島大学理工学研究科地球環境科学専攻（中尾茂）

（12）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター
電話：011-706-3591
e-mail：isv-web@mail.sci.hokudai.ac.jp
URL：http://www.sci.hokudai.ac.jp/isv/

（13）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：高橋浩晃 　
所属：北海道大学大学院理学研究院
電話：011-706-3212
FAX：011-746-7404
e-mail：hiroaki@mail.sci.hokudai.ac.jp
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●平成 28 年度以降には，事例市町村を選定し，人口，土地利用，津波浸水想定だけではなく，避難施
設と避難圏域に関するデータの収集と分析を行う。その際には避難施設や避難ルートなど，住民避難
に関する地理空間情報も取り込み，空間データベースを構築する。この分析により，生活レベルのミ
クロな視点で，各自治体のもつ「災害に対する社会的脆弱性」に関する分析を行う。
●これらの結果を受けて平成 29年度以降は，町内会レベルもしくは個人レベルの避難に関する分析を
行なう。なお，最後に各スケールにおける開発と災害リスクの関係やリスク軽減のための課題などを
明らかにする。平成 29年度以降は，上記の分析と並行して，自治体・住民組織を対象とした災害関係
の情報流通に関する分析を行う。ここでは，防災・減災の対策を，各種避難警報やハザードマップな
どを要素とした情報の流通に関して検討する。特に，災害リスクを軽減させるために，国，地方自治
体，住民組織，住民個人の間で，どのような情報流通を行う必要があるか，自治体，住民などへの聞
き取りから明らかにする。また，この情報流通を加速させる手段について，自治体と協力し実証実験
を行う。以上の分析の成果を統合し，地域開発と災害に対する社会的脆弱性との関係を明らかにする。
なお，災害の危険生が高い地域で積雪寒冷地の地域性を考慮した研究を行うために，積雪のある冬季
と，積雪のない夏季の 2時期で調査を行う。
●全ての年度を通じて，地域防災のための公開講座の開催し、自治体防災担当者への講義を実施し、
北海道大学理学研究院とえりも町との相互協定を利用したえりも町での防災教育活動・地域貢献を実
施し、効果的な研究成果の普及手法を探る。

（８）平成 27年度の成果の概要：
　平成 26年度から引き続き、災害の人文社会学的研究に関する地理空間情報、GIS、衛星測位の統合
的活用方法の開発を行った。平成 27年度には、特に衛星測位を利用した津波災害時避難の分析用シス
テムの構築を行った。
　また、平成 27年度には、新たに地域情報（土地利用および人口等）と被害想定に関する時系列的分
析、避難施設と避難圏域に関するデータの収集と分析、住民の避難行動に関するデータの収集と分析
などを行った。また、北海道全域を対象に、現在、北海道危機対策課が整備を続けている津波浸水想
定データを用いて、浸水域人口の推定を行い、市町村別の危険度についての分析を進めた。また、津
波浸水想定域人口の多い市町村に関しては、土地利用および人口などのマイクロジオデータを GISに
取り込んで空間データベースの構築を進めた。
　さらに、地域防災のための公開講座の開催等により、最も効果的な研究成果の普及手法の検討を
行った。

（９）平成 27年度の成果に関連の深いもので、平成 27年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
橋本雄一（編），2016，「四訂版 　GISと地理空間情報―ArcGIS10.3.1とダウンロードデータの活用
―」，古今書院．橋本雄一（編），2015，「QGISの基本と防災活用」，古今書院．橋本雄一，2015，
積雪寒冷都市・札幌における人口の都心回帰，日野正輝・香川貴志（編）「変わりゆく日本の大都
市圏 　ポスト成長社会における都市のかたち」，ナカニシヤ出版，59-75．奥野祐介・橋本雄一，
2015，積雪寒冷地における疑似的津波避難に関する移動軌跡データ分析，GIS－理論と応用，23
（1），11-20．最上龍之介・橋本雄一，2015，積雪寒冷地における保育園の津波集団避難―北海道
釧路市における認可保育園を事例に―，地理学評論，88，571-590．仁平尊明・橋本雄一，2015，
「釧路市における自主防災組織の活動から見た津波避難の課題，地理学論集，90，1-14．奥野祐
介・塩崎大輔・橋本雄一，2015，GNSSを用いた津波集団避難実験と移動軌跡データ分析，地理
情報システム学会講演論文集，24，CD-ROM．川村壮・橋本雄一，2015，都市計画基礎調査を用
いた積雪寒冷地の港湾都市における津波災害リスクの空間分析，地理情報システム学会講演論文
集，24，CD-ROM．塩崎大輔・橋本雄一，2015，積雪寒冷地における ICT及び WebRTCを用い
た除排雪車位置情報共有システムの利活用，地理情報システム学会講演論文集，24，CD-ROM．
三好達也・橋本雄一，2015，国勢調査人口メッシュと消防署データを利用した地域分析，地理情
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報システム学会講演論文集，24，CD-ROM．

（10）平成 28年度実施計画の概要：
　平成 28 年度には、釧路市、函館市、苫小牧市など北海道の津波浸水想定域の人口が多い市町村を事
例とし、人口、土地利用、津波浸水想定だけではなく、避難施設と避難圏域に関するデータの収集と
分析を行う。その際には避難施設や避難ルートなど、住民避難に関する地理空間情報も取り込み、空
間データベースを構築する。このデータベースを用いて分析を行うことにより、生活レベルのミクロ
な視点で、各自治体のもつ「災害に対する社会的脆弱性」に関する考察を行う。なお、考察では積雪
期と非積雪期の環境の違いにも注目する。
　さらに、引き続き地域防災のための公開講座等を開催することにより、最も効果的な研究成果の普
及手法の検討を行う。

（11）実施機関の参加者氏名または部署等名：
谷岡勇市郎・村上亮・茂木透・大島弘光・高橋浩晃・勝俣啓・村井芳夫・橋本武史
西村裕一・青山裕・森済・山田卓司
（北海道大学大学院理学研究院地震火山研究観測センター）
橋本雄一（北海道大学大学院文学研究科）
他機関との共同研究の有無：有
参加機関 　北海道大学大学院文学研究科

（12）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター
電話：011-706-3591
e-mail：isv-web@mail.sci.hokudai.ac.jp
URL：http://www.sci.hokudai.ac.jp/grp/isv/isv-web/

（13）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：谷岡勇市郎 　
所属：北海道大学大学院理学研究院地震火山研究観測センター
電話：011-706-2640
FAX：011-746-7404
e-mail：tanioka@mail.sci.hokudai.ac.jp
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平成 27年度年次報告

課題番号：1008

（１）実施機関名：
北海道大学

（２）研究課題（または観測項目）名：
Lバンド航空機 SARによる革新的火山観測手法の開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備

(2)研究基盤の開発・整備

ウ. 観測・解析技術の開発

（４）その他関連する建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究

(4)地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：

（６）本課題の５か年の到達目標：
　本研究では，近年の技術進展が目覚ましい航空機搭載型の Lバンド SARを火山観測に応用するた
め，宇宙航空研究開発機構と共同して，革新的な観測・解析手法の開発を目標とする
<振幅・偏波解析による定量的火山モニタリング >：
宇宙航空研究開発機構の航空機 SARシステムである PiSAR-L2の高解像度散乱振幅および偏波に関す
る時系列データの数値的較にもとづく火山活動関連情報の定量的抽出手法を開発する．
<リピートパス干渉法の実現へのチャレンジ >：
PiSAR-L2に装備済みの高精度 GPS-INS航路追跡装置を利用した，航空機リピートパス干渉による地
殻変動解析手法の開発をめざす．
<地殻変動モデル化手法の高度化>：
マグマ移動，火山性地震，地滑りなどが重畳する複雑な変動場を効果的にモデル化する手法を開発する

（７）本課題の５か年計画の概要：
　本研究では，実際に桜島および霧島火山群において，Pi-SAR-L2による航空機 SAR観測を実施し，
取得したデータに基きながら，高度な火山観測手法の確立を目指す．以下に，実施年度ごとの研究計
画を示す．
　なお，研究期間中に他の火山が顕著な活動を示した場合は，関係機関と調整の上，それまでの達成
成果，予算執行状況等を勘案しながら，活動中の火山に観測対象を変更することも考慮する．
第 1年次（平成 26年度）
・Pi-SAR-Lおよび Pi-SAR-L2のアーカイブデータを利用した，定量的時系列解析手法開発のための予
備的検討
第 2年次（平成 27年度）
・JAXAが単独で実施する観測（予定地域：桜島・霧島），を利用したデータ解析
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第 3年次（平成 28年度）
・JAXAによる前年次観測結果（予定地域：桜島・霧島）の高次解析
・モデル構築の試行
第 4年次（平成 29年度）
・第 2回目観測実施（桜島・霧島）およびデータ解析
・第 1回目および 2回目観測結果を使用した DInSAR解析の実施と改善点の洗い出し 　
第 5年次（平成 30年度）
・DInSAR解析手法の完成と解析結果取りまとめ
・地殻変動モデル構築手法の完成と解析結果取りまとめ

（８）平成 27年度の成果の概要：
１．干渉ソフトウェアの整備 　RINCの航空機 SARへの拡張
　本課題では，研究担当者の一人である防災科研小澤拓主任研究員が開発している RINCの（Radar

Interferometry Calculation Tools,最新バージョンは 0.36）を利用して，干渉解析を実施することにして
いる．今年度は，Pi-SAR-L2のデータを RINCの標準入力フォーマットに変換するフロントエンドプ
ログラムが完成し，研究担当者間で共有した．これにより，通常の衛星データの解析と同様の処理が
航空機 SARにおいても可能となった．
２．桜島地域の無地殻変動時の航空機 SAR干渉処理
　2014年の貫入イベント前の桜島のデータとして，2013/9/13および 2014/8/7に桜島付近の上空から
取得されたデータについて JAXAから提供を受けた．これらは南西から北東方向への飛行航路，また
は，その逆方向の飛行航路から観測した，それぞれのペアデータである．それらのデータの幾何学的
位置関係を地図上にプロットした図が図-1である．
　それぞれ対応するペアについて，RINC（Ver0.38）による干渉処理を実施した．北東から南西方向
への飛行ペアについては，干渉が成立しなかった．今回は，良好な干渉が得られた南西から北東方向
への飛行ペアによる解析を優先する（図-1，右側の青の四角で囲んだペア）．一般に SARの干渉性は，
飛行軌跡間の距離に大きく影響されるが，両方のペアとも航跡間距離は数ｍ以内であり，観測機搭載
の航法システムの高い性能と，操縦を担当したパイロットの卓越した技量が確認できた．なお，非干
渉ペアにおいて，コヒーレンスが保持されなかった原因については，今後も調査を継続する．
　RINCを用い，衛星データと同様の標準的な処理で，第一段階の干渉結果を得た（生干渉図と呼ぶ：
図 2A，但し，レーダー座標であることに注意）．この段階では，航路不一致による位相差（いわゆる
軌道縞），地上の地形に比例した位相差（地形縞），伝搬媒質中の水蒸気分布不均一性による位相差な
どが含まれている．航空機干渉 SARの場合には，軌道縞や地形縞の構造が，衛星データに比べて複雑
であり，これが，地殻変動解析への応用の阻害要因となっている．
　今回の干渉データのサンプルサイズは，飛行方向 992ピクセル×照射方向 886ピクセルである．生
干渉図を精査したところ，飛行方向の 2本のラインが位相の不連続境界になっていることが確認され
た（図 2Bの右側の矢印参照）．このような不連続性は通常の衛星データには含まれず，航空機 SAR
特有の性質である．
　今年度の第一目標は，軌道縞，地形縞を可能な限り取り除いて，できるだけフラットな位相分布デー
タを作成することであり，今回のデータに関しては，不連続ラインで区分される 3つの領域に，干渉
データを分割し，それぞれに，二次曲面のフィッティングおよび地形データのフィッティングを実施し，
位相変化の長周期トレンド成分と地形相関成分を除去し，最終的に結果を結合した．その結果を図 2B
に示す．長周期成分が除去された結果の位相の乱れは，かなり低減されており，大部分の領域で，+-
πラジアン（6?程度）に収まっていることが判る．2015年の貫入イベントの地殻変動を ALOS2で観
測した結果を図 3Bに示すが，この程度の変位振幅と空間的広がりの地殻変動であれば，pi-sar-l2観測
でも捕捉が可能であることが確認できた．
３．有限要素ソフトの実装
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　桜島では，2014年 8月 15日に火山性地震の多発とともに貫入イベントが発生し，傾斜計，GNSSお
よび ALOS2の干渉結果から，地殻変動の発生も確認されている．桜島のような地形の起伏が大きい火
山で発生する地殻変動は，地形の影響を受けやすくその解析には起伏の考慮が必要である．特に，圧
力源や貫入岩脈の深度が浅い場合には，地形の影響がさらに大きくなることが知られている．現状で
は，このような解析を実践的に実施する有力な手段の一つとして，有限要素法が知られている．しか
し，一般に，商用のソフトウェアパッケージは導入および維持経費が高額であり，技術の普及性を考
えると，問題が大きい．一定程度の性能を確保しながら必要経費が低廉な有限要素計算パッケージと
して，salome-mecaを採用し，今回，サーバーに実装した．このソフトは，基本性能が高く，複雑な地
形を考慮することが可能でありながら，一般の利用のためソフトが公開されており，普遍的に入手が
可能なソフトの一つである．現在，十勝岳および御嶽山の地殻変動のモデル化をめざした解析のため
のチューニングを実施中である

（９）平成 27年度の成果に関連の深いもので、平成 27年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（10）平成 28年度実施計画の概要：
１．地殻変動を含むペアの解析
　2014年 8月の貫入イベント後に，JAXAは桜島の Pi-SAR-L2観測を実施している．このデータの
提供を受け，既に，GPSや ALOS2等の他の観測によって存在が確認されている地殻変動の検出を試
みる．
２．不干渉ペアの原因究明
　今年度実施した，桜島の 2ペアのうち，片方のペアの干渉は不成功であった．軌道間距離は，十分
制限値以内であることは確認しており，強度画像の品質も特に問題が無かった．不干渉の原因を特定
するための解析をさらに継続する．
３．モデル化の高度化
　桜島のような火山は地形の起伏が大きく，地殻変動の解析には地形の考慮が必要である．この問題
に対処するためのモデル作成手法の検討をさらに進める．

（11）実施機関の参加者氏名または部署等名：
北海道大学（村上亮，古屋正人）
東京大学地震研究所（青木陽介）
京都大学防災研究所（高田陽一郎）
防災科学技術研究所（小澤拓）
他機関との共同研究の有無：有
宇宙航空研究開発機構 　代表者：島田政信

（12）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター
電話：011-706-3591
e-mail：isv-web@mail.sci.hokudai.ac.jp
URL：http://www.sci.hokudai.ac.jp/isv/

（13）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：村上 　亮 　
所属：北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター
電話：011-706-4484
FAX：011-716-2165
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e-mail：mccopy mm@mail.sci.hokudai.ac.jp

図 1 　pi-sar-l2の観測の範囲．
今回使用した，pi-sar-l2データの観測範囲を地図上で示す．右の四角で囲んだペアの干渉性が良好であったため，
このデータを高次処理した．
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図 2 　A:生干渉結果，B:トレンド成分と地形相関成分を除去した結果
干渉結果をレーダー座標系で示す．Aの生干渉結果には，軌道縞，地形縞，水蒸気による位相偏差などが含まれ
ている．長周期トレンド成分と地形相関成分を取り除いた結果が Bで示す図である．ほぼ+-πラジアン（6cmに
相当）以内に位相が収まっている．図 2Bの右の矢印は，位相不連続境界を示す．図 2Bの白四角内の領域につい
て，2次関数の曲面フィッティングによるトレンド除去と地形相関成分除去処理を実施した．
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図 3 　ALOS2との比較
Aは，図 2Bを通常の地図座標系（北が上）に変換し，桜島付近を切り出した位相分布図である．地殻変動がな
かった時期であるので，本来フラットであるべきであり，残存している位相は，誤差と考えられる．位相は，ほ
ぼ+-πで収まっている．Bは 2015年の貫入イベントに伴うALOS2観測結果である．pi-sar-l2で同じ領域を観測し
ても，同様の位相変化が得られると予想される．Aで示される程度に観測誤差が収まっていれば，今回の貫入イ
ベント程度の地殻変動は，認識可能と考えられる．
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平成 27年度年次報告

課題番号：1009

（１）実施機関名：
北海道大学

（２）研究課題（または観測項目）名：
準リアルタイム火山情報表示システムの開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備

(5)社会との共通理解の醸成と災害教育

（４）その他関連する建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究

(5)地震・火山噴火の災害軽減のための情報の高度化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：

（６）本課題の５か年の到達目標：
　火山防災対策は噴火警報等を起点とした避難等の予防対策に始まり、噴火後は被災者救援や二次災
害防止等の応急対策に移り、活動が沈静に向かうにつれて避難解除、更に将来の噴火も見据えて復旧・
復興対策が進められる。これら一連の対策のなかで、噴火前兆期や噴火活動期に展開される対策は活
動推移に左右され、対応を誤ると被害を拡大させるが、その起点となる噴火予測や活動の推移予測の
技術は研究・開発途上にある。 　　　
　一方、国の IT化推進によって数々の観測情報が（準）リアルタイムに取得できるようになってきた。
これらは地方自治体における噴火前兆期や噴火活動期の減災対応において、未確立な予知技術を補完
する有用な情報になりえる。
　本課題では、火山情報などの防災情報とリンクするインターネットを通して入手可能な関係機関の
各種観測情報の準リアルタイムな収集と統合表示を通して、地方公共団体が現況を総合的に把握し、
的確な防災対応を行うための支援システムを構築する。

（７）本課題の５か年計画の概要：
　開発研究にあたってはシステムをハコモノ化させないために、情報の受け手として、国内初のハザー
ドマップを作成するなど火山防災において先導的な役割を果たしてきた道内火山周辺の自治体を協力
機関に加え、共同して実用的なシステムを目指す。
　平成 26年から平成 28年までの前半３年間は、開発システムを協力自治体に展開し、協力自治体の
意見を反映しつつ、事務机の PCでも稼働するマルチプラットホームで、関係機関のインターネット
上のサーバーに負荷をかけない二次サーバー機能を有したシステムにまで機能拡張を進める。
　後半の平成 29 年から平成 30年までの２年間は、システムに潜む不具合等を修正しつつ、運用上の
課題と解決策、更に実用化への方策について検討する。

（８）平成 27年度の成果の概要：
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　今年度に配布予定であったプログラムにウインドウが崩れるという不具合が発覚した．その現れ方
は PCパワーや OSによって異なり、原因の特定と修正に時間を費やした．原因は不適切なスレッドの
実装にあり、その修正はプログラム全体に及んだ．
　この修正に際し、まず不要なプログラムコードや冗長なコードの削除と整理を行った．同時に要望の
多いリアルタイム地震波形表示のプログラムと、そのためのサーバープログラムの開発を進めた．ま
た８月に開かれた研究課題懇談会で指摘を受けた GUIについても改良したほか、印刷機能や取得・表
示する情報を追加した．
　修正・改良を行った新バージョンで取得・表示できる情報を図１にまとめた．また火山に関係した
情報の表示画面を図２の（B）と（C）に示した．両表示画面中、新たに実装されたものは、地震波形
データと長周期データのリアルタイム表示パネル、動作試験中であった V-NET波形画像と噴火に関す
る観測報を図化した噴火時系列の表示パネル、及び噴火警戒レベル表などが表示できる掲示板パネル
である．
　地震波形・長周期データのリアルタイムな取得・表示では、殆どの自治体のネットワークはファイ
ヤーウオールで保護され、データの送・受信に使えるポートは、HTTPで標準的に使われている 80番
(あるいは 8080番)に限られた．このため映像や音楽の配信で使われているHTTP/1.1で規定されたチャ
ンク転送方式による配信を試みた．しかし複数のクライアントとのハンドシェイクやセキュリティ対
策によってサーバープログラムが巨大化し、不具合の修正や保守に費やす労力が大きくなることが予
測された．このためサーバーで１チャンネルごとに切り出した最新の１分ファイルをダウンロードし、
表示する方式に切り替えた．この際、ダウンロードした 1分ファイルに含まれるデータを１秒ごとに
順に表示し、記事的にリアルタイム性をもたせた．この方式では生データをハードディスクに保存で
きるために時間を遡った波形表示がサーバーに負荷をかけずに行える利点がある．その反面、生デー
タが流出するという欠点があり、配信先の管理が必要になる．
　GUIの大きな改良点は起動時に表示されるオープニングダイアログ (図２ A)の実装と選択メニュー
の表示パネルへの追加である（図２ D）．これらは研究課題懇談会の指摘を反映した一つの試みであ
る。オープンダイアログにはパネル配置の雛形アイコン及びパネル配置や表示情報の変更履歴を示す
アイコンを配置し、ディスプレイサイズや目的に適したパネル配置を選択できるようにしている．ま
た表示パネルの選択メニューでは、パネルの削除と追加および表示する情報の選択が行なえる．この
二つの機能に、取得・表示する情報ごとに用意されている観測点や地域の選択ダイアログ（図２D）を
合わせると、旧バージョンでは煩雑であった表示情報の追加や変更が簡単・容易に行ことができる．
　この他、情報ごとの検索・表示ウインドウ（図２ E、F）に印刷機能を追加した．但し、印刷はプリ
ンターに依存するため、出力が乱れることや印刷できないこともある．また、住民や旅行者を対象に
導入した掲示板には平文テキスト、jpeg などの画像ファイルや pdfファイルを表示することができる
が、使用したライフラリーの不具合により文字化けしたり、表示できないこともある．
　現在、協力機関である北海道ほか１市９町のシステムについては、この修正・改良プログラムへの
移行作業を進めている．また倶多楽火山を有する登別市および白老町に、このプログラムを実装した
システムを設置するための作業を行っている．更に、地元自治体と防災情報官庁である管区気象台・
地方気象台が観測データレベルで情報共有した際の防災対応に及ぼす効果を把握するために管内に活
火山を有する函館、室蘭、旭川および釧路地方気象台にシステムの導入を進めている．
　今年度の主な活用事例としては、旧バージョンではあるが、2015年７月 28日に噴火警戒レベルが
２に引き上げられた雌阿寒岳の登山道入口にある旅館ロビーに置かれたシステムが宿泊者、旅行者や
登山者への情報元となったことが挙げられる．また、高校の地学の授業でも使われたほか、壮瞥町が
主宰した子供防災キャンプでは情報提供システムとして模擬避難所の一角に設置された．協力自治体
に関しては、庁舎から火山を望むことのできない自治体では「チラ見」による火山の状況確認に使わ
れているが、他の自治体ではシステムの電源を落としたところもあった．これは、地方自治体の担当
者が危惧したように、代わり映えしない火山カメラ画像と火山情報や気象関連の情報しか取得・表示
できないことが要因の一つと考えられ、リアルタイム地震波形の表示できる新バージョンの使われ方
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に注目したい．

（９）平成 27年度の成果に関連の深いもので、平成 27年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（10）平成 28年度実施計画の概要：
　致命的な不具合が顕在化したために実施できなかったサーバー機能を有したシステムに向けてプロ
グラム開発を進める．GUIについても研究課題懇談会の指摘に沿って、情報ウインドウのポップアッ
プ表示を試みる．また修正・改良したプログラムに関する協力自治体からの不具合の報告やシステム
に対する提案に対応するほか、活用実績を集約する．

（11）実施機関の参加者氏名または部署等名：
大島弘光（地震火山研究観測センター有珠火山観測所）
他機関との共同研究の有無：有
気象庁地震火山部小泉岳司
(独)防災科学技術研究所地震防災研究ユニット 　棚田 　俊収

（12）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山研究観測センター有珠火山観測所
電話：0142-66-4011
e-mail：oshima@uvo.sci.hokudai.ac.jp
URL：http://uvo4.sci.hokudai.ac.jp

（13）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：大島弘光 　
所属：北海道大学大学理学研究院地震火山研究観測センター有珠火山観測所
電話：0142-66-4011
FAX：0142-66-4012
e-mail：oshima@uvo.sci.hokudai.ac.jp

102



図１．今年度にバージョンアップしたプログラムで取得・表示可能な情報（○）と、取得を予定 (△)および検討
（？）している情報.

図 2．パネルとウインドウのスナップショット．(A)オープニングダイアログ、(B)火山関連の情報表示パネル配置
１ (左上：噴火警報等、左下：V-NET波形、右上：火山カメラ、右下：噴火時系列)、（C）火山関連の情報表示パネ
ル配置 2(左上：噴火警報等、左中：火山カメラ、左下：掲示板、右上：ブランク、右中：リアルタイム地震波形、
右下：リアルタイム長周期データ)、(D)情報の選択メニューと観測点・地域等の選択ダイアログ、（E）地震波形
および長周期データの表示・検索ウインドウ、(F)噴火時系列の表示・検索ウインドウ
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1. 研究テーマ 

○地震観測研究分野 

谷岡勇市郎 

海底津波観測網による観測津波波形から直接津波を数値計算する新手法の開発 

－津波地震にも対応できる高精度津波即時予測に向けて－ 

谷岡勇市郎・Gusman R. Aditya 
 

防災科学技術研究所は日本海溝・千島海溝に沿って約125の津波計（圧力計）と地震計が
ケーブル式ネットワークシステム（S-Net）として設置中である．これらの津波計では津波
発生域で直接津波を観測できる．現在の津波数値計算は，観測された地震波形から，断層モ

デルを推定し，地殻変動を計算し，それを初期値として津波数値計算を実行する．または，

最近では，津波観測波形から，初期の海面変動を推定し，それを初期値として津波数値計算

を実施している（Tsushima et. al., 2012）． 

しかし，震源域直上近傍に S-Netのように密な海底圧力観測網があれば，地震の震源過程

や波源を推定せずとも，直接観測波形データから津波数値計算を開始する新しい手法を開発

することが重要と考えられる．ここで問題となるのが，震源域直上の海底圧力計の場合，地

震による海底地殻変動により海底圧力計も隆起または沈降するため，実際の海底変動（津波

初期波形）が記録できないことにある．そこで，昨年度，本研究では，海底圧力計でも正確

に観測できる波高の時間変化（ｈ（ｔ）―ｈ（ｔ＋Δｔ））を初期値として津波数値計算を実
施する手法を開発した．津波波源域での津波励起が終われば，一般的な線形長波近似の差分

法に戻して計算することで沿岸の津波計算につなげることができる．本手法を用いて津波数

値計算を実施すれば，津波の数値計算に地震の規模や地震の震源課程を推定する必要な無く，

線形長波で近似できる波であれば観測波形を初期値として計算することができる． 

本年度は，開発された即時津波数値計算手法を実際の S-Net程度の観測点間隔に適用して，

どの程度津波数値計算が可能であるかを明らかにした．東北地方の沖合で海溝型巨大地震

（断層長さ 250km，幅 150km，傾斜角 10度，すべり量 10ｍの低角逆断層型（Mw8.7））
が発生したと仮定する．震源継続時間は 80秒と仮定した．その断層モデルから海底地殻変
動を計算し，それを初期波形として１分格子間隔で通常の線形長波近似を用いた計算式の差

分法で津波の伝播を計算する（図１左）．S-Netの観測点は30km間隔でケーブルに観測点
が設置されている．また，ケーブル同士の間隔は約 50km である．まず，図１中に示す点
（約30km間隔）が観測点だと仮定し，そこでの計算波形を観測波形と考え，各観測波形か
ら40秒間の変化量を観測値と考え，時間ステップ（40秒）ごとに，面的津波波高分布を推
定する．推定された面的津波波高分布から津波数値計算を実施する．さらにS-Netの観測点
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配置から東西方向は 30km間隔だが南北方向は約 50km間隔（ケーブル同士の間隔）とな
るため，図１右に示す観測点分布により同様の津波数値計算を実施した．図１には地震発生

10分後の津波波高分布を示す．観測点間隔 30kmの場合も東西 30km＋南北 50kmの場合
も短波長の津波により乱されてはいるが，おおよその津波の面的分布は再現できていること

が分かる．図２に図１の黒抜き丸の地点での観測津波波形を比較する．図２を比較してもや

はり短波長の津波により乱されてはいるが，長周期の大きな津波は再現できているのが分か

る．つまり，S-Netの観測点配置でも十分，即時津波予測に使用できることが明らかになっ
た． 

 

 

図１ 即時津波予測に向けた新しい津波数値計算手法の数値計算実験結果（10分後）．左）
断層モデルから計算された実際の津波数値計算結果，中）30km間隔の観測点配置の津波波
形から予測された津波波高分布，右）東西 30km間隔＋南北 50km間隔の観測点配置の津
波波形から予測された津波波高分布． 
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図２ 即時津波予測に向けた新しい津波数値計算手法の数値計算実験結果（図１の黒抜き丸

で示された位置での波形の比較）．左）断層モデルから計算された実際の計算津波波形，中）

30km間隔の観測点配置の津波波形から予測された計算津波波形，右）東西30km間隔＋南
北50km間隔の観測点配置の津波波形から予測された計算津波波形． 
 

 

 

 

2004年に発生した２つの根室沖M7地震（11月 28日と12月 6日）の破壊課程 
谷岡勇市郎・佐川朋之 

 

2004年にプレート境界固着域の下部で発生した２つの根室沖M7地震（11月 28日と
12月6日）の破壊課程の特徴を強震動波形から解析した．Mw4.6の地震とM4.1の余震
の観測波形を経験的グリーン関数とし，2つのM7級地震の破壊過程の特徴を解析したと
ころ，11月の地震の破壊の指向性は見えないが、12月の地震は各観測点から得られる震
源時間関数に指向性が確認され、北に8.2km破壊したことが分かった。その結果は遠地の
波形解析による先行研究結果と調和的である（図１）。これらの地震は2003年十勝沖地
震の余効変動により誘発され、12月の地震では1973年根室沖地震の震源域の破壊には至
らなかったため、北に破壊が伝播したと考えられる。 
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図１ 2004年にプレート境界固着域下部で発生した 2つの根室沖M7地震の破壊過程の解
析結果。右）山中（2004）により解析されたすべり量分布に12月の地震の指向性解析結果
を重ねる。ほぼ北方向に破壊が伝播したことを示す。左）12月の地震の指向性解析結果（上）
と観測との残差の大きさを示す。茶色ほど残差が少ない。青ほど残差が大きい。 
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勝俣 啓 

 

千島海溝沿い巨大地震に先行した地震活動の長期静穏化 

Long-term seismic quiescence before the recent great earthquakes along the Kurile 
trench 

 

1994年北海道東方沖地震(Mw8.3)は本震発生の13年前から，2003年十勝沖地震(Mw8.3)
は本震発生の10年前から，そして2006年中千島の地震(Mw8.3)は本震発生の10年前から
地震活動の長期静穏化が始まっていたことが分かった．ISCの震源カタログを用いて，1964
年 1月から 2012年 6月までに研究領域（140-160qE, 39-55qN）で発生した深さ 60km以
浅，実体波マグニチュード5.0 ≤ mb ≤ 7.2の地震1641個を解析した．Zhuang et al. (2002)
が開発したStochastic declustering法を用いてデクラスター処理した．研究領域に0.1度間
隔で格子点を置き，ZMAP を使用して地震活動度の変化を詳細に調べた結果，上記 3 個の
Mw8.3地震の震源域付近で長期静穏化が見つかった．1994年北海道東方沖地震に先行した
静穏化の領域は，(43.5N, 146.9E)を中心とした半径32kmの円内である．2003年十勝沖地
震に先行した静穏化の領域は，(42.5N, 143.5E)を中心とした半径88kmの円内である．2006
年中千島の地震に先行した静穏化の領域は，(47.2N, 153.1E)を中心とした半径 68km の円
内である．さらに，未だに巨大地震が発生していない静穏化領域が2か所見つかった．１つ
は，(39.8N, 144.2E)を中心とした半径68kmの円内で，2000年頃静穏化が開始した．この
領域は 2011 年東北地方太平洋沖地震の震源域の北端付近であり，かつ，1968 年十勝沖地
震の震源域の南端付近である．もう１つは，1963年択捉沖地震の震源域周辺であり，1998
年頃静穏化が開始した．これら2か所では，しばらく静穏化が継続した後，何事もなく元の
活動度に戻る可能性もあるが，巨大地震が切迫しているという可能性もあるだろう．（2015
年地球惑星科学連合大会で発表） 
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日本付近の地震活動長期静穏化と巨大地震 

Long-term seismic quiescences and great earthquakes in Japan 
 

１．はじめに 

勝俣(2015,連合大会)は，ISCの震源カタログを用い，北海道からカムチャツカ半島に至る千
島海溝沿いの地震活動を解析し，1994年北海道東方沖地震(Mw8.3)は本震発生の 13年前か
ら，2003 年十勝沖地震(Mw8.3)は本震発生の 10 年前から，そして 2006 年中千島の地震
(Mw8.3)は本震発生の 10 年前から地震活動の長期静穏化が始まっていたことを示した（図
１）．本報告では，解析領域を日本全体に広げて，地震活動長期静穏化現象の発生頻度を調

べ，巨大地震との関連性を議論する． 
２．解析方法 
解析方法は勝俣(2015)とほぼ同じである．すなわち，ISCの震源カタログを用いて，1964年
1 月から 2012 年 6 月までに日本付近で発生した深さ 60km 以浅，実体波マグニチュード
5.0以上の地震を解析した．Stochastic declustering法（Zhuang et al. 2002）を用いてデク
ラスター処理した後，研究領域に0.1度間隔で格子点を置き，ZMAPを使用して地震活動度
の長期静穏化を系統的に探索した． 
３．結果 
統計的有意性が図１に示した静穏化と同程度以上の現象が新たに４か所見つかった（図２）．

場所は 2011年東北地方太平洋沖地震の震源断層の下端付近（1988年 1月静穏化開始），
八丈島東方沖（1992年6月静穏化開始），日向灘（1996年11月静穏化開始），石垣島西
方（1998年 9月静穏化開始）である．ただし，四国沖から駿河湾に至る南海トラフおよび
相模トラフでは地震活動度が低いため本研究の解析領域から除外した． 

 

図１ 千島海溝沿いの巨大地震に先行した地震活動の長期静穏化．(a)黒丸：静穏化領域内の
40 個の地震，その積算度数曲線が(b)．陰影が静穏化期間．(c)と(d)，(e)と(f)も見方は同様．
(a)の灰色の点は気象庁が決めた余震．(c)と(e)の本震滑り量は「EIC地震学ノート」を引用． 
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図２ 千島海溝沿い以外の地震活動長期静穏化．４か所の内３か所のみ示す．図の見方は図

１と同じ．(a)の本震滑り量はYokota et al.(2011)を引用． 
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高橋浩晃 

2015年 4月24日羅臼町幌萌町地すべり調査 
高橋浩晃 

 

羅臼町羅臼峠付近（幌萌町）の海岸で4月24日午前中から原因不明の隆起が発生してい
るとの情報が入った．現地は活断層である標津断層帯古多糠セグメントの最東端部にあたり，

地震や火山活動との関連性の確認のため緊急に現地調査を実施した（調査期間：25日 7時
～13 時）．北見工業大学調査団により原因が地すべりによるものと確認されたため，地震
や火山活動と関連はないと判断した．地元の方からの聞き取りから，隆起は24日午前11時
か 12時くらいから視認できるようになり 4-5時間で高さ<10m程度まで成長，この間振動
や音などはなし，はじめのうちは海岸の隆起だけで，左右側方崖の崩壊は認められず，24日
初期の段階から隆起部の陸側段丘斜面には亀裂を認める，滑落崖は25日午前7時までは認
められず．この後同日午前9時くらいまでの2時間の間に出現．この間も特段の音・振動な
どは認めず，この付近の海底からは湧水（冷泉）が認められる，滑落崖付近は雪の堆積場と

なっている，との情報を得た．また，レーザー測距による末端部の幅は300m程度，レーザ
ー測距による主滑落崖の幅は150m程度，深さ最大20m程度，幅も深さ程度か（未測定），
海岸隆起部（テラス）の上部はほほ平らで台地上の形態を呈す，テラスには海岸に並行な走

行をもつ開口クラックを多数認める．クラックの幅は時間とともに拡大，調査時点ではテラ

ス付近の段丘崖から湧水は認めずなどの所見を認めた． 

 

（左）滑落崖．25日朝 7時ころには認められず，その後の 2時間の間に出現．レーザー測
距による手前から奥手までの距離は 150m程度，深さ 20m程度．旧国道（現町道）が崩落
しているほかNTT柱が宙吊りになっている．（右）隆起したテラスの様子．ほぼ平坦であ
る．海岸線に並行な走行をもつ開口クラックを多数認める． 
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Geodynamic Processes and Natural Hazards, Lessons of Neftegorsk 
International Scientific Conference 

 

1995年に発生した北サハリン地震 M7.2（Neftegorsk地震）20周年を記念したシンポジウ

ムがロシアサハリン州ユジノサハリンスク市にあるロシア科学アカデミー極東支部海洋地

質地球物理調査所で 5月 26-30日に開催された．この地震では，石油採掘のために建設され

たネフチェゴルスク村のアパート群が一瞬にして倒壊し，当時の村の人口の 9割以上にあた

る 2000人が死亡した．当時，北海道大学からは理学部の笠原稔名誉教授と工学部の鏡味洋

史名誉教授らによる緊急観測班が組織され現地調査を行った．この観測には，文部科学省科

学研究費補助金（突発災害）総合研究（A）が交付されたが，国外の地震に対して初めての

交付事例となった．北海道大学では，ロシア当局と合同で余震観測，GPSによる地殻変動観

測，活断層調査，建築物調査などを実施した．この地震をはじめ，半年前の兵庫県南部地震

（阪神淡路大震災），2年前の北海道南西沖地震と，日本海東縁部に関連する地震が立て続

けに発生したことで，アジア北東地域のプレートテクトニクスに関する関心が高まった．当

時のロシアは旧ソ連崩壊直後の混乱期にあったが，ロシア当局は専用機で観測機材をモスク

ワから空輸するなどの措置を取り，日本からは NGOからの援助も行われた．この地震を契機

として，北海道大学とサハリンの研究機関の共同協力が続けられており，ロシア極東広域広

帯域地震観測網や GNSS観測，サハリン南部稠密地震観測網などの研究協力が現在まで続け

られている． 

シンポジウムの参加者  
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○火山活動研究分野 

村上 亮 

 
Pi-SAR-L2データを利用した航空機SAR干渉解析の試み 

 

１）はじめに 

 合成開口レーダ（SAR）による観測は，全天候性，広域性，非接触性，計算機親和性など，
火山観測に適した多くの長所を有している．中でも，我が国のALOS2など，衛星搭載SAR
による観測は，すでに標準的な火山モニタリング手法となっており，これまで多くの成果が

上がっている．  
衛星プラットフォームは，固定された軌道上を一定の周期で周回するため，干渉条件確保や，

広範囲領域の定期的モニタリングの観点から有利であるが，火山モニタリングの重要な要件

である，観測の即時性や多方向性には，制約が大きい．一方，航空機搭載 SARは，ある程
度自由に照射方向を設定でき，即時対応にも適応性が高いことから，衛星型にない多くの長

所を有している． 
ほぼ同一の飛行経路から観測した 2 時期のデータの位相を比較することによって地殻変動
の面的把握を行うリピートパス干渉法（DInSAR）は，地殻変動の面的把握を可能とするが，
航空機 SARでは，飛行経路の制御や軌跡の軌道決定がボトルネックとなっており，広く用
いられる段階には至っていない． 

 本研究では，JAXAが運用する高性能Lバンド航空機SAR装置（Pi-SAR-L2）のデータ
を利用して，航空機干渉SARの実現性を評価するための予備的解析を実施した． 
 
２) Pi-SAR-L2データの干渉処理について 
Pi-SAR-L2には，高精度なNS-GPSハイブリッド型の航路追跡装置が搭載されている．こ
れにより，高い軌道再現性が実現されている．ただし，安定した干渉観測手法の実現には，

ハードウェアが優秀であるだけでは不十分であり，天候条件や対象地形に合わせた飛行高度

や入射角の選定等，干渉条件成立の確率を高めるためのノウハウの蓄積も重要である． 

パイロットが高い技量で飛行航路をコントロールしたとしても，予測不可能な気流の変化等

の影響によって，完全な同一航路の実現は困難である．したがって，航空機干渉 SARの飛
翔航路偏差起源の位相差の分布は，衛星のそれに比べてより複雑な形状を呈する．そのため，

地殻変動情報の有効に抽出には，航跡の複雑性に起因する位相分布の適切な除去が必要であ

る．  
本研究では，GNSSやALOS2観測ですでに地殻変動の発生が確認されている2015年8月
のマグマ貫入イベントが発生した桜島を対象地域として，研究着手時に入手可能であった，
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変動発生以前の期間の観測ペアデータについて JAXA から提供を受けて，地殻変動の無い
時期の位相分布について，再現精度の確認を行った．  
 

３） 実施した干渉処理の概要 
本研究では，防災科研小澤拓主任研究員が開発している RINC の（Radar Interferometry 
Calculation Tools, 最新バージョンは0.36）を利用した．  
 2014年の貫入イベント前の桜島のデータとして，2013/9/13および 2014/8/7に桜島付近
の上空から取得されたデータについて JAXA から提供を受けた．南西から北東方向への飛
行ペアについて，良好な干渉が得られた．一般に SARの干渉性は，飛行軌跡間の距離に大
きく影響されるが，このデータの航跡間距離は数ｍ以内であり，観測機搭載の航法システム

の性能と，操縦を担当したパイロットの卓越した技量が確認できた．  
 RINCを用い，衛星データと同様の標準的な処理で，第一段階の干渉結果を得た．この段
階では，航路不一致による位相差（いわゆる軌道縞），地上の地形に比例した位相差（地形

縞），伝搬媒質中の水蒸気分布不均一性による位相差などが含まれている．航空機干渉SAR
の場合には，軌道縞や地形縞の構造が，衛星データに比べて複雑であり，これが，地殻変動

解析への応用の阻害要因となっている． 
生干渉図を精査したところ，飛行方向に垂直な2本のラインを境界にして位相の不連続な断
裂が存在している確認された．このような性質は，航空機SARデータに特有のものである．
地殻変動の適切な抽出には，地表の変動とは無関係であるこの種の位相変化成分の確実な除

去が必要である． 
本研究では，全体を不連続ラインで区分される3つの領域に分割し，それぞれに，二次曲面
のフィッティングおよび地形データのフィッティングを実施し，領域ごとに位相変化の長周

期トレンド成分と地形相関成分を除去した後，結果を結合した．長周期成分が除去された結

果の位相の乱れは，かなり低減されており，大部分の領域で，+-πラジアン（6㎝程度）に
収まっていることが確認できた．2015年の貫入イベントの地殻変動は，およそ 5㎞の空間
波長で最大値は約 30㎝であり，この程度の変位振幅と空間的広がりの地殻変動であれば，
pi-sar-l2観測でも補足可能であることの手がかりを得た． 
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森 済 

北海道内火山の広域地殻変動観測による深部マグマ活動の調査研究 

森 済・村上 亮 

 

前年度より引き続き実施している、十勝岳・雌阿寒岳・樽前山の広域 GPS観測網（図 1
～図 3）に加えて、今年度から有珠山においても広域 GPS観測網の第一段階として、北西
方向、北方向、南東方向の山体中心から 7～10km圏に、3点のGPS連続観測点を設置し、
通年観測を開始した(図4)。 

 

図１ 雌阿寒岳広域GPS観測網 
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図2 十勝岳広域GPS観測網 

 

図3 樽前山広域GPS観測網（●、■：北海道大学、■：国土地理院） 
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  図４ 有珠山広域GPS観測網（●：北海道大学、■：国土地理院） 
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青山 裕 

 

ストロンボリ火山の山腹噴火前後における活動推移の研究 

青山 裕・山田大志，西村太志（東北大理），川口亮平・三輪学央（防災科研） 

 

2013年度から JSPSの二国間交流事業共同研究（代表者：西村太志）の交付を受けて，
イタリアのフィレンツェ大学（代表者：Maurizio Ripepe）と共同でストロンボリ火山にお
ける火口近傍観測研究を実施してきた．本事業の課題は，ストロンボリ式噴火に先行するマ

グマ上昇過程に関する研究で，ストロンボリ式噴火に先行して現れる傾斜変動を観測するた

め，2014年 5月末より山頂火口近傍の 3カ所で広帯域地震計と傾斜計による臨時観測を開
始した．今年度は，6月に臨時観測点の撤収作業を行うとともに，フィレンツェ大学におい
て関連する研究のワークショップを実施した． 
臨時観測開始からおよそ2ヶ月後の2014年8月7日に，ストロンボリ火山は「山頂火口群
におけるストロンボリ式噴火」から「山腹からの溶岩流出噴火」へと大きく活動を変化させ

た．このような劇的な活動の変化は，過去 40 年程度の活動を振りかえると，短くて 4 年，
長ければ 10数年という間隔でしか発生しておらず，そのタイミングに臨時観測を実施して
いたことは幸運であった．火山活動の推移予測という観点からは，山頂噴火が山腹噴火へ移

行する前後に出現する現象や信号の把握が重要であることから，我々は当初目的に加えて山

腹噴火前後のデータに現れた信号の時間変化を追跡した．  
 地動振幅レベルは，8月 6〜7日に向けて緩やかに増大し，6日の正午ごろを境に特に高
周波帯域で急激に減少した（図1）．またストロンボリ火山で特徴的に報告されている長周
期震動（VLPパルス）の発震位置も，鉛直面内の振動軌跡の角度の時間変化から，8月 6日
頃を境にして，急激に深くなったことが示唆された．このことは，VLP パルスがある限ら
れた場所を震源としているのではないことを示している． 

 

図１ 2014年 5月 18日から 9
月 20日までの，周波数帯別の 1
分平均地動速度振幅．いずれの周

波数帯でも8月6〜7日に向けて
徐々に振幅が増大しているが，特

に 7 月末からの増大は特徴的で
ある．8月 6日の正午頃から急激
に振動レベル（高周波帯域）が低

下した 
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熱水系が発達した火山での火口近傍多項目観測研究 

青山 裕・岡田和見・山田大志・成田翔平 

 

昨年度より始まった建議研究において，熱水系が卓越する火山における異常現象の把握と

事例の蓄積を重点的に進める対象火山となった十勝岳では，今年度も引き続き観測とデータ

の蓄積を行った．冬期に入って間もなくデータ伝送されなくなった大正火口の傾斜観測点に

ついては，季節風の影響と思われる甚大な被害が発生しており（太陽電池パネル・送信アン

テナの喪失），やむなく今年度夏季に撤収作業を行った．その他の観測点については，順調

にデータの収集が進んでいる． 
十勝岳では今年度の 5月から 7月（2015年 5月〜7月）にかけて，前十勝を中心とした
局所的で急激な膨張変動がGNSS（2ヶ月で約 10cmの辺長変化）および InSAR観測（最
大約 8cm 程度の視線距離変化）により確認された．夏季の現地作業時には，前十勝近傍の
数カ所に前年には見られなかった筋状の噴気口が確認され，これらは局所的な変形により形

成されたと考えられる． 
避難小屋に新設した広帯域地震計や傾斜計には，この期間に変動との対応を窺わせる明瞭

な信号は記録されていない．その一方で，これまで通常の火山性地震や微動と見なしてきた

イベントの中に，しばしばステップ的な傾斜変動を伴うものが含まれていることが分かって

きた．まだ観測事例は多くないが，そのうちの1例を図1に示す．上段の地震記録には15:05
頃と16:15頃にパルス状に火山性地震が認められる．下段は避難小屋の傾斜計2成分と，十
勝岳坑道の伸縮計である．16:15 頃のイベントでは地震のパルスしか認められない一方で，
15:05頃のイベントでは，傾斜計に北東上がりのステップ的変動，伸縮計に0.0045µstr程度
の短縮が同期して現れている．これらのイベントの違いや発生機構の解明に向けては，今後

のデータの蓄積が待たれる． 
 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 2014 年 12 月
22 日に発生した火山
性地震と同期する傾

斜変動 
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○海底地震研究分野 

村井芳夫 

 

北海道・釧路沖におけるエアガンと海底地震計を用いた地下構造探査 

村井芳夫，勝俣 啓，岡田和見，平塚晋也，山内典子，佐川朋之， 
東 龍介・鈴木秀市・日野亮太（東北大学），対馬弘晃（気象研究所）， 

篠原雅尚（東京大学地震研究所） 

 

2015年9月に，釧路沖の釧路海底谷をはさんだ海域で地下構造探査を実施した．観測
では，（株）オフショア・オペレーション所有の「第七海工丸」を傭船し，東京大学地震

研究所所有の25リットルのエアガン3基とハイドロフォン・ストリーマーを使用して，
北海道大学，東北大学，気象研究所の海底地震計を計12台設置した（図中の緑丸）．エア
ガンは図中の赤い測線上を150 m間隔で発振した．当初は十勝沖から根室沖にかけての長
さ約300 kmの測線を計画していたが，台風17号接近のため，設置する海底地震計の台数
を大幅に減らし，エアガンを発振できたのは長さ36 kmにとどまった．エアガン発振後，
9番を除いて11台の海底地震計を回収した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．2015年 9月に実施し
た海底地下構造探査の海

底地震計設置点（緑丸）

とエアガンを発振した測

線（赤線）．三角は観測

点を示す． 
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根室沖での海底地震観測から得られた地震活動 
村井芳夫，日野亮太（東北大学），伊藤喜宏（京都大学防災研究所）， 

鈴木秀市（東北大学），金田義行（名古屋大学） 
 

根室沖では，プレート境界型大地震の発生に伴う微小地震活動の時空間的な変動を

捉えることを目的として，文部科学省委託事業によって海洋研究開発機構が東北大学，

北海道大学と共同で，1973年根室半島沖地震（M7.4）の本震時にすべりの大きかっ
た領域（アスペリティ）とその周辺に海底地震計 10台を設置し， 2008年 11月から
2012年 5月まで観測を行った．2015年度は，2012年 5月に回収されたデータを用
いて震源決定を行った．2011年 7月 13日から 2012年 2月 29日までの震央分布図
では，本観測のこれ以前の観測期間と同様に，根室半島沖アスペリティでは活動が静

穏であり，地震は主に水深が 2000 mより浅い陸寄りの海域で発生している．根室半
島沖アスペリティの周辺では，2011年 11月 1日 5時 59分に，釧路沖の北緯 42.83
度，東経 145.23度，深さ 47.7 km（気象庁一元化震源では北緯 42.75度，東経 145.33
度，深さ 47.1 km）で，最大震度 3の地震が発生し，その前震と余震活動が見られる．
気象庁によるこの地震の CMT解は正断層型で，沈み込む太平洋プレート内の地震と
考えられる． 

  

図．観測点分布（三

角）と 2011年 7月
13日から 2012年 2
月 29日までの震央
分布．灰色の領域は

1973年根室半島沖
地震の破壊域

（Yamanaka and 
Kikuchi, 2002）． 

124



平塚晋也 

1968年十勝沖地震(Mw8.2)の震源域周辺における先行地震活動 

平塚晋也 

 

1.はじめに 

 1968 年 5 月 16 日，青森県東方沖において，1968 年十勝沖地震(Mw8.2)（以下，
十勝沖地震）が発生した．遠地と近地で観測された地震波形記録の解析によれば，こ

の地震は互いに約 80km離れた南北に並ぶ 2つの領域（アスペリティー）が大きくず
れ動いたと推定される．この地震の発生から約 26 年後，十勝沖地震の震央の近くに
おいて，Mw7.7の三陸はるか沖地震が発生した．十勝沖地震と三陸はるか沖地震の震
源過程を比較した研究によれば，三陸はるか沖地震の破壊過程は，十勝沖地震の破壊

過程の前半部分によく似ており，両者の違いは，三陸はるか沖地震では，断層の破壊

が南側のアスペリティーだけに止まったのに対し，十勝沖地震ではさらに北側のアス

ペリティーにまで及んだ点にあるとされている． 
では，なぜ三陸はるか沖地震では断層の破壊が南側のアスペリティーだけに止まっ

たのであろうか．また，2011 年 3 月に宮城県沖の海溝に近い浅部プレート境界に発
生した 2011年東北地方太平洋沖地震(Mw9.0)においては，地震波や陸上の GPS観測
による地殻変動のデータを用いて地震時のすべり分布の推定がなされ，すべり量は平

均で 40m，最大で 60～80mにも及ぶとの結果が出されている．この地域の太平洋プ
レートの沈み込み速度を 8cm/yとすると，この最大すべり量は，おおよそ 1000年も
の間に蓄積されるすべり欠損量に相当する．では，青森県東方沖においては，そのよ

うに長期間にわたって強く固着し，すべり欠損を蓄積していると考えられる領域は存

在するのだろうか． 
本研究では，これらの問題を明らかにすることを目指し，十勝沖地震および三陸は

るか沖地震のすべり分布に照らし合わせ，青森県東方沖の過去 90 年間にわたる地震
活動の特徴を詳しく調査した．なお，地震活動のデータは，Sato et al. (2013)と同様，
気象庁一元化震源を用いた．また，十勝沖地震および三陸はるか沖地震のすべり分布

については，Yamanaka and Kikuchi (2004)により推定されたものを採用した． 
 

2.過去の地震活動 
 気象庁の一元化震源カタログを用いた，M>6.0 の地震の分布と Yamanaka and 
Kikuchi (2004)によるすべり分布との比較によれば，北側および南側のアスペリティ
ーの周辺には 2つの地震活動の活発な領域が存在する．第 1の領域は，岩手県沖の海
溝付近から南側のアスペリティーの中心部まで東西に延びる領域である．以下では，
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この領域のことを「東西地震帯」と呼ぶ．第 2の領域は，南側のアスペリティーの南
側に位置し，沈み込む太平洋プレート上面の深さ 10kmと 20kmの等深度線に挟まれ
た領域である．以下では，この領域のことを「南部地震活動帯」と呼ぶ．1989年の三
陸沖地震(Mw7.0)および 1992 年の三陸沖地震(M6.9)は，この領域内に位置する．過
去 90 年間の地震活動に見られる特徴は，大まかに以下のようにまとめられる．
(1)1931 年に岩手県沖で起きた地震(M7.2)は，南側のアスペリティーの中心部を破壊
したと考えられる．その 3年前の 1928年には，約 30km西側においてM7.0の地震
が発生している．また，1935 年には，1928 年の地震(M7.0)とほぼ同じ位置に M6.9
の地震が再び発生している．(2)東西地震帯においては，1933年に 9個のM>6.0の地
震から成る地震活動が生じた．その最大のものはM7.1である．はじめに 3個の地震
が東西地震帯の東側で生じた後，地震活動は西側へと拡大した．(3)1933 年には，岩
手県沖の海溝外側（アウターライズ）において，1933年昭和三陸地震(M8.1)が発生し
た．(4)南部地震活動帯においては，1941年に 4個のM>6.0の地震から成る地震活動
が生じた．はじめに 2個の地震が南部地震活動帯の東側で生じた後，残りの 2個の地
震が活動帯の西側に生じた．(5)1952年には，8個のM>6.0の地震を含む群発地震活
動が生じた．(6)1960 年には，岩手県沖において，南側のアスペリティーの南端付近
を破壊したと考えられる地震(M7.2)が生じた．(7)それに対し，北側のアスペリティー
については，1945 年に生じた M7.1 の地震で破壊されたと考えられる．その 2 年前
の 1943 年には，約 40km 東側において M7.1 の地震が発生している．(8)1944 年 3
月には，北側アスペリティーと南側アスペリティーのちょうど中間付近にM6.1の地
震が発生している．この地震の発生に伴い，この領域のプレート境界面の固着強度が

低下し，1968 年十勝沖地震(Mw8.2)の本震時に破壊が南側のアスペリティーから北
側アスペリティーへと拡大することが可能になったと考えられる． 
 
参考文献 
Sato, T., S. Hiratsuka, and J. Mori, 2013, Precursory seismic activity surrounding 
the high-slip patches of the 2011 Mw9.0 Tohoku-oki earthquake, Bulletin of the 
Seismological Society of America, Vol. 103, No.6, pp. 3104-3114.  
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○地下構造研究分野 

橋本武志 

熱水系卓越型火山における地磁気変化の特徴 
橋本武志・神田 径（東工大火山流体）・市來雅啓（東北大理） 

宇津木充（京大理）・小山崇夫（東大震研） 

 
 大学や気象庁が我が国で長期的にモニタリングを行い蓄積してきた地磁気全磁力

のデータを用いて，しばしば水蒸気噴火を引き起こし地下浅部に熱水系が卓越してい

ると考えられている我が国のいくつかの火山でどのような特徴が見られるかについ

て，既存資料及び最新の観測データを用いて考察した．検討した火山は，十勝岳，雌

阿寒岳，吾妻山，草津白根山，九重山，口永良部島である． 
 これらの火山では，局所的かつ大振幅の全磁力変化が非噴火時に数年以上の時間ス

ケールで継続的に検出されていることが明らかになった．また，その変化センスは一

方的であり，特に口永良部島火山では，2014年の噴火に先行して約 15年前から数年
間隔でエピソディックな消磁の加速期と停滞期を繰り返していることが特徴である．

九重山を除く火山でも，同様に長期に亘る消磁期を経験している．一方，九重山では

1995年の水蒸気爆発以後，一貫して地下浅部の帯磁が継続していたが，2014年頃か
らその傾向が止まり，消磁に転じ始めていることが気象庁や京都大学の観測から明ら

かになってきた． 
 こうした非噴火期の地磁気変化は，これまであまり注目されてこなかったが，火山

の噴火サイクルに対応する浅部熱水系の周期的な状態変化を反映している可能性が

ある．今後，火山ガスや地盤変動観測との対応についても検討し，水蒸気噴火の準備

過程の理解と予測に発展させていく必要があると考える． 

 

図 1．数 10年周期で水蒸気噴火を繰り返す火山における地磁気変化の概念モデル． 
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重藤迪子 

ネパール連邦民主共和国・カトマンズ盆地の強震動評価 

重藤迪子・一柳昌義・高井伸雄（北大工） 

 

ネパール連邦民主共和国はインド・オーストラリアプレートとユーラシアプレート

の衝突帯に位置しており，その首都カトマンズを有するカトマンズ盆地は，サイスミ

シティの高いプレート境界上に位置していることに加えて，湖成堆積物が厚く積もり，

これまで近地の地震のみならず，遠地の地震において被害が発生してきた．Central 
Seismic Gap と呼ばれる地震主前縁断層帯沿いの中央ヒマラヤ地震空白域が指摘さ
れていた中，2015年 Gorkha地震が Central Seismic Gapの東端で発生した． 
本地震発生を受けて，カトマンズ盆地内に設置していた 4地点の強震観測点のデー
タ回収を行い，さらに 4 地点臨時強震観測点を設置した．本震の強震記録を 4 地点
で，余震の強震記録を 8地点で観測することができた．カトマンズは断層の大すべり
域の直上に位置し，本震における岩盤上の観測点で得られた強震記録の最大加速度は，

既往の経験的な距離減衰式に比べて非常に小さく，カトマンズ周辺での短周期地震動

の励起は小さかったことが示唆される．また，堆積層上の観測点で得られた強震記録

の加速度応答値は，過去に発生した大地震のそれと比較して，一般的な構造物の被害

に対応する 1~2秒では小さいが，3~5秒の長周期帯域で非常に大きく，構造物によっ
ては非常に深刻な地震被害に見舞われた可能性があったことがわかった．また，最大

余震では，1~2秒の加速度応答値において，本震時と同程度の値を記録した地点もあ
り，場所によっては被害が拡大した可能性もあることがわかった． 
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２．研究業績 

○地震観測研究分野 

谷岡勇市郎 

（２）発表論文 
Ioki, K., and Y. Tanioka, Re-estimated fault model of the 17th century great 
earthquake off Hokkaido using tsunami deposit data, Earth Planet. Sci. Lett., 
433, 133-138, doi.org/10.1016/j.epsl.2015.10.009, 2016 
柿並義宏・Aditya Raidi Gusman・金尾政紀・山本真行・谷岡勇市郎，巨大地

震に伴う津波から活性下インフラサウンド波による電離圏擾乱のケーススタデ

ィ，月刊地球，37，340‐347，2015 
 
（３）学会発表 

谷岡勇市郎，津波発生域で観測された津波波形を直接初期条件とする新しい津波

数値計算手法―観測波形から直接津波予測を行う手法の開発―，日本地球惑星

科学連合2015年大会，5月24日-5月28日, 2015, 幕張 
伊尾木圭衣・谷岡勇市郎，17世紀北海道巨大津波が東北地方に与える影響，日本

地球惑星科学連合2015年大会，5月24日-5月28日, 2015，幕張 
谷岡勇市郎，津波地震の波源特性，瀬野ワークショップ，5月29日，2015，東京

大学地震研究所 
Tanioka, Y., A new Technique for Tsunami Numerical Simulation Using 

Tsunami Observations in a Source Region as an Input, 26th IUGG General 
Assembly 2015, June 22 – July 2, 2015, Prague, Czech Republic 

Ioki, K., and Y. Tanioka, Is the 17th century great Hokkaido tsunami the 1611 
Keicho tsunami in Japan?, 26th IUGG General Assembly 2015, June 22 – 
July 2, 2015, Prague, Czech Republic, 

Ioki, K., and Y. Tanioka, Effects of the 17th century great Hokkaido tsunami 
on Tohoku regions in Japan, AOGS 12th Annual Meeting, SUNTEC, 2-7 
Aug., 2015, Singapore. 

Tanioka, Y., A new Technique for Tsunami Numerical Simulation Using 
Tsunami Observations in a Source Region as an Input, 9th ACES 
Symposium on Earthquakes and Multihazards, August 10 – 16, 2015, 
Chengdu, China, 

谷岡勇市郎，震源域近傍の海底津波計の観測記録から津波数値計算を開始する手

法の開発，日本地震学会2015年度秋季大会，神戸、10月26日-10月28日, 2015 
福原紘太・谷岡勇市郎，史料に基づいた1611年慶長三陸地震の津波波源の考察，
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日本地震学会2015年度秋季大会，神戸、10月26日-10月28日, 2015 
Tanioka, Y., （Invited）A new Approach for Tsunami Early Warning Using 

Tsunami Observations in a Source Region, 2015 AGU fall meeting, San 
Francisco, USA, Dec. 14-18, 2015 

   
（４）取得研究費 

①研究課題：日本海での巨大地震による津波イベントの解明と津波予測 
研究種目：科学研究費補助金（基盤研究 B 海外学術調査） 
代 表 者：谷岡勇市郎 
研究期間：平成 27 年－平成 30 年度 
金 額：3,000 千円 

 
②研究課題：日本周辺の巨大地震スーパーサイクルの解明と津波予測 
研究種目：科学研究費補助金（基盤研究 A） 
代 表 者：佐竹健治（東京大学地震研究所） 
分 担 者：谷岡勇市郎 
研究期間：平成 24 年－平成 27 年度 
金 額：1,300 千円 

 

（５）社会活動 

  日本地震学会，代議員 

  地震調査委員会，委員 

  地震調査委員会津波評価部会，委員 

    地震調査委員会海溝型分科会（第２期） 委員 

  地震・火山噴火予知協議会， 委員 

  地震・火山噴火予知協議会，計画推進体制検討 WG 委員長 

  地震・火山噴火予知協議会 研究戦略準備室 室長 

  気象庁津波予測技術勉強会，委員 

内閣府 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会 委員 

  防災科学技術研究所  

日本海溝海底地震観測網の整備に関する運営委員会 委員長 

  防災科学技術研究所 海底ケーブル設置委員会 委員 

  防災科学技術研究所  

日本海溝海底地震観測網（S-NET）利活用ワークンググループ 委員長 
  科学技術振興機構（JST) 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） 

「レジリエントな防災・減災機能の強化」プログラム会議 委員 
  科学技術振興機構（JST) 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） 

防災・減災機能の強化 課題１津波予測 運営委員会 委員 
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  東京大学地震研究所 

日本海地震・津波調査プロジェクト運営委員会 委員長 

  東北大学 原子力施設等防災対策等委託費 

（日本海沿岸の歴史津波記録の調査）事業運営委員会 委員 

地震予知総合研究振興会  

南海トラフ～南西諸島海溝の地震・津波に関する研究会 委員 

  自然災害北海道地区幹事会，委員 

北海道防災会議地震専門委員会，委員 

  北海道想定地震の再検討に係るワーキンググループ，委員 

北海道ほっかいどう防災教育協働ネットワーク連絡会議，委員 

北海道沿岸設計津波検討委員会 委員 

北海道原子力安全アドバイザー  

  根室市防災アドバイザー 

 

（６）会議参加リスト 

2015 年 4 月 09 日，地震調査委員会，東京 
2015 年 4 月 28 日，地震調査委員会 津波評価部会，東京 
2015 年 4 月 30 日，地震火山噴火予知協議会  

計画推進体制検討 WG 会議，東京 
2015 年 5 月 15 日，地震調査委員会，東京 
2015 年 5 月 19 日，地震調査委員会，東京 
2015 年 5 月 19 日，地震予知総合研究振興会  

南海トラフ～南西諸島海溝の地震・津波に関する研究会，東京 
2015 年 5 月 20 日，地震調査委員会 海溝型分科会，東京 
2015 年 6 月 01 日，地震火山噴火予知協議会，東京 
2015 年 6 月 02 日，地震火山噴火予知協議会 研究戦略室会議，東京 
2015 年 6 月 09 日，地震調査委員会，東京 
2015 年 6 月 11 日，内閣府  

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会，東京 
2015 年 7 月 06 日，地震調査委員会 津波評価部会，東京 
2015 年 7 月 09 日，地震調査委員会，東京 
2015 年 7 月 14 日，科学技術振興機構  
戦略的イノベーション創造プログラム 防災・減災プログラム会議，東京 

2015 年 7 月 21 日，北海道想定地震の再検討に係る WG 会議，札幌 
2015 年 7 月 29 日，地震火山噴火予知協議会 

計画推進体制検討 WG 会議，東京 
2015 年 7 月 31 日，科学技術振興機構 戦略的イノベーション創造プログラム 

防災・減災機能の強化 課題１津波予測 運営委員会，東京 
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2015 年 8 月 06 日，地震火山噴火予知協議会 研究戦略室会議，東京 
2015 年 8 月 07 日，防災科学技術研究所  

日本海溝海底地震観測網の整備に関する運営委員会，東京 
2015 年 8 月 31 日，地震予知総合研究振興会  

南海トラフ～南西諸島海溝の地震・津波に関する研究会，東京 
2015 年 9 月 09 日，地震調査委員会，東京 
2015 年 9 月 10 日，地震調査委員会 津波評価部会，東京 
2015 年 9 月 14 日，北海道想定地震の再検討に係る WG 会議，札幌 
2015 年 9 月 28 日，東京大学地震研究所 

日本海地震・津波調査プロジェクト運営委員会，東京 
2015 年 9 月 29 日，防災科学技術研究所  

日本海溝海底地震観測網の整備に関する運営委員会，東京 
2015 年 10 月 02 日，地震調査委員会 海溝型分科会，東京 
2015 年 10 月 05 日，東北大学 原子力施設等防災対策等委託費 

（日本海沿岸の歴史津波記録の調査）事業運営委員会，仙台 
2015 年 10 月 09 日，地震調査委員会，東京 
2015 年 10 月 14 日，防災科学技術研究所 

地震津波観測研究検討委員会，東京 
2015 年 10 月 20 日，北海道沿岸設計津波検討委員会，札幌 
2015 年 10 月 23 日，防災科学技術研究所 

海底地震津波観測データ利活用ワーキンググループ，東京 
2015 年 11 月 11 日，地震調査委員会，東京 
2015 年 11 月 14 日，地震火山噴火予知協議会 研究戦略室会議，東京 
2015 年 11 月 16 日，東北大学 原子力施設等防災対策等委託費 

（日本海沿岸の歴史津波記録の調査）事業運営委員会，仙台 
2015 年 11 月 20 日，地震調査委員会 海溝型分科会，東京 
2015 年 11 月 30 日，地震・火山噴火予知協議会，東京 
2015 年 12 月 21 日，北海道想定地震の再検討に係る WG 会議，札幌 
2016 年 1 月 05 日，東北大学 原子力施設等防災対策等委託費 

（日本海沿岸の歴史津波記録の調査）事業運営委員会，仙台 
2016 年 1 月 13 日，地震調査委員会，東京 
2016 年 1 月 22 日，地震火山噴火予知協議会 研究戦略室会議，東京 
2016 年 1 月 22 日，地震調査委員会 海溝型分科会，東京 
2016 年 1 月 26 日，地震予知総合研究振興会  

南海トラフ～南西諸島海溝の地震・津波に関する研究会，東京 
2016 年 1 月 27 日，気象庁津波予測技術勉強会，東京 
2016 年 2 月 01 日，北海道原子力安全アドバイザー会合，札幌 
2016 年 2 月 02 日，東北大学 原子力施設等防災対策等委託費 

132



（日本海沿岸の歴史津波記録の調査）事業運営委員会，仙台 
2016 年 2 月 10 日，地震火山噴火予知協議会 予算委員会，東京 
2016 年 2 月 12 日，地震調査委員会 海溝型分科会，東京 
2016 年 2 月 24 日，地震火山噴火予知協議会 研究戦略室会議，東京 
2016 年 2 月 25 日，地震火山噴火予知協議会 戦略室員選考会，東京 
2016 年 2 月 26 日，防災科学技術研究所 

海底地震津波観測データ利活用ワーキンググループ，東京 
2016 年 3 月 01 日，内閣府  

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会，東京 
2016 年 3 月 09 日，地震調査委員会，東京 
2016 年 3 月 10 日，東京大学地震研究所 

日本海地震・津波調査プロジェクト運営委員会，東京 
2016 年 3 月 17 日，ほっかいどう防災教育協働ネットワーク連絡会議，札幌 
2016 年 3 月 18 日，地震調査委員会 海溝型分科会，東京 
2016 年 3 月 24 日，防災科学技術研究所 

日本海溝海底地震観測網の整備に関する運営委員会，東京 
2016 年 3 月 25 日，科学技術振興機構  

戦略的イノベーション創造プログラム 
防災・減災機能の強化 課題１津波予測 運営委員会，東京 

2016 年 3 月 28 日，北海道防災会議地震専門委員会，札幌 

 

 

勝俣 啓 

（２）発表論文 
Katsumata, K., M. Kosuga, H. Katao, T. Yamada, A. Kato and the Research 

Group for the Joint Seismic Observations at the Nobi Area, Focal 
mechanisms and stress field in the Nobi fault area, central Japan, 
Earth, Planets and Space,  67:99, doi:10.1186/s40623-015-0275-2, 
2015. 

 
（３）学会発表 

勝俣啓，千島海溝沿い巨大地震に先行した地震活動の長期静穏化，日本地球惑星

科学連合 2015 年大会、2015 年 5 月、千葉市 
勝俣啓，日本付近の地震活動長期静穏化と巨大地震，日本地震学会秋季大会，2015

年 10 月，神戸市 
 
（４）取得研究費 
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  分担者：基盤研究（Ｃ），地震発生の規則性と複雑性の起源に関する研究，平成 26
～28 年度，研究代表者 東京大学地震研究所 加藤尚之 
 
（５）社会活動 

日本地震学会代議員 
 

 

高橋浩晃 

（１）主な観測の概要 
①研究課題：羅臼町地すべり調査 
目 的：羅臼町で発生した地すべりの調査 
実施期間：2014 年 5 月 
対象地域：羅臼町 
成果概要：海岸で見られた隆起は地すべりによるものと確認された 
参 加 者：高橋浩晃 
研究費名：一般運営財源 

②研究課題：ロシア・カムチャツカ・クルチェフスカヤ火山観測 
目 的：クルチェフスカヤ傾斜計観測点のメンテナンス,GNSS の設置 
実施期間：2015 年 8 月 
対象地域：ロシア・カムチャツカ州 
成果概要：クルチェフスカヤ火山に設置している傾斜計と GNSS のメンテナン

スを実施． 
参 加 者：宮町宏樹（鹿児島大学）・高橋浩晃・山田大志・大園真子（山形大学）・

宮町凛太郎（九州大学）・Gordeev Evgeny, Muravyev Yaroslav（ロ

シア科学アカデミー火山地震研究所），Serovetnikov Sergey（ロシ

ア科学アカデミー地球物理調査所カムチャツカ支部） 
事 業 名：日本学術振興会 二国間共同研究（ロシアとの共同研究） 
研究費名：日本学術振興会 二国間共同研究（ロシアとの共同研究） 

 
（２）発表論文 

奥山哲・高橋浩晃，有限要素法による十勝岳 62-II 火口周辺の局所的地殻変動の

予備解析，北海道大学地球物理学研究報告 68 11-18 2015 年 
一柳昌義・高橋浩晃・山口照寛・東龍介・山田卓司・大園真子・眞城亮成・笠原

稔・谷岡勇市郎，2012 年に発生した北海道北部中川町付近の群発地震活動，

北海道大学地球物理学研究報告 68 37-51 2015 年 
Ohzono, M., H. Takahashi, and M. Ichiyanagi, An intra-plate slow earthquake 

observed by a dense GPS network in Hokkaido, northernmost Japan, 
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Geophys. J. Int. 200 144-148 2015 年 
Okada T., T. Matsuzawa, N. Umino, K. Yoshida, A. Hasegawa, H. Takahashi, 

T. Yamada, M. Kosuga, T. Takeda, A. Kato, T. Igarashi, K. Obara, S. Sakai, 
A. Saiga, T. Iidaka, T. Iwasaki, N. Hirata, N. Tsumura, Y. Yamanaka, T. 
Terakawa, H. Nakamichi, T. Okuda, S. Horikawa, H. Katao, T. Miura, A. 
Kubo, T. Matsushima,K. Goto and H.Miyamachi, Hypocenter migration and 
crustal seismic velocity distribution observed for the inland earthquake 
swarms induced by the 2011 Tohoku-Oki earthquake in NE Japan: 
implications for crustal fluid distribution and crustal permeability 
Geofluids 15 293-309 2015 年 

Perevalova N. P., N. V. Shestakov, S. V. Voeykov, H. Takahashi, M. Guojie, 
Ionospheric disturbances in the vicinity of the Chelyabinsk meteoroid 
explosive disruption as inferred from dense GPS observation, Geophys. Res. 
Lett. 42 6535-6543 2015 年 

Takahashi H. Proposal for robust monitoring of catastrophic tsunami using 
onshore strain and tilt geodetic sensors, J. Disaster Res. 10 770-776 2015
年 

 
（３）学会発表 

高橋浩晃・山口照寛・中尾茂・八木原寛・平野舟一郎・後藤和彦・松島健，高サ

ンプリング傾斜記録で見る超長周期帯の信号，日本火山学会講演予稿集 2015
年度大会，A3-09，2015． 

岡崎紀俊・高橋良・岡大輔・高橋浩晃・一柳昌義・山口照寛・本多亮・宮城洋介・

高木朗充，2010 年～2015 年における十勝岳の重力変化，日本火山学会講演予

稿集 2015 年度秋季大会，B1-19，2015． 
高木朗充・岡崎紀俊・田村慎・高橋浩晃・道下剛史，有限要素法による十勝岳 62-

2火口の地殻変動の評価，日本火山学会講演予稿集 2015年度秋季大会，A3-10，
2015． 

宮城洋介・川口亮平・小澤拓・高橋浩晃，DInSAR による検出された十勝岳の地

殻変動とその変動源，日本火山学会講演予稿集 2015 年度秋季大会，B1-21，
2015． 

一柳昌義・高橋浩晃・山口照寛・岡田和見・高田真秀・大園真子・岡崎紀俊，北

海道東部火山フロント沿いの地震活動，日本火山学会講演予稿集 2015 年度秋

季大会，P41，2015. 
大園真子・高橋浩晃・一柳昌義，稠密 GPS 観測による屈斜路カルデラ周辺のひず

み分布，日本火山学会講演予稿集 2015 年度秋季大会，P52，2015． 
高橋浩晃・篠原大地，地殻ひずみ速度と GR 式を用い地震発生確率長期評価手法

の検討（１）九州地方，日本地震学会講演予稿集 2015 年度秋季大会，S22-07，
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2015． 
高橋浩晃・岡崎紀俊・高橋良・岡大輔・高橋浩晃・一柳昌義・山口照寛・本多亮・

宮城洋介・高木朗充，十勝岳での GPS/相対重力測定で検出された重力値の現

象，日本測地学会第 124 回講演会要旨集，2015． 
大園真子・高橋浩晃・一柳昌義，GEONET の GPS 座標値と傾斜計記録による

2015 年 6 月 4 日の阿寒湖付近の地震時変動の検討，日本測地学会第 124 回講

演会予稿集，2015． 
大久保慎人・太田雄策・高橋浩晃・山口照寛，地殻変動連続記録を利用する即時

地震断層推定手法に向けた試み，日本測地学会第 124 回講演会予稿集，2015． 
 
（４）取得研究費 

①研究課題：地球物理学的観測によるアジア北東地域のテクトニクスモデルの刷

新 
研究種目：科学研究費補助金（基盤研究（Ａ）） 
代 表 者：高橋浩晃 
研究期間：2013 年度～2017 年度 
金 額：総額 47,840 千円 

②研究課題：深部低周波地震は地殻への水の供給と関係しているのか？ 
 研究種目：科学研究費補助金 新学術領域研究（研究領域提案型） 
 代 表 者：高橋浩晃 
 研究期間：2015 年度～2016 年度 
 金 額：総額 2,000 千円 
③研究課題：複合測地データを活用した震源断層即時推定システムの開発 
研究種目：科学研究費補助金（基盤研究（B）） 
代 表 者：太田雄策（東北大学） 
研究期間：2015 年度～2017 年度 
金 額：総額 16,770 千円 

 

（５）社会活動 
地震調査研究推進本部政策委員会調査観測計画部会 
国土交通省国土地理院地震予知連絡会 
北海道防災会議地震火山専門部会地震専門委員会 
日本地震学会教員免許状更新講習 
 

（６）会議参加リスト 
北海道地震活動合同検討会（毎月） 
北海道防災会議地震火山部会地震専門委員会津波 WG 
地震調査研究推進本部政策委員会調査観測計画部会 
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国土地理院地震予知連絡会 
 
 

伊尾木圭衣 

（３）学会発表 

伊尾木圭衣・谷岡勇市郎, 17 世紀北海道巨大津波が東北地方に与える影響, 日本地
球惑星科学連合 2015年度大会, 5月 24－28日, 幕張メッセ国際会議場 

Ioki, K., and Y. Tanioka, Is the 17th century great Hokkaido tsunami the 
1611 Keicho tsunami in Japan?, 26th IUGG General Assembly 2015, 
Prague Congress Centre, 22 June- 2 July, 2015, Prague, Czech. 

Ioki, K., and Y. Tanioka, Effects of the 17th century great Hokkaido tsunami 
on Tohoku regions in Japan, AOGS 12th Annual Meeting, SUNTEC, 2-7 
Aug., 2015, Singapore. 
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○火山活動研究分野 

村上 亮 

（３）学会発表 
村上 亮：高山地帯を含む北海道の冬季の ALOS2-PALSAR2 干渉解析: 十勝岳

周辺の場合，2015 年日本地球惑星科学連合大会，千葉市，2015 年 5 月 24 日． 
 

成田 翔平・村上 亮：御嶽山 2014 年噴火の爆発エネルギー--水の熱力学的特性

に着目した推定--，2015 年日本地球惑星科学連合大会，千葉市，2015 年 5 月

27 日． 
 

成田 翔平・村上 亮：ALOS および ALOS2 データから見た十勝岳 62-2 火口近

傍の局所的変動，2015 年日本火山学会秋季大会，富山市，2015 年 9 月 28 日． 
 

村上 亮 : 北海道駒ヶ岳周辺の最近の地殻変動，2014 年日本火山学会秋季大会，

2015 年日本火山学会秋季大会，富山市，2015 年 9 月 29 日． 
 
（５）社会活動 

北海道防災会議火山専門委員会主査 
火山噴火予知連絡会委員 

 
（６）会議参加リスト 

第 132 回火山噴火予知連絡会（平成 27 年 6 月 15 日） 
  第 133 回火山噴火予知連絡会（平成 27 年 10 月 21 日）  
  第 134 回火山噴火予知連絡会（平成 28 年 2 月 17 日） 
  北海道防災会議地震火山対策部会火山専門委員会 平成 27 年 2 月 22 日開催 
 
 

森 済 

（１）主な観測の概要 
① 研究課題：十勝岳広域 GPS 観測 
目 的：十勝岳の深部マグマ活動の研究 
実施期間：2015 年 6 月～10 月 
対象地域：十勝岳周辺 
成果概要：十勝岳東山腹と東山麓の 2 箇所の GPS 準連続観測および大麓山・上

富良野町役場、美瑛町内の広域基点と十勝岳西山腹の 4 箇所の基点の繰り返し
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観測の実施により、深部マグマ活動は静穏状態にあることを確認。  
参 加 者：森 済、鈴木敦生、村上 亮 
研究費名：校費 
 

② 研究課題：雌阿寒岳広域 GPS 観測 
目 的：十勝岳の深部マグマ活動の研究 
実施期間：通年 
対象地域：雌阿寒岳周辺 
成果概要：雌阿寒岳北～東麓の 3 箇所の連続観測点および雌阿寒岳周辺の 4 点

の繰り返し観測の実施により、深部マグマ活動は静穏状態にあることを確認。  
参 加 者：森 済、鈴木敦生、村上 亮 
研究費名：校費 
 
③ 研究課題：有珠山広域 GPS 観測 
目 的：十勝岳の深部マグマ活動の研究 
実施期間：2015 年 7 月～2016 年 3 月 
対象地域：有珠山周辺 
成果概要：有珠山の北西方、北方、南東方の 10km 圏の 3 箇所に GPS 連続観測

点を設置して、連続観測を開始した。 
参 加 者：村上 亮、森 済、鈴木敦生 
研究費名：校費 
 
④ 研究課題：樽前山広域 GPS 観測 
目 的：樽前山の深部マグマ活動の研究 
実施期間：2015 年 9 月 
対象地域：樽雨山周辺 
成果概要：樽前山およびその周辺の 14 点の繰り返し観測点で、GPS 観測を実施

した。深部マグマ活動は静穏状態にあることを確認。 
研究費名：校費 
 
⑤ 研究課題：霧島山水準測量 
目 的：霧島山硫黄山の火山活動の研究 
実施期間：2015 年 6 月、2016 年 2 月 
対象地域：霧島山硫黄山周辺 
成果概要：霧島山硫黄山周辺の水準路線で水準測量実施した。1 回目は、2012
年の結果と比較して、山頂側が隆起しており、2 回目ではさらに隆起が進み、活

動が活発化の傾向にあることが分った。 
参 加 者：森 済、松島 健（九州大学）、内田和也（九州大学）、宮町凛 
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太郎（九州大学）、藤田詩織（九州大学）、中元真美（九州大学）、村瀬雅之 
（日本大学）、大倉敬宏(京都大学)、井上寛之（京都大学） 
研究費名：校費、九州大学校費 

 
（３）学会発表 
和田さやか、森 済，雌阿寒岳 GPS 観測によってとらえた 2008-2009 年の火山 

性地殻変動，日本地球惑星科学連合 2015 年大会，千葉県幕張メッセ国際 
会議場，2015 年 5 月． 

村瀬雅之、木股文昭、宮島力男、森 済、山中佳子、堀川信一郎、松廣健二郎、 
 大倉敬宏、吉川 慎、井上寛之、三島壮智、園田忠臣、松島 健、内田 
 和也、精密水準測量データから推定する御嶽 2014 年噴火の準備過程 
 （2006-2014），日本地球惑星科学連合 2015 年大会，千葉県幕張メッセ国 
 際会議場，2015 年 5 月． 
 
 

青山 裕 

（１）主な観測の概要 

①研究課題：火山熱水系の構造の時空間変化の把握と異常現象の検知 

目 的：十勝岳の活動を詳細に把握するため 

実施期間：2015 年 4 月～2016 年 3 月 

対象地域：十勝岳一帯 

成果概要：活動火口近傍に設けた常時観測点・臨時観測点において連続的な観

測データを取得し，傾斜変動を伴う火山性地震の発生が確認された．  

参 加 者：青山 裕・橋本武志・岡田和見・鈴木敦生・田中 良・山田大志・成

田翔平 

事 業 名：災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画の推進について 

研究費名： ？ 

 

②研究課題：ストロンボリ火山噴火に先行するマグマ上昇過程に関する研究 

目 的：地震・傾斜観測点の設置・運用 

実施期間：2014 年 6 月～2015 年 6 月 

対象地域：ストロンボリ山一帯 

成果概要：活動火口近傍に広帯域地震計，傾斜計からなる臨時観測点を設置し，

連続的な観測データを取得した．  

参 加 者：青山 裕・山田大志，西村太志（東北大理），川口亮平・三輪学央・

藤田英輔（防災科研），Ripepe Maurizio・Lacanna Giorgio・Genco 
Riccardo（フィレンツェ大） 
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事 業 名：JSPS 二国間交流事業共同研究 

研究費名： ？ 

 

③研究課題：北海道内火山における噴火予知研究 

目 的：道内火山の噴火予知研究基礎データ収集のため 

実施期間：2015 年 4 月～2016 年 3 月 

対象地域：道内主要活火山周辺 

成果概要：北海道内の主要火山において，連続的・反復的に多項目の観測デー

タを収集した． 

参 加 者：青山 裕・村上 亮・大島弘光・橋本武志・森 済・前川徳光・鈴木

敦生・田中 良・山田大志・成田翔平 

事 業 名：災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画の推進について 

研究費名：？ 

 

④研究課題：蔵王火山の人工地震探査 

目 的：蔵王火山浅部の地下構造把握のため 

実施期間：2015 年 10 月 

対象地域：蔵王火山周辺 

成果概要：蔵王火山東西の 2 地点で人工地震を発生させ，屈折法解析およびフ

ァンシューティング解析などに用いる地震記録を取得した．  

参 加 者：青山 裕・山本 希（東北大理）ほか 

事 業 名：災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画の推進について 

研究費名：？ 

 

（２）発表論文 

Aoyama, H., and H. Oshima (2015) : Precursory tilt changes of small phreatic 
eruptions of Meakan-dake volcano, Hokkaido, Japan, in November 2008, 
Earth Planets and Space, 67, 119, doi: 10.1186/s40623-015-0289-9. 

中道治久・青山 裕（2016）：地球物理学的多項目観測から見た噴火過程，火山，

61，119-154． 
 

（３）学会発表 
青山 裕・西村太志・山田大志・川口亮平・三輪学央・藤田英輔・Ripepe Maurizio・

Genco Riccardo・Lacanna Giorgio，ストロンボリ火山の繰り返し噴火から溶

岩流出噴火への移行期における地震動の時間変化，日本地球惑星科学連合大会，

2015 年 5 月 24 日-28 日，千葉． 
三輪学央・川口亮平・西村太志・青山 裕・山田大志・藤田英輔，火砕物リサイ

クリングが支配する玄武岩質火山の小規模爆発様式，日本地球惑星科学連合大
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会，2015 年 5 月 24 日-28 日，千葉． 
川口亮平・西村太志・青山 裕・山田大志・三輪学央・藤田英輔・Genco Riccardo・

Lacanna Giorgio・Ripepe Maurizio，ストロンボリ火山の火道内マグマ圧力

の時空間分布の推定，日本地球惑星科学連合大会，2015 年 5 月 24 日-28 日，

千葉． 
山田大志・青山 裕・西村太志・川口亮平・三輪学央・藤田英輔・Ripepe Maurizio・

Genco Riccardo・Lacanna Giorgio，ストロンボリ火山の噴火に伴う広帯域地

震波形の特徴と分類，日本地球惑星科学連合大会，2015 年 5 月 24 日-28 日，

千葉． 
杉村俊輔・西村太志・青山 裕・山田大志・藤田英輔・川口亮平・三輪学央，デ

コンボリューションを利用した噴火地震の相対震源決定−ストロンボリ火山

への適用−，日本地球惑星科学連合大会，2015 年 5 月 24 日-28 日，千葉． 
青山 裕・橋本武志・西村太志・市來雅啓・小山崇夫・岡田和見・田中 良・山

田大志・翁長良介・三嶋 渉，十勝岳の火口近傍観測と最近の活動，日本火山

学会 2015 年秋季大会，2015 年 9 月 28 日-30 日，富山． 
川口亮平・西村太志・青山 裕・山田大志・三輪学央・藤田英輔・Ripepe Maurizio・

Genco Riccardo・Lacanna Giorgio，イタリア・ストロンボリ火山の噴火に先

行する傾斜変動の特徴（2），日本火山学会 2015 年秋季大会，2015 年 9 月 28
日-30 日，富山． 

杉村俊輔・西村太志・青山 裕・山田大志・藤田英輔・川口亮平・三輪学央・Ripepe 
Maurizio・Genco Riccardo，デコンボリューションを利用した噴火地震の相

対震源決定−ストロンボリ火山への適用（2）−，日本火山学会 2015 年秋季大

会，2015 年 9 月 28 日-30 日，富山． 
 
（４）取得研究費 

①研究課題：広域地震観測網を用いた泥流検知手法の試験および評価 
研究種目：北海道河川財団 平成 27 年度研究助成費 
代 表 者：青山 裕 
研究期間：H27 年度 
金 額：総額 1,000 千円 

 
（５）社会活動 

室蘭工業大学大学院工学研究科，講師（非常勤） 
JICA 中南米火山防災能力強化研修，講師 
日本火山学会庶務委員会，委員 
日本火山学会火山防災委員会，委員 
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○海底地震研究分野 

村井芳夫 

（１）主な観測の概要 
①研究課題：北海道・釧路沖における地下構造探査 
目 的：北海道・釧路沖の釧路海底谷をはさんだ海域で，大津波を発生させる

可能性のある海溝軸近傍のプレート境界付近の地下構造を調べ，巨大

地震発生前の状況を把握することを目的とする． 
実施期間：2015 年 9 月 
対象地域：北海道の太平洋側，釧路沖の海域 
成果概要：北海道大学、東北大学、気象研究所の海底地震計を計 12 台設置し，

東京大学地震研究所所有の容量 25 リットルのエアガン 3 基とハイ

ドロフォン・ストリーマーを使用して，北海道大学で傭船した（株）

オフショア・オペレーション所有の「第七海工丸」を利用して地下

構造探査を行った． 
参 加 者：村井芳夫，勝俣 啓，岡田和見，平塚晋也，山内典子，佐川朋之，東 

龍介・鈴木秀市・日野亮太（東北大学），対馬弘晃（気象研究所），篠

原雅尚（東京大学地震研究所） 
事 業 名：北海道沖低頻度大規模地震の総合的理解とそのモニタリングへの基

礎的研究 
研究費名：災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画事業費 

 
（２）発表論文 

Kvarven, T., Mjelde, R., Hjelstuen, B. O., Faleide, J. I., Thybo, H., Flueh, E. R., 
Murai, Y. (2016): Crustal composition of the Møre margin and compilation of a 
conjugate Atlantic margin transect, Tectonophysics, Vol.666, pp.144-157. 

 
（３）学会発表 

篠原雅尚・山田知朗・中東和夫・町田祐弥・真保 敬・望月公廣・塩原 肇・村井

芳夫・日野亮太・伊藤喜宏・佐藤利典・植平賢司・八木原寛・尾鼻浩一郎・小

平秀一，海底地震計を用いた 2011 年東北沖地震震源域における地震活動モニ

タリング，日本地球惑星科学連合 2015 年大会，2015 年 5 月，千葉． 
東 龍介・日野亮太・太田雄策・望月公廣・山田知朗・村井芳夫・伊藤喜宏・八木

原寛・佐藤利典・篠原雅尚，2011 年東北沖地震最大すべり域周辺での人工地

震波構造調査（序報），日本地球惑星科学連合 2015 年大会，2015 年 5 月，千

葉． 
石原 健・望月公廣・山田知朗・山下裕亮・篠原雅尚・東 龍介・日野亮太・佐藤
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利典・村井芳夫・八木原寛，2011 年東北地方太平洋沖地震震源域北限周辺に

おける人工震源地震波構造調査による浅部 P 波速度構造，日本地球惑星科学

連合 2015 年大会，2015 年 5 月，千葉． 
Shinohara, M., Yamada, T., Nakahigashi, K., Mochizuki, K., Machida, Y., 

Shinbo, T., Murai, Y., Hino, R., Sato, T., Ito, Y., Uehira, K., Yakiwara, H., 
Shiobara, H., Seismic activity in the southern source region of the 2011 
Tohoku earthquake by long-term ocean bottom seismometers, 26th General 
Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, 2015 年 6
月，Prague, Czech Republic. 

東 龍介・日野亮太・太田雄策・望月公廣・村井芳夫・伊藤喜宏・八木原寛・佐藤

利典・篠原雅尚，人工地震探査で推定した 2011 年東北沖地震大すべり域周辺

の地殻構造，日本地震学会 2015 年度秋季大会，2015 年 10 月，神戸． 
石原 健・望月公廣・山田知朗・篠原雅尚・山下裕亮・東 龍介・日野亮太・佐藤

利典・村井芳夫・八木原寛，2011 年東北地方太平洋沖地震震源域北限周辺に

おける人工震源地震波構造調査による P 波速度構造，日本地震学会 2015 年度

秋季大会，2015 年 10 月，神戸． 
仲谷幸浩・望月公廣・篠原雅尚・山田知朗・塩原 肇・日野亮太・東 龍介・伊藤

喜宏・村井芳夫・佐藤利典・植平賢司・真保 敬・八木原寛・小平秀一・町田

裕弥・平田賢治・対馬弘晃，2011 年東北沖地震震源域における大規模海底余

震観測データを用いたプレート境界型地震の検出，日本地震学会 2015 年度秋

季大会，2015 年 10 月，神戸． 
平井広大・中東和夫・島 伸和・村井芳夫・日野亮太・東 龍介・伊藤喜宏・佐藤

利典・真保 敬・町田裕弥・山田知朗・望月公廣・塩原 肇・植平賢司・八木原

寛・篠原雅尚，海底地震観測による 2011 年東北地震北部地震域の余震分布，

日本地震学会 2015 年度秋季大会，2015 年 10 月，神戸． 
寺田麻美・佐藤利典・水野真理子・篠原雅尚・望月公廣・山田知朗・植平賢司・

真保 敬・町田祐弥・小平秀一・日野亮太・東 龍介・村井芳夫・伊藤喜宏・八

木原寛・平田賢治，房総沖における自然地震を用いた 3 次元地震波速度構造，

日本地震学会 2015 年度秋季大会，2015 年 10 月，神戸． 
Azuma, R., Hino, R., Ohta, Y., Mochizuki, K., Murai, Y., Ito, Y., Yakiwara, H., 

Sato, T., Shinohara, M., Vp structure in the largest slip area of the 2011 
Tohoku-oki earthquake by airgun-ocean bottom seismometer surveys, 2015 
Fall Meeting, American Geophysical Union, 2015 年 12 月，San Francisco, 
California, USA. 

Nakatani, Y., Mochizuki, K., Shinohara, M., Yamada, T., Shinohara, M., Hino, 
R., Azuma, R., Ito, Y., Murai, Y., Sato, T., Uehira, K., Shinbo, T., Yakiwara, 
H., Kodaira, S., Machida, Y., Uehira, K., Tsushima, H., Detection of 
interplate earthquakes in the source area of the 2011 Tohoku earthquake 
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using extensive seafloor aftershock observation data, 2015 Fall Meeting, 
American Geophysical Union, 2015 年 12 月，San Francisco, California, USA. 

 
（５）社会活動 

日本地震学会代議員 
日本地震学会誌「地震」編集委員会委員 

 
 

平塚晋也 

（１）主な観測の概要 
  ①研究課題：釧路沖から十勝沖にかけての千島海溝沿いの領域のプレート境界

における固着状態の把握 
   目 的：2011 年東北地方太平洋沖地震では，日本海溝沿いのプレート境界

面に非常に大きなすべりが生じたことが明らかにされている．本

観測では，そのことをふまえ，釧路沖の千島海溝沿いのプレート

境界面の固着状態を把握することを目的とした． 
   実施期間：2015 年 9 月 
   対象地域：釧路沖～十勝沖の海域 
   成果概要：（株）オフショア・オペレーションが所有する「第七海工丸」を利

用して 12 台の海底地震計を設置し，エアガンと海底地震計を用い

た海底地下構造探査を実施した．その後，海底地下構造探査に使

用した海底地震計の回収を行った． 
   参 加 者：平塚晋也・勝俣啓・村井芳夫・岡田和見・山内典子・佐川朋之，東

龍介（東北大学），対馬弘晃（気象庁気象研究所） 
   事 業 名：北海道周辺域の連動型巨大地震・プレート運動の解明による衝突

帯モデルの構築 
   研究費名：災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画事業費 
 
（３）学会発表 
  平塚晋也，1968 年十勝沖地震(Mw8.2)の震源域周辺の先行地震活動，日本地球惑

星科学連合 2015 年大会，SSS32-P07，千葉幕張，2015 年 5 月． 
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○地下構造研究分野 

橋本武志 

（１）主な観測の概要 
①研究課題：有珠山の反復磁気測量 

  目 的：全磁力変化から火山体内部の温度変化を推定する 
  実施期間：2015 年 4 月 21-22 日 
 対象地域：有珠山（山頂火口原，2000 年噴火域） 

  成果概要：上記いずれの地域でも継続的な冷却帯磁傾向が観測された 
  参 加 者：橋本武志・三嶋 渉（北大センター） 
  事 業 名： なし 
  研究費名：北海道大学運営費交付金 

 
②研究課題：樽前山の反復磁気測量・火山ガス観測 

  目 的：全磁力変化から火山体内部の温度変化を推定する．火山ガス成分の特

徴と時間変化を明らかにする 
  実施期間：2015 年 7 月 29 日，9 月 14 日，10 月 26 日 
 対象地域：樽前山一帯 

  成果概要：2011 年以降，冷却帯磁傾向が継続していることが確認された．また，

火山ガス成分は H2S が卓越しており，前年度と比較して大きな変化

はないことが確認された． 
  参 加 者：橋本武志・三嶋 渉・松本征海・鈴木敦生・岡本理沙・田中 良（北

大センター）・安斎・上村（札幌管区気象台） 
  事 業 名： なし 
  研究費名：北海道大学運営費交付金 

 
③研究課題：十勝岳の総合観測 

  目 的：全磁力観測（反復測量と連続観測）・火山ガス観測・ＭＴ法比抵抗観測・

噴気映像連続観測 
  実施期間：2015 年 7 月 7-9 日，7 月 13-17 日，8 月 13 日，9 月 15-17 日， 
       10 月 13 日 
 対象地域：十勝岳一帯 

  成果概要：地磁気全磁力の反復測量及び連続観測から，62-2 火口および大正火口

の地下浅部で熱消磁が継続していることが確認された．ただし，2015
年春から夏の数ヶ月間で 62-2 火口の南側で地熱異常が拡大し，それ

に伴って局所的かつ顕著な地磁気変化と地盤変動が観測された．また，

時折発生する火山性微動に同期して，微小な地盤変動が起こっている
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ことが明らかになった．火山ガス成分観測からは，大正火口のガスと

62-2 火口のガス組成には明らかな違いがあることが明らかになり，望

岳台局舎に設置した紫外分光自動測定装置によれば，SO2の放出率が

前年度より増大していることがわかった．火口遠望観測用カメラシス

テムでも，噴気量の増大が認められた．さらに，MT 法比抵抗探査に

よって，火口周辺域の低比抵抗の範囲が従来よりも詳細に解明された． 
  参 加 者：反復磁気測量：橋本武志（北大センター）・越田・川橋（札幌管区気象

台） 
       連続磁気観測および地震・傾斜観測：橋本武志・青山 裕・岡田和見・

鈴木敦生・田中 良・山田大志・三嶋 渉・成田翔平・岡本理沙（北

大センター） 
       火山ガス観測：橋本武志・岡本理沙・田中 良（北大センター）・森 

俊哉（東大理） 
       比抵抗探査：橋本武志・茂木 透・田中 良・奥田真央・菅野倖大朗・

早川美土里・岩田光義（北大センター）・高橋 良・田村 慎・岡崎紀

俊・岡 大輔（道総研） 
       映像観測：橋本武志・田中 良（北大センター） 
  事 業 名：災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画 
  研究費名：災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画共同研究課題

1003 
       道総研共同研究費「火山体内部構造・熱水流動系のモデル化と火山活

動度評価手法の高度化（十勝岳）」 
       北海道大学運営費交付金 

 
④研究課題：アトサヌプリ火山の反復磁気測量 

  目 的：全磁力変化から火山体内部の温度変化を推定する 
  実施期間：2015 年 5 月 19 日 
 対象地域：アトサヌプリ一帯（弟子屈町） 

  成果概要：アトサヌプリ山体全体におよぶ全磁力変化があることが明らかになっ

た 
  参 加 者：松本征海・橋本武志・三嶋 渉（北大地震火山センター） 
  事 業 名：なし 
  研究費名：北海道大学運営費交付金 
 
⑤研究課題：雌阿寒岳ナカマチネシリ火口の地磁気全磁力観測 

  目 的：火山活動に伴う磁場変化を捉え地下の温度変化を推定する  
  実施期間：2015 年 9 月 7〜9 日 
 対象地域：雌阿寒岳 

147



  成果概要：前年度に行った観測との比較を行ったところ，ナカマチネシリ火口を

中心とした地下浅部の消磁傾向が見られた． 
  参 加 者：田中 良・橋本武志 
  事 業 名：なし  
  研究費名：北海道大学運営費交付金 

 
⑥研究課題：無人ヘリコプターを利用した有珠山の火山観測 

  目 的：火山活動に伴う磁場変化の空中測量による検出 
  実施期間：2015 年 10 月 5 日～7 日 
 対象地域：有珠山一帯 

  成果概要：北海道開発局と共同して（調査母体は開発局），自律飛行無人ヘリコプ

ターによる第 2 回の空中磁気測量を行い，サンプラーを用いた噴出物

採取試験を実施した． 
  参 加 者：橋本武志（北大センター）・吉本充宏（北大理）・北海道開発局 
  事 業 名：災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画 
  研究費名：災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画共同研究課題

1508  
 
⑦研究課題：無人機による御嶽山の噴煙観測 

  目 的：御嶽山噴火直後の噴煙ガス成分等の観測に基づく活動推移の評価 
  実施期間：2015 年 6 月 1-3 日 
 対象地域：御嶽山一帯 

  成果概要：前年に引き続きマルチコプターによる噴煙観測を行った．火山ガスの

SO2/H2S が前年よりも低くなり，SO2放出率も検出限界に近いほど低

下していることが明らかになった． 
  参 加 者：橋本武志（北大センター）・寺田暁彦（東工大）・森 俊哉（東大）・吉

本充宏（富士山研） 
  事 業 名：「2014 年御嶽山火山噴火に関する総合調査」代表機関：名古屋大学 
  研究費名：科研費特別研究促進費（繰り越し分） 
 
⑨研究課題：道東地域の地磁気観測 

  目 的：道東地域歪集中帯における地磁気永年変化の検出 
  実施期間：2015 年 5 月 18-20 日 
 対象地域：道東地域一帯 

  成果概要：全磁力観測の継続により，通常の永年変化を超える磁場変化が続いて

いることが明らかになった． 
  参 加 者：橋本武志・茂木 透・三嶋 渉（北大センター） 
  事 業 名：なし 
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  研究費名：北海道大学運営費交付金  
 
⑩研究課題：マルチコプターによる十勝岳の観測  

  目 的：火山地域におけるマルチコプター型ドローンの活用技術開発  
  実施期間：2016 年 3 月 21-23 日 
 対象地域：十勝岳 

  成果概要：冬季の運用における技術的問題の洗い出し 
  参 加 者：橋本武志・田中 良・岡本理沙（北大センター）・寺田暁彦（東工大） 
  事 業 名：なし 
  研究費名：北海道大学運営費交付金 
 
（２）発表論文 
 畑 真紀・上嶋 誠・半田 駿・下泉政志・田中良和・橋本武志・鍵山恒臣・歌田

久司・宗包浩志・市來雅啓・藤田清士, 磁場変換関数データによる九州地方の

広域比抵抗構造の推定, Conductivity Anomaly 研究会論文集, 18-20, 2015. 
 橋本武志, 火山地磁気効果と水蒸気噴火, Conductivity Anomaly 研究会論文集, 75-

81, 2015. 
 Mori, T., Hashimoto, T., Terada, A., Yoshimoto, M., Kazahaya, R., Shinohara, H. 

and Tanaka, R., Volcanic plume measurements using a UAV for the 2014 
Mt. Ontake eruption, Earth Planets Space, 68:49,DOI: 10.1186/s40623-016-
0418-0, 2016. 

 田中 良・橋本武志, 雌阿寒岳ナカマチネシリ火口の全磁力変化と磁気測量, 北海

道大学地球物理学研究報告, 79, 15-23, 2016. 
 
（３）学会発表 

畑 真紀・上嶋 誠・半田 駿・下泉政志・田中良和・橋本武志・鍵山恒臣・歌田久

司・宗包浩志・市來雅啓・藤田清士, 磁場変換関数データと Network-MT デ

ータによる九州地方の 3 次元比抵抗構造（口頭）, 日本地球惑星科学連合, 2015
年 5 月 24 日-28 日, 千葉. 

三嶋 渉・橋本武志・茂木 透, 北海道東部地域における地磁気三成分永年変化（ポ

スター）, 日本地球惑星科学連合, 2015 年 5 月 24 日-28 日, 千葉.  
岡本理沙・橋本武志・田中 良, バーチャル Multi-GAS 法による十勝岳と樽前山

の火山ガス観測（ポスター）, 日本地球惑星科学連合, 2015 年 5 月 24 日-28
日, 千葉.  

森 俊哉・橋本武志・寺田暁彦・篠原宏志・風早竜之介・吉本充宏・田中 良, UAV
を用いた御嶽山の噴煙観測（口頭）, 日本地球惑星科学連合, 2015 年 5 月 24
日-28 日, 千葉. 

Hashimoto, T., Kanda, W., Utsugi, M. and Ichiki, M., Long-term volcano-
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magnetic effects associated with phreatic eruptions, International Union of 
Geodesy and Geophysics, General Assembly, Jun. 28, 2015, Prague. 

田中 良・橋本武志・寺田暁彦, 十勝岳の最近の熱活動評価（口頭）, 日本火山学

会秋季大会, 2015 年 9 月 28 日-9 月 30 日, 富山. 
寺田暁彦・橋本武志・森 俊哉・森田裕一, ドローンを用いた火山ガス観測（ポス

ター）, 日本火山学会秋季大会, 2015 年 9 月 28 日-9 月 30 日, 富山. 
橋本武志・神田 径・宇津木充・市來雅啓・小山崇夫, 熱水系卓越型火山の非噴火

時に見られる地磁気変化の特徴（ポスター）, 日本火山学会秋季大会, 2015 年

9 月 28 日-9 月 30 日, 富山. 
青山 裕・橋本武志・西村太志・市來雅啓・小山崇夫・岡田和見・田中 良・山

田大志・翁長良介・三嶋 渉, 十勝岳の火口近傍観測と最近の活動,（口頭） 日
本火山学会秋季大会, 2015 年 9 月 28 日-9 月 30 日, 富山. 

岡本理沙・橋本武志・田中 良, 十勝岳における簡易型マルチガス観測（口頭）, 
日本火山学会秋季大会, 2015 年 9 月 28 日-9 月 30 日, 富山. 

橋本武志・寺田暁彦・田中 良, 噴気を除去する画像処理（口頭）, 日本火山学会

秋季大会, 2015 年 9 月 28 日-9 月 30 日, 富山. 
Hashimoto, T., Koyama, T., Yanagisawa, T., Yoshimoto, M., Ohminato, T. and 

Kaneko, T., Detection of Aeromagnetic Field Changes Using an Unmanned 
Autonomous Helicopter: Repeated Experiments at Tarumae Volcano 
(Japan) (poster), AGU fall meeting, Dec.14-18, 2015, SF. 

Mori, T., Hashimoto, T., Terada, A., Shinohara, H., Kazahaya, R., Yoshimoto, 
M. and Tanaka, R., Use of Unmanned Aircraft System (UAS) in Response 
to the 2014 Eruption at Ontake Volcano, Japan (poster), AGU fall meeting, 
Dec.14-18, 2015, SF. 

Tanaka, R. and Hashimoto, T., Transition in eruption style during the 2011 
eruption and subsequent activity of Shinmoe-dake, Japan: Implications 
from a steady conduit flow model (poster), AGU fall meeting, Dec.14-18, 
2015, SF. 

田村 慎・岡崎紀俊・高橋 良・岡 大輔・秋田藤夫・奥田真央・橋本武志・菅

野倖大朗・茂木 透・山谷裕介・藤松 淳・長山泰淳・道下剛史, 北海道有珠

山，十勝岳における MT 探査（序報）, Conductivity Anomaly 研究会, 2016 年

1 月 6 日-7 日, 東京. 
 
（４）取得研究費 

①研究課題：火山体内部構造・熱水流動系のモデル化と火山活動度評価手法の

高度化（十勝岳） 
 研究種目：道総研共同研究費 
 代 表 者：橋本武志（北大側受入代表） 
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 研究期間：H26 年度～H28 年度  
 金 額：分担総額 2,800 千円（H26 年度 1,000 千円，H27 年度 1,000 千

円，H28 年度 800 千円） 
 
②研究課題：2014 年御嶽山火山噴火に関する総合調査  
 研究種目：科研費特別研究促進費（分担） 
 代 表 者：山岡耕春（名古屋大） 
 研究期間：H26 年度（一部 H27 に繰り越し） 
 金 額：繰越額 1,700 千円 

 
（５）社会活動 

地震・火山噴火予知協議会企画部研究戦略室員 
東京大学地震研究所客員教員 

  日本火山学会理事（編集委員長） 
  火山噴火予知連絡会臨時委員（火山観測体制等に関する検討委員会） 
  Earth, Planets and Space 御嶽山噴火特集号編集委員 
  文科省科学技術・学術審議会測地学分科会地震火山部会地震火山観測研究レビュ

ー委員 
 
（６）会議参加リスト 

2015 年 5 月 9 日，日本火山学会理事会，東京 
2015 年 6 月 2 日，地震火山噴火予知協議会企画部研究戦略室会議，東京 
2015 年 8 月 1-3 日，日本火山学会人材育成シンポジウム，京都 
2015 年 8 月 6 日，地震火山噴火予知協議会企画部研究戦略室会議，東京 
2015 年 11 月 14 日，地震火山噴火予知協議会企画部研究戦略室会議，東京 
2015 年 11 月 26 日，地震火山噴火予知協議会企画部会議，東京 
2016 年 2 月 16 日，文科省測地学分科会レビュー委員会，東京 
2016 年 2 月 25 日，地震火山噴火予知協議会企画部会議，東京 
2016 年 3 月 14-16 日，建議計画成果報告会，東京 

 

 

重藤 迪子 

（１）主な観測の概要 
①研究課題：堆積平野・堆積盆地における地震災害発生機構の解明 

目 的：ネパール・カトマンズ盆地の強震動評価 
実施期間：2015 年 4 月 5 日～4 月 11 日，5 月 2 日～5 月 11 日 
対象地域：ネパール連邦民主共和国カトマンズ盆地一帯 
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成果概要：強震観測点の保守点検，2015 年ネパール・ゴルカ地震のデータ回収，

余震観測点の設置，観測点周辺の建物被害調査． 
参 加 者：重藤迪子・一柳昌義・高井伸雄（北大工）・ 
事 業 名：災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画 
研究費名：災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画 

②研究課題：2015 年ネパール地震と地震災害に関する総合調査 
目 的：2015 年ネパール・ゴルカ地震の強震動特性と震源過程の解明 
実施期間：2015 年 7 月 21 日～7 月 26 日 
対象地域：ネパール連邦民主共和国カトマンズ盆地一帯 
成果概要：強震観測点のデータ回収･臨時地震観測点の設置． 
参 加 者：重藤迪子・一柳昌義・高井伸雄（北大工） 
事 業 名：科学研究費助成事業 
研究費名：特別研究促進費 

③研究課題：余震及び微動観測によるカトマンズ盆地の地震動被害メカニズムの 
解明 

目 的：2015 年ネパール・ゴルカ地震の余震観測によるカトマンズ盆地の地

盤震動特性の評価 
実施期間：2015 年 10 月 27 日～11 月 3 日 
対象地域：ネパール連邦民主共和国カトマンズ盆地一帯 
成果概要：強震観測点の保守点検と臨時強震観測点の撤収作業． 
参 加 者：重藤迪子・一柳昌義・高井伸雄（北大工） 
事 業 名：戦略的国際科学技術協力推進事業 
研究費名：国際緊急共同研究・調査支援プログラム（J-RAPID） 

④研究課題：地震動の空間変動特性評価のための表層地盤の不均質構造のモデル

化に関する研究 
目 的：地震動の空間変動特性評価のための表層地盤の不均質構造のモデル 
     化 
実施期間：2016 年 1 月 19 日～1 月 21 日 
対象地域：K-NET 日立，K-NET 笠間周辺 
成果概要：2011 年東北地方太平洋沖地震で大加速度が観測された K-NET 日立・

K-NET 笠間周辺において，強震動と地盤の関係を検討するために，

表面波探査を実施した． 
参 加 者：山中浩明・地元孝輔（東工大）・津野靖士（鉄道技術総合研究所）･高

井伸雄（北大工）･重藤迪子・川瀬博・松島信一（京大） 
事 業 名：東京大学地震研究所･京都大学防災研究所拠点間連携共同研究 
研究費名：東京大学地震研究所･京都大学防災研究所拠点間連携共同研究費 

 
（２）発表論文 
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Ichiyanagi, M., N. Takai, M. Shigefuji, S. Bijukchhen, T. Sasatani, S. Rajaure, 
M. R. Dhital, and H. Takahashi (2016): Aftershock activity of the 2015 
Gorkha, Nepal, earthquake determined using the Kathmandu strong motion 
seismographic array, Earth, Planets and Space, 68:25. 

Takai, N., M. Shigefuji, S. Rajaure, S. Bijukchhen, M. Ichiyanagi, M. R. Dhital, 
and T. Sasatani (2016): Strong ground motion in the Kathmandu Valley 
during the 2015 Gorkha, Nepal, earthquake, Earth, Planets and Space, 68:1. 

 
（３）学会発表 

Shigefuji, M., N. Takai, T. Sasatani, M. Ichiyanagi, M. Valentin, and I. Levin, 
Characteristics of strong motion records from the 2006-2007 great 
earthquake sequence in the central Kurile Islands, Proceedings of the 
Geodynamic processes and natural hazards. Lessons of Neftegorsk, May 
2015, Sakhalin, Russia. 

重藤迪子・高井伸雄・S. Bijukchhen・一柳昌義・笹谷努・S. Rajaure・M. R. Dhital, 
2015 年ネパール･Gorkha 地震現地調査, 平成 27 年度日本応用地質学会北海

道支部・北海道応用地質研究会研究発表会, 4, 2015 年 6 月, 札幌． 
重藤迪子・新村明広・高井伸雄・笹谷努, 東北日本沈み込み帯で発生する地震の地

震動と震源スペクトル（その 2）S 波フーリエスペクトル比を用いた検討, 日
本建築学会大会，21056, 2015 年 9 月, 神奈川. 

重藤迪子・高井伸雄・S. Bijukchhen・一柳昌義・笹谷努・S. Rajaure・M. R. Dhital, 
2015 年ネパール・Gorkha 地震によるカトマンズでの強震記録, 日本地震学会

2015 年度秋季大会, S15-13, 2015 年 10 月, 神戸. 
Shigefuji, M., N. Takai, T. Sasatani, S. Bijukchhen, M. Ichiyanagi, S. Rajaure, 

and M. R. Dhital, Aftershock records in the Kathmandu Valley of the 2015 
Gorkha, Nepal, Earthquake, AGU Fall Meeting, S43D-2937, Dec. 2015, San 
Francisco CA, USA. 

 
 

Sabry Abd Allar  
（３）学会発表 

Abd Allah, S., T. Mogi, H. Ito, A. Jomori, Y. Yuuki, E. Fomenko, K. Kiho, H. 
Kaieda, K. Suzuki and K. Tsukuda, Three-dimensional resistivity modeling 
of GREATEM survey data from Nojima fault, Awaji island, southeast Japan, 
Japan Geoscience Union, May 24-28, 2015, Chiba. 

Abd Allah, S., T. Mogi, H. Kim and E. Fomenko, 3-D inversion of the Grounded 
Electrical-source Airborne Transient Electromagnetic (GREATEM) survey 
data, Near Surface Geoscience Conference and Exhibition, Sep. 6-10, 2015, 
Turin, Italy.  
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○観測技術部 

一柳 昌義 

（１）主な観測の概要 

   定常及び臨時観測点に関する業務事項 

 

① 観測点名 厚真町高丘地震観測点 
   観測項目 地震観測 実施時期 4 月 7 日 
   作業内容 地震観測点保守 

② 観測点名 岩手県・秋田県一帯 
   観測項目 地震観測 実施時期 4 月 8 日 
   作業内容 地震観測点保守 

③ 観測点名 長野北部一帯 
   観測項目 臨時地震観測 実施時期 4 月 15-16 日 
   作業内容 地震観測点撤収 

④ 観測点名 十勝岳 
   観測項目 GPS 観測 実施時期 4 月 20-22 日 
   作業内容 データ回収 

⑤ 観測点名 ネパール国・カトマンズ盆地一帯 
   観測項目 臨時臨時地震観測 実施時期 5 月 2-11 日 
   作業内容 地震観測点設置及びデータ回収 

⑥ 観測点名 摩周地震観測点 
   観測項目 地震観測 実施時期 5 月 12-14 日 
   作業内容 地震観測点保守 

⑦ 観測点名 幌延町一帯 
   観測項目 GPS 観測 実施時期 6 月 3-4 日 
   作業内容 データ回収 

⑧ 観測点名 長沼十六区観測点 
   観測項目 地震観測 実施時期 4 月 5 日 
   作業内容 地震観測点保守 

⑨ 観測点名 白老臨時観測点 
   観測項目 臨時地震観測 実施時期 6 月 8 日 
   作業内容 地震観測点撤収 

⑩ 観測点名 渡島大島 
   観測項目 地震観測 実施時期 6 月 9-10 日 
   作業内容 地震観測点保守 

⑪ 観測点名 弟子屈・根室地震観測点 
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   観測項目 地震観測 実施時期 6 月 22-23 日 
   作業内容 地震観測点保守 

⑫ 観測点名 上ノ国地震観測点及び岩手県・秋田県一帯 
   観測項目 地震観測 実施時期 6 月 30-7 月 1 日 
   作業内容 地震観測点保守 

⑬ 観測点名  飽別広帯域地震観測点 
   観測項目 地震観測 実施時期 7 月 3 日 
   作業内容 地震観測点保守 

⑭ 観測点名 札前地震中継点 
   観測項目 地震観測 実施時期 7 月 8-9 日 
   作業内容 中継点保守 

⑮ 観測点名 十勝岳 
   観測項目 重力観測 実施時期 7 月 13-14 日 
   作業内容 重力点再測 

⑯ 観測点名 ロシア連邦エキムチャン地震観測点 
   観測項目 地震観測 実施時期 7 月 23-31 日 
   作業内容 地震観測点保守 

⑰ 観測点名 渡島大島観測点 
   観測項目 地震観測 実施時期 8 月 2-4 日 
   作業内容 地震観測点保守 

⑱ 観測点名 雌阿寒岳 
   観測項目 GPS 観測 実施時期 8 月 24-9 月 1 日 
   作業内容 GPS 観測点保守 

⑲ 観測点名 弟子屈町一帯 
   観測項目 GPS 観測 実施時期 9 月 8-11 日 
   作業内容 キャンペーン観測 

⑳ 観測点名 十勝岳 
   観測項目 重力観測 実施時期 10 月 5-8 日 
   作業内容 重力点再測 

㉑ 観測点名 ネパール国・カトマンズ盆地一帯 
   観測項目 地震観測 実施時期 10 月 28-11 月 3 日 
   作業内容 地震観測点保守及び撤収 

㉒ 観測点名 浜益観測点 
   観測項目 地震観測 実施時期 11 月 12 日 
   作業内容 地震観測点保守 

㉓ 観測点名 浜益観測点 
   観測項目 地震観測 実施時期 11 月 18 日 
   作業内容 地震観測点保守 
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㉔ 観測点名 岩手県・秋田県一帯 
   観測項目 地震観測 実施時期 11 月 25 日 
   作業内容 地震観測点保守 

㉕ 観測点名 穂別スキー場観測点 
   観測項目 地震観測 実施時期 2016 年 1 月 18 日 
   作業内容 地震観測点保守 

㉖ 観測点名 初田牛観測点 
   観測項目 地震観測 実施時期 2016 年 1 月 8-9 日 
   作業内容 地震観測点保守 
 
（２）発表論文 

一柳昌義・高橋浩晃・山口照寛・岡田和見・大園真子・岡崎紀俊（2016）：2015
年には発生した阿寒湖付近の地震（MJMA5.0），北大地球物理学研究報告，79，
1-8． 

高橋浩晃・一柳昌義・岡崎紀俊・高木朗充・宮城洋介・本多 亮（2016）：十勝岳

白銀荘での重力勾配測定，北大地球物理学研究報告，79，9-13． 
   Ohzono, M., H. Takahashi, and M. Ichiyanagi, An intra-plate slow earthquake 

observed by a dense GPS network in Hokkaido, northernmost 
Japan, Geophys. J. Int., 200, 144-148, 2015. 

Masayoshi Ichiyanagi, Nobuo Takai・Michiko Shigefuji, Subeg Bijukchhen, 
Sudhir Rajaure ・ Megh Raj Dhital, Tsutomu Sasatani and Hiroaki 
Takahashi, Aftershock activity of the 2015 Gorkha, Nepal, earthquake 
determined using the Kathmandu strong motion seismographic array, 
Earth Planets Space, 2016, DOI:10.1186/s40623-016-0402-8. 

   Nobuo Takai・Michiko Shigefuji, Subeg Bijukchhen, Masayoshi Ichiyanagi, 
Sudhir Rajaure・Megh Raj Dhital and Tsutomi Sasatani, Strong ground 
motion in the Kathmandu Valley during the 2015 Gorkha, Nepal, 
earthquake, Earth Planets Space, 2016, DOI:10.1186/s40623-016-0383-7. 

 
（３）学会発表 

Ichiyanagi M., H. Takahashi, M. Valentin, I. Levin, Seismic activity in 
southern Kuril trench by Japan-Russia joint seismic data (2010-2012), 
Geodynamical processes and natural hazard, lessons of Neftegorsk, May, 
2015, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia. 

一柳昌義・高橋浩晃・山口照寛・岡田和見・高田真秀・大園真子，北海道東部火

山フロント沿い（阿寒‐弟子屈地域）の地震活動，2015 年日本火山学会秋季

大会，富山市． 
一柳昌義・高井伸雄・重藤迪子・Subeg Bijukchhen,・高橋浩晃・笹谷 努・Sudhir 
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Rajaure・Megh Raj Dhital，カトマンズ強震観測網で観測された 2015 年 4 が

鵜 r25 日に発生したネパール・ゴルカ地震(M7.8)の余震活動，日本地震学会

2015 年秋季大会，2015 年 10 月, 神戸市． 
重藤迪子・高井伸雄・Subeg Bijukchhen,・一柳昌義・笹谷 努・Sudhir Rajaure・

Megh Raj Dhital，2015 年ネパール・Gorkha 地震によるカトマンズでの強震

記録，日本地震学会 2014 年秋季大会，2015 年 10 月, 神戸市． 
Subeg Bijukchhen,・Nobuo Takai・Michiko Shigefuji・Masayoshi Ichiyanagi・

Tsutomu Sasatani・Sudhir Rajaure・Megh Raj Dhital，Strong-Motion 
Records of Aftershocks of 2015 Gorkha, Nepal Earthquake，October, 2015, 
Kobe． 

 

 

鈴木敦生 

（１）主な観測の概要 
①観測項目：雌阿寒岳周辺 GPS 測量 
観測点名：雌阿寒岳 
実施時期：2015 年 7 月 7 日～7 月 9 日, 9 月 7 日～8 日, 10 月 20 日～22 日, 

11 月 4 日～6 日 
参 加 者：森 済・鈴木敦生・村上 亮 
作業内容：雌阿寒岳の火山活動の現況把握のため雌阿寒岳周辺で GPS 測量が実

施され，GPS 受信機の設置及び撤収に参加した． 
②観測項目：十勝岳周辺 GPS 測量 
観測点名：十勝岳 
実施時期：2015 年 7 月 13 日～15 日 
参 加 者：森 済・鈴木敦生・村上 亮 
作業内容：十勝岳の火山活動の現況把握のため十勝岳周辺で GPS 測量が実施さ

れ，GPS 受信機の撤収に参加した． 
③観測項目：樽前山周辺 GPS 測量 

観測点名：樽前山 
実施時期：2015 年 8 月 5 日, 8 月 10 日～11 日, 8 月 24 日～25 日,8 月 27 日, 8

月 31 日, 9 月 15 日～17 日,10 月 26 日, 12 月 11 日 
参 加 者：森 済・鈴木敦生・成田翔平・村上 亮 
作業内容：樽前山の火山活動の現況把握のため樽前山周辺の１７観測点(山頂観

測点３点を含む)を利用して GPS 測量が実施され，GPS 受信機の設

置及び撤収に参加した． 
④観測項目：有珠山周辺 GPS 測量 
観測点名：有珠山 
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実施時期：2015 年 10 月 23 日, 11 月 25 日 
参 加 者：森 済・鈴木敦生・村上 亮 
作業内容：有珠山の火山活動の現況把握のため有珠山周辺で GPS 測量が実施さ

れ，GPS 受信機の設置及び保守・点検に参加した． 
⑤観測項目：旭岳における熱赤外映像観測及び地温測定  

観測点名：旭岳 
実施時期：2015 年 9 月 9 日～9 月 10 日 
参 加 者：村上 亮・鈴木敦生 
作業内容：旭岳の火山活動の現況把握のため山頂火口原周辺で熱赤外映像観測

及び地温測定が実施され，観測機器運搬及び熱赤外映像装置設置及

び地温測定を担当した． 
⑥観測項目：樽前山山頂磁気測量 
観測点名：樽前山 
実施時期：2015 年 9 月 14 日 
参 加 者：松本征海・鈴木敦生・橋本武志 
作業内容：樽前山の火山活動の現況把握のため山頂溶岩ドームで磁気測量が実

施され，磁気センサ設置に参加した． 
⑦観測項目：火山観測点保守・点検 
観測点名：雌阿寒岳各火山観測点 
実施時期：5 月 2 回, 7 月 1 回，9 月 1 回, 10 月 2 回, 11 月 1 回 

⑧観測項目：火山観測点保守・点検 
 観測点名：十勝岳各火山観測点 
実施時期：4 月 1 回, 7 月 1 回，10 月 1 回 

 

（２）発表論文 
田中 良・橋本武志・鈴木敦生，雌阿寒岳ナカマチネシリ火口の全磁力変化と熱活動 
北海道大学地球物理学研究報告，78，，2016,投稿中． 

（３）学会発表 
Yusuke Yamaya, Toru Mogi, Ryo Honda, Hideaki Hase, Atsuo Suzuki, Takeshi 
Hashimoto, 
  and Makoto Uyeshima,Strain concentration mechanism beneath the fold-and-
thrust 
  belt,ishikari-teichi-toen Falt Zone,NE Japan,revealed by three-dimensional 
 resistivity structure,2013 AGU fall meeting,2013. 
 
橋本武志・宇津木充・中塚 正・大熊茂雄・小山崇夫・神田 径・鈴木敦生，繰り

返し空中磁気測量で検出された有珠山の全磁力変化，日本地球惑星科学連合

2010 年度連合大会，2011 年 5 月 20 日-25 日，幕張． 
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１．担当授業 
（１）大学院 
① 理学院共通科目 
【２学期】 
地球惑星ダイナミクス概論：村上 亮（分担） 

② 自然史科学専門科目 
【１学期】 
地震・火山噴火予知特論：谷岡勇市郎・大島弘光 
【２学期】 
構造探査学特論：茂木 透・村井芳夫 
地震火山計測特論：村上 亮・橋本武志・髙橋浩晃 

③ 大学院共通 
なし 

 
（２）学部 
① 地球科学科専門科目 
【１学期】 
地球計測・情報実習：大島弘光・髙橋浩晃・谷岡勇市郎・橋本武志（分担） 
【２学期】 
地球惑星電磁気学：茂木 透（分担） 

② 地球惑星科学科専門科目 
【１学期】 
地球惑星科学のための古典力学：勝俣 啓 

地球惑星科学のための古典力学演習：勝俣 啓 

【２学期】 

地球惑星科学のための電磁気学：橋本武志（分担） 

データ解析学：勝俣 啓 
③ 全学科共通科目 

【２学期】 

現代地球惑星科学概論２：勝俣 啓（分担） 
③ 全学教育科目 
【１学期】 
地球惑星科学Ⅰ：茂木 透・村上 亮 
地球惑星科学Ⅰ：村井芳夫・森 濟 
【２学期】 
一般教育演習「巨大津波は北海道を襲うか」：谷岡勇市郎 
一般教育演習「地球未来学」：谷岡勇市郎（分担） 
地球惑星科学のフロンティア：橋本武志（分担） 
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（３）学外 
① 平成 27 年度非常勤講師 
日時・場所：通年・室蘭工業大学 
主催：国立大学法人室蘭工業大学 
担当教員：青山 裕 
内容：「応用解析学Ⅰ、Ⅱ」 
 
② 職員研修講師 

日時・場所：2015 年 6 月 3 日・札幌管区気象台  
主催：札幌管区気象台  
担当教員：谷岡勇市郎 
内容：「北海道の津波の地域特性について」 

 
③ 「防災エキスパート北海道支部会議」講師 

日時・場所：2015 年 6 月 11 日・株式会社ネクスコ・エンジニアリング北海道   
主催：株式会社ネクスコ・エンジニアリング北海道  
担当教員：西村裕一 
内容：「北海道における災害実例と防災対策について」 

 
④ 洞爺湖町議会勉強会講師 

日時・場所：2015 年 7 月 30 日・洞爺湖町役場 
主催：洞爺湖町議会 
担当教員：大島弘光 
内容：「有珠山における近年の火山活動状況等について」 
 

⑤ 地学野外観察講師 
日時・場所：2015 年 7 月 31 日～8 月 2 日（3 日間）およびその事前指導・北海道

札幌開成高等学校・壮瞥町・洞爺湖町・有珠山・昭和新山周辺 
主催：北海道札幌開成高等学校  
担当教員：大島弘光・山田大志・田中 良 
内容：地学野外観察「火山を測る」 

 
⑥ 教員免許状更新講習講師 

日時・場所：2014 年 8 月 7 日・北海道大学 
主催：公益社団法人日本地震学会 
担当教員：髙橋浩晃 
内容：「北海道の地震・津波とその防災」 

 
⑦ 防災セミナー講師 

日時・場所：2015 年 8 月 28 日・釧路市生涯学習センター 
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主催：陸上自衛隊北部方面総監  
担当教員：谷岡勇市郎 
内容：防災セミナー講演 

 
⑧ 「根室市地域防災講演会」講師 

日時・場所：2015 年 10 月 16 日・根室市総合文化会館 
主催：根室市 
担当教員：谷岡勇市郎 
内容：「過去の地震・津波災害や今後予測される災害の解説および災害対応」 

 
⑨「防災・地震フォーラム」講師 

日時・場所：2015 年 10 月 19 日・東京ドームホテル札幌 
主催：時事通信 
担当教員：谷岡勇市郎 
内容：基調講演およびパネルディスカッション 
 

⑩ 道新文化センター講師 
日時・場所：2015 年 10 月～2016 年 3 月第 4 月曜（全 4 回）・道新文化センター 
主催：道新文化センター 
担当教員：大島弘光 
内容：講座「火山噴火と災害」 
 

⑪ 国際地震工学研修（2015-2016 年コース）講師 
日時・場所：2015 年 10 月 21 日・国立研究開発法人建築研究所（茨城県つくば市） 
主催：国立研究開発法人建築研究所 
担当教員：谷岡勇市郎 
内容：国際地震工学研修  
 

⑫ 防災講演会講師 
日時・場所：2015 年 11 月 9 日・標津町生涯学習センターあすぱる 
主催：標津町 
担当教員：西村裕一 
内容：「津波に対する啓発」 

 
⑬ 防災セミナー講師  

日時・場所：2015 年 11 月 24 日・とかち館（帯広市） 
主催：北海道開発局 
担当教員：谷岡勇市郎 
内容：道東地域の地震津波災害に備えて 
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⑭ 「現代科学セミナー」講師 
日時・場所：2015 年 12 月 7 日・東京理科大学長万部校舎 
主催：東京理科大学 
担当教員：西村裕一 
内容：電子応用工学科・材料工学科・生物工学科 

 

⑮ 出前講座講師 
日時・場所：2015 年 12 月 17 日・北海道江別高等学校 
主催：北海道江別高等学校 
担当教員：勝俣 啓 
内容：「北海道の地震災害、および都市直下型地震と海溝型巨大地震に対する防災

対策について」 
 
⑯ 第 13 回北海道測量技術講演会講師 

日時・場所：2016 年 1 月 28 日・札幌第 1 合同庁舎 
主催：国土地理院北海道地方測量部、（公社）日本測量協会北海道支部 
担当教員：村上 亮 
内容：「北海道における火山観測の現状」 

 
⑰ 平成 27 年度富士吉田市防災講演会講師 

日時・場所：2016 年 3 月 13 日・ふじさんホール（富士吉田市） 
主催：富士吉田市安全対策課・富士山火山対策室 
担当教員：勝俣 啓 
内容：「地震と火山噴火の関係性について考える」 

 
 

2．学位論文 
（１）博士論文 
なし 

 
（２）修士論文 
① 氏  名：佐川朋之（SAGAWA, Tomoyuki） 

論文題目：2004 年に釧路沖で発生した 2 つの M7 クラス地震の破壊伝播の特徴 
(Characteristics of the rupture processes of two large earthquakes off 
the south-east Kushiro area in Hokkaido in 2004) 

主  査：谷岡勇市郎 
副  査：勝俣 啓・村井芳夫 

② 氏  名：湊 宏司（MINATO, Koji） 
論文題目：有限要素シミュレーションによる不均質地殻構造が歪集中に与える影響

164



の分析 : 屈斜路カルデラ周辺を対象として 
主  査：髙橋浩晃 

副  査：  
③ 氏  名：三嶋 渉（MISHIMA, Wataru） 

論文題目：火山地磁気効果における熱粘性残留磁化の寄与：コア試料と野外観測に

よる検討  
                (Contribution of thermo-viscous remanent magnetization  (TVRM)  

to volcanomagnetic effects: Insights from core samples and field 
observation) 

主  査：橋本武志 
副  査：茂木 透・村上 亮 
 

④ 氏  名：翁長良介（OHNAGA, Ryosuke） 
論文題目：  
主  査：大島弘光 

副  査： 
 
 
（３）卒業論文 
① 氏  名：岩田光義（IWATA, Mitsuyoshi） 

論文題目：低高度磁気データから推定した十勝岳の 3次元磁化構造 
指導教官：茂木 透 

② 氏  名：早川美土里（HAYAKAWA, Midori） 

論文題目：道南地域の地熱構造 
指導教官：茂木 透 

③ 氏  名：仲辻周次郎（NAKATSUJI, Shujiro） 
論文題目：新しい火山性地震・微動震源決定方法の有効性と問題点についての考察

－振幅や波形相関を利用する方法を中心に－ 
指導教官：青山 裕 

 
 
3．雑誌会 
第 1 回雑誌会 
日 時：2014 年 5 月 11 日 
紹介者①：斉藤佳佑 
題 名：Seismic Impact of the Mw9.0 Tohoku Earthquake in Eastern China 
著 者：Jia Cheng, Mian Liu, Weijun Gan, Xiwei Xu, Fuqiong Huang, and Jie Liu 
雑誌名：Bulltinof the Seismological Society of America, Vol. 104, No. 3, pp. 1258-1267, 

June 2014. 
紹介者②：田中 良 
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題 名：Estimation of eruption source parameters from umbrella cloud or downwind 
plume growth rate 

著 者：Solene Pouget, Marcus Bursik, Peter Webley, Jon Dehn, Michael Pavolonis.
雑誌名：Journal of Volcanology and Geothermal Research, 258, 100-112, 2013. 
紹介者③：橋本武志 
題 名：The dynamic interplay between saline fluid flow and rock permeabilityin 
magmatic-hydrothermal systems 
著 者：P. Weis 
雑誌名：Geofluids(2015) 15, 350-371, doi: 10.1111/gfl.12100 
 
第 2 回雑誌会 
日 時：2015 年 5 月 18 日 
紹介者①：森田 笙 
題 名：Over-the-Horizon AnomalousVHF Propagation andEarthquake 
著 者：M. Devi, A. K. Barbara, Ya. Yu. Ruzhin, M. 
雑誌名：Surveys in Geophysics, Volume 33, Issue 5, 1081-1106 

doi: 10.1007/s10712-012-9185-z 
紹介者②：岡崎健治 
題 名：Joint inversion of marine seismic AVA and CSEM data using statistical 

rock-physics models and Markov random fields : Stochastic inversion of AVA 
and CSEM data 

著 者：J. Chen, M. Hoversten 
雑誌名：Lawrence Berkeley National Laboratory Paper 5270E (2013). 
紹介者③：村井芳夫 
題 名：Seismic fault zone trapped noise 
著 者：Gregor Hillers, Michel Campillo, Yehuda Ben-Zion, and Philippe Roux 
雑誌名：J. geophys. Res. Solid Earth, Vol.119, 5786–5799, 2014 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014JB011217/full 
 
第 3 回雑誌会 
日 時：2015 年 6 月 1 日 
紹介者①：斉藤佳佑 
題 名：Seismic Impact of the Mw9.0 Tohoku Earthquake in Eastern China 
著 者：Jia Cheng, Mian Liu, Weijun Gan, Xiwei Xu, Fuqiong Huang, and Jie Liu 
雑誌名：Bulltinof the Seismological Society of America, Vol. 104, No. 3, pp. 1258-1267, 

June 2014 
紹介者②：佐川朋之 
題 名：Source complexity of the 4 March 2010 Jiashian, Taiwan, Earthquake 

determined by joint inversion of teleseismic and near field data 
著 者：Shiann-Jong Lee, Laetitia Mozziconacci, Wen-Tzong Liang, Ya-Ju Hsu, 
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Wen-Gee Huang, Bor-Shouh Huang 
雑誌名：Journal of Asian Earth Sciences 64 (2013) 14–26 
紹介者③：勝俣 啓 
題 名：A very long-term transient event precedingthe 2011 Tohoku earthquake 
著 者：Yusuke Yokota & Kazuki Koketsu 
雑誌名：Nature Communications on 6 Jan 2015: DOI: 10.1038/ncomms6934 
 
第 4 回雑誌会 
日 時：2015 年 6 月 8 日 
紹介者①：翁長良介 
題 名：The origin of thermal waters in volcanic areas 
著 者：G.I.Arsanova 
雑誌名：Journal of Volcanology and Seismology, 2014, Vol.8, No.6, pp. 361-374 
紹介者②：青木千夏 
題 名：Assessing the potential improvement in short-term earthquake forecasts 

from incorporation of GPS data 
著 者：Ting Wang, Jiancang Zhuang, Teruyuki Kato, and Mark Bebbington 
雑誌名：GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL.40, 2631-2635, 2013 
紹介者③：大島弘光 
題 名：Suomi satellite brings to light a unique frontier of nighttime environmental 

sensing capabilities 
著 者：S. D. Miller, S. P. Mills, C. D. Elvidge, D. T. Lindsey, T. F. Lee, and J. D. 

Hawkins. 
雑誌名：Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 109, No.39, 15706–15711(2012) 
  
第 5 回雑誌会 
日 時：2015 年 6 月 15 日 
紹介者①：岡本理沙 
題 名：An automated SO2camera system for continuous, real-time monitoring of gas 

emissions from Kilauea Volcano’s summit Overlook Crater 
著 者：Christoph Kern, Jeff Sutton, Tamar Elias, Lopaka Lee, Kevan Kamibayashi, 

Loren Antolik, Cynthia Werner 
雑誌名：Journal of Volcanology and Geothermal Research (2014) 
紹介者②：奥田真央 
題 名：Structure and tectonics of the northwestern United States from EarthScope 

USArray magnetotelluric data 
著 者：Paul A. Bedrosian, Daniel W. Feucht 
雑誌名：Earth and Planetary Science Letters 402 (2014) 275-289 
紹介者③：三嶋 渉 
題 名：A 3D model of crustal magnetization at the Pinacate Volcanic Field, NW 
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Sonora, Mexico 
著 者：Juan Garcia-Abdeslem, Thierry Calmus 
雑誌名：Jounrnal of Volcanology and Geothermal Research, 2015, 29-37. 
紹介者 4：高橋浩晃 
題 名：Viscoelastic relaxation following subduction earthquakes and its effects on 

afterslip determination, 
著 者：Tianhaozhe Sun, Kelin Wang 
雑誌名：Journal of Geophysical Research, 120, 1329-1344, 2015. 
 
第 6 回雑誌会 
日 時：2015 年 6 月 22 日 
紹介者①：菅野倖太郎 
題 名：The subsurface temperature assessment by means of an indirect 

electromagnetic geothermometer 
著 者：Viacheslav Spichak1 and Olga Zakharova1 
雑誌名：GEOPHYSICS, VOL. 77, NO. 4 (JULY-AUGUST 2012); P. 1–12, 14 FIGS. 
紹介者②：成田翔平 
題 名：Morphology and dynamics of explosive ventsthrough cohesiverock 

formations 
著 者：O. Galland, G. R. Gisler, and Ø. T. Haug 
雑誌名：Journal of Geophysical Research : Solid Earth, vol.119, 4708-4728pp,2014 
紹介者③：青山 裕 
題 名：Volcano seismicity and ground deformation unveil the gravity-driven magma 

discharge dynamics of a volcanic eruption 
著 者：Maurizio Ripepe, Dario Delle Donne, Riccardo Genco, Giuseppe Maggio, 

Marco Pistolesi, Emanuele Marchetti, Giorgio Lacanna, Giacomo Ulivieri 
and Pasquale Poggi 

雑誌名：Nature Communications6:6998 doi: 10.1038/ncomms7998 (2015). 
 
第 7 回雑誌会 
日 時：2015 年 7 月 6 日 
紹介者：仲辻周次郎 
題 名：Seismological evidence for long-term and rapidly accelerating magma 

pressurization preceding the 2009 eruption of Redoubt Volcano, Alaska 
著 者：Diana C. Roman, Matthew D. Gardine 
雑誌名：Earth and Planetary Science Letters 371-372,(2013),226-234 
 
第 8 回雑誌会 
日 時：2015 年 7 月 13 日 
紹介者①：岩田光義 
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題 名：Depth to Curie temperature across the central Red Sea from magnetic data 
using the de-fractal method 
デフラクタル法を用いた磁気データからの紅海中央部を横切るキュリー温度の

深度  

著 者：Ahmed Salem , ChrisGreena, Dhananjay Ravat , Kumar Hemant Singh , 
Paul East, J.Derek Fairheada,Saad Mogren , Ed Biegert 

雑誌名：Tectonophysics 624-625(2014) 75-86 
紹介者②：早川美土里 
題 名：Time-lapse magnetotelluric monitoring of an enhanced geothermal system 

涵養地熱系の時間推移マグネトテルリクモニタリング 
著 者：Jared R. Peacock , Stephan Thiel , Graham S. Heinson , and Peter Reid. 
雑誌名：GEOPHYSICS, VOL. 78, NO. 3 (MAY-JUNE 2013); P. B121-B130, 6 FIGS. 
紹介者③：谷岡勇市郎 
題 名：Traveltime delay and initial phase reversal of distant tsunamis coupled with 

the self-gravitating elastic earth 
著 者：Shingo Watada, Satoshi Kusumoto, and Kenji Satake 
雑誌名：Journal of Geophysical Research, doi:10.1002/2013/B010841 
   
第 9 回雑誌会 
日 時：2015 年 10 月 5 日 
紹介者①：森田  笙 
題 名：Anomaly of the ionospheric electron density close to earthquakes: Case study 

of pu’er and Wenchuan earthquakes 
著 者：Yufei He, Dongmei Yang, Jiadong Qian and Michel Parrot 
雑誌名：Earthquake Science, December 2011, Volume 24, Issue 6, pp 549-555 
紹介者②：西村裕一 
題 名：A Nexus of Plate Interaction: Vertical Deformation of Holocene Wave-built 

Terraces on the Kamchatsky Peninsula (Kamchatka, Russia) 
著 者：Pinegina, T.K., Bourgeois, J., Kravchunovskaya, E.A., Lander, A.V., Arcos, 

M.E.M., Pedoja, K., and MacInnes, B.T. 
雑誌名：Geological Society of America Bulletin, 125 (9/10): 1554-1568.  

doi: 10.1130/B30793.1., 2013. 
 
第 10 回雑誌会 
日 時：2015 年 11 月 9 日 
紹介者①：早川美土里 
題 名：Three-dimensional magnetotelluric characterization of the Coso geothermal 

fieldCoso 
著 者：Gregory A. Newman, Erika Gasperikova, G. Michael Hoversten, Philip E. 

Wannamaker 
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雑誌名：GEOTHERMICS 37 (2008) 369-399 
紹介者②：岩田光義 
題 名：Aeromagnetic constraints on the subsurface structureof Usu Volcano, 

Hokkaido, Japan 
著 者：Shigeo Okuma, Tadashi Nakatsuka, Yoshihiro Ishizuka 
雑誌名：Exploration Geophysics, 2014, 45, 24–36 
紹介者③：重藤迪子 
題 名：Slip pulse and resonance of the Kathmandu basin during the 2015 Gorkha 

earthquake, Nepal 
著 者：J. Galetzka, D. Melgar, J. F. Genrich, J. Geng, S. Owen, E. O. Lindsey, X. Xu, 

Y. Bock, J.-P. Avouac, L. B. Adhikari, B. N. Upreti, B. Pratt-Sitaula, T. N. 
Bhattarai, B. P. Sitaula, A. Moore, K. W. Hudnut, W. Szeliga, J. 
Normandeau, M. Fend2, M. Flouzat, L. Bollinger, P. Shrestha, B. Koirala, U. 
Gautam, M. Bhatterai, R. Gupta, T. Kandel, C. Timsina, S. N. Sapkota, S. 
Rajaure, N. Maharjan 

雑誌名：Science, 2015, Vol. 349, No. 6252, pp. 1091-1095,  
DOI: 10.1126/science.aac6383 

 
第 11 回雑誌会 
日時：2015 年 11 月 30 日 
紹介者①：仲辻周次郎 
題 名：Preparatory and precursory processes leading up to the 2014 phreatic 

eruption of Mount Ontake, Japan. 
著者名：Aitaro Kato , Toshio Terakawa , Yoshiko Ymanaka , Shinichiro Horikawa , 

Kenji Matsuhiro and Takeshi Okuda 
雑誌名：Earth, Planets and Space (2015)67:111 DOI 10.1186/s40623-015-0288-x 
紹介者②：佐川朋之 
題 名：Between-Event Variance for Large Repeating Earthquakes 
著者名：Gony Yagoda-Biran, John G. Anderson, Hiroe Miyake, and Kazuki Koketsu 
雑誌名：Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 105, No. 4, pp. –, August 

2015, doi: 10.1785/0120140196 
紹介者③：三嶋  渉 
題 名：Magnetic links among lava flows, tuffs and the underground pluming system 

in a monogenetic volcano, derive from magnetics and paleomagnetic studies 
著 者：Jaime Urrutia-Fucugauchi, Alfonso Trigo-Huesca, Ligia Perez-Cruz. 
雑誌名：Physics of the Earth and Planetary Interiors (2012) 10-18 
紹介者④：田中 良 
題 名：From source to surface:dynamics of Etna’s lava fountains investigated by 

continuous strain, magnetic, ground and satellite thermal data 
著 者：A. Bonaccorso, S. Calvari, G. Currenti, C. Del Negro,G. Ganci, A. Linda, R. 
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Napoli, S. Sacks, A. Sicali 
雑誌名：Bull Volcano (2013) 75:690, DOI 10.1007/s00445-013-0690 
 
第 12 回雑誌会 
日 時：2015 年 12 月 7 日 
紹介者①：佐川朋之 
題 名：Between-Event Variance for Large Repeating Earthquakes 
著 者：Gony Yagoda-Biran, John G. Anderson, Hiroe Miyake, and Kazuki Koketsu
雑誌名：Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 105, No. 4, pp. –, August 

    2015, doi: 10.1785/0120140196 
紹介者②：翁長良介 
題  名：Temporal changes in thermal waters related to volcanic activity of 

Tokachidake Volcano, Japan: implications for forecasting future eruptions 
著 者：Ryo Takahashi, Tomo Shibata, Yasuji Murayama, Tagiru Ogino, Noritoshi 

Okazaki. 
雑誌名：Bull Volcano(2015)77:2, DOI 10.1007/s00445-014-0887-6 
紹介者③：伊尾木圭衣 
題 名：Dispersion and nonlinear effects in the 2011 Tohoku-Oki earthquake tsunami
著 者：Tatsuhiko Saito, Daisuke Inazu, Takayuki Miyoshi, and Ryota Hino 
雑誌名：Journal of Geophysical Research, 2014, 10.1002/2014JC009971, 5160-5180. 
紹介者④：平塚晋也 
題 名：The 5 September 2012 Nicoya, Costa Rica Mw7.6 earthquake rupture process 

from joint inversion of high-rate GPS, strong-motion, and teleseismic P wave 
data and its relationship to adjacent plate boundary interface properties 

著 者：Han Yue, Thorne Lay, Susan Y. Schwartz, Luis Rivera, Marino Protti, 
Timothy H. Dixon, Susan Owen, and Andrew V. Newman. 

雑誌名：Journal of Geophysical Research, Vol. 118, 5453-5466, doi:10.1002/jgrb.50379, 
2013. 

 
第 13 回雑誌会 
日 時：2015 年 12 月 21 日 
紹介者①：成田翔平 
題  名： Real Time Tracking of Magmatic Intrusions by means of Ground 

Deformation Modeling during Volcanic Crises 
著 者：Flavio Cannavò, Antonio G. Camacho, Pablo J. González, Mario Mattia, 

Giuseppe Puglisi & José Fernández 
雑誌名：Scientific Report, Nature 
紹介者②：福原絃太 
題 名：Surges around the Hawaiian Islands from the 2011 Tohoku Tsunami 
著 者：Kwok Fai Cheung, Yefei Bai, and Yoshiki Yamazaki 
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雑誌名： JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH: OCEANS, VOL. 118, 
5703–5719, doi:10.1002/jgrc.20413, 2013 

紹介者③：岡本理沙 
題 名：Budget of shallow magma pluming system at Asama Volcano, Japan, 

revealed by ground deformation and volcanic gas studies 
著 者：Ryunosuke Kazahaya, Yosuke Aoki, and Hiroshi Shinohara 
雑誌名：Journal of Geophysical Research. Solid Earth, 120 (2015) 

Doi: 10.1002/2014JB011715 
 
 
4．談話会 
第 1 回談話会（2015 年 4 月 27 日） 

14:00－14:20「道東地域における地磁気三成分絶対測量」  
○三嶋渉・橋本武志・茂木透 

14:20－14:40「水蒸気噴火と火山地磁気効果」  
○橋本武志 

14:40－15:00「十勝海岸潟湖の水・物質循環に果たす津波堆積物の役割」 
○知北和久 

（理学研究院地球惑星ダイナミクス分野・陸水循環学研究室） 
 
第 2 回談話会（2015 年 7 月 27 日） 
13:00 － 13:40 「 Global Optimization using Simulated Annealing: Theory and 

Applications to Geophysical Data Interpretation」 
○Shashi Sharma（センター客員教員） 

13:40－14:00「十勝岳における火山ガス観測」 
○岡本理沙・橋本武志  

14:00－14:20「海底津波計による記録のみから津波即時予報を行う手法の開発」 
○谷岡勇市郎 

14:20－14:40「択捉島付近の地震活動静穏化と北海道太平洋沖地震との関連について」 
○勝俣啓 

14:40－14:50 休憩 
14:50－15:10「GNSS データを用いた千島海溝沿いの短期的 SSE 検出の試み」 

○西村卓也*（京大防災研） 
15:10－15:30「GNSS データを用いた 2003 年十勝沖地震以降の北海道の地殻変動解析」 

○伊東優治（京大院理）・西村卓也*（京大防災研） 
15:30－15:50「2004年釧路沖地震における余効変動の特徴」 

○青木千夏・高橋浩晃  
15:50－16:10「2003年十勝沖地震における北海道地方の歪み異常分布の検出」 

○石森健太朗・大園真子*（山形大院理） 
16:10－16:30 「東北地方における東北地方太平洋沖地震の余効変動時系列のモデル化」  
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○三浦俊介・大園真子*（山形大院理） 
*紹介者：高橋浩晃 
 
 
第 3 回談話会 
日 時：2012 年 10 月 19 日 
13:30－13:20「連続噴煙によって励起される長周期地動（序報）」 

○山田大志・青山 裕・西村太志（東北大院理）・八木原寛（鹿大院理工）・  
中道治久（京大防災研）・及川 純（東大地震研）・井口正人（京大防災

研）・Muhamad Hendrasto ・Yasa Suparman（CVGHM） 
13:20－14:00「十勝岳での GPS/相対重力測定で検出された重力値の減少」 

○高橋浩晃（北大理）・岡崎紀俊・高橋良・岡大輔・田村慎（道地質研）  
一柳昌義・山口照寛（北大理）・本多亮（東濃地震研） ・宮城洋介（防

災科研）・高木朗充（気象研） 
 
 
５．研究集会 
①平成 27 年度公開講座 
日 時：2015 年 6 月 13 日（土）、2015 年 6 月 20 日（土） 
場 所：北海道大学理学部 3 号館 309 講義室 
テーマ：「北海道の地震と防災」 
 
プログラム： 
2015 年 6 月 13 日（土） 
開講式（10:30-10:40）挨拶・ガイダンス  
1 講目（10:40-12:00）「北海道周辺に発生する地震」  

北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター  

准教授 髙橋浩晃 
2 講目（13:00-14:30）「地震防災情報の活用」 

気象庁札幌管区気象台気象防災部 地震情報官 庄司哲也 
3 講目（14:45-16:15）「家庭でできる地震防災対策」 

北海道大学大学院工学研究院 教授 岡田成幸 
2015 年 6 月 20 日（土） 

4 講目（10:30-12:00）「北海道で津波の災害を軽減する」 
北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター  
教授 谷岡勇市郎 

5 講目（13:00-15:00）「避難所運営から考える地域防災」 
東京大学大学院情報学環総合防災情報センター 
特任助教 定池祐季 

閉講式（15:15-16:15）ふりかえりクイズ・質問への回答・修了式 
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② 地震火山研究観測センター2015 年度シンポジウム 
日 時：2016 年 3 月 19 日（土） 
場 所：北海道大学学術交流会館小講堂 
題 目：火山を観る ～予測に向けた持続性のある観測研究とは～ 
 
プログラム： 
13:00       開場 
13:30-14:00 講演１ 「火山観測の変遷－機器および手法」  

火山活動研究分野 助教 森 濟 
14:00-14:30 講演２ 「道内火山における地震学的観測研究の 60 年」 

火山活動研究分野 助教 青山 裕 
14:30-15:00         休憩・ポスター展示  

（地震や火山に関するセンターの研究をポスターで紹介） 
15:00-15:30 講演３ 「空中からの地下構造探査」 

地下構造研究分野  教授 茂木 透 
15:30-16:00 講演４ 「進化する火山観測」 

火山活動研究分野 准教授 橋本 武志 
16:00-16:15         質疑応答 
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