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はじめに 
センター長・島村英紀 

 

 北海道はプレート潜り込み型の海洋型巨大地震が太平洋岸沖と日本海岸沖の両方に起
きるという日本でも特異な場所である。1998年 4月に発足した北海道大学大学院理学研
究科附属地震火山研究観測センターでは、北海道に起きる地震や火山活動を観測しなが
ら、その地球科学的な背景を研究している。地球科学的にいえば、北海道は単独で存在
しているのではない。全地球的な視野に立った研究を行なうことによって、はじめて日

本の地震や火山の研究が進められるので、センターでは、北海道に限らず、世界的なス
ケールの研究と教育も行なっている。  
 センターは 5つの研究分野と技術部と事務部からなる。 

 各研究分野のうち、地震観測研究分野では北海道内の約 40カ所のデータを集め、地震
と地殻変動の情報の収集とそれを使った研究を行っている。海底地震研究分野では、北
海道大学が他大学と共同して開発した小形で信頼性の高い海底地震計を使って、北海道
と日本各地のプレート潜り込み型の海洋型大地震の震源域で地震の研究を行なっている
ほか、大西洋などプレートの生まれる場所での研究も続けている。火山活動研究分野は
有珠山、駒ケ岳、樽前山、十勝岳、雌阿寒岳からデータを集めて火山の研究を行なって

いる。以上の3分野は 1998年以前から単独の施設として続いてきていたものを統合した
ものである。このほか、統合と新発足時に、地下構造研究分野を新設した。この分野で
は、電磁気、重力といった研究手法を駆使して地下構造の研究を進めている。地下構造

は、地震や火山が「出演」するための「舞台」である。この舞台の研究なくしては、地
震や火山の研究は成り立たない。また、他分野でも、地震などさまざまな研究手段を駆
使して地下構造の研究を行なっている。 

 また、各施設に属していた技官は 1998年の統合以来、各分野を離れて、地震火山研究
観測センター直属の技術部に属することになった。このほか、客員教授部門があり、世

界各地で優れた業績をあげている研究者を次々に招聘して共同研究を進めている。また、
非常勤研究員（通称 COE研究員）3名と非常勤職員（事務）3名と研究支援推進員 1名が
在職していて、スタッフとともに、研究と教育やその支援に当たっている。 

 センター長としては、発足以来、分野を越えて協力が行なわれるようになったのは喜
ばしい。ラバウル（パプアニューギニア）での火山と地球トモグラフィー観測やスピッ
ツベルゲン海域での地下構造調査など、いくつもの研究で、その協力の効果が発揮され

ているのも喜ばしい。外国との研究協力が盛んなことや、大学院生も積極的に海外での
観測に参加しているのも本センターの大きな特長である。 
しかし一方で、前よりは大きな組織になったということで、「大きめなショッピング街

を構成する小さな店」の店子に甘んじてしまう「研究所病」の気配がないわけではない。
科学研究費補助金を獲得した研究者の数が、同業研究者と比べても少ないのも気になる。
後継者を育てる意味でも重要な大学院生の教育も十分とは言えない。いずれも、これか

らの課題である。つまり、統合前の「観測施設」群として、地震や火山の観測を継続的
に行なうことから、理学研究科所属の研究教育施設として、研究や教育を重点に置き換
える体制へのシフトの、まだ途上なのである。 



構 成 員 
 
教 官 

                  教 授    助 教 授   助 手   
地震観測研究分野 笠原稔     本谷義信   勝俣啓   高橋浩晃 
海底地震研究分野 島村英紀   高波鐵夫   村井芳夫 
火山活動研究分野 岡田弘            森済     西村裕一 
地下構造研究分野        茂木透     山本明彦 

 
研究機関研究員（非常勤）  
   渡邊智毅，佐藤秀幸，古村美津子（6月まで），鬼沢真也（10月より） 

 
客員教授 
  鄭斯華（Zheng Sihua） (4月30日まで) 

Maurizio Ripepe  (6月15日から10月15日まで) 
Mikhail Guerassimenko  (12月18日から3月31日まで) 

 

技 官 
  石川春義，岡山宗夫，前川徳光，鈴木敦生，高田真秀，一柳昌義 
 

研究支援推進員（非常勤）  
  清野政明 
  

事務職員（非常勤） 
  津久井成美，池田あゆみ（11月まで），鈴木美和（12月より） 

 
共同研究員 
  西田泰典，森谷武男，笹谷努 

大島弘光，宇井忠英，新井田清信，中川光弘（8月から） 
 
外国人特別研究員 

  Nagendra Pratap Singh（2月から） 
 
大学院生 
 博士課程 干野真，山品匡史，田村慎，和田直人 

  修士課程 秋山諭, Waithaka Funja，堀口明，丸山保洋，宮城洋介 
 

学部生 
  ４年生 福田淳一  
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北海道内の地震活動，地殻変動，電磁気観測を行っている観測施設 

および常時観測点のある活動的火山 
 

 

 
 

全部で道内56観測施設，５活火山を観測．なお，十勝岳５点，雌阿寒岳３点，樽前山４

点，有珠山５点，駒ヶ岳５点での観測が火山周辺で行われている．



地震予知研究観測施設及び観測項目 
 
（北海道北部地域） 

礼文北観測点：REN 
  微小地震，GPS 
礼文南観測点：RBS 

 微小地震 
天塩中川観測点：TNK 
  微小地震，広帯域地震（STS,FREESIA），地殻変動（シリカ伸縮，水管傾斜），地磁気 

天売観測点：TUR 
  微小地震，GPS 
母子里観測点：MSR 
  微小地震 
苫前観測点：TOI 

  微小地震，地殻変動（シリカ，水管） 
三渓観測点：SKI 
  微小地震（ボアホールBH） 

朝日観測点：ASA 
  微小地点（BH） 
愛別観測点：AIB 
  微小地震，広帯域地震（STS），地殻変動（シリカ，水管） 
 
（北海道東部地域） 

幌加観測点：HRK 
  微小地震 
トムラウシ観測点：TMU 

  微小地震 
十勝ダム観測点：TKD 
  微小地震 

訓子府観測点：KNP 
  微小地震，地殻変動（シリカ，水管） 

弟子屈観測点：TES 
 微小地震，地殻変動（シリカ，水管），地下水 
仁伏観測点：NBT 

  微小地震（３点トリパタイト） 
仁多観測点：NIT 
  微小地震 

虹別観測点： 
 地磁気，地電位 
屈斜路観測点：KUT 
  微小地震(BH),地殻変動（体積歪） 



羅臼観測点：RUS 
  微小地震 

尾袋沼観測点：ODT 
  微小地震 
根室観測点：NMR 
  微小地震，広帯域地震（STS,FREESIA），地殻変動（シリカ，水管，歪），地電位 
初田牛観測点：HTU 
  微小地震 

厚岸観測点：AKK 
  微小地震，強震動，地殻変動（歪），地電位 
浦幌観測点：URH 

  微小地震，地殻変動（シリカ，水管），地磁気，地電位 
 
（日高地域） 

日高観測点：HIC 
  微小地震 
岩内仙峡観測点：IWN 
  微小地震(BH) 
野塚トンネル観測点：NTK 

  微小地震 
浦河地震観測所（上杵臼）：KMU 
  微小地震，広帯域地震（サックス型），地殻変動（体積歪），地磁気，地下水 

茂寄観測点：MYR 
  微小地震，強震動，地殻変動（シリカ，水管） 
えりも地殻変動観測所：ERM 
  微小地震，高周波地動（HFSN），地殻変動（シリカ，水管），験潮，地磁気，地電位 
井寒台観測点：IKT 
  微小地震 

三石観測点：MUJ 
  微小地震，地殻変動（シリカ，水管） 
御園観測点：MSN 

  微小地震 
 
（札幌周辺地域） 

地震火山研究観測センター（札幌）：HU4 
  GPS 
浜益観測点：HAM 
  微小地震（BH） 
新十津川観測点：STD 

  微小地震 
積丹観測点：SYJ 



  微小地震，地殻変動（歪,体積歪），GPS 
小樽赤岩観測点：AKA 

  微小地震 
札幌地震観測所（簾舞）：HSS 
 微小地震，広帯域地震（STS,FREESIA） 
前田観測点：MED（設置札幌市） 
  微小地震（BH） 
里塚観測点：STZ（設置札幌市） 

  微小地震（BH） 
中沼観測点：NKM（設置札幌市） 
 微小地震（BH） 

登別観測点：NBB 
  微小地震（BH） 
 

（渡島半島） 
今金観測点：IMG 
  微小地震，地殻変動（シリカ，水管） 
恵山観測点：ESH 
  微小地震，強震動，地殻変動（シリカ，水管） 

渡島大野観測点:OON 
  微小地震 
松前小学校観測点：KKM 

  微小地震 
松前愛幼稚園観測点：ATM 
 微小地震 
松前赤神観測点：GAM 
  微小地震 
上ノ国観測点：KKJ 

 微小地震，広帯域地震（STS），地殻変動（シリカ，水管） 
熊石観測点：KMI 
  微小地震 

奥尻球浦観測点：OKT 
 微小地震 
奥尻神威脇観測点：KIW 

  微小地震 
奥尻青苗観測点：OKS 
  微小地震（BH），地殻変動（歪，体積歪）,GPS 
渡島大島北観測点：MON 
  微小地震 

渡島大島南観測点：MOS 
  微小地震   



 



 



 



       



 



 



 



 



 













     



 





 



火山噴火予知連絡会提出資料項目 
（北大以外と共同の場合は括弧内に示す）  
 
第 85回：2000 年 5 月 22 日 
A.有珠山 
1)地震活動 
 ①概要と 2000 年 3 月 27日～4 月 1 日の震央分布 
 ②2000年 3月 27日～4 月 1 日の震源の時空間分布 
 ③2000年 3月 27日～4 月 1 日の日別深度別震源分布 
 ④2000年 4月 3日～5 月 20日の日別および累積地震回数（東北大、東大、京大、九

大、鹿大、気象庁） 
 ⑤2000年 4月 3日～5月 20日の深度別震源分布（東北大、東大、京大、九大、鹿大、

気象庁） 
 ⑥2000年 4月 3日～5 月 20日の震源の時空間分布（東北大、東大、京大、九大、鹿

大、気象庁） 
 ⑦震源分布と比抵抗構造の比較  
2)空震波源分布および波形例  
3)地殻変動 
 ①有珠山西麓の上下変動の時間変化（名大、京大）  
 ②有珠山北－東－南東麓の水準測量［1993-2000］（国土地理院） 
 ③2000年有珠山噴火前兆上下変動（京大、名大）  
 ④ＧＰＳ観測結果（2000年 3月 28日～5月 16日）（道地質研、名大、九大、東大、

気象研） 
 ⑤有珠山監視ビデオ映像による地殻変動の検出  
4)有珠火山観測－電磁気班－（京大、東大）  
 ①地磁気観測点配置 
 ②地磁気全磁力の観測記録  
5)地熱観測 
 ①有珠山のドーム群の噴気温度  
6)地下水観測（道地質研、地調） 
 ①観測点分布と湧出量の変化 
 ②水位変化 
 
第 86回：2000 年 7 月 10 日 
A.有珠山 
1)地震活動 
 ①概要と 2000 年 4 月 3 日～6月 30日の日別および累積地震回数 
 ②隆起域および周辺で発生した浅い地震（震源と波形例） 
2)地殻変動 
 ①西山火口付近の地殻変動観測結果（ＲＴＫＧＰＳ） 
 ②西山火口北側の隆起（京大、名大） 



 ③有珠山山頂部上下変動（京大、名大）  
 ④洞爺湖温泉上下変動（京大、名大） 
 ⑤西山火口域の隆起量の推定（京大、名大、地調）  
 ⑥ＧＰＳ連続観測  
3)火口活動 
 ①西山火口の噴気生成深度の推定 
 
第 87回：2000 年 11 月 1 日 
A.有珠山 
1)地震活動 
 ①概要と 2000 年 4 月 3 日～10月 20 日の震源分布及び地震回数 
 ②前兆地震活動と地殻変動の比較 
2)地殻変動 
 ①西山火口付近の地殻変動観測結果（ＲＴＫＧＰＳ） 
 ②ＧＰＳ連続観測  
3)地熱観測 
 ①赤外熱映像から求めた有珠山西山西火口群の最高温度の時間変化 
4)有珠火山観測－電磁気班－（京大、東大）  
 ①地磁気観測点配置 
 ③地磁気全磁力の観測記録（2000 年 3 月 31 日～5月 30日） 
5)その他 
 ①有珠山の火山活動の現況と今後の問題点  
B.北海道駒ヶ岳 
1)地殻変動 
 ①火口原辺長変化（1984 年から 2000年） 
 ②ＧＰＳによる広域の辺長変化（1997 年 6 月～2000 年 9 月） 
2)地熱観測 
 ①南火口列横断側線の地温分布変化（1996 年 7 月～2000 年 10月） 
 ②噴気孔の温度変化（1996 年 6 月～2000年 10月） 
3)地震活動 
 ①2000年 9月 4日、9 月 28 日及び 10月 28 日の噴火微動 
4)その他 
 ①2000年 9月 4日、10 月 24日、10 月 28日の噴火について  
 
第 88回：2000 年 2 月 5 日 
A.有珠山 
1)地震活動 
 ①1999 年 11月～2000 年 12月 31日および 1967年 1月～の 2000年 12月 31日日別

地震回数（気象庁データ） 
 ②2000年有珠山噴火の開始前後における火山性地震活動の推移（2000 年 3月 27日～

4月 1日）（気象庁データ）  



2)地殻変動 
 ①有珠山西山西火口中心部の地殻変動（ＲＴＫＧＰＳ）  
3)地熱観測 
 ①赤外熱映像から求めた有珠山西山西火口群の最高温度の時間変化 
3)その他 
 ①西新山沼の水位変化  
 ②有珠山金毘羅山Ｂ火口の爆発的土砂噴出現象について  
B.北海道駒ヶ岳 
1)地震活動 
 ①2000年 8月 30日～2001 年 1 月 28日の日別地震回数  
2)地殻変動  
 ①ＧＰＳ定常観測網の基線長変化（2000 年 12月 1日～2001 年 1 月 7 日） 



地震予知のための新たな観測研究計画 
地震予知研究協議会への平成12 年度報告項目 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
(1)課題番号：0301 
(2)実施機関：北海道大学大学院理学研究科 
(3建議の項目：（１）定常的な広域地殻活動 
(4)課題名：稠密地震観測・重力観測を基本とする北海道内陸地震帯の活動度および構造

評価 
(5)関連する建議の他の項目：III.1.(２)，ア、イ、エ 
(6)平成 12年度の成果の概要： 

平成 12 年度の地震観測の到達目標は，平成11 年度に新設した臨時テレメータ地震観
測網を維持しつつ、データを準リアルタイムで解析し、速報的な結果を出すことである。
1999年8月1日から2001年2月25日までに約6000個の震源が決定された 。その結果、
日高山脈の東側では、太平洋プレートに関連する地震が非常に特異な分布を示すことが
明らかになった。すなわち十勝沖では太平洋プレート上面の地震活動は低調であるが、
プレート内部を鉛直または水平に断ち割るような面上で活動が活発である。このような

面状分布は 3枚見られる。1993年釧路沖地震の震源域の西側隣接部の水平な面、海溝に
垂直な走向を持つ鉛直な面それに海溝に平行な走向を持つ鉛直な面である。現時点まで
の走時データを用いた 3次元地震波トモグラフィーによると、十勝平野から日高山脈に

かけて衝上する高速度層の存在が強く示唆される。またＰ波初動押し引きにより 243個
の震源メカニズムが決定された。それによると深さ 20ｋｍ以浅の地震のＰ軸は活断層ト
レースにほぼ直交していることが明らかになった。日高山脈周辺の活断層は西側に凸の

弧状を呈するように走向が変化しているが、Ｐ軸の向きもそれに合わせるように変化し
ている。 

平成 12年度のＭＴ探査の到達目標は，爆破測線に沿う点でＭＴ探査を行い，地下構造
を議論することであった．2000年７月 25日から８月３日まで，北大，秋田大，東北大，
東大，千葉大，京大，神戸大，鳥取大，高知大，地質調査所，理化学研究所から総勢２

８名のメンバーが集まり，広帯域ＭＴ探査を日高山脈を横切る測線長 150km わたる地域
において２５測点で観測を行った.その後，日高 MTデータ解析ワーキンググループを発
足させ，大量のデータを共同で整理し，解析を進めている．現在まで，データの編集，

リモートリファレンス処理を行い，見掛比抵抗，位相を求めた．見掛比抵抗擬似断面で
みる限り，日高山脈を中心に山地部は高比抵抗帯であり，その両側の平野部は浅部から
低比抵抗である．日高山脈中軸部の深部にも低比抵抗帯が見られ，下部地殻の比抵抗構
造を特徴付けるものとして注目される． 
(7)平成 12年度に達成された成果の全体計画での位置付け： 
平成 12年度は、予定していた観測網の維持、データの準リアルタイム解析と速報結果の

導出が完了した。今後は、震源分布、震源メカニズム、トモグラフィー等の最終結果を
得るとともに、それらを統合して日高衝突帯の力学モデルの構築を進める予定である。 
 MT 探査の方では，日高山地を横断する広帯域 MT 探査が実施できたので，引き続き，

比抵抗構造導出に向けて解析を進める．13年度に補完調査を行い，あわせて日高地域の



比抵抗構造をまとめる予定である．   
(8)実施担当者：笠原稔 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
(1)課題番号：0302 
(2)実施機関：北海道大学大学院理学研究科 
(3)課題名：北海道北部地域での高密度 GPS 観測によるプレート境界位置の推定 
(4)本課題の 5ヵ年計画の概要とその中での平成12 年度までの成果 
(4-1)「地震予知のための新たな観測研究計画の推進について」（以下、建議）の項目（数

字の項目まで、最も関連の深い項目を記入する）：III.1.（1） 
(4-2) 関連する「建議」の項目 (建議のカタカナの項目まで、複数可)：Ⅲ.1.(２)，ア、
イ 

(4-3)「5ヵ年計画全体としてのこの研究課題の概要と到達目標」に対する到達した成果：
12年度は，南サハリン・北海道北部地域での繰り返し GPS観測3回目を予定していたが，
ロシア側との調整が不調に終わったためにこの観測は実施されなかった．北海道北部お

よびサハリン地域での地震資料の収集作業を継続して実施した． 
(5)平成 12年度成果の概要 
(5-1)「平成 12年度全体計画骨子の補足説明 ３．具体的な課題提案の背景」のどの項
目を実施するのか：(1)-2-2. 日本列島の西側の境界条件 
(5-2) 平成 12年度項目別実施計画のどの項目を実施するのか： 

1．「定常的な広域地殻活動」研究計画  
1．プレート境界域の地殻活動および構造不均質に関する研究 
（４）北海道北部地域におけるプレート境界に関する観測研究 

(5-3) 平成 12年度に実施された研究の概要：平成 12年度 
平成 12年度は，ロシア側との調整が不調でGPS臨時観測が実施できなかったため主に既
存の地震資料の収集作業を行った．札幌管区気象台および気象庁の歴史地震を含む地震
カタログを整理し，この地域でのローカルな地震活動および現在まで決められている地
震のメカニズム解のコンパイル作業を行った． 
(5-4) 「平成 12年度の到達目標」に対する成果の概要：地震資料のコンパイル作業から

得られた地震のメカニズム解から，本地域の起震応力場が明らかにされた．GPS 臨時観
測が実施できなかったため，地殻変動に関する新たなデータは得られていない． 
(5-5) 共同研究の有無（機関・グループとの共同研究の場合は、その旨明記し、さらに

観測の場合には、実施予定時期と場所、参加人数概数も明記する）：なし 
(5-6) 平成１２年度の成果に関連の深いもので、平成１２年度に公表された成果 
北海道大学理学研究科，北海道北部・南サハリンの地震活動と地殻変動，第 141回地震

予知連絡会資料，2001． 
(6) 実施担当者：高橋浩晃 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
(1)課題番号 0303 
(2)実施機関：北海道大学大学院理学研究科 

(3)実施課題名：北海道北部地域の臨時地震観測による地殻構造推定 
(4)本課題の５カ年計画の概要 



(4-1)III.1.1 定常的な広域地殻活動 
(4-2)２－（１）イ、オ 

(4-3)５カ年計画全体としてのこの研究課題の概要と到達目標： 
 北海道北部地域での臨時地震観測を主として、この地域の地震活動帯を明らかにする
とともに、そのメカニズムを決定する。大規模沈降構造に対応して、地震発生層が他の
地域より深く、下部地殻の深さ２０ｋｍ－２５ｋｍにも地震が発生している。これらを
より正確に議論するためには、現在の既設観測点では観測点密度が疎すぎるので、Hi-net
の完成を見るまでは臨時観測によるデータの蓄積を計る。平成１１年度は、北海道北部

で広域的に臨時地震観測を行ない、そのデータを使って地震波速度構造の１次モデルを
求める。平成１２年度以降は、平成１１年度に得られた結果を参考にしてより不均質の
強い地域で高密度な臨時地震観測を行ない、詳細な地殻構造を推定する。また、北海道

北部地域に隣接するサハリンで得られた地震データも併合し、より広域的な地殻構造推
定を行なう。長い間観測網が空白だったことから、この地域の地震活動度は過小評価さ
れてきていた。近年観測網が増加して分かったことは、明らかな地震活動帯が北海道北

部内陸部に見られ相対的には、日本海の地震活動度は低いことであった。この地域のプ
レート境界の位置の決定には、地震活動度・そのメカニズム・構造についての知見が不
可欠であり、５年間の観測を通じてそれらを明らかにする。 
(5)平成１２年度実施計画の概要 
(5-1)「平成１２年度全体計画骨子の補足説明、３．具体的な課題提案の背景」のどの項

目を実施するのか： 
主として、（１）広域応力場の形成メカニズム－２ 境界条件－２、日本列島の西側の境
界条件 

関連する項目として、 
（１）－３、変形特性 
－１、地殻・最上部マントルの変形特性 
－２、下部地殻の変形の集中度 
(5-2) 平成１２年度項目別実施計画のどの項目を実施するのか： 
１．「定常的な広域地殻活動」研究計画  

２．プレート内部の地殻活動・構造不均質に関する研究、（４）北海道北部の地震観測研
究 
(5-3)平成１２年度実施された研究の概要 

2000 年度はロシア科学アカデミー・サハリン地震観測所及び海洋地質学地球物理学研
究所と共同でサハリン南部での臨時地震観測を行った。これはサハリンから北海道北部
にかけてのより詳細な浅発地震活動を把握し、ひいては巨大地震の空白域とされている

北海道北西沖における北米（オホーツク）およびユーラシア（アムール）両プレートの
収束境界を推定する事を目指したものである。 
  観測は 2000 年 6 月から４ヵ月間行われ、数多くの微小地震を捕らえる事に成功して
いる。その結果、サハリン中軸部の断層沿いでの地震活動が活発であるのに対し、ユジ
ノサハリンスク付近より東方で活動度が極端に低く、オホーツク沿岸では浅発地震が発

生しなかった事がわかった。又、日本海側及び宗谷海峡でも多くの地震が発生している
ことが確認された。 



 12 年度後半には、Hinet が 1 部稼動し始めるので、既存データとそれらのデータとの
併合処理を進め、北海道北部の地震活動度とその分布についてこれまで以上に明らかに

する研究を進めている。この地域の東側の非地震領域がかなり明確になってきており、
全体の観測網の空白である北東部に臨時観測点を設置し、極微小地震レベルの活動度の
評価を行う。 
(5-4)平成１２年度の到達目標に対する成果の概要： 
 Hinet の 1 部稼動により、この地域の地震検知力は飛躍的に改善され、定常観測によ
って活動度・メカニズムの決定が十分に可能になってきた。1２年度内には日本海からオ

ホーツク海に横断する東西方向の地震活動度変化図とその深さ分布が明かになり、計画
の目標達成が可能になる段階まで進む。一方、この地域の北方延長部の同様な評価はい
っそう重要になるので、ロシアとの共同研究観測を推進し、今後のより充実した共同観

測研究体制を検討していく。 
(5-5)共同研究の有無： 
 ロシア科学アカデミー海洋地質学地球物理学研究所（ユジノサハリンスク）・テクトニ

クス・地球物理研究所（ハバロフスク） 
(6) 実施担当者：笠原稔 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――  
(1)課題番号：0304 
(2)実施機関名：北海道大学大学院理学研究科 

(3) 課題名：弟子屈・屈斜路カルデラ地域での地殻活動モニタリング  
(4) 本課題の 5ヵ年計画の概要とその中での平成12年度までの成果 
(4-1)「地震予知のための新たな観測研究計画の推進について」（以下、建議）の項目（数

字の項目まで、最も関連の深い項目を記入する）：III.1. (2)  
(4-2) 関連する「建議」の項目 (建議のカタカナの項目まで、複数可)：III.1.(3)ア、
イ 
(4-3) 「5 ヵ年計画全体としてのこの研究課題の概要と到達目標」に対する到達した成
果： 
12 年度は，11年度までに得られた稠密GPS観測データを解析する作業を行った． 

(5)平成 12年度成果の概要 
(5-1) 「平成 12年度全体計画骨子の補足説明 ３．具体的な課題提案の背景」のどの項
目を実施するのか： 

内陸活断層周辺における不均質な応力・ひずみ場の成因 
�２、内陸のひずみ集中帯の変形様式�２、変形特性の空間分布  

(5-2) 平成 12年度項目別実施計画のどの項目を実施するのか： 

１．「準備過程における地殻活動」研究計画 （2）地震多発地域へのローディング機
構の解明、（３）断層周辺の微細構造と地殻流体の挙動の解明 
(5-3) 平成 12年度に実施された研究の概要： 
平成 12年度は，平成 11年度までの稠密 GPS臨時観測から得られたデータの解析作業

を行った． 

(5-4) 「平成 12年度の到達目標」に対する成果の概要： 
GPSデータの解析結果から本地域が南北方向の伸張場にある可能性が明らかにされた．



これは，1970年代に行われた EDM観測や，国土地理院の 1等三角点測量の結果，ある
いは 1959年弟子屈地震のメカニズム解などとも調和的である．この結果は，道東地域

全体が太平洋プレートの沈み込みにともなう圧縮場にあるなかで，弟子屈地域だけが
千島外弧の西進に伴う pull-apartにより伸張場が卓越する特異点として存在し，この
ような地域性がこの地域の活発な地震活動を支配する要因として強く働いている可能
性を示す結果である． 

(5-5) 共同研究の有無（機関・グループとの共同研究の場合は、その旨明記し、さらに
観測の場合には、実施予定時期と場所、参加人数概数も明記する）：なし 

(5-6) 平成１２年度の成果に関連の深いもので、平成１２年度に公表された成果 
高橋浩晃ほか，屈斜路カルデラにおける稠密GPS観測，北海道大学地球物理学研究報告，
印刷中． 

(6) 実施担当者：高橋浩晃 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
(1)課題番号：0305 

(2)実施機関名：北海道大学・大学院理学研究科 
(3)課題名：北海道南方沖における大規模海底地震観測 
(4)本課題の 5ヵ年計画の概要とその中での平成 12 年度までの成果 
(4-1) １．（１) 定常的な広域地殻活動 
(4-2) 関連する「建議」の項目：１．（１） ア・ウ、（２）イ・ウ・エ 

(4-3) 「5 ヵ年計画全体としてのこの研究課題の概要と到達目標」に対する到達した成
果： 
北海道苫小牧沖から釧路沖にかけての海域で、平成 12年度に 27 台の海底地震計を用

いて、約 2か月間の大規模な自然地震観測を行い、そのうち23台で記録が得られた。ま
た、11年度の観測で得られたデータを用いて、陸上のデータと合わせて高精度の震源決
定を行い、トモグラフィー解析によって地震波速度構造を推定した。その結果、陸上の
観測網だけでは検知できないいくつかの微小地震活動を検出した。トモグラフィーの結
果からは、北緯 42.4°付近の日高山脈南西部直下において、東北日本弧の地殻と思われ
る北東下がりの低速度帯が確認でき、東経 143.8°付近の深さ約 20kmでは千島弧の下部

地殻が delaminateしている様子が得られた。このように、この地域で大地震を引き起こ
すメカニズムを考える上での基礎的資料が得られた。 
(5) 平成 12 年度成果の概要 

(5-1) 主たる項目：(1)-3-2. 下部地殻の変形の集中度 
関連した項目：(1)-2-1. 日本列島の東・南側の境界条件 
(2)プレート境界におけるカップリングの時空間変化 (2)-2-2. 東海・南海，十勝沖・釧

路沖 
(5-2)：1.「定常的な広域地殻活動」研究計画 (1). 
(5-3) 平成 12年度に実施された研究の概要： 
 北海道苫小牧沖から釧路沖にかけての海域に、12年 7月に海底地震計 27台を設置し、
10月に 23台回収した。また、平成 11年度に得られたデータを用いて、陸上のデータと

合わせて震源決定を行い、トモグラフィー解析によって地震波速度構造を推定した。 
(5-4) 「平成 12年度の到達目標」に対する成果の概要： 



北海道苫小牧沖から釧路沖にかけての海域で、平成 12年度に 27台の海底地震計を用い
て、約 2 か月間の大規模な自然地震観測を行い、そのうち 23 台で記録が得られた。11

年度の観測で得られたデータを用いて、陸上のデータと合わせて高精度の震源決定を行
い、トモグラフィー解析によって地震波速度構造を推定した。その結果、浦河沖、1968
年十勝沖地震の余震域および千島海溝より沖合の海溝軸近傍で、陸上の観測網だけでは
検知できない微小地震活動を検出した（図 1）。トモグラフィーの結果からは、北緯 42.4°
付近の日高山脈南西部直下において、東北日本弧の地殻と思われる北東下がりの低速度
帯（約 6km/s）が確認でき（図2中Ａ）、東経143.8°付近の深さ約 20kmでは千島弧の下

部地殻がdelaminateしている様子が得られた（図2中Ｂ）。また、1982年浦河沖地震(M7.1)
の震源直下に、顕著な低速度領域が見出され、定常的に微小地震が頻発していることが
わかった。これは、マントルウェッジの強度の弱い部分に地震活動が集中していると考

えられる。また、千島海溝軸より遠い観測点で、いくつかの地震にプレート境界トラッ
プ波と思われる後続波が検出された。 
(5-5) 共同研究の有無 

気象庁との共同研究。平成 12年 7月と 10月に、北海道苫小牧沖から釧路沖にかけて
の海域で、参加人数は約10名。 
(5-6) 平成１２年度の成果に関連の深いもので、平成１２年度に公表された成果 
秋山 諭・村井芳夫・高波鐵夫他、北海道南方沖における大規模海底地震観測から得ら
れた地震活動と地震波トモグラフィー、シンポジウム「島弧衝突と地殻構造改変過程」、

2001。 
(6)実施担当者：村井芳夫 
 

 
図１．トモグラフィー解析によって再決定された震源分布。 
 



 
図２．42.4°Nにおける P波速度構造の鉛直断面図。 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

(1) 課題番号 0307 
(2) 実施機関・部局名：北海道大学大学院理学研究科 
(3) 実施課題名：十勝・根室沖大地震を対象とする地震予知の実現に向けた総合的観測

研究 
(4) 本課題の５カ年計画の概要 
(4-1) 「地震予知のための新たな観測研究計画の推進について」の項目： 
III.1.(2) 準備過程における地殻活動 
(4-2) 関連する「建議」の項目 
 Ｉ．１．（１）ア、イ、エ、 １.（３）ア、イ、２.(１).ア 

(4-3) ５カ年計画全体としてのこの研究課題の概要と到達目標： 
 1994年北海道東方沖地震の約５年前から震源域で非地震性の前駆的すべりが発生して

いたことが、複数の地殻変動観測点と検潮所のデータから明らかとなった。また同様の
現象は、１点だけではあるが１９７３年根室半島沖地震の際にも見られた。Ｍ８クラス
の大地震の発生が間近という説もある十勝沖・根室沖の領域では、次の地震の前にも同
様な現象が起きる可能性があるので、観測点数を増やし多点で事前に検知することを目
指す。そのために、北海道東部地域にボアホール型総合地殻変動観測システムの増設を
行い、この地域の大地震発生前に共通する前駆的地殻変動を効果的に検出する方法を確

立する。 
(5) 平成１２年度実施計画の概要 
(5-1) 「平成１２年度全体計画骨子の補足説明、３．具体的な課題提案の背景」のどの

項目を実施するのか： 
主として、（２）プレート境界におけるカップリングの時空間変化 
－１ プレート境界地震の予測 

－２ テストフィールド－２ 十勝・釧路沖 



関連する項目として、 
（１）広域応力場の形成メカニズム 

－１、広域応力場の不均質性 
－２ 境界条件－１、日本列島の東・南側の境界条件－３、変形特性－１、地殻・最上
部マントルの変形特性 
(5-2)平成１２年度項目別実施計画のどの項目を実施するのか： 
１．「準備過程における地殻活動」研究計画  
（１）プレート間カップリングの時間変化の解明「定常的な広域地殻活動」研究計画、 

（３）地震発生の繰り返しの規則性と複雑性の解明 
(5-3)平成１２年度に実施された研究の概要： 
 計画されていたボアホール型総合地殻変動観測システムは，１２年度の設置費用は認

められなかったので，設置できなかった． 
 今年度当初の計画にはなかったが，理化学研究所と協同で，十勝沖，根室沖大地震の
直前予知を目標に，根室，厚岸，浦幌地区に地磁気変動および地電位変動観測点を設置

し，観測を開始した．設置直後の 8月 16日に起きた根室沖地震の際に coseismicな地電
位変動を記録した．12月には，浦幌地区にフラックスゲート磁力計を設置し，磁場変動
観測も開始した．  
(5-4) 平成１２年度の到達目標に対する成果概要： 
 観測井戸の設置とそのデータの解析が主となる計画である。現時点では設備の新設が

認められていないので、全体計画の見通しが立たない。しかし、過去データの再解析と
同様の現象の全国的な再発見のための共同解析を進める。 
 地磁気，地電位観測の方は，既存の虹別，えりも地点と合わせて，観測を進め，地磁

気，地電位変動と地震発生との関係について研究を進める． 
(5-5)共同研究の有無： 
 地殻変動連続観測を行っている全国の大学との協力 
 地磁気，地電位観測は理化学研究所と協力して実施している．  
(5-6)学会発表 
Mogi,T., Takada,M., Kasahara,M., Nishida,Y., and Nagao,T:SES in Erimo site, 

Hokkaido Japan. Internatioal Workshop on Seismo Eelectromagnetics. Sept.2000. 
茂木透，高田真秀，笠原稔，山口透，長尾年恭，十勝沖，根室沖大地震予知のための電
磁気観測．CA 研究会，2001 年１月 

(6)実施担当者 笠原 稔  
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１．研究テーマ 
 

有珠山２０００年噴火にともなう地殻変動 

 
                            笠原 稔 
 

有珠山２０００年噴火の直前に１０点のＧＰＳ観測点を設置し、噴火の進行に伴う地
殻変動を観測できた.その結果,有珠山噴火の定性的マグマ移動のモデルを次のように推
定できた. 

火山性地震の発生とともに、（その原因とも言える）深さ３－４ｋｍ付近でマグマの
体積増加が始まる.3月28日から29日にかけての震源は有珠山北西方に集中している.体
積増加の原因としては、新たな物質の流入かマグマの発泡のいづれかが考えられる.今回

の地殻変動からは、前者は少なくとも噴火前には認められない.既存のマグマだまりのト
ップが深さ3－4kmにあって、ここで発泡を開始し、その結果開口性の割れ目を成長させ、
圧力減少を誘い、更なる発泡が深部のマグマでも進行し、広域的な地殻変動を引き起こ
したものと見られる.震源は、北西部から南西部・北部へと広がり深い方向へと移動して
いったことと調和する.噴火1日前には、こうして膨張したマグマは、その出口を北西部

から西部に見出し、浅い場所への移動を開始した.もしも、増加したマグマが移動すれば、
その場所のマグマの量は減少することになる.マグマの増加によって引き起こされた広
域的な地殻変動は、反転しなければならないだろう.しかしながら、HKG,UVO,OHDのどの

観測点も、噴火前に生じた変動をそのまま維持している.これは、マグマの浅部への移動
とともに、その移動量に見合量のマグマを、その場所へあらたに深部から供給を続けて
いた可能性が高い.4－8kmに存在したマグマたまりで、その上部での発泡を契機に、開口
性の割れ目を作るようにマグマの膨張は続き、ついには出口を決めて浅い場所への移動
を始め、それに伴い4－8kmのマグマたまりへの深部からの供給が同時に進行するもので
はないかと推定される.この意味は、次回の噴火を準備するマグマが噴火中に深部から中

間のマグマたまりに供給されるということだ.このことが、噴火と噴火の間には、顕著な
地殻変動が観測されず、非常に小さい地震活動から新たな噴火を開始するという有珠火
山の特徴を示しているものと思われる.噴火前からの地殻変動の時間的推移が連続的に

捉えられた結果として、このようなモデルを想定できたわけである.噴火後の変動だけか
らは、浅い部分に移動してしまったマグマの上昇による局所的な隆起だけが認められ、
そのマグマがどう動いたのかの解明はまったくできない.今回は、噴火前のからの多点で

の3次元的な地殻変動の連続観測（GPS観測）が、有珠山の噴火歴史の中で始めて捕らえ
られ、マグマの移動が明らかにできた. 
 
 
 

 
 



 
 

石狩低地帯北部の地震活動と活構造の関係に関する研究 

 
                            笠原 稔 

 

札幌市を含む石狩低地帯北部地域の地震活動は,１９７６年に設置された札幌地震観
測所（みすまい）での微小地震観測によりその一端は,知られるようになった阪神淡路大
震災後に,札幌市は地域防災の見直しを行ったが,この時,微小地震観測結果と過去の地

震活動の見直しの結果から,札幌に被害を及ぼす想定地震の見直しを提言した.それは、
札幌直下を震源とする地震の可能性があるということであった.それを受けて,札幌市で
は,科学技術庁の補助を受けて,５００ｍ深さの微小地震観測井戸を３本掘削し､みすま
い観測点と合わせて,４点の観測網が１９７８年以降稼動している.さらに、この観測網
の中心に位置することになる,頬街道大学構内にあらたに７５０ｍ深の観測井戸を掘削

し,地質層所と年代決定を含めて,札幌市の堆積構造を明らかにすること微小地震観測に
加えて,ＧＰＳ観測網を構築して,札幌の活構造とその活動度を３年計画で進めている.
１２年度は,７５０ｍの観測緯度の掘削と観測室の設置を行った. 

 
 





 



十勝岳稠密臨時地震観測で明らかになった地震活動と震源メカニズム 
The seismicity and focal mechanisms at Tokachi-dake volcano 

revealed by a temporal and dense seismic network 
#和田 直人[ 1] ,勝俣 啓[ 1] ,笠原 稔[ 1] 

# Naoto Wada[1], Kei Katsumata[1], Minoru Kasahara[1] 
[ 1] 北大・理・地震火山センター 

[1] ISV, Hokkaido Univ 
十勝岳における地震活動と震源メカニズムを求めるため、我々は１９９８ 年に稠密な

臨時地震観測網を敷いた。全部で２３個の地震計は最も活発な６２－Ⅱ火口と呼ばれる
火口の周辺に設置された。解析の結果、地震はこの火口の辺りに集中していたことがわ
かった。また、観測の行われた６月中旬から８月の終わりにかけて、極めて高い地震活

動が２回確認された。最終的に、全部で９３９ 個の震源が求められた。また、深さの異
なる３つの地震群が見つかり、高い地震活動の際には震源が浅い方へ移行していったこ
とが確認された。メカニズムについては、特に一番浅い地震群中の１ つについて、試行

錯誤的に求めることを試みた。結果的に、水平なクラックが鉛直方向に開閉するモデル
が最も観測波形を説明するものだった。合同大会では他の地震のメカニズムにも触れる
予定である。 
 

 

「準リアルタイム」地震波トモグラフィー その２ 
Near Real-Time Seismic Tomography 

#勝俣 啓[ 1] ,和田 直人[ 1] ,笠原 稔[ 1] 

# Kei Katsumata[1], Naoto Wada[1], Minoru Kasahara[1] 
[ 1] 北大・理・地震火山センター 

[1] ISV, Hokkaido Univ 
従来の地震波速度トモグラフィーに関する研究は数年間データの蓄積を待ってから行

われる場合が多かった。しかし観測点が増えるとデータ生産速度が速まり、短期間のう
ちにトモグラフィー解析が可能になる。「準リアルタイム」トモグラフィーを試みた。 

1  はじめに 
従来の地震波速度トモグラフィーに関する研究は数年間データの蓄積を待ってから行

われる場合が多かった。しかし観測点が増えるとデータ生産速度が速まり、短期間のう

ちにトモグラフィー解析が可能になる。そこで本研究では以下のような「準リアルタイ
ム」トモグラフィーを試みた。臨時地震観測を開始したら震源分布を求めるのと同時に
トモグラフィー解析も並行して行う。走時データは手動で読み取る。ある一定本数以上

の波線が通過したブロック内の速さのみ計算されるため、最初はイメージングされる領
域は狭い。走時データの蓄積が進むにつれてこの領域が徐々に拡大する。この領域が観
測網とほぼ同程度の広がりになったら観測を止める。またトモグラフィーの結果を見な
がら波線の通りの悪いブロックを少なくするために途中で観測点を増やしたりすること
もできる。実験対象としたのは北海道日高衝突帯地殻活動研究グループが1999 年7 月か

ら行っている臨時テレメータ観測網である（日本地震学会ニュースレター、Vol.11 、
No.1 、pp.13-16 、1999 ）。 



2  データと解析 
北海道大学ではＷＩＮ システム（卜部・束田、1992 ）により臨時観測の波形データ

を収録し、トリガ波形記録と連続波形記録を作成している。トリガ波形記録は自動検測
プログラムによって処理され、暫定的な震源が決定される（自動処理）。次に人間の目
でトリガ波形記録を一つづつチェックして、自動処理された結果から地震ではないもの
を除き、Ｐ 波、Ｓ 波到着時の読取が不適切なものを修正する（一次処理）。再度トリ
ガ波形記録を一つづつ表示して吟味し、Ｓ／Ｎ 比のかなり良い到着時のみを注意深く選
択する（二次処理）。そしてZhao et al.(1992)が開発したプログラムを使用してトモグ

ラフィーを行う。 
 
 

「準リアルタイム」地震波トモグラフィー 自動検測 v s .  手動検測 
勝俣 啓・和田直人・笠原 稔（北大理）・北海道日高衝突帯地殻活動研究グループ 

N e a r  R e a l - T i m e  S e i s m i c  T o m o g r a p h y  

K. Katsumata, N. Wada, M. Kasahara (Hokkaido Univ.) and 
Research Group for the Seismicity and Structure of Hidaka Collision Zone, 

Hokkaido, Japan 
 
1 はじめに 

本研究では、自動検測データを入力して行ったトモグラフィーと手動検測データを入
力して行ったトモグラフィーの結果を比較した。もしも自動検測が手動検測と等しい結
果を与えるならば、基盤観測網が整備され観測点数が飛躍的に増大した際にも手動検測

の労力を大幅に軽減することができる。実験対象としたのは北海道日高衝突帯地殻活動
研究グループが 1999年 7月から行っている臨時テレメータ観測網である（日本地震学会
ニュースレター、Vol.11、No.1、pp 
.13-16、1999）。 
2 データと解析 
北海道大学ではＷＩＮシステム（卜部・束田、1992）により臨時観測の波形データを

収録し、トリガ波形記録と連続波形記録を作成している。トリガ波形記録は自動検測プ
ログラムによって処理され、暫定的な震源が決定される（自動処理）。次に人間の目でト
リガ波形記録を一つづつチェックして、自動処理された結果から地震ではないものを除

き、Ｐ波、Ｓ波到着時の読取が不適切なものを修正する（一次処理）。再度トリガ波形記
録を一つづつ表示して吟味し、Ｓ／Ｎ比のかなり良い到着時のみを注意深く選択する（二
次処理）。そして Zhao et al. (1992)が開発したプログラムを使用してトモグラフィー

を行う。本研究では、一次処理のデータと二次処理のデータを用いて比較を行った。観
測期間は 1999年 8月 1日から 2001年 1月 31日までである。対象とした地域は北海道日
高山脈の周辺、北緯 41.8～43.5度、東経 142～144度である。定常観測点と臨時観測点
を合わせた数は約 80 である。一次処理のデータからは、40 点以上でＰ波到着時が検測
されている地震のみを選んだ。選択された地震は、一次処理が 734 個、二次処理が 772

個である。Ｐ、Ｓのデータ数は、一次処理がそれぞれ 40688 個、28712 個、 二次処理
がそれぞれ 25592個、10731個である。グリッドを水平方向に 0.1度Ｘ0.1度で配置し、



深さ方向には 3、10、20、30、40、50、60、80、100、150、200ｋｍに設定した。深さ 3
ｋｍのグリッドは観測点近傍の速度不均質を吸収するために配置した。 

3 結果  
一次処理のデータから得られた速度分布のパターンと二次処理から得られた速度分布

のパターンは、Ｐ波、Ｓ波ともにかなり似ていることが分かった。各グリッドにおける
一次処理と二次処理の速度差のヒストグラムを作ると、-0.3～＋0.3ｋｍ/ｓにほとんど
集中していることが分かった。この程度の違いが問題にならないような議論をする場合
であれば、一次処理の結果で十分であるということになる。 

４ 結論  
観測点数が増大すると手動検測の労力が増す。自動検測データをそのままトモグラフ

ィーに使用しても大きな違いがなければ、手動検測の労力が大幅に軽減される。本研究

では自動検測と手動検測のデータをトモグラフィーに使用して比較を行った。その結果、
-0.3～＋0.3ｋｍ/ｓ程度の差異が両者に見られた。この違いを小さいとみなせるような
議論であれば、自動検測の結果を使用しても構わないであろう。 

 



有珠山 200 0 年噴火に掛かる緊急 GPS 観測 
 

高橋浩晃・森済・笠原稔・北海道立地質研究所・東京大学地震研究所・東北大学理学研
究科・九州大学理学研究院・気象庁気象研究所 
 
2000 年 3月 27 日から有珠山で地震活動が始まったため、3月 28日夕刻より道立地質

研究所と合同で札幌から GPS受信機 14台を有珠山地区に移送し、29日午前 0時より有
珠火山観測所で観測を開始した．29 日朝より順次，三豊，金比羅，母と子の家，立香，

大平に 2 周波型の Ashtech Z-XII受信機を設置した．その後，道立地質研究所所有の１
周波型 Furuno MG-21受信機を西胆振消防組合，かんぽの宿に設置した．３月２８日中に
以上の８観測点を稼動させることができた．29日は，九州大学が立香ふれあいセンター

に Ashtechを設置したほか，地質研究所の1周波受信機を壮瞥町公民館，虻田泉三角点
に設置し，11点からなる GPS観測網を運用するに至った．これらのデータを回収し，緊
急解析を行ったところ，かんぽの宿や金比羅観測点では 1m/dayを超えるような極めて大

きな地殻変動が進行していることが明らかにされた．3 月３１日 t に有珠山は西山西火
口から噴火を始めたため，データの回収が困難を極めた．また，金比羅観測点は K火口
の出現により土砂に埋設されてしまった． 
4 月上旬には，2周波観測点データの回収作業を迅速かつ安全に行うために携帯電話を

用いたテレメータ化が東北大学，東京大学地震研究所および九州大学の協力で順次行わ

れ，データ収集が自動的に行われるようになった．また，解析作業の自動化が東京大学
地震研究所の協力で進められ，データ収集，解析，そしてその結果を図化してホームペ
ージに公開するまでの一連の作業が自動化され，4月中旬には WWW を用いた準リアルタ

イム地殻変動モニターが行われた．1 周波観測点データも順次携帯電話テレメータ化さ
れ，道立地質研究所で解析が準リアルタイムで行われた． 
また，西山火口付近で局在化する地殻変動を効果的に捕らえるため，火山噴火予知連

の要請を受ける形で２周波観測点の新設が虻田泉地区で行われた．設置作業には陸上自
衛隊の協力のもと装甲車両を用い，太陽電池６枚を設置して電力を確保し携帯テレメー
タでデータ回収作業を行った． 

この間，テレメータ化されていない観測点データの回収には東京消防庁および横浜市
消防局の特殊耐熱車両の協力を仰いだ． 
得られた地殻変動データは，有珠山の地下５ｋｍからダイク状に上昇してくるマグマ

の動きを連続して捕らえており，時空間的に詳細な有珠山マグマの動きを明らかにする
ことができるものと考えられる． 



北大西洋と南太平洋での海底地震観測 
【ノルウェー沖のヴォーリング海盆、ヤンマイアン海嶺、コルベインセイ海嶺】 
【クニポビッチ海嶺、スピッツベルゲン近海】 

【ニュージーランド北島横断の大測線とタウポ湖】 
 

島村英紀・村井芳夫・西村裕一・渡辺智毅・山品匡史・秋山諭・高波鉄夫・桑野亜佐子・
山田亜海 
  Iceland Meteorological Office / University of Iceland / Iceland Energy Authority 

/ University of Bergen (Norway) / IPG,  University of Paris (France) / Geophysical 
Institute, Polish Academy of Sciences / University of Hamburg (Germany) / Alfred 
Wegener Institute (Germany) / University of Lisbon (Portugal) / Cambridge 
University (UK) / University of Victoria (New Zealand) / Institute of Geology and 
Nuclear Sciences (New Zealand) / Australian Geological Survey Organization 

(Australia) / Australian National University (Australia) 
 
 北海道大学（かっての北海道大学理学部海底地震観測施設、現在の北海道大学地震火

山研究観測センター・海底地震研究分野）では、1987年以来、毎年、大西洋（主として、
北極圏を含む北大西洋）で、海底地震観測を行なってきている。これは、現在プレート
を生み出している海嶺の地球物理学的な研究であると同時に、かって大西洋や北極海を
生んだ海嶺（そしてホットスポット）の活動の研究でもある。つまり、現在の地球に大
きな影響を及ぼしている大西洋、北極海、そしてユーラシアプレートや北米プレートを
生み出して日本付近の巨大地震にさえ影響を与えている「北大西洋・北極海の海底」の

総合的な研究の一環である。 
 私たちの研究は、私たちが1970年代から開発を続けてきた海底地震計を使って、自然
地震観測と人工地震による地下構造探査を行うもので、これによって、いままで他の手

段ではとうてい分からなかった、海嶺付近の地震活動（それは、とりもなおさず、プレ
ートの運動そのものを表している）や海底下の地殻やマントルの地下構造がつぎつぎに
解明されていっている。 

 研究手法としては、札幌から 20-40台ほどの海底地震計を欧州に航空貨物で運び、共
同研究者である欧州側が用意した船に載せて観測に向かう。船は、観測船や沿岸警備隊

の船を使うことが多い。また人工地震の震源としては、エアガンを使うことが多い。た
とえばノルウェーの大学が持つ強力なエアガン群列を私たちの海底地震計と組み合わせ
て使えば、屈折波の初動を 100-150kmの距離で検出することが出来ることを発見した。

これは海底下 60-70km の深度まで地下構造の研究が出来ることを意味している。同じエ
アガンを使った反射法地震探査（ハイドロホンを受信器に使ったいわゆるマルチチャン
ネル地震探査）では海底下せいぜい 2-4kmの深度までしか探れないから、海底地震計が

いかに強力な研究の武器であるかわかろう。 
 図に示してあるように、1987年以来、欧州各国の研究者（7カ国、10研究機関）と共
同研究を進めている。研究のための費用は日本側では国際学術研究の科学研究費補助金、
欧州各国ではそれぞれの大学や科学財団、あるいは欧州連合の経費である。これらの研
究協力のうち、ベルゲン大学（ノルウェー）とはとくに密接な協力関係にあり、7年次、



9回にわたって、北極圏を含む（いままで研究を行った最北の緯度は北緯約 78°である）
ノルウェー沖から北極海にいたるまでの共同観測を行ってきている（なお、このうちい

くつかは、ドイツ、ポーランドなどとの 3カ国以上の研究協力を組織した）。 
 これらノルウェー沖から北極海にいたるまでの研究の主なテーマは、大西洋が約6000
万年前に初めて生まれて、拡大して現在に至った歴史の証拠を海底下の地下構造の変化
から読みとることや、その過程でいくつもあった「事件」（例えばアイスランド・ホット
スポットの消長の歴史や、大西洋の誕生直後に海底を大規模に覆った洪水玄武岩の噴出、
その後の海洋プレートの生成など）の研究である。またアイスランドの研究者との研究

協力も盛んで、いままで 7回にわたって、アイスランドの近くの大西洋中央海嶺の研究
を進めてきた。 
 ところで、大西洋中央海嶺で生み出されているユーラシアプレートと北米プレートは、

それぞれ地球を半周したうえ、日本近くで衝突している。この衝突が北海道南西沖地震
（1993年）を起こすなど、日本近くの地震や火山、また日本列島の形成そのものにも影
響している。このため、大西洋中央海嶺を研究することは日本を研究することにもなる

のである。また、ナンセン・ガッケル海嶺はこの二つのプレートの境のひとつでもある
だけではなくて、二つのプレートが動いているときの「軸」の近くにあるという位置を
占めているので、これらプレートの動きを研究するためには重要なものである。 
--------------------------------------------------------------------------- 
【ノルウェー沖のヴォーリング海盆、ヤンマイアン海嶺、それにコルベインセイ海嶺】 

2000 年 5-6月の海底地震観測は、ノルウェー・ベルゲン大学の観測船『ホーコンモスビ
ー』と、アイスランド沿岸警備隊の巡視船『アイエル』の二隻を使った大がかりな屈折
法地震探査だった。実験を行ったのは 3つの海域だった（ノルウェー沖のヴォーリング

海盆、ヤンマイアン海嶺、それにコルベインセイ海嶺）。 
 二つの船を使ったのは最後のコルベインセイ海嶺での実験で、海嶺に平行な測線のほ
か、海嶺に直交する測線二つを取った。直交する測線の長い方は、アイスランド北西方
のコルベインセイ海嶺から東へ、アイスランドの東端を越えてノルウェー海に及ぶ長大
なものだった。 
 これはベルゲン大学（ノルウェー）、アイスランド大学、アイスランド気象庁、カーネ

ギー研究所（米国）、ウッズホール海洋研究所（米国）との共同研究を組織したものであ
る。参加したのは、島村英紀・村井芳夫・渡辺智毅・山品匡史・高波鉄夫であった。 
なお、この観測の説明や写真は、 

海底地震観測分野のホームページ（http://shimpc.sci.hokudai.ac.jp/）と島村英紀の
ホームページ（http://shimpc.sci.hokudai.ac.jp/shima/）にある。 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
【クニポビッチ海嶺、スピッツベルゲン近海】 
 このほか、コルベインセイ海嶺のさらに北方の北極圏内にあるクニポビッチ海嶺（ス
ピッツベルゲンの西方沖）では、a) 1998年にノルウェーの観測船『ホーコンモスビー』
で行なった海底地震観測（島村英紀・村井芳夫・西村裕一・桑野亜佐子・秋山諭が参加）

に引き続いて、b) 1999 年 8 月には、スピッツベルゲン島および西海域で、海陸に地震
計を配した構造探査を実施した（西村裕一が参加）。これはドイツの砕氷極地観測船『ポ



ラーシュテルン』を用いたポーランド、ドイツ、 ノルウェー、日本の共同観測である。
北海道大学からは海底地震計を持ち込み、各 2回設置した。これらの海底地震観測に引

き続き、c) 2000 年度には玉木賢策（東京大学海洋研究所）の科学研究費補助金で傭船
したロシア船『ロガチョフ』（海底地震計の設置と各種地球科学観測）と、北海道大学と
東京大学海洋研究所が傭船した『ホーコンモスビー』（海底地震計の回収）の二隻を使っ
て、さらに詳しい海底地震観測（渡辺智毅・村井芳夫が参加）を行なった。 
--------------------------------------------------------------------------- 
【ニュージーランド北島横断の大測線とタウポ湖】 

2000 年 1 月�2月には、ニュージーランド北島を北西ー南東に横断したうえ、その延長
を 200km ほど海域へ伸ばした測線で、大規模で稠密な構造探査を実施した。これは数年
前から、北海道大学とニュージーランド側（ニュージーランド地質・核科学研究所、ビ

クトリア大学）とケンブリッジ大学で計画を組み立ててきてようやく実現に至った観測
である。 
 ニュージーランドの北島には、南東から太平洋プレートが沈み込んでおり、島の中央

部では背弧が形成されている。島の中心にはカルデラ湖であるタウポ湖があり、そこか
ら北海岸にかけては地熱地帯が点在している（Taupo Volcanic Zone）。 
 測線長は 400km以上にわたったが、東半分は海域である。海域に14台の北海道大学の
海底地震計を約 1カ月間投入し、陸上には英国とニュージーランドが臨時の地震計を設
置して、海中でのエアガン及び陸上発破の観測を実施した。さらに、湖底の地震活動が

解明されていない大きな火山湖であるタウポ湖にも（淡水でも使えるように現地で改造
した）海底地震計を設置し、人工地震及び自然地震の観測を実施した。 
参加機関は、ニュージーランド地質・核科学研究所、ビクトリア大学、ケンブリッジ 大

学及び北海道大学で、北海道大学からは西村裕一と山田亜海が参加した。なお山田は当
時は立命館大学理学部学生で、4 月からは地震火山研究観測センター大学院生になって
いる。 

 





1993 年北海道南西沖地震の震源域でのP波速度トモグラフィ 
 

 高波鐵夫・村井芳夫・塩原肇・小平秀一・島村英紀（北大理）、日野亮太（東北大理）、
金沢敏彦（東大理）・末広潔・篠原雅尚（東大海洋研）、佐藤利典（東大地震研）、根岸弘
明（防災科技研） 
P wave velocity tomography in the source area of the 1993 Hokkaido-Nansei-Oki 

earthquake 
T. TAKANAMI・Y. MURAI・H. SHIOBARA・S. KODAIRA・H. SHIMAMURA(Hokkaido Univ.), 

R. HINO(Tohoku Univ.), T. KANAZAWA・K. SUYEHIRO・M. SHINOHARA・T. SATO(Tokyo Univ.), 
H.NEGISHI (NIED) 

はじめに：  1993年北海道南西沖地震（M7.8)が、奥尻島の北北西 80kmで発生し、1940
年積丹沖地震(M7.0)、1983年日本海中部地震(M7.7)の２つの大地震間の空白域をうめる

形となって、その発生機構や地下構造が注目された。これらの大地震が発生した場所は、
中村(1983)、小林 (1983)により提唱されたプレート境界にあり、顕著に発達した逆断層
系により特徴つけられる「衝突型」のプレート境界であって、その活動は約 180万年前

からは始まった新生プレート境界であると考えられている（玉木、1994)。震源過程の解
析から 1993年北海道南西沖地震は日本海東縁部の新生プレート境界（収束境界）におけ
る東西圧縮力で発生した地震であると考えられた。でははたしてこの収束境界にある

1993 年北海道南西沖地震の震源域では一体どのような地殻構造になっているのか、大変
興味深い。そこでここでは震源域の地殻構造をイメージするために、1993年北海道南西
沖地震合同余震観測グループ（北大理、東北大理、東大理、東大地震研、東大海洋研、
気象庁などから構成された海底地震観測グループ）による海底地震観測網および陸上の
北大テレメータ地震観測網に記録された P波験測データを用いて P波トモグラフィを求
めた。 

データと解析： 地震発生直後から北海道大学では、余震活動を監視する意味で臨時観
測を含めたテレメータ地震観測を展開した。それによって膨大な余震が震源決定された。
一方海底地震観測グループはのべ２３台の海底地震計を震源域を覆うように設置し、７
月２１日から８月１６日までのおよそ一ヶ月間に発生した多数の余震を観測した。これ

らの地震観測網のデータを用いて震源域の P波速度構造トモグラフィをイメージした。
初期構造モデルの１つは、当地域で行った構造探査の結果を参照にした２次元モデルで
ある。計算手法は Thurber(1983),Zhao et al.(1992)等のグリッドモデリング＋pseudo 

bendingをベースとしたものである。  



結果： インバージョンで求まッた余震の震源位置は，ほとんど深さ１０数kmに集中し
た．この結果とイメージンした速度構造との対応関係が興味深い．たとえば深さ

10km,15km でスライスした速度イメージとその深さの前後５km に含まれる余震分布との

対比から、ほぼ南北に長い低速度域と余震域とが対応している．さらに詳細に見ると，
大きな速度変化が認められるところで余震が活発に起きていたことが判る、それられは
余震数や本震のサブエベントの大きさに対応していて大変興味深い。 



 

P-velocity perturbation at depths of 10km (left) and 15km (right) in the source 
area of the 1993 Hokkaido-Nansei-Oki earthquake (M7.8).Interval between contours 
is 1%, and solid and dotted mean lower and higher velocities. 
 



北海道南方沖における大規模海底地震観測から得られた地震活動と 3 次元 P 波速度構造 
 

村井芳夫・秋山諭・高波鐵夫・渡邊智毅・山品匡史・島村英紀・勝俣啓・和田直人（北
大理）、長 郁夫（東京理科大）、田中昌之・古屋逸夫（気象庁）、桑野亜佐子（東北大理）、 

趙大鵬・ 三田亮平（愛媛大理工） 
１．はじめに 
日高山脈付近では、西進する千島弧と東北日本弧との衝突により、前者が後者に乗り上げると

いう大規模な衝上断層構造を成していると考えられており、さらに太平洋プレートが南から沈

み込むという複雑なテクトニクスを呈している。それゆえに地震活動は非常に活発で、なおか
つ地震のメカニズム解には様々なタイプがあることが知られている。この地域のテクトニクス
を明らかにするためには、地殻・上部マントルの構造を海域まで含めて 3 次元的にイメージン

グすることが必要である。また、この地域では主に海域において大地震がしばしば発生してお
り、周辺地域に大きな被害をもたらしてきた。そのため、海域における微小地震活動と速度構
造との関連を調べることは、大地震の発生ポテンシャル等を明らかにするためにも重要である。 

そこで、我々は陸域では検知できない海域の微小地震活動を明らかにし、トモグラフィー法に
よりこの地域の地下構造を推定するため、1999 年 6 月から 10月にかけて、北海道の太平洋側、
胆振支庁から釧路支庁沖にわたる海域に 22 台の海底地震計を展開し、自然地震観測を行った。
この観測は、日高衝突帯の複雑なテクトニクスを理解するために、同年6 月から 2 年間の予定
で始められた海陸合同観測の一環として行われた。 

２．データおよび解析法 
まず、1次元速度構造を仮定し、海底地震計のデータのみを用いて震源決定を行った。その結

果、1999年 8月 7日～10 月 4 日の期間に、北緯 40.5°～43°、東経 141°～146.5°の領域で

396 個の地震の震源が決定された。そのうちの 99個については、北海道大学、東北大学、弘前
大学および気象庁の陸上の定常観測網でも震源決定されていたので、海底地震計のデータに陸
上の観測点でのフェイズの読み取り値を加えることによって、震源の再決定を行った。 
次に、この 396個の地震に、8月 7日～9月 30日の期間に同じ領域で陸上の定常観測網のみで

震源決定された 165個の地震のフェイズの読み取り値を加え、Zhao et al.(1992)による地震波
トモグラフィー法を用いて、P波速度構造を推定し震源の再決定を行った。解析に用いた走時デ

ータは、P波が 5939 個、S波が 4610 個である。 
３．震源分布 
図１にトモグラフィー解析によって再決定された震源分布を示す。浦河沖ではマントルウェッ

ジ内の深さ 40～50kmを中心として震源分布の集中が見られ、浦河沖よりも南方の海域において
は、陸の観測網だけでは検知できない微小地震がやはりマントルウェッジ内で頻発していた。
この領域は、1968年十勝沖地震の余震域に相当し、およそ30年経過した現在もなお地震活動が

高いことがわかった。また、千島海溝より沖合の海溝軸近傍でも、微小地震活動が認められた。 
４．Ｐ波速度構造 
トモグラフィーの結果からは、北緯 42.4°付近の日高山脈南西部直下において、東北日本弧

の地殻と思われる北東下がりの低速度帯（約 6km/s）が確認でき（図２中Ａ）、東経 143.8°付
近の深さ約 20kmでは千島弧の下部地殻が delaminateしている様子が得られた（図２中Ｂ）。こ

のような構造は海域でははっきりしなくなるが、日高山脈下の低速度領域は北緯 41.6°まで伸
びているようである。また、1982 年浦河沖地震(M7.1)の震源直下に、顕著な低速度領域が見出



された。ここでは、定常的に微小地震が頻発していることがわかった。 
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図１．トモグラフィー解析によって再決定された震源分布。 



 
図２．42.4°Nにおける P波速度構造の鉛直断面図。 

 

 
北海道南方沖における大規模海底地震観測 

 

村井芳夫・高波鐵夫・秋山 諭・山品匡史・渡邊智毅・勝俣 啓・島村英紀、気象庁 
 

北海道苫小牧沖から釧路沖にかけての海域で、海底地震計による約 2 か月間の自然地
震観測を行った。この海域は、千島弧が西進し東北日本弧と衝突していると考えられて
いる日高山脈の海側への延長部にあたり、また太平洋プレートが沈み込んでおり、テク

トニックに複雑な場所である。この海域のテクトニクスを明らかにすることは地球進化
をより深く理解するためだけではなく、地震発生ポテンシャルの評価という点からも重
要である。実際、海溝付近では 1952年十勝沖地震（M8.2）など M8 クラスの地震が、浦

河沖のマントルウェッジでは 1982 年浦河沖地震（M7.1）など M7クラスの大地震が発生
している。 
衝突帯のテクトニクスを理解し大地震の発生ポテンシャルを評価するために、北海道

日高山脈地域において 1999年度から海陸合同の地震観測が始まり、本観測はその一環と
して行われた。海域での観測データは陸域でのデータと併せて解析することにより、震
源決定精度とトモグラフィーの分解能向上および探査範囲の拡大を可能にする。 

海底地震計の設置は、2000年 7月 21～24日に気象庁函館海洋気象台「高風丸」の協力
を得て行われた。回収は 2000年 9月 26日～10月 2日に北海道大学理学研究科の傭船で
行われた。設置した海底地震計27台の分布を図に示す。このうち＋印で示した4台を除

く 23 台が回収された。記録開始は 8月 1日 00:30で、◆印で示す 11台のデジタル型地
震計は回収時までデータを記録している。●印で示す12台のアナログ型地震計ではおお
むね 8月 27日頃までのデータが得られた。 
今後、データ処理を進めて、陸上のデータと併せて震源決定を行い、1999 年度の観測



で得られたデータと併せてトモグラフィー解析を行うことによって、地震波速度構造を
推定する。本観測は「地震予知のための新たな観測研究計画」課題番号 0305による。 

 
図．観測点分布図 

 



K n i p o v i c h 海嶺( S v a r b a r d 諸島沖)での海底地震計アレイによる自然地震観測 
 

渡辺智毅 
 
2000年 9月 15日から10月7日にかけて、InterRIDGE計画による K2K(Knipovich 2000)

観測航海によって北大西洋Knipovich海嶺(11mm/yr,full spreading rate)で海底地震計
8台によるアレイ観測を行った。アレイは北緯 76 度 30分の Mt Logachevとよばれる地
形の高まりを中心に観測点間隔およそ 10kmで展開された。海底地震計の設置はロシアの

R/V Professor Logachevで、回収は、ノルウェーベルゲン大学のR/V Hakon Mosbyで行
われた。設置した 8台の海底地震計のうち 7 台が回収され、このうち、6台のデータを
使用して震源決定を行った。地震波速度構造には、1998年に行われた地殻構造探査の結

果（桑野, 2000)を使用した。4点以上の海底地震計で初動を読みとることのできた地震
は、観測期間中わずか 156個であり、観測領域の地震活動は、微小地震活動も含めて非
常に低いと言える。これまでに得られている震源分布からいえることは、 

(1)桑野(2000)の得た、南 Knipovich 海嶺で行われた構造探査の結果と同様な地殻構造
(見かけ速度 3.5km/sの層、6km/sの層、最上部マントルの地震波速度は、8.0km/s)によ
って、観測地域の地震波速度構造は説明できそうである。 
(2)速度不連続を持つ構造で震源決定をしたため、震源計算では不連続境界にトラップさ
れる震源もあったが、観測期間中に発生した地震は、海底下ごく浅いところに多く発生

しているようである。 
(3)震央は 3つの固まりになっており、それらは地形の高まりに対応している。しかもそ
の深さ分布は非常に浅いことから、これらの地形の高まりの下では、活発な火成活動が

考えられる。中央海嶺の地形の高まりと、地震活動の関係は、アイスランド南西沖
Reykjanes海嶺での自然地震観測(渡邊ほか、1992）と調和的である。 
 
参考文献 
渡邊ほか、地震, 2, 45, 327-337. 
 

 









 



有珠山噴火に伴う地殻変動の観測研究 
西村裕一 

 

有珠山は 2000 年 3 月 31日に噴火を開始した．歴史時代のイベントと同様，噴火に伴
い大きな地殻変動が観測された．4 月中旬以降，地殻変動としては，西山火口群周辺の
隆起と，それに関連した有珠山西�南西山麓の押し出しが最も顕著なものとなった．我々
は，この西山火口群域と西山麓の変形に焦点をあて，EDM による辺長測量とセオドライ
トによる測角測量を続けてきた． 

辺長観測は，噴火開始直後に西山火口群から約 1km離れた道央自動車道虻田洞爺湖イ
ンターチェンジ付近にミラーを設置し，西方及び南方の２地点から測定を開始した．現
在は，西山火口群近傍も含め，計 16のターゲットを４カ所の光波基点から測定している．

うち２カ所の光波基点では，1時間間隔の連続観測を続けている． 
各観測点の変位ベクトルは，西山火口群域を中心にして常に外側を向く．また，変位

量は基本的には火口群に近いほど大きい．一方，各地点の変動速度は，時間と共に徐々
に低下していった．この低下の様子は，1977-1978 年の噴火時に見られたように 
coseismicな変化を示すことはなく，ほぼ連続的である． 
セオドライトによる辺角測量は，噴火中の火口がある隆起中心域の変動をモニターす

る，唯一の手段であった．我々は，３カ所の基点から建造物の変動を測り，同時に稜線
の形状変化を追った．同じターゲットを複数の基点から測定することにより，垂直変位
については精度を高め，水平変位については変位ベクトルを求めることができる．隆起

速度は，辺長変化と同様，時間と共に連続的に低下した．4月の中旬に約 50cm/day で隆
起していた地点の隆起速度は，7月中旬には約 2.5cm/day まで鈍化した． 
このように，有珠山西山麓の地殻変動は，すべての観測データが，観測開始以降は一

方的な鈍化傾向を示し，変動域が局在化してきた．そこで，6 月下旬以降，変動中心の
様子を明らかにするため，西山火口群ごく近傍にもミラーを設置した．各点の水平及び

垂直変位は，活発に噴煙を上げている NB 火口の南方，わかさいも泉工場付近の直下約
250m に圧力源をおいた場合の茂木モデルでほぼ説明できることがわかった． 
 

 

ニュージーランド北島の構造探査 
西村裕一 

 
ニュージーランドの北島には，南東から太平洋プレートが沈み込んでおり，島の中央

部では背弧が形成されている．島の中心にはカルデラ湖であるタウポ湖があり，そこか

ら北海岸にかけては地熱地帯が点在している（Taupo Volcanic Zone）． 
2001 年初頭，この北島を北西�南東に横断する測線を設け，大規模な構造探査が実施

された．参加機関は，ニュージーランド地質・核科学研究所，ビクトリア大学，ケンブ

リッジ大学及び北海道大学であった．測線長は 400km 以上にわたり，東半分は海域であ
る．北海道大学は，海域に14台の海底地震計を約 1カ月間投入し，エアガン及び陸上発
破の観測を実施した．さらに，タウポ湖にも２台の地震計を投入し，人工地震及び自然
地震の観測を実施した．なお，陸上には，他機関により約300台の地震計が配置された．



測線の概略図を下に示す．データ処理及び解釈は，平成 13年度以降，継続して実施する
予定． 

      
 
 

 

歴史時代の地震及び火山噴火に伴う津波痕跡の調査研究 
西村裕一 

 
北海道南西沖地震の発生等をきかっけに始めた堆積物の研究を，平成 12年度も継続的

に実施している．以下，この分野において平成 12年度に関わった研究対象を列挙する． 

・北海道東部の津波堆積物分布からみた歴史時代の巨大地震 
北海道大学環境科学研究科の平川教授らとの共同研究として，平成 13年度はさらに調
査を進める予定． 

・1640年北海道駒ヶ岳の噴火に伴う津波とその堆積物                      
通産省地質調査所（現，産業技術総合研究所），道立地質研究所との共同プロジェクト
として，津波発生源と推定されている駒ヶ岳東部の海域において地形調査を実施した． 

・1994年ラバウル噴火と津波 
平成 11年度に，同津波の痕跡調査を実施した．今年度は，主にデータのとりまとめと
採取した堆積物の粒度分布の分析等を実施した． 

 



有珠火山地域の3次元地震波速度構造 
 

鬼澤真也・大島弘光・森済・前川徳光・一柳昌義・岡田弘 
 

 2000年有珠火山噴火活動ではこれまでの有史以来の活動と同様に活発な地震活動を伴
った．北海道大学有珠火山観測所，気象庁の定常観測点に加え，特に噴火開始後の4月以
来，大学総合観測班，気象庁によって精力的に臨時観測点が整備され，多数の地震がと
らえられた．この観測網でとらえられた地震の走時デ－タを用い，有珠火山のマグマ供

給システムの推定，マグマ移動や噴火発生の場の把握を目的とした地震波速度構造の推
定のために3次元P波，S波速度インバ－ジョンを行った．対象領域は，震源分布，観測点
配置から，有珠火山体の広がりをおおう，おおよそ洞爺湖南岸から内浦湾にかけての深

さ6km程度までである． 
 火山地域を対象とした3次元速度インバ－ジョンでは数10msecオ－ダ－の精度での解析
になるため，良質なデ－タの選択が望まれる．しかし現段階では初動再検測を行ったイ
ベントの数が十分ではないため，(1)少量ではあるが再検測を行ったデ－タセット，およ
び(2)取捨選択を行っていない大量のデ－タセット，の2とおりを用いて解析を行った．こ

こではそれらの解析結果をもとに大局的な構造について記す．なお，用いた観測点数は
33点，地震数，波線数は，(1)が174個，P波2674本，S波1771本，(2)が896個，P波10294
本，S波5441本である．速度を求めるグリッドの間隔は，深さ方向は2 km，水平方向につ

いては2kmから3kmの数パタ－ンで行っている． 
 得られたP波，S波速度構造の特徴は以下のようなものである．まず地表付近の最浅部で
は，ほぼ有珠火山体に対応する領域で高速度異常が見られ，それを取り囲むむように低

速度地域が分布する．ただし高速度領域の中心は山頂よりむしろやや南西麓にすれてい
るようである．深さ2-4kmでは大局的に洞爺湖側から内浦湾方向に向けて高速度から低速
度なっている．この結果はMatsushima et al. (1997)のMT法によって検出され，先新第三系
に対応すると解釈された高比抵抗層が内浦湾へ向けて深くなっていること，重力異常が
内浦湾に向けて負になっていること(和田ほか，1988)と整合的である．また深さ6kmでは
有珠火山下に低速度領域が現れた．この位置は噴火前兆地震初期の震源位置とほぼ対応

し，また噴火後では地震の空白域となっていることからマグマ溜まりの位置を考える上
で非常に興味深い．ただし，現在用いているデ－タセットで解析可能な領域のほぼ下限
になっているため，今後，良質のデ－タセットによる解析での確認が必要である． 
 
謝辞: この研究は活動の期間中，観測網の整備やデ－タ処理に尽力して頂いた大学総合

観測班，気象庁のみなさまのおかげで行うことができた．ここに記して感謝致します． 



西山新山地域における人工地震探査 
 

大島弘光・鬼澤真也・前川徳光・鈴木敦生・岡田弘・九州大学・応用地質（株） 
 

2000年3月末に始まる有珠山の噴火活動は金毘羅山および西山西麓地域を活動域とし，
この地域に多くの火口が開口し，小規模な水蒸気爆発が頻繁に繰り返されるとともに，
広い範囲にわたって地盤が隆起した．西山火口域は約80m隆起し，標高約190mの潜在ド
－ム（屋根山）が形成され，この地下浅部にマグマの貫入が推定された．また，夥しい

数の水蒸気爆発は地下浅部に発達した地下水系を想定させた． 
この地下水系の解明や貫入マグマ検出の可能性を探ること目的に，2000年12月17日

�21日にかけて，人工地震探査を実施した．探査測線は西山Ｂ火口を中心に隆起域を横

断するようにCDPケ－ブルを配置し，屈折法および反射法による探査を行った．測線長
は885mで上下動地震計（L22D，2Hz）は15m間隔で設置した．屈折法探査では測線両端
および測線中心に，反射法では30m間隔で発破点を設けた．また，アレイ観測のために
測線北端にはこれに平行する測線、直交する測線で水平動地震計（L22D，2Hz）をそれ
ぞれ６点、15m間隔に設置した．デ－タ収録にはストラトバイザ－探鉱装置を使用し，

夜間にはトリガ－モ－ドで自然地震の観測を試験的に行った． 
屈折法の解析深度はおよそ200mで，５層構造が得られた．求められた速度は薄い最上

層が0.5km/sec未満，最下層が2.0～2.5km/secである．最下層は北から南に向かって緩く傾

いた構造を示し，北側では新規安山岩，南側は外輪山溶岩と考えられる．反射断面では
西山B火口の直下200mの深さに連続性のよい顕著な反射面が認められた．この反射面は
全体として盆状構造を示し，最深部にあたる西山B火口の北側でマグマの貫入による変形

を示唆するように反射面はド－ム状を呈している．この反射面は地質層序や反射記録か
ら低速度な下部更新統の可能性が示唆され，頻繁な水蒸気爆発を維持した地下水は200m
以深と推定されたこの下部更新統から供給されていたと考えられる． 









 



有珠山周辺での水位の長期および短期変化 
                              鈴木敦生 
1. はじめに 
 有珠山周辺には、明治 43年の噴火後に発見された洞爺湖温泉、壮瞥温泉を始めとして
数多くの温泉井がある。地下水も飲料水、農業用水、工業用水として多くの地域で開発･
利用されており、水井戸も数多く分布している。私は 1977 年の噴火後から次の噴火に
至るまでの噴火準備期間における井戸水位の変化を調べる目的で、定期的に有珠山東麓
にある昭和新山の北側と南側の井戸で水位観測を実施してきた。そのような中で、昨年

有珠山が 23年ぶりに噴火し、噴火活動に伴う水位変化をとらえることに成功した。本報
告では有珠山での観測井水位の長期変化と 2000 年 3 月に起こった有珠山噴火前後にお
ける水位の短期変化について報告する。 
 
2. 観測井および観測方法 
 有珠山の周辺では、ＳＨＯ�Ｎ観測井とＧＳ�Ｒ１観測井の２つの観測井がある（図1）。
ＳＨＯ�Ｎ観測井は、標高 140m、井戸の深さ 1271m、井戸の口径 16.5cmで、ストレー
ナ深度は 570~1271m である。ＧＳ�Ｒ１観測井は、標高 190m、井戸の深さ 375.56m、

井戸の口径 9.8cm で、ストレーナ深度は 205~230m、335~372.5mの 2ケ所である。Ｓ
ＨＯ�Ｎ観測井のケーシングの上面は、地面から 5.5cmの高さにあり、ＧＳ�Ｒ１観測井
のケーシングの上面は、地面から 66cm の高さにある。観測井の水位は、ケーシングの

上面を基準として手製水位計（5m間隔）とアルフア光学（株）製ロープ式水位計（ 300m）
で計測した。 
 
3. 観測結果 
ＧＳ�Ｒ１観測井の水位は、1977 年 12月から計測が行われている（図2）。ＧＳ�Ｒ１

観測井の水位は、前回の噴火後の 1977年から 1983 年に 43m 下がり、1984年からは逆
に上昇に転じた。1993年から 1994年にかけて北海道近傍で発生した 4つの大きな地震
（釧路沖地震、北海道南西沖地震、北海道東方沖地震、三陸はるか沖地震）の際には合
計で 3.9m 程下降した。その後水位は上昇を始め、短時間のうちに 4つの地震に伴う下
降量を回復した。地震直前の 1991 年頃の水位上昇速度と地震後の 1995年頃の水位上昇
速度を比較すると、明らかに 1995 年時点での水位上昇速度の方が大きいことが分かる

（1991 年度：約 0.59m/year、1995 年度：約 2.1m/year）。2000 年 3 月 31 日の噴火前
後（3月 10日-5 月 12 日）では約 3m下降した。ＳＨＯ�Ｎ観測井の水位は、1984年 6
月から観測している（図 3）。ＳＨＯ�Ｎ観測井の水位は、2000年 3月 10日には約-83m
であったが、3月 31日の噴火後 4 月 3日には自噴した。その後、4 月 30日には自噴が
止まり、急速に水位が下がり始めた。 

 
4. おわりに 
 ＧＳ�Ｒ１観測井の水位は、1977年から1983年に43m下がり、1984年からは水位が上

がる傾向が2回見られた。ＳＨＯ�Ｎ観測井の水位は、2000年3月10日には約-83mであっ
たが、3月31日の噴火後4月3日には自噴した。1993年から1994年にかけて、この2つの
井戸の水位変化を比較すると、4つの地震の震源からは両井戸とも同程度の距離にあるに

もかかわらず、井戸の深さやわずかな位置の違いによって水位の変化が大きく異なる 



 



有珠火山における電磁気観測 
 

西田泰典，茂木透，佐藤秀幸，谷元健剛，佐波瑞恵，高田真秀（北大・理）， 
田中良和，橋本武志，宇津木充（京大・理），笹井洋一（東大地震研）  

 
 電磁気観測は，噴火前日の3月 30日より，オーバーハウザー型磁力計による全磁力観

測３地点，地電位変動観測２地点において開始された．最初に置いた全磁力観測点３点
は，設置時点では噴火地点がわらなかったため，たまたま，その１点（C1観測点）は西

山火口と金毘羅山火口との中間で，西山火口群から数百メートルの地点になった．他の
2点は洞爺湖湖岸，有珠山南麓で，火口からは4ｋｍ以上も離れたところになってしまっ
た．4 月上旬以降，京大阿蘇火山研や東大地震研の協力を得て，順次プロトン磁力計を
設置し全磁力観測点を増設し，7月末現在９台により観測している． 
短基線（基線長 50～200m）による地電位変動観測点は，最初 C1 地点と有珠山南麓で

始めたが，その後観測点を順次増やしており，現在は６地点において観測中である．こ

の観測では，電極として鉛管を用い，それを1m深の穴の中に導電性ゲルと共に埋設して
いる．また，１月毎に銅・硫酸銅電極により設置電極間の電位差を測定し，設置電極の
ドリフトの影響を調べている．6月中旬までは，火口から 1ｋｍ以内の立ち入り禁止処置

が続いたため，観測機材の大半はその外側に設置された．7 月には立ち入り規制も緩和
されたので，火口から 500ｍ位の距離での全磁力観測も可能となり，その範囲に３点設
置した．火口近くに置かれていた C1観測点のデータも無事回収され，全磁力観測は 5月

16日まで，地電位変動観測は回収時までの記録が得られた． 
全磁力の変化は，火口に近い C1地点では，設置直後から１週間位の間に数ｎT程度の

変化が見られた．その後全磁力は大きくなり，5 月初めまでに 50ｎT 位の変化が見られ
た．降り積もった火山灰の影響や地殻変動の影響等も考えられるが，火山活動との関連
も考えられる．他の地点では目立った変化は見られていない． 

地電位変動観測では，C1地点の地電位差が 0.5mV/m程度の変化が 5月上旬まで繰り返
し見られる．その後は，パルス状の変化が時々見られるが長い時間にわたる変化はほと
んど見られない． 

5 月中旬には，火口西側約 1.5ｋｍの地点から送信し，西山火口に対して対称な地点に
ある小有珠西麓で受信するダイポール・ダイポール探査を実施した．送受信点間距離が
3.5ｋｍもあり，しかも電流通過地域が低比抵抗であることが予測されたので，ダイポー
ル長を 100～200ｍとし，十分大きな電流（10Ａ）を送信した．その結果，観測点では 20
μV の電位差が観測され，見掛け比抵抗は12Ωmと見積もることができた． 
7 月上旬には噴火地点を取り囲むように設置した９測点においてMT探査を行った．MT

探査では 384Hzから 0.001Hzまでの電場・磁場を観測し，見掛け比抵抗およびインダク
ションベクトルを求めている． 
今回の観測では，プロトン磁力計，地電位変動観測共に，携帯電話によるテレメータ

をはじめて使うことができるようになった．これにより，今後，携帯電話の通じる火山
の観測では，随時データを見ることが可能となり，これらのデータによる活動予測を迅
速に行うことができるであろう． 



十勝沖・根室沖大地震予知のための電磁気観測 
 

茂木 透，高田真秀，笠原 稔（北海道大学地震火山研究観測センター）， 
山口 透（理化学研究所），長尾年恭（東海大学地震予知研究センター） 

 
北海道大学では，1996年２月より道東の虹別（NIJ）および 6月からえりも（ERM）

において地電位変動観測およびフラックスゲート磁力計による地磁気変動観測を行って
きた．虹別では長基線６本（基線長 5～10km），短基線６本（長さ 100m程度）で地電
位変動観測をしており，えりもでは当初は長基線５本，短基線５本で地電位変動観測を

していたが，電話線の光ケーブル化がすすみ，現在，長基線は１本のみ観測可能である．
えりもの短基線の一方の電極は，地殻変動観測抗内に設置されている． 
 2000 年 8 月には，北海道大学と理化学研究所地震国際フロンティア研究とが共同で，
根室（NMR），厚岸（AKK），浦幌（URH）にも観測設備を設置した．この新設地域で
は，それぞれの地域にある北海道大学の地震・地殻変動観測所とそれから 5～10kmの離

れた２地点，合計３箇所づつ，互いに直交する２方向に短基線（長さ 50～100m程度）
を置いた．このように複数の観測点を置くことにより，観測された地電位変動が局地的
な変動であるのか地域的な広がりをもった変動であるのかを判断できると考えられる．

また，各電線，電極は 1m 位の間隔で平行に２本づつ置き，両方の変動が同じであるこ
とをチェックすることにより，個々の電極により発生するノイズを調べられるようにし
た．長基線による観測は，観測点間を結ぶ電話線を用いて行っている．現在は，根室１
本，浦幌１本である．また，浦幌には 12月にフラックスゲート磁力計を設置した． 
 観測に用いているロガーは，アドシステム製 SES93（NIJ，ERM）および SES96（URH
の瀬多来）および白山工業製 LS3300（他のすべての点）を用いている．現在のところ，

データはほとんどの地点で 10秒サンプリングであるが，浦幌の磁力計データのみ１秒サ
ンプリングである．データは，北海道大学および理化学研究所において 1日毎にダイア
ルアップで吸い上げている． 
 根室地域は 8 月 11 日から観測を始めたが，その直後 8 月 16 日に北海道東方沖地震
（M5.9）が起こった．この地震に対しては，根室地域の２箇所（もう１箇所は測定器不
良により欠測）で地震発生直後に地電位変動が見られた．地震の発生時刻は 5:20:44，北

大の根室観測所での地震波の到着時刻は 5:21:02 である．その時は１秒サンプリングで
観測していた根室東観測点での地電位変動の開始時間は 5:21:14と 12秒の違いがみられ

た．変動の大きさは，南北方向で 2ｍV，東西方向で 0.5mV 程であった．また根室西観
測点では，こちらは 10秒サンプリングであるが，5:21:11の値が，南北方向で 1mV，東
西方向で 5mV程変化した．地震発生直後の地電位変動は，スマトラ断層での観測でも見

られており，ほぼ地震波の到着時刻と同じ時に起こると考えられている（茂木・他，1999）．
今回の場合，根室東観測点の方が震源に近く地震波は観測所より早く届いたと考えられ
るにもかかわらず，12秒も遅れているのは時計が遅れていた可能性が大きい．この地震

の前には目立った地電位変動は見られなかった． 
 



韓国での MT・GDS観測 
 

茂木透（北大・理），中田正夫（九大・理），福岡晃一郎（九大・工），Song Yoon Ho, Chung 
Seung Hwan(KIGAM) and Min Kyung Duck(Yonsei Univ.) 
 
 九州北西部地域から韓半島にかけては，広い範囲にわたり海洋島型玄武岩の活動がみ
られ，その活動はその地域にマントルアップウェリングが存在していることを示唆して
いると考えられている．実際，九州西方地域では，下部地殻～上部マントルの深度にお

いて，高電気伝導度層や低地震波速度層が存在することが示されている．済州島や韓半
島北部にも広域にわたる玄武岩の分布が知られており，このような構造が韓半島や黄海
地域でどのように広がっているのかを議論するために，済州島および韓半島においてMT

および GDS観測を行った． 
観測は，これまで済州島２地点，韓半島６地点で行われた．上部マントルまでの構造

を議論するために，ELF 帯から周期 15000 秒までの電場，磁場変動を観測した．観測期

間は各測点で約２ヶ月とした． 
３成分磁場変動観測より周期 20秒から 15000秒の間でスペクトルを求め，最小２乗法

により磁場変換関数およびインダクションベクトルを求めた．インダクションベクトル
の大きさは，ほとんど場所で 0.2以下と小さく，一般に長周期ほど小さくなる傾向が見
られた．ベクトルの方向は,短周期では半島内陸部や南岸で東～南東方向，半島西岸では

西向きとなった．済州島では東部では南東，西部では南西を向く．長周期では西岸，済
州島西部で南を向く以外は，他の地点ではほぼ南東方向を向く．地下構造を適当な層構
造と仮定して，この地域の海の影響を調べたShimoizumi(1996)の数値モデル計算による

と，長周期ではインダクションベクトルほぼ南東を向く傾向が得られており，観測結果
の多くは海の影響で説明できるのであろう．しかし，西岸地域等では必ずしもそれに一
致しないので，高電気伝導度構造が半島西方に存在する可能性がある． 
MT 観測では，電場のデータにノイズが非常に多く，伝統的な最小２乗法によるデータ

処理法では，意味のある見掛比抵抗や位相差が求められなかった．それで，M 推定法を
基にしたスペクトルのロバストスッタッキング(Sutarno and Vozoff, 1991)や電場・磁

場マトリックスの SVD によるノイズ分離(Jupp, 1977)等を試み，8 測点の内５測点では
解析に耐えうる値が求められた．各測点において層構造を仮定したインバージョンを行
ったところ，済州島や半島内陸で下部地殻ないし上部マントルの深部に高電気伝導層が

存在を示す結果が得られた． 
 



スマトラ断層での地電位変動観測 
 

茂木透（北海道大学大学院理学研究科），田中良和（京都大学大学院理学研究科）， 
Edy M. Arsadi, Djedi S. Widarto (インドネシア科学院地球工学研究開発センター), 

長尾年恭（東海大地震予知研究センター），上田誠也（理化学研究所） 
 

1997 年 9月から，理研地震国際フロンティア研究の下で，インドネシア科学院地球工
学研究開発センター（RDCG･LIPI）と共同でインドネシア・スマトラ島にあるリワ地域
で地電位差変動観測を行っている．初期の結果については，茂木・他，1998，茂木・他，
1999，Mogi et al. 2000 等で報告してきた．その後，観測機材の不調等により十分なデー
タが得られなかったが，1998 年 9月末より機材を整備し，地電位差観測に加えて各測点

で地震観測および雨量観測も開始した．また，サンプリング間隔も 97年は 10秒間隔で
あったが，それを１秒間隔にした．しかし，１秒間隔のサンプリングで観測を維持する
のは，現地の電力事情からバッテリーの供給が間に合わず，なかなか困難であった．2000
年 8 月に太陽電池を設置することができ，この問題も解決し，それ以降は１秒値がほぼ
連続して取得されている． 
リワ地域はスマトラ島南部にあり，総延長 1700kmにも及ぶスマトラ断層の上に位置し

ている．本地域では，1994 年に Ms=7.2の地震が起こり(Widiwijayanti et al.,1996)，200人
以上の犠牲者を出すなど大きな被害が生じた．この地域ではその前には 1933 年にも
Ms=7.5の地震が起こっており，数十年のサイクルで大地震が発生している．スマトラ断

層は，インド洋プレートがバンダアークの西部にあたるスマトラ島の下にほぼ北に向か
って沈み込んでいるために，それに引きずられるように動く右横ずれ断層で，スリップ
レートは北部では 23±3mm/yr，南部で 6±4mm/yr と見積もられている(Bellier and 
Sebrier,1994)．地震は，スマトラ断層上にも発生することもあるが，スマトラ島の西方海
上で多く発生している． 
地電位変動観測は，リワの町から 5km位離れている LIPI の観測所を根拠地にして，そ

の近傍に A siteを設け，それぞれ 5～10km 離れた所に B（北東）,C（南東）,D（西） ,E
（北西）siteを設置した．それぞれの測点において，電極間の距離は約 85mとし，南北，

東西方向の電極を２組づつ設置し各電極が個々に発生するノイズはチェックできるよう
にした．また，両方の中心電極の変化をチェックするために，それから１ｍ位離れたと
ころに補助電極を置き，それらの間の電位も測定することにした．A site にはフラックス

ゲート磁力計を置き，磁場の変動も観測している．電極には表面に塩化物を付着した鉛
管を用い，深さ１ｍ位の穴の中に導電性接地低減剤（チコーゲル）を入れ，その中に電
極を設置した．データは 10秒サンプリングとし，その記録には白山工業製 LS3300型ロ

ガーのメモリーを 20MB に拡張して用いている．また，各点には地震計と雨量計とを設
置している．地震計は上下動だけの観測で，１秒サンプリングなので，地震波の到来は
分るが，波形データは取れていない． 
これまでに，数多くの co-seismicな地電位変動が観測されている．M7クラスの地震の

場合は震央距離が 1000km位でも変動が観測された．また，数十 km以下のような近くで
起こる場合は，M4.5 位でも変動が観測された例がある． 



 
追加重力観測+新規データによる構造解析日高、道南周辺における地殻構造解析 

                               山本明彦 
 
えりもにおける重力連続観測co-(pre-)seismic な重力時間変化の検出 

山本明彦 
西南日本における重力データベースの構築稠密データベースの作成と局所構造・伏在断
層の抽出 

山本明彦 
 
アンデス重力解析精密地形データの作成と地形補正後の重力分布構築 

山本明彦 
 



広帯域 MT法による北海道日高山脈周辺地域における比抵抗構造探査 

 
佐藤秀幸，西田泰典，茂木透，高田真秀，谷元健剛，杉崎康広（北大・理）， 

地殻比抵抗研究グループ 
 
地殻比抵抗研究グループでは，穂別町から日高山脈を横断して浦幌町にいたる約150km

の測線上で，広帯域ＭＴ法を用いた比抵抗構造探査を実施した。この測線中央部に位置
する日高山脈は，地質学的研究から後期中新世に始まる千島弧と東北日本弧の衝突によ
って形成されたと考えられている。さらにこの衝突は日高山脈下で発生する地震活動の

分布から，現在も日高主衝上断層を接触面して千島外弧と北部東北日本外弧の衝突とい
う形で継続していると考えられている。この衝突帯の形成プロセスおよびメカニズムを
解明するために，最近人工地震を使った屈折法地震探査・反射法地震探査による構造探
査が精力的になされている。伊藤ほか(1998) は反射法地震探査の結果から，この衝突帯
では下部地殻が上下に分離するデラミネーションが起こっているのではないか，という

解釈をしている。一方日高山脈およびその周辺で発生する地震活動は浦河沖から日高山
脈西部にかけて見られ，深さ 20－40km に集中しており，15km より浅い場所ではほとん
ど見られない（森谷ほか，1997）。注目すべきことは，深発地震面よりは浅いが地殻内部

よりは深い，マントル内部深さ30－65kmに存在する地震活動である。ここで発生する地
震の震源分布が，三次元地震波速度トモグラフィーで得られている低速度領域と，よく
対応していることは非常に興味深い（Miyamachi and Moriya，1984，勝俣ほか，私信）。
日高衝突帯において地下浅部から深部までの詳細な比抵抗構造を求めることで，地震発
生の場としての状態を把握し，あわせて地震発生機構理解の一助になると思われる。 
 観測は 2000年 7月 25日から 8月 3日に行われた。観測点は 24点配置し，GPS時計同

期の 13台の広帯域 MT観測装置（北海道大学，地質調査所，東京工業大学所有のMTU5お
よび MTU2-E）を使用した。全ての観測点において電磁場5成分の測定を行った。記録の
解析にあたっては，各観測点近傍の電磁気的ノイズを避けるため，これらの測点のうち

ノイズが比較的小さな点を参照点にして，リモートリファレンス処理を行った。 
 主軸を N20°Wにとった場合の各観測点で得られた見掛け比抵抗および位相差は，いく
つかの観測点で数－10 秒でみだれが見えるほかは，ほとんどの観測点でＳ／Ｎが良く，

エラーバーがほとんど見えない。短周期帯の見掛け比抵抗は脊梁付近にある観測点では
100Ω･m 以上を示すが，他は 100Ω･m 以下である。これは脊梁両翼部の表層に分布する

新第三系や蛇紋岩帯などが，低比抵抗であることを示している。さらに十勝平野中央部
に位置する測点での見掛け比抵抗は，1－10 秒の周期帯で数Ω･mという極小値をとって
いる。これは十勝平野の堆積盆地を形成している新第三系の堆積層が厚いこと，そして

その下部に高比抵抗層が存在することを示唆している。一方，最も脊梁に近い測点では
短周期から長周期にわたり見掛け比抵抗が 300－500Ω･m，位相も45°とほとんど変化が
ない。しかし，脊梁東側の測点の見掛け比抵抗（XY）は長周期になるにつれて低比抵抗

を示し，位相も高くなる。これは，東側では高比抵抗層の下部に低比抵抗層が存在する
ことを示している。千島弧下部地殻が脊梁浅部の高比抵抗層であり，それが東側深部ま
で分布しているとすれば，Tsumura et al.(1999)が解釈しているように，衝突している
千島弧の下部地殻より深部までの情報を得たことになる。 



２．研究業績 
 

笠原稔 
１．主な観測の概要  
研究観測地域、有珠山 
目的、２０００年噴火前および噴火後のＧＰＳによる地殻変動観測 
内容・成果概要（数行程度）、 
参加者 北大：笠原稔、高橋浩晃、岡山宗夫、一柳昌義，北海道地質研究所、東北大

学理学研究科、東京大学地震研究所、名古屋大学理学研究科、九州大学理学研究科 
事業名、有珠山２０００年噴火観測 一部科研費、一部定常費 
 

研究観測地域、アラスカ、 
 目的、Ｏｋｍｏｋカルデラの地殻変動観測 
 内容・成果概要  
 参加者 北大：宮城洋介、笠原稔[後方支援]、東北大学理学研究科、名古屋大学理学
研究科 

   
２．発表論文 
長郁夫、一柳昌義、笠原稔、中西一郎、佐藤魂夫：地震計観測網をはずれた近距離地震

のモーメントテンソル解-北海道周辺の地震（ＭＪＭＡ３.７-８.１）に対する検討-、北
大地球物理学研究報告、６４、133-153、２００１ 

高橋浩晃、一柳昌義、田村慎、ワイダカ フンジャ、笠原稔：屈斜路カルデラにおける
稠密ＧＰＳ観測、北大地球物理学研究報告、６４、155-１64、２００１ 

一柳昌義、田村慎、笠原稔：広域地震観測網で得られた有珠山２０００年噴火に伴う地
震活動とＰ波初動メカニズム解の決定、北大地球物理学研究報告、６４、115-１31、

２００１ 
岡崎紀俊、一柳昌義、エフゲニイ ゴルディエフ、笠原稔：北海道駒ケ岳火口近傍にお
ける臨時高感度地震観測-1999年5月20日�6月1日-、北大地球物理学研究報告、６４、

115-１31、２００１ 
 

３．学会発表 

Minoru Kasahara: Recent topics of seismicity and tectonics in and around Hokkaido. 
The 2nd International Seismo-Volcanic workshop on North-Japanese, 

Kurile-Kamchatkan, and Aleutian Alaskan Subduction Process, July 1-7, 2000, in 
Onuma and Sapporo, Hokkaido 

V.Saltykov, V.Chebrov, V.Sinitsyn, E.Gordeev, M.Kasahara, M.Okayama, M.Takada, 

K.Onoue, and N.Seto. Variations of the high-frequency seismic noise as 
intermediate-term precursor of strong earthquakes, The 2nd International 
Seismo-Volcanic workshop on North-Japanese, Kurile-Kamchatkan, and Aleutian 

Alaskan Subduction Process, July 1-7, 2000, in Onuma and Sapporo, Hokkaido 
Minoru Kasahara, Hiroaki Takahashi, Makoto Tamura, Fumiaki Kimata, Satosjhi Miura, 



Alexei Ivashchenko, Nikolay Vasilenko, Chun-Un Kim, and Rak-Se Sen: 
Seismotectonics in the northern part of Hokkaidoand southern part of Sakhalin, 

International Workshop on Global Change�Connection to the Arctic--, August 23-25, 
2000 in Sendai  

Kei Katsumata, Naoto Wada and Minoru Kasahara: Microearthquake seismicity at 
Tohoku-Kurile arc-arc junction, 2nd International Workshop on Global 
Change�Connection to the Arctic--, January 25-26, 2001 in Sapporo 

Hiroaki Takahashi, Noritoshi Okazaki, and Minoru Kasahara: Crustal deformation 

related to the 2000 Usu eruption, 2nd International Workshop on Global 
Change�Connection to the Arctic--, January 25-26, 2001 in Sapporo  

Mikahal Gerasimenko, Minoru Kasahara and Nikolay Shestakov: Monitoring of crustal 

movements in Primorsky Lrai, Far Eastern Siberia, by using GPS, 2 nd International 
Workshop on Global Change�Connection to the Arctic--, January 25-26, 2001 in 
Sapporo 

 
４．取得研究費 
研究種目，科学研究費補助金（地域連携推進研究費（２）） 
題目，石狩低地帯北部の地震活動と活構造の関係に関する研究 
代表者，笠原稔 

金額． ６０，３００ 千円 
 
５．社会活動 （各種委員会の委員，予知連，協議会委員等） 

地震調査研究推進本部地震調査委員会委員、地震予知連絡会委員、噴火予知連絡会臨
時委員、日本学術会議測地学研連委員、北海道防災会議地震専門部会委員、 

 
６．会議参加 
月例（第2水曜日）地震調査委員会出席 
有珠山関連噴火予知連絡会現地会議出席 

定例（5月,8月,11月,2月第3月曜日）地震予知連絡会出席 
 
本谷義信 

２．発表論文 
本谷義信 浦河周辺の地震活動(1885－2000年)，北大地球物理研究報告，64, p.183-193．，
2001 

Motoya Y.,Seismicity  monitoring based on time intervals between successive 
earthquakes, Jour.Fac.Sci.,Hokkaiodo Univ.,Ser.VII,11(5),753-763.2001, 

 
５．社会活動 
国際地震工学研修生10名にセンター案内と講義（９月２８日）。 

 
６．会議参加 



第134回地震予知連絡会（８月２１日）（笠原代理） 
 

勝俣啓 
１．主な観測の概要 
（１）有珠山噴火関連 

３月２８～３１日 岡山・勝俣・和田 
臨時地震観測点設置（三豊）、NTT専用回線 

４月２～３日 岡山・勝俣 

臨時地震観測点設置（花輪小学校）、VSAT衛星回線 
４月１１～１３日 勝俣・和田（北大）、 

小屋口・綿田・功刀・三浦・今中（地震研） 

     微気圧計設置（サイロ展望台、三豊）、 
電場計設置（サイロ展望台、三豊、伊達） 

（２）鳥取県西部地震関連 

  １０月６日に発生した鳥取県西部地震（M7.3）の余震を５７台の長期連続記録型DAT
レコーダ（クローバテック社製）を用いて観測した。参加大学は京都大学、東京大学地
震研究所、東北大学、愛媛大学、北海道大学などであった。北大からは、勝俣と和田（博
士課程１年）が参加した。 

１０月１０～１４日 勝俣・和田 

      鳥取県西部地震の余震観測、DAT＋Lenartz１Hz 地震計５セット、 
オートキャンプ場、大川内、大木屋、鷹入の滝、卯月 

１２月４～６日 勝俣・和田 

      鳥取県西部地震余震観測、DAT撤収作業 

 
高橋浩晃 
１．主な観測の概要 
（１）研究観測地域：有珠山 

目的：有珠山 GPS観測 

内容・研究成果：有珠山２０００年噴火にかかる緊急GPS観測 
参加者：高橋浩晃・森済・笠原稔・北海道立地質研究所・東京大学地震研究所・東
北大学理学研究科・九州大学理学研究院・気象庁気象研究所 

事業名：火山噴火予知研究 
研究費：文部省科学研究費突発災害 

（２）研究観測地域：ケニア共和国 

目的：アフリカ大地溝帯GPS観測 
内容：１９９６年に設置したリフトバレーGPS観測網再測およぶケニア測量地図学院
第３国研修講師 
参加者：高橋浩晃・ワイダカフンジャ・ケニア測量地図学院・建設省国土地理院・
交際協力事業団 

事業名：なし 
研究費：国際協力事業団 



（３）研究観測地域：鳥取県西部 
目的：鳥取県西部地震に掛かる GPS緊急観測 

内容・研究成果：平成１２年鳥取県西部地震の余効変動観測のための緊急 GPS 観測
点を神戸大学とのチームで３点設置 
参加者：高橋浩晃・京都大学防災研究所・名古屋大学理学研究科・高知大学理学部・
神戸大学理学部・東京大学地震研究所 
事業名：地震予知計画 
研究費：地震予知研究計画校費 

（４）研究観測地域：十勝岳 
目的：十勝岳火口域稠密GPS観測 
内容・成果概要：１９９６年に火口周辺に設置した GPS 観測網１２点の再測．１９

９８年までのデータでは特に目立った地殻変動は観測されていない． 
参加者：高橋浩晃・一柳昌義・北海道立地質研究所・札幌管区気象台・旭川地方気
象台 

事業名：なし 
研究費名：校費（助手旅費） 

（５）研究観測地域：雌阿寒岳 
目的：雌阿寒岳GPS観測 
内容・研究成果：１９９９年に設置した GPS 観測網１３点の再測．設置以来２度目

の観測． 
参加者：高橋浩晃・丸山保洋・福田淳一・北海道立地質研究所 
事業名：なし 

研究費名：校費（助手旅費） 
（６）研究観測地域：北海道駒ケ岳 

目的：GPS試験観測アレー実施 
内容・研究成果：マグマ溜りの深さおよび変化に感度を持たせた GPS アレー試験観
測線の設置．駒ケ岳登山道６合目，自然休養林看板，カウベル上，カウベル，ちゃ
っぷりん館，NKNS に観測点を新設．受信機は北海道立地質研究所のものを使用． 

参加者：高橋浩晃・北海道立地質研究所 
事業名：なし 
研究費名：委任経理金 

 
２．発表論文 

金曾貴之・小山順二・森谷武男・高橋浩晃，高速サンプリング GPS 観測のノイズ評

価，地震 2，53, 221-230, 2001． 
Kaneso Takayuki, Junji Koyama, Takeo Moriya and Hiroaki Takahashi, GPS 
Measurement at summit peaks of the Taisetsu mountains, Central Hokkaido, 
Japan, Earth Planets and Space, 52, 1019-1021, 2000. 

高橋浩晃，一柳昌義，田村慎，ワイダカフンジャ，笠原稔（2001）:屈斜路カルデラ

における稠密 GPS観測，北海道大学地球物理学研究報告，64, 155-164． 
 



３．学会発表 
高橋浩晃，岡崎紀俊，石丸聡，森済，中尾茂，三浦哲，加藤照之，松島健，渡邉篤

志，木股文昭，笠原稔（2000）：GPS観測による 2000年有珠山噴火前後の地殻変動
-2 周波受信機による観測，日本火山学会予稿集，41，2，2000．  

高橋浩晃，岡崎紀俊，石丸聡，森済，中尾茂，三浦哲，加藤照之，松島健，渡邉篤
志，木股文昭，笠原稔（2000）：GPS観測による 2000年有珠山噴火前後の地殻変動，
日本測地学会講演予稿集，55-56．  

岡崎紀俊，高橋浩晃，笠原稔，石丸聡，森済（2000）：GPS観測による 2000年有珠山

噴火前後の地殻変動-1 周波受信機による観測-，日本火山学会予稿集，2，168． 
H. Takahashi, N. Okazaki, S. Ishimaru, H. Y. Mori, S. Nakao, S. Miura, T. Kato, 
T. Matsushima, A. Watanabe, F. Kimata, and M. KasaharaGPS observation of the 

2000 eruption of Usu volcano, (2)Absolute far field displacement by dual 
frequencies GPS receivers, Western Pacific Geophysical Meeting, Tokyo, 2000. 

 

５．社会活動 
日本測地学会広報委員 
国際協力事業団域外講師 
 

島村英紀 

２．発表論文 
Mochizuki, M. ; Brandsdottir, B. ; Shiobara, H. ; Gudmundsson, G. ; Stefansson, 
R. ; Shimamura, H.,  2000, Detailed distribution of microearthquakes along the 

northern Reykjanes Ridge, off SW-Iceland, Geophys. Res. Lett. Vol. 27 , No. 13 
, 1945-1948. 

Ito, S., Hino, R., Matsumoto, S., Shiobara, H., Shimamura, H., Kanazawa, T., Sato, 
T., Kasahara, J., and Hasegawa, A., 2000, Deep seismic structure of the 
seismogenic plate boundary in the off-Sanriku region, northern Japan, 
Tectonophysics, 319, 261-274. 

 
５．社会活動 
ポーランド科学アカデミー外国人会員 

国立極地研究所・運営協議委員会・運営協議員（地学部会長） 
国立極地研究所・地学専門委員会・委員長  
日本学術会議・極地研究連絡委員会・委員（委員長） 

東京大学・地震研究所・地震予知研究協議会・委員 
第一管区海上保安本部・沿岸防災情報図整備推進委員会・委員長  
社団法人日本地震学会・評議員、代議員 
 
高波鐵夫 

１．主な観測の概要 
（１）ノルウェー，アイスランド沖での制御地震による海底地震観測(6月 5日－6月 30



日) 
（２）日高ー釧路沖での海底地震観測（設置航海：7月 18日－7月 28日） 

 日高ー釧路沖での海底地震観測（回収航海：9月 24日－10月 2日） 
   日高ー釧路沖での海底地震観測（第２次回収航海：10 月 24日－10 月 26日） 

 
２．発表論文 
T.Takanami, I.S.Sacks, and A. Hasegawa, Attenuation structure beneath the 
northeastern Japan arc from broadband seismograms, Physics of the Earth and 

Planetary Interiors, 1 2 1 , 339-357, 2000. 
T. Takanami, and G. Kitagawa, Modern signal extraction methods in computational 
seismology, J. Fac. Sci. Hokkaido Univ., Ser.  VII, 1 1 ,725-738, 2000. 

 
３．学会発表 
高波鐵夫，村井芳夫，塩原肇，小平秀一，島村英紀，日野亮太，金沢敏彦，末広潔，佐

藤利典，根岸弘明，１９９３年北海道南西沖地震での P波トモグラフィー，日本地震
学会秋期大会，平成 12 年 11月． 

北川源四郎，高波鐵夫，島村秀紀，海底地震計データによる新しい地下構造探索の試み，
統計数理研究所，統計数理セミナー，平成１３年２月 

 

４．取得研究費 
統計数理研究所共同研究２，課題番号１２ー共研ー２０２１，「自己組織型モデルによ
る海底地震計に記録された微少地震波形の抽出」，代表 

地震研究所特定共同研究(B),「地震波形データの準リアルタイム解析システムの研究」，
代表者 堀内茂木 

地震研究所特定共同研究(B)，「すすから光へ：古い地震記象へのデジタル化と解析」代
表者 中西一朗 

 
５．社会活動  

東京大学地震研究所共同利用委員（平成１２年～平成１４年） 
国際協力事業団短期派遣専門家（インドネシア鉱山エネルギー省地質研究開発センター
(GRDC), 

 
村井芳夫 
１．主な観測の概要 

北海道南方沖における大規模海底地震観測 
参加者：村井芳夫・高波鐵夫・秋山 諭・山品匡史・渡邊智毅・勝俣 啓・島村英紀、
気象庁 
本観測は「地震予知のための新たな観測研究計画」課題番号 0305 による 

 

２．発表論文 
Murai,Y. & Yamashita,T., Acoustic Responses of a Fault Zone to Incident SH Waves, 



Eos, Transactions, American Geophysical Union, Vol.81、No.48、pp.F1132, 2000. 
 

３．学会発表 
Murai,Y. & Yamashita,T., Acoustic Responses of a Fault Zone to Incident SH Waves, 
American Geophysical Union 2000 Fall Meeting, 2000年12月. 

 
４．取得研究費 
科学研究費補助金 奨励研究（Ａ），断層破砕帯中の地震波伝播に関する理論的研究と

その応用，代表，800千円． 
東京大学地震研究所 特定共同研究（Ｂ），短波長不均質構造と高周波地震波の輻射特
性，分担，研究代表者 小菅正裕（弘前大学理工学部），研究分担課題 トラップ波

の解析による沈み込み帯のプレート境界の詳細な構造の推定． 
 
渡邊智毅 

１．主な観測の概要 
参加航海 
（１）2000 年 6-10月 北海道南方沖自然地震観測 
（２）2000年 5-6 月 ノルウェー沖・アイスランド北方沖海底地震観測（構造探査・自

然地震観測） 

（３）2000年 8-10月 K2K航海（東京大学海洋研究所など、主席研究員玉木賢策、東京
大学海洋研究所） 

 

２．発表論文 
Hooft, E., Bransdottir, B., Barclay, A., Aanensen, O., Mjelde, R., Shimamura, H., 
Murai, Y., Watanabe, T., Yamashina, T., Takanami, T., and KRISE Fieldwork Team, 
2000, KRISE-2000, Constraning the dynamics of plume-ridge interaction to the 
north of Iceland, InterRidge News, 9, no. 2, 37-40. 

水原健太郎・宮町宏樹・後藤和彦・角田寿喜・平野舟一郎・森真陽・村井芳夫・桑野亜

佐子・島村英紀・日野亮太・渡邊智毅・望月将志・金沢敏彦・塩原肇・植平賢司, 2001, 
奄美大島北西海域の海底地震観測による地震活動, 平成9 � 12 年度科学研究費補助
金[基盤研究 (B) (2)] (課題番号 09440161) 研究成果報告書（研究代表者 角田寿喜）、

平成 13年３月, 77-96. 
 
岡田弘 
２．発表論文 
Hernandez, P. A., Notsu, K., Salazar, J. M., Mori, T.,Natale, G., Okada, H., Virgili, 

G.,  Shimoike, Y., Sato, M., and Perez, N.M.,2001, Carbon dioxide degassing by 
advective flow from Usu volcano, Japan. Science, 292, 83-86. 

Jousset, P., Mori, H., and Okada, H., 2000, Possible magma intrusion revealed by 

temporal gravity, ground deformation and ground temperature observations at 
Mount Komagatake (Hokkaido) during the 1996-1998 crisis. Geophys. J. Int., 143, 



1-28.  
岡田弘、宇井忠英、2000, 有珠山噴火を超えて；防災システムを考えるために。地球科

学フィールドノート７、さいくる（核燃料サイクル開発機構）、2000-7、6-9． 
岡田弘,2001, 2000年有珠山噴火の予知と減災対応。雑誌防災、全国防災協会、112、1-9. 
岡田弘, 2001, 火山と共に生きる；2000年噴火から学ぶ。日本林学会北海道支部論文集、
49、1-7． 

岡田弘, 2001, 有珠山の現状と課題。特別講演報告書、伊達市企画財政部企画課、1-20． 
岡田弘, 2001, 減災への挑戦；有珠山噴火から学ぶ。地震活断層セミナー「北海道の地

震活動と防災」講演資料集、59p、1-40. 
岡田弘，木村拓郎，田鍋俊也，伊藤和明，2001, 火山列島騒然；2000年の火山活動と対
応を検証する。予防時報、日本損害保険協会、204、26-35． 

 
３．学会発表 
岡田弘、火山と共に生きる；2000年噴火から学ぶ。日本林学会北海道支部大会(札幌市), 

2000 年８月 
岡田弘、森済、大島弘光、2000年有珠山噴火はどう予知されたか。日本火山学会秋季大
会(水戸市), 2000年 9 月 

国立大学等有珠山総合観測班(発表者岡田弘)、突発災害調査報告速報「有珠山 2000年噴
火と火山防災に関する総合的研究」。第 37回自然災害科学総合シンポジウム（大宮市）

2000 年 12月 
 
５．主な社会活動 

主な委員 
  火山噴火予知研究協議会委員 
  日本学術会議社会環境工学研究連絡委員会(自然災害工学専門委員会)委員 
  北海道防災会議火山専門委員 
  気象庁火山噴火予知連絡会委員(幹事、有珠山部会長) 
 

受賞 
第 54 回北海道新聞文化賞(特別賞) 2000 年 11 月 8 日 

長年の有珠山研究に基づく火山噴火予知と防災活動への貢献 

  第 41回北海道科学技術賞(北海道知事表彰) 2001 年 3 月 29日   
    噴火予知及び火山災害予防に関する研究と住民の安全への貢献 
 

７．主な会議参加 
火山噴火予知研究協議会；5月 30日、10 月 10日、1月 19 日 
日本学術会議社会環境工学研究連絡委員会および自然災害工学専門委員会；1月 12日 
有珠山火山活動説明会；壮瞥町 3 月 28 日及び 29日 
北海道防災会議火山専門委員会 3 月 29 日他 

政府有珠山現地連絡調整会議; 3月 29～31日の間数回 
政府有珠山噴火非常災害現地対策本部会議； 3 月 29日～7月 5日の間数回 



火山噴火予知連絡会 第 84回(4月 12日)、第 85回（5月 22日）、第87回（森代理出
席、11月 1 日）、特別会（12月 27 日）、第 88回(森代理出席、2月 5日)、 

火山噴火予知連絡会有珠山部会; 3 月 31日～多数回開催 
有珠山の火山活動現況住民説明会 壮瞥町 5月 6日 
有珠山の火山活動現況住民報告会、虻田町 6月 1日 
駒ケ岳の小噴火に関する火山活動説明会 駒ケ岳火山防災会議協議会 9月 29日 

 
森済 
１．主な観測の概要 
☆有珠山：噴火に伴い各種測地観測を実施。 
①北西からの測角・光波測量：3/31噴火以降の変動の追跡のため、山頂部、北西麓につ

いて、４月中頃までは毎日、後半は隔日、５月は数回、６月～10月は１～３回実施、西
麓については４月はほぼ同じ、５月は週２～４回、６～７月は数回、８～10月は１～５
回実施。参加者は、北大（森 済）、名大理、京大桜島。結果は WPGM2000 および９月の

火山学会で発表。 
②洞爺カルデラを含む広域ＧＰＳ観測：噴火以前の辺長測角の測定値との比較のため５
月に、その後の変動を調べるために９月に実施。参加者は５月は北大（森済、大島弘光、
鈴木敦生、前川徳光、田村 真）、京大桜島、９月は北大（森 済）、京大桜島。結果は
９月の火山学会で発表。 

③1989～1993 年に年１～４回、1997 年に１回実施していた、ＧＰＳ観測の再測：10 月
に実施。山麓の基点の北東への移動と遠い点のほとんど動いていないことを確認。参加
は北大（森 済）のみ。未発表。 

④ＲＴＫ：４～６月に有珠山山麓の３点（北東、北西、南西）で実施。６月以降西麓の
西山西火口群の隆起中心で継続中。参加者は４～６月は北大（森済、高橋浩晃、一柳）、
名大理、６月以降は北大（森済、鈴木敦生）。噴火後の山体膨張の鈍化・停止を検知。停
止後の沈降収縮を継続観測中。 
⑤北西麓から南西麓まで、西山西火口群を横断する水準測量の再測：火口周辺の正確な
隆起量を明らかにし、精密重力測量と組み合わせて、貫入マグマを推定するために、旧

２３０号線沿いの路線を火口群付近に点を新設して実施。参加者は、北大（森済、大島
弘光、鈴木敦生、前川徳光、鬼澤真也）。未発表。 
☆北海道駒ヶ岳 

①山頂部を含む広域ＧＰＳ観測網の再測：９月噴火後、９月下旬に繰り返し観測網で実
施。山頂部をのぞき、明瞭な変化なし。山頂部の亀裂を挟む基線で収縮が認められた。
参加者は、北大（森済、鈴木敦生、大島弘光）、京大桜島。 

 
２．発表論文 
森済・宇井忠英：2000年有珠山噴火の地殻変動と噴火活動について。自然災害科学，vol.55，
383－，2000． 

 

３．学会発表 
森済・井口正人・味喜大介・伊藤壮介・大島弘光・田村真・前川徳光：2000年有珠山噴



火に伴う地殻変動－洞爺カルデラと有珠山周辺の地殻変動－．日本火山学会秋季大
会,2000。 

森済・木股文昭・山本圭吾・宮島力雄・高山鐵朗：2000年有珠山噴火の地殻変動観測－
山頂部および北西山麓－．日本火山学会秋季大会，2000。 

 
５．社会活動 
火山噴火予知連絡会臨時委員 
第８７回（2000年 11月 1日）、第８８回（2001年 2月 5日）火山噴火予知連絡会に出

席し、有珠山噴火終息後の地殻変動・地震活動等および北海道駒ヶ岳の地震活動・地
殻変動等について報告。 

 
西村裕一 
１．主な観測の概要 
（１）有珠山の地殻変動観測 

観測地域：有珠山，特に西山隆起域周辺 
  目的：有珠山噴火活動のモニタリング，圧力源の推定 

  内容：前述 
 参加者：北大（西村裕一），九州大学，名古屋大学，気象庁，通産省地質 
     調査所（現，産業技術総合研究所） 
（２）ニュージーランド北島の構造探査 
観測地域：ニュージーランド北島及び東海域 
  目的：ニュージーランド北島の構造決定，タウポのカルデラ活動評価 

  内容：前述 
 参加者：北海道大学（西村裕一，山田亜海），ニュージーランド地質・核 
     科学研究所，ビクトリア大学，ケンブリッジ大学） 

（３）噴火湾の海底地形調査 
観測地域：北海道駒ヶ岳東方海域 
  目的：1640 年駒ヶ岳岩屑なだれ堆積物の分布及び体積を見積もる 

  内容：前述 
 参加者：北大（西村裕一，吉本充宏：現産業技術総合研究所），通産省地 
     質調査所（現，産業技術総合研究所），道立地質研究所 
 
２．発表論文 
西村裕一・宮地直道・吉田真理夫・村田泰輔・中川光弘，北海道霧多布湿原の泥炭層中

から発見された1843 年の津波堆積物．第四紀研究，39，451-460，2000． 
西村裕一・鈴木正章・宮地直道・吉田真理夫・村田泰輔 (2000)：北海道渡島半島，熊石

町鮎川海岸で発見した歴史津波堆積物．月刊地球号外，28，147-153，2000． 
 
３．学会発表リスト 
Nishimura, Y., Saito, E., Watanabe, K., Matsushima, T., Kazahaya, K., Uto, K., 
Matsushima, N., Yamamoto, T., Hasaka, T., Takarada, S., Takahashi, Y., Nakagawa, 



M. and Takagi, A., Deformation Monitoring by EDM and Theodolite Surveys at the 
Western Part of Usu Volcano. WPGM, 2000. 6. 

Nishimura, Y., Nakagawa, M. and Kudon, J., Geological Evidence for the 1994 Rabaul 
Eruption and Tsunamis. Workshop on sedimentological study for historical 
tsunamis, 2000. 8. 

Nishimura, Y. and Miyaji, N., Height Distribution of the 1640 Komagatake Tsunami 
Revealed by Onshore Tsunami Deposits. Workshop on sedimentological study for 
historical tsunamis, 2000. 8. 

野上健治・平林順一・大場 武・鈴木敦生・西村裕一 ，2000 年有珠山噴火と噴出火山
灰に付着していた水溶性成分．日本火山学会，2000 年 9 月． 

清野政明・岡田 弘・森 済・西村裕一・大島弘光，1910年有珠山噴火に関する資料の

再検討．日本火山学会，2000 年 9月． 
高木朗充・西村裕一・宮村淳一，セオドライトで観測された有珠山北西部の地殻変動．
日本火山学会，2000年 9月． 

西村裕一・宝田晋治・斎藤英二・宇都浩三・風早康平・松島 健・高木朗充，有珠山2000
年噴火に伴う西山麓の地殻変動．日本火山学会，2000年 9月． 

山科健一郎・西村裕一，2000年有珠山噴火に伴う変動の時間差実体視観測．日本火山学
会，2000 年 9 月． 

斎藤英二・西村裕一・渡辺和明・宇都浩三・風早康平・宝田晋治・羽坂俊一・高橋裕平，

光波測距による有珠火山2000 年噴火の山体変動観測．日本火山学会，2000年 9月． 
宝田晋治・西村裕一・羽坂俊一・高橋裕平・中川 充・渡辺和明・斎藤英二・風早康平，
有珠火山 2000年噴火の山体変動�セオドライトによる北麓，西麓の変動観測�．日本火

山学会，2000 年 9 月． 
松島 健・清水 洋・渡邊篤志・山科健一郎・西村裕一，2000年有珠火山噴火で観測さ
れた傾斜変動について．日本火山学会，2000 年 9 月． 

Breivik, A., Mjelde, R., Grogan, P., Shimamura, H., Murai, Y., Nishimura., Y. and 
Kuwano., A., A Possible Caledonide Suture Mapped From Wide Angle Ocean Bottom 
Seismometer Data Southeast of Svalbard. AGU Fall Meeting, 2000.12.  

 
４．取得研究費 
（１）文部省科学研究費・基盤研究(C)(1)   

課題番号：11680466．金額：1,800,000円 
課題：水底・海辺堆積物に見られる地震及び津波痕跡の研究 
代表：都司嘉宣 

西村は分担者として，主に北海道のフィールドで津波堆積物の現地調査と粒度分析等を
実施した． 
（２）東京大学地震研究所・一般共同研究 金額：427,000円 
課題：渡島大島 1741 年噴火と津波�物証による古文書の検証� 
研究組織：西村裕一（代表），平川一臣，都司嘉宣 

（３）創造開発研究海外調査（在外研究） 
金額：534,150円（旅費） 



課題：北大西洋における海嶺・ホットスポット系の解明 
研究組織：島村英紀（代表）・高波鉄夫・西村裕一（在外研究），村井芳夫・渡邊智毅 

 
鬼沢真也 
１．主な観測概要 

（１） 岩手火山構造探査 
１９９８年に火山性地震、地殻変動などの火山活動が活発化した岩手火山におい    
て、浅部地震波速度構造推定のための探査を行った。 

  参加者： 鬼澤・前川・鈴木・岡田・東北大学他国立大学・気象庁・極地研 
  日程：  １０月１５日～１０月２１日 
（２） 口永良部島火山GPS観測 
 ２０００年口永良部島火山集中観測の一環として、その地殻変動をとらえるべく    
GPS観測を行った。 

  参加者： 鬼澤・京都大学 

  日程：  １２月７日～１２月１０日 
 
 
茂木透 
１．主な観測の概要  

（１）有珠火山地域の電磁気観測 
 2000年噴火に伴う電磁気現象のモニタリングと噴火地周辺の地下構造探査を行った． 
 参加者：茂木透，西田泰典，佐藤秀幸，高田真秀，谷元健剛，佐波瑞江，杉崎康広，
京都大学大学院理学研究科，東京大学地震研究所 

（２）駒ケ岳火山での電磁気観測 
 活動が活発になった2000年秋から，火山体上で全磁力および地電位変動観測を開始し

た． 
 参加者：茂木透，谷元健剛，佐藤秀幸，西田泰典 
（３）道東地域での地磁気，地電位変動観測 

十勝沖，根室沖大地震の発生が予想される地域の近くで地磁気および地電位の変動観
測を行い，地震の予知の可能性を調べる． 

 参加者：茂木透，高田真秀，石川春義，理化学研究所 
（４）韓国でのMT・GDS観測 
 韓半島～九州北部に予想されるマントルアップウェリング地域の地殻・上部マントル

構造を推定するためにＭＴ及びＧＤＳ探査を行った． 
 参加者：茂木透，九州大学大学院理学研究院，Korean Institute of Geology, Mining 
and Material, Yonsei University  

（５）スマトラ断層での地磁気，地電位変動観測 
 スマトラ断層上のLiwa地域で行っている地磁気・地電位変動観測のデータ回収，点検，
観測設備の整備をおこなった． 

 参加者：茂木透，Indonesian Institute of Science 
（６）日高地域での広帯域MT観測 



  日高地域の地殻構造を推定するためのMT探査を行った．  
 参加者：茂木透，西田泰典，佐藤秀幸，高田真秀，谷元健剛，杉崎康広，秋田大学，

東北大学，地質調査所，東京大学地震研究所，理化学研究所，京都大学防災研究所，
神戸大学，鳥取大学，高知大学 

 
２．発表論文 
T.Mogi, Y.Tanaka, D.S.Djedi, E.M.Arsadi, N.T.Puspito, T.Nagao，W.Kanda, S.Uyeda.., 
Geoelectrical potential difference monitoring in South Sumatra, Indonesia －

Co-seismic change－,  Earth Planets and Space, vol.52, No.4, p.245-252.,2000. 
T.Kajiwara, T.Mogi, E. Fomenko and S. Ehara., Three dimensional modeling of 
geoelectrical structure based on Mt and TDEM data in Mori geothermal field, 

Hokkaido Japan. Proceedings of World Geothermal Congress 2000., p.1313-1318, 
2000  

磯望，下山正一，峯元愛，千田昇，松田時彦，松村一良，杉山雄一，鈴木貞臣，茂木透，

岡村眞，熊井教寿，松山尚典，黒木瑞昭，川口小由美，西山断層帯（福岡県）の津屋
崎町および飯塚市におけるトレンチ調査，活断層研究，No.19, 91-101,2000 

Suzuki,K., S.Tohda, K.Kusunoki, Y.Fujimitsu, T.Mogi and A.Jomori,. Case studies 
of electrical and electromagnetic methods applied to mapping active fault beneath 
the thick quaternary., Engineering Geology, 56, p.29-45, 2000 

下泉政志，半田駿，田中良和，茂木透，湯元清文 浅海用海底電位磁力計の開発（Ⅰ） 
ＣＡ研究論文集 p.54-60，2000 著者  

下泉政志，半田駿，網田和宏，田中良和，茂木透，鈴木貞臣 男女海盆での OBEM観測（序

報），ＣＡ研究会論文集 p.61-66，2000 
佐藤秀幸，高田真秀，谷元健剛，西田泰典，笠原稔，茂木透，清水一彦，上嶋誠 北海
道で実施されたネットワーク MT観測に関する資料，CA研究会論文集，p.90-98.,2000 

 
４．学会発表 
茂木透，田中良和，橋本武志，Djedi S. Widarto，竹内拓也，奥野孝晴，雲仙溶岩ドー

ム(平成新山)周辺の浅部比抵抗構造，地球惑星科学関連学会合同大会 2000 年6月 
西田泰典，茂木透，佐藤秀幸，谷元健剛，佐波瑞恵，高田真秀，田中良和，橋本武志，
宇津木充，笹井洋一，有珠火山における電磁気観測，火山学会，2000 年 9 月 

Mogi,T., Takada,M., Kasahara,M., Nishida,Y., and Nagao,T : SES in Erimo site, 
Hokkaido Japan. Internatioal Workshop on Seismo Eelectromagnetics., 2000 年 9
月. 

西田泰典，茂木透，佐藤秀幸，谷元健剛，佐波瑞恵，高田真秀，田中良和，橋本武志，
宇津木充，笹井洋一，2000年有珠噴火における電磁気観測，地球電磁気・惑星圏学会，
2000 年 10月 

Grandis,H, T.Mogi and D.S.Widarto,THIN-SHEET ELECTROMAGNETIC MODELLING :EXAMPLES 
FROM TWO EXTREME SCALES, 物理探査学会第103回学術講演会，2000年 10月 

茂木 透，佐波瑞江，谷本健剛，佐藤秀幸，西田泰典，有珠火山2000年噴火域でのダイ
ポール・ダイポール法による比抵抗変化観測（序報），CA 研究会 2001 年１月 



茂木 透，高田真秀，笠原 稔，山口 透，長尾年恭，十勝沖・根室沖大地震予知のた
めの電磁気観測，CA研究会，2001 年１月 

 

４．取得研究費 
科学研究費補助金 基盤研究，展開(B)(1) ３次元深部地殻構造電磁探査システムの研究、

代表   
科学研究費補助金 基盤研究，一般(C)(2) ホログラフィックイメージングによる電磁探
査法の研究，代表 

科学研究費補助金 基盤研究，一般(A)(2) 九州西方における非島孤的マントルアッ プ
ウェリング構造の検証，分担，代表者：九州大学大学院理学研究院教授 鈴木貞臣 

科学研究費補助金 基盤研究，一般(A)(1) 太陽風から地球遷移圏へのエネルギー輸送・ 
結合・変換過程の研究，分担，代表者：九州大学大学院理学研究院教授 湯元清文 

日韓科学協力事業 韓半島と九州島との間のマントルアップウェリングの研究，分担，

代表者 九州大学大学院理学研究院教授 鈴木貞臣  
東京大学地震研究所特定共同研究(Ｂ) 九州・琉球背弧の深部構造とテクトニクスの研
究，分担，研究代表者：九州大学大学院理学研究院教授 鈴木貞臣 

平成 12年度京都大学防災研究所共同研究・研究集会(一般)，伊豆半島の地殻活動に関連
する電磁気現象，代表 

民間等との共同研究（(財)電力中央研究所），地熱探査システムの研究，代表 
 

５．社会活動 （各種委員会の委員，予知連，協議会委員等） 
新エネルギー・産業技術総合開発機構：深部地熱資源調査委員会・深部調査部会員 
新エネルギー・産業技術総合開発機構：貯留層変動探査法開発委員会・探査解析法部会
員 
理化学研究所地震国際フロンティア研究非常勤研究員 
 

山本明彦 
２．発表論文 
山本明彦, 齋藤松彦, 山田一夫, 石川春義, 北海道日高山脈南部における重力異常と浅
部地殻構造,  北海道大学地球物理学研究報告,  64, 21-49,2001. 

山本明彦, 山田一夫, 齋藤松彦, 石川春義, 北海道幌満地域とその周辺における重力異
常, 北海道大学地球物理学研究報告, 64, 51-80, 2001. 

宮町宏樹, 東浦勝良, 平野舟一郎, 山本明彦, 桜島火山における高密度重力測定, 鹿児

島大学理学部紀要，33，99-114，2000. 
木村勲, 久松文男, 小松隆, 黒石裕樹,  阿部 博, 町田守人, 平岡喜文, 志知龍一, 駒
澤正夫, 村田泰章, 山本明彦, 全国のブーゲー異常の余色立体図, Gravity Anomaly  

Relief Map of Japan-1,2,3, 国土地理院技術資料, B・1-No.28, 2000. 
山本明彦, 重力異常から見た近畿地方周辺の活断層, 『若狭地域における地震地体構造

に関する検討』, 地震予知総合研究振興会, 90-140, 2001. 
山本明彦,   ABIC法による重力異常解析とその問題点,『発生地震の地域性及び規模予測
に関する検討』,各種地震学的知見に基づく限界地震・直下型地震評価の高度化に関す

る研究,平成  12  年度経過報告書,  分冊 (1),   地震予知総合研究振興会,  サイ



スモテクトニクス研究会編,134-149, 2001. 
山本明彦, 稠密重力データベースによる阪神淡路地域の重力異常, 『発生地震の地域性

及び規模予測に関する検討』, 各種地震学的知見に基づく限界地震・直下型地震評価
の高度化に関する研究, 平成 11 年度経過報告書, 分冊 1(1),地震予知総合研究振興
会, サイスモテクトニクス研究会編, 120-132, 2000. 

志知龍一, 山本明彦, 名和 一成, 村田 泰章, 山崎文人, 足立守, 西南日本の重力デー
タベースの完成と成果の公表, 平成 11～12 年度科学研究費補助金(基盤研究  B-2, 
研究課題番号:  11440130), 研究成果報告書(研究代表者: 志知龍一<平成 11  年度>, 

山崎文人<平成 12 年度>),1-80, 2001. 
岩崎貴哉, 吉井敏剋, 平田直,  佐藤比呂志, 伊藤谷生, 森谷武男, 在田一則,高波鉄夫, 
山本明彦, 蔵下英司, 北海道中軸部・衝突帯の形成と地殻再編過程, 平成  10,11 年度 

 科学研究費補助金(基盤研究 A-2), 研究成果報告書 (研究代表者:岩崎貴哉), 1-185, 
2000. 

 

佐藤秀幸 
１．主な観測の概要 
（１）北海道日高および十勝地域 
（目的）内陸地震帯の活動度評価の一環とした，地震断層や活断層周辺地域での 
    地殻構造調査 

（内容・成果概要） 
 北海道日高山脈を横断する測線で，広帯域ＭＴ法を用いた比抵抗構造探査を実施した。
この測線は，千島弧と東北日本弧の接合面にあたる日高主衝上断層を横切っている。短

周期帯（周期１秒まで）の見掛け比抵抗は脊梁付近にある観測点では 100Ω･m以上を示
すが，他は 100Ω･m以下である。これは脊梁両翼部の表層に分布する新第三系や蛇紋岩
帯などが，低比抵抗であることを示している。最も脊梁に近い観測点では短周期か    
ら長周期にわたり見掛け比抵抗が 300－500Ω･m，位相も45°とほとんど変化がない。脊
梁浅部に露出する千島弧下部地殻が高比抵抗を示すことは，Ogawa et al.(1994)の結果
と調和的である。 

（参加者） 
佐藤秀幸・茂木透・高田真秀（地震火山研究観測センター），西田泰典・谷元健剛・杉

崎康弘（地球惑星科学専攻），秋田大学，東北大学，地質調査所，東京大学地震研究所，

理化学研究所，京都大学防災研究所，神戸大学，鳥取大学，高知大学 
（事業名） 
 地震予知事業費 

 
２．発表論文 
地殻比抵抗研究グループ・三品正明・佐藤秀幸・小川康雄，広帯域ＭＴ法による出羽丘
陵下部の比抵抗構造探査（序報），2000 年ＣＡ研究会論文集，pp.1-6，2000． 

佐藤秀幸・高田真秀・谷元健剛・西田泰典・笠原稔・茂木透・清水一彦・上嶋誠，北海

道地域で実施されたネットワークＭＴ観測に関する資料，2000 年ＣＡ研究会論文集，
pp.90-98，2000． 



 
３．学会発表 

佐藤秀幸・小川康雄・三品正明・1998年電磁気共同観測ＭＴデータ整理委員会，広帯域
ＭＴ法による出羽丘陵下部の比抵抗構造探査（序報），地球惑星科学関連学会 2000 年
合同大会，2000 年 6月． 

西田泰典・茂木透・佐藤秀幸・谷元健剛・佐波瑞恵・高田真秀・田中良和・橋本武志・
宇津木充・笹井洋一，2000年有珠山噴火における電磁気観測，第 108回地球電磁気・
地球惑星圏学会講演会，2000 年 11月． 

佐藤秀幸・地殻比抵抗研究グループ，広帯域ＭＴ法による北海道日高山脈周辺地域にお
ける比抵抗構造探査（序報），2001 年ＣＡ研究会，2001 年１月． 



訪問研究者等 
 

カナダ（トロント大学）；Moore, G.W.K. 壮瞥町の有珠火山観測所訪問 北海道の火山
活動 

アイスランド（気象庁）；Porkelsson,B. 3 月 18 日, 壮瞥町の有珠火山観測所を訪問 
オーストラリア（ナショナル大学）；Berry, A. Hibberson, B.  有珠火山臨時観測所、
2000 年有珠山噴火調査 

アメリカ合衆国（マサチューセッツ大、ポートランド大）・カナダ(アルバータ大)；27

名、北海道大学 2000年サマーセッション 「北海道の火山とカルデラ」 講義および
現地見学会 ６月 23～24日 

フィリッピン（フィリッピン火山地震研究所）；Gelido, W. 7月 15日 有珠火山臨時

観測所 
ニュージーランド政府危機管理庁調査団一行4名、7月 20～21日 

伊達市館山の有珠火山臨時観測所訪問、有珠山山麓現地調査 

ニュージーランド（地質学核科学研究所）；Hurst, T. 7 月 21～23日 2000 年有珠山
噴火現地調査 

フランス環境省火山危機評価特別委員会一行5名、11月 3 日 
伊達市館山の有珠火山臨時観測所訪問、有珠山山麓現地調査、行政対応討論会 

フランス；Philippe、J. 2000年 11月４～10日 有珠山で精密重力測定  

アメリカ合衆国（ペンシルベニア大学）；Voight, B. 11 月 11 日 火山災害の研究およ
び 2000 年有珠山噴火現地調査  

フィリッピン（フィリッピン火山地震研究所）；研究所員Figueroa,M.S.等 5人伊達市館

山の有珠火山臨時観測所訪問 2001 年 3 月 7 日 2000年有珠山噴火調査 
東宮昭彦 地質調査所 センターゼミ特別講師，9月 
H. Grandis  Dept. of Geophysics and Meteorology, Institut Teknologi Bandung 
 (ITB),10月 
藤井直之 名古屋大学大学院理学研究科地震火山観測研究センター センターゼミ特別
講師，11月 

趙大鵬 愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター，3月 
The 2nd International Seismo-Volcanic workshop on North-Japanese, 
Kurile-Kamchatkan, and Aleutian Alaskan Subduction Process, July 1-7, 2000, in 

Onuma and Sapporo, Hokkaidoを大沼会場と札幌会場で開催し,ロシアとアメリカか
ら,23名の参加があった. 

北海道大学地球物理学系の新入生歓迎学科セミナー 学生 34名 6月９日 有珠山現地

研修 6月 9日 
北海道大学フレッシュマン教育で留学生4名含む 28名； 有珠山現地調査および大滝セ
ミナーで講義と実習 11月 4～5 日 

文部大臣・科学技術庁長官中曽根弘文；4月 17 日、有珠火山臨時観測所視察・激励 
岩手県知事一行、有珠火山臨時観測所を火山防災視察 

静岡県議会災害対策委員会一行 17 名 有珠火山臨時観測所を視察 
東京都防災局職員 2名 有珠火山臨時観測所を視察 



虻田町町長、壮瞥町長、伊達市長 有珠火山臨時観測所を訪問 
航空自衛隊偵察航空隊 有珠火山臨時観測所訪問 災害写真データ打ち合わせ 

陸上自衛隊北部方面総監部調査部 有珠火山臨時観測所訪問 火山災害予測打ち合わせ 
建設省国土地理院 有珠火山臨時観測所を訪問 観測計画打ち合わせ 
北海道森林管理局 有珠火山観測所を訪問 治山事業および火山活動打ち合わせ 
北海道開発局 有珠火山臨時観測所を訪問 監視カメラ、活動予測など 
気象庁（本庁、札幌管区気象台、室蘭地方気象台）火山活動評価および観測打ち合わせ 
 



 

 
 
 
 
 
 

３．教 育 活 動 



１．担当授業 
 
（１）大学院 
笠原稔 地震物理学特論Ⅰ  
本谷義信 地震物理学特論Ⅱ  

島村英紀 海底地球物理学特論Ⅰ  
高波鐵夫 海底地球物理学特論Ⅱ  
岡田弘 火山物理学特論Ⅰ  

岡田弘 火山物理学特論Ⅱ  
茂木透 地殻物理学特論  
 
（２）学部 
全学教育科目 
本谷義信 地学１ 

専門教育科目 
笠原稔 連続体力学  
高波鐵夫 データ解析学  

茂木透 電磁気学演習  
 
（３）学外講師 

西村裕一 集中講義・北海道教育大学教育学部函館校 地学特講Ⅲ 「火山と津波の災
害科学」平成 13年 1月 28日�2月 1日 

 
２．学位論文 
 

（１）博士論文 
齋藤松彦：Bouguer anomaly and 3-D crustal modeling of the whole Peruvian Andes 
using the completely revised gravity data 

 
（２）修士論文 
秋山諭：北海道南方沖における大規模海底地震観測から得られた地震活動と地震波ト
モグラフィー 

Waithaka Funja：Determination of Horizontal crustal movements across the East 
African Rift Valley from GPS measurements 

 
（３）卒業論文. 
福田淳一：北海道南西部の最近の地殻変動 

 
３．学生の学会発表 
秋山諭・村井芳夫・高波鐵夫・渡邊智毅・山品匡史・島村英紀・勝俣 啓・和田直人・



長郁夫・田中昌之・古屋逸夫・桑野亜佐子・趙 大鵬・ 三田亮平，北海道南方沖にお
ける大規模海底地震観測から得られた地震活動と地震波トモグラフィー、東京大学地

震研究所共同利用研究集会「衝突帯シンポジウム」，2001年2月． 
山本明彦, 齋藤松彦, 山田一夫, 石川春義, 北海道日高山脈南部における重力異常と浅
部地殻構造,  北海道大学地球物理学研究報告,  64, 21-49,2001. 

山本明彦, 山田一夫, 齋藤松彦, 石川春義, 北海道幌満地域とその周辺における重力異
常, 北海道大学地球物理学研究報告, 64, 51-80, 2001. 

宮町宏樹, 東浦勝良, 平野舟一郎, 山本明彦, 桜島火山における高密度重力測定, 鹿児

島大学理学部紀要，33，99-114，2000. 
 
４．センターゼミの記録 

 
第１回センターセミナー 
日時：4月 10 日 

発表者：秋山諭 
  題目：平成 11年度日高衝突帯における海底地震観測の概要と解析経過 
発表者：古村美津子 
題目：宜蘭盆地の台湾集集地震の観測記録に見られるラブ波の発生メカニズムに 

ついて 

 
第２回センターセミナー 
日時：4月 17 日 

発表者：勝俣啓 
題目：地震活動と地殻変動から推定した非地震性すべり 

発表者：佐藤秀幸(センターCOE) 
題目：広帯域 MT法による出羽丘陵下部の比抵抗構造探査(序報) 

 
第３回センターセミナー 

日時：4月 24 日 
発表者：鄭斯華（Zheng Sihua） 
題目：Seismic anisotropy in the upper mantle wedge beneath the Hokkaido 

Island,Japan. 
発表者：笠原稔 
題目：2000 年有珠山噴火の概要 

 
第４回センターセミナー 
日時：5月 1日 
発表者：高波鐵夫 
題目：Attenuation Structure beneath the Volcanic Front in Northeastern Japan from 

Broad Band Seismograms 
発表者：島村英紀 



題目：海底地震計はどうやって海底から帰ってくるのか（海底地震計入門その１） 
      （付録：この初夏の北大西洋の海底地震観測の概要） 

 
第５回地震火山研究発表ゼミ 
日時：5月 8日 
発表者：高橋浩晃 
題目：GPSでみた有珠山 2000年噴火 

発表者：本谷義信 

題目：北海道とその周辺の最近の広域地震活動 
 
第６回地震火山研究発表ゼミ 

日時：5月 15 日 
発表者：茂木透 
 題目：韓半島と九州島との間の縁海下のマントルダイアピル 

発表者：福田淳一 
 題目：地殻変動とマグマ溜りにおけるマグマ蓄積量の関係について 
 
第７回地震火山研究発表ゼミ 
日時：5月 22 日 

発表者：西村裕一 
 題目：火山噴火に伴う津波の痕跡調査とその意義 
発表者：干野真  

 題目：速度構造の不規則分割表現のための波線追跡法 
 
第８回地震火山研究発表ゼミ 
日時：5月 29 日 
発表者：堀口明 
 題目：弾性論を基礎から勉強しなおす事  

発表者：丸山保洋 
 題目：1952 年十勝沖地震の断層モデル 
 

第９回地震火山研究発表ゼミ 
日時：6月 5日 
発表者：宮城洋介 

 題目：アリューシャン列島における火山・地震活動の特徴及び Okmok 火山の歴史 
発表者：山本明彦 
 題目：重力インバージョンによる表層密度構造：～情報地質学への応用～ 
 
第 10 回地震火山研究発表ゼミ 

日時：6月 12 日 
発表者：田村慎 



 題目：北海道北部地域の地震活動と速度構造 
発表者：清野政明 

 題目：有珠火山、1910 年及び 1943 年の噴火活動 
 
第 11 回地震火山研究発表ゼミ 
日時：6月 19 日 
発表者：Maurizio Ripepe  
 題目：Gas Dynamics of Strombolian Eruptions 

 
第 12 回地震火山研究発表ゼミ 
日時：7月 3日 

発表者：森済 
 題目：2000 年有珠山噴火に伴う地殻変動 
 

第 13 回地震火山研究発表ゼミ 
日時：7月１0日 
発表者：山品匡史  
題目：エアガン－海底地震計による奥尻海嶺北部の地震波速度構造 

発表者：村井芳夫 

 題目：トラップ波の観測による沈み込み帯のプレート境界の速度構造の推定 
 
第 14 回地震火山研究発表ゼミ＆特別講演 

日時：9月 11 日 
発表者：和田直人  
題目：十勝岳稠密臨時地震観測で明らかになった地震活動と震源メカニズム  

発表者：Funja Waithaka 
 題目：Crustal Dynamics Studies within the Kenyan Rift Vally Using GPS 
特別講演 

講演者：高 原（Gao Yuan）（中国国家地震局） 
題目：Temporal Change of Shear-wave Splitting from Local Observation Data and 

Experiment. 

 
第 15 回地震火山研究発表ゼミ 
日時：9月 18 日 

発表者：岡田弘  
題目：有珠 2000年噴火と減災 

 
地震火山研究発表ゼミ特別講演 
日時：9月 25 日 

発表者：東宮昭彦（地質調査所地殻熱部主任研究官） 
題目：岩石学的に見た有珠火山のマグマ溜まりと2000 年噴火 



 
第 16 回センターセミナー 

日時：10 月 2 日 
発表者：Maurizio Ripepe  
題目： Seismic and Infrasonic Source Related to Magma Degassing Process, 

 
第 17 回センターセミナー 
日時：10 月 23日 

発表者：渡邊智毅 
題目：北大西洋中央海嶺でのK2K (Knipovich-2000)航海報告 

発表者：秋山諭 

題目：日高衝突帯における地殻構造 
 
第 18 回センターセミナー 

日時：10 月 30日 
発表者：勝俣啓 
題目：1995年 5月 27日サハリン北部地震（Ｍｗ7.0）－本震の震源過程と余震活動－ 

発表者：鬼澤真也 
題目：地震波速度構造解析から推定した伊豆大島火山のマグマ供給システム 

 
第 19 回センターセミナー 
日時：11 月 6 日 

発表者：笠原稔 
題目：十勝地方太平洋沿岸地域の巨大古津波（平川論文）とその地震学的解釈 

発表者：佐藤秀幸 
題目：2000 年有珠山噴火に伴なう全磁力変化について（序報） 

 
特別講演 

日時：11 月 13日 
発表者：藤井直之（神戸大学理学部教授） 
題目：合成開口レーダー干渉法による面的な地殻変動検出 

 
第 20 回センターセミナー 
日時：11 月 27日 

発表者：島村英紀 
題目：海底地震計入門・その２・「”机の上”と現場との違い」 

発表者：高波鐵夫 
題目：1993 年北海道南西沖地震の震源域でのP波速度イメージング 

 

第 21 回センターセミナー 
日時：12 月 4 日 



発表者：高橋浩晃 
題目：地殻変動データからみた北海道周辺域のテクトニクスと諸問題 

発表者：干野真 
題目：波線追跡の理論と実践 

 
第 22 回センターセミナー 
日時：12 月 11日 
発表者：西村裕一 

題目：ラバウル1994 年噴火と津波：研究現状と諸問題 
発表者：福田淳一 
題目：北海道南西部の最近の地殻変動 

 
第 23 回センターセミナー 
日時：12 月 18日 

発表者：田村慎 
題目：2000 年サハリン中部地震に関する報告 

発表者：堀口明 
題目：日高山脈野塚岳直下の地震クラスター 

 

第 24 回センターセミナー 
日時：12 月 25日 
発表者：Mikhail Guerassimenko  

  題目：FIRST ORDER DESIGN OF THE DEFORMATION NETWORKS WITH THE MINIMAL NUMBER OF 
GEODETIC POINTS AND THEIR OPTIMAL ALLOCATION 

 
第 25 回センターセミナー 
日時：1月 15 日 
発表者：丸山保洋 

題目：カムチャッカ地域のプレートのカップリング 
 
第 26 回センターセミナー 

日時：1月 22 日 
発表者：宮城洋介 
題目：アラスカ，アリューシャン列島にある Okmok火山 

発表者：村井芳夫 
題目：断層破砕帯の反射係数の波数依存性 

 
第 27 回センターセミナー 
日時：1月 29 日 

発表者：本谷義信 
題目：浦河周辺の地震活動（1885-2000 年） 



 
修士論文、卒業論文の発表練習（ワイダカ、秋山、福田） 

 
第 28 回センターセミナー 
日時：2月 5日 
発表者：渡邊智毅 
題目：北大西洋超低速拡大軸での海底地震計アレーによる自然地震観測 

発表者：茂木透 

題目：地震発生に伴う電磁気現象 
 
第 29 回センターセミナー 

日時：2月 19 日 
発表者：山本明彦 
題目：稠密重力データベースの構築と地球科学への応用 

発表者：山品匡史  
題目：エアガン－海底地震計を用いた構造探査法と奥尻海嶺北部の地震波速度構造 

 
第 30 回センターセミナー 
日時：2月 26 日 

発表者：和田直人 
題目：鳥取県西部地震と、その余震観測について 

発表者：森済 

題目：2000 年有珠山活動終息後の地殻変動 
 

森羅万象セミナー第 49 回 

日時：3月19日 
講演者：趙大鵬（愛媛大学・地球深部ダイナミクス研究センター） 
  題目：地球内部の３次元構造と地震・火山活動：local scaleからglobal scaleまで 

 



     
有珠2000年噴火１周年セミナー 

日時 3月15日 09:30－17:30 

場所 北海道大学理学部３号館４０１室 
 

プログラム 
09:30 有珠 2000 年噴火から１年をふりかえって 

  岡田弘（北大・理）  
（地震・地殻変動）                    座長 小山順二，高橋浩晃 

09:45 機動広帯域地震観測で見えたもの・見えなかったもの 
  川勝均（東大・地震研）  

10:00 有珠山マグマ活動による短周期微動エンヴェロープ変動（３月２９日～５月３１日） 

 森谷武男,小山順二,蓬田清,松原わかな（北大・理） 
10:15 有珠山地震群を速回しで聞く-前回噴火時との比較- 

  森谷武男（北大・理） 
10:30 2000年有珠山の噴火に伴って発生した低周波地震－震源分布と波形解析ー 

  松原わかな,蓬田清,笠原稔,一柳昌義（北大・理） 
10:45  2000年有珠山噴火活動によって励起された強震動 

  吉田邦一,一柳昌義,笹谷努,大島弘光,田村慎（北大・理） 
11:00 GPS観測で見えたマグマの挙動 

  高橋浩晃（北大・理）岡崎紀俊（道地質研）笠原稔（北大・理） 

11:15 有珠2000年活動の地殻変動の特徴 

  森済（北大・理）,木股文昭（名大・理）,井口正人,山本圭吾,味喜大介（京大・防災研）,

大島弘光,鬼澤真也,鈴木敦生,前川徳光（北大・理）,宮島力雄（名大・理） 
11:30 重力・GPS連続観測から推定した2000年有珠山噴火の時定数 

  小山順二,蓬田清,森谷武男,高田真秀,一柳昌義,古屋正人（北大・理） 
11:45  西山新山地域における重力変化 
      大島弘光，前川徳光（北大・理） 

12:00 総合討論 
昼休み 

（電磁気・地化学・地下水・爆発）              座長 茂木透，野上健治 
13:00 2000年有珠山噴火に伴う地磁気変化について 

  佐藤秀幸,茂木透,西田泰典,高田真秀（北大・理）,田中良和,橋本武志,宇津木充（京大・ 
地熱研）,笹井洋一（東大・地震研） 

13:15 2000年有珠山噴火後の西山付近における自然電位・地温・高密度電気探査 

  佐波瑞恵,杉崎康弘,谷元健剛,佐藤秀幸,鈴木敦生,大島弘光,茂木透,西田泰典（北大理）, 
松島喜雄,高倉伸一（地調） 

13:30 有珠山2000年噴火と地球化学的観測 
  野上健治（東工大・火山流体研） 

13:45 有珠山噴火に伴う地下水位の変化 
  柴田智郎,秋田藤夫（道地質研）,鈴木敦生（北大・理）,松島喜雄,佐藤努,松本則夫（地調） 

14:00 有珠 2000 年噴火の爆発エネルギーと爆発深度の推定：野外爆発実験の適用 

  後藤章夫（東北大・東北アジア研）,横尾亮彦（東北大・理）,谷口宏充（東北大・ 
東北アジア研） 

14:15  噴火初期の数理モデル 
前田亟（北大・理） 

14:30 総合討論 



休憩 
（地形，地質）                        座長 中川光弘，東宮昭彦 

15:00 1910年有珠山噴火に関する資料の再検討 
  清野政明,岡田弘,森済,西村裕一,大島弘光（北大・理） 

15:15 地表変形からみた有珠山2000年噴火における西麓の地殻変動 
 ゜広瀬亘,田近淳,八幡正弘（道地質研） 

15:30 有珠火山2000年3月31日噴火とその本質物 

  東宮昭彦,宮城磯治,星住英夫,山元孝広,川辺禎久,佐藤久夫（地調） 
15:45 2000年有珠火山噴出物中の石質岩片と基盤地質との関係 

  八幡正弘（道地質研） 
16:00 1663-2000年，歴史時代噴出物の時間変化の再検討とその意味するところ 

  松本亜紀子,中川光弘（北大・理）（岩石・火山研究グループ） 
16:15 有珠山溶岩ドームの形成時期の再検討：小有珠溶岩ドームおよびオガリ山溶岩ドーム  

中川光弘,松本亜紀子（北大・理）（岩石・火山研究グループ） 

16:30 断層系から見た有珠火山2000年噴火における火口近傍の岩脈貫入過程 
  三浦大助（電力中央研）,新井田清信,長山孝彦（北大・理）,小林哲夫,伊藤英之（鹿大・理）,

西村裕一（北大・理）,宝田晋治（地調）,宇井忠英（北大・理） 
16:45 有珠火山2000年噴火の降灰と火口近傍の状況 

  宝田晋治(地調),吉本充宏,北川淳一,平賀正人(北大),廣瀬亘,石丸聡,垣原康之,遠藤祐司,

八幡正弘,野呂田晋(地質研),山元孝広,川邊禎久,高田亮,中野俊,星住英夫,宮城磯治,西村
裕一(北大),三浦大助(電中研),新井田清信,石塚吉浩,工藤崇,相沢幸治,本間宏樹,江草匡倫,

石井英一,高橋良(北大)  
17:00 総合討論 

17:30 懇親会  

 

 


