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Ⅰ．セ ン タ ー と し て の 活 動 
 



 1

１．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52観測施設，５活火山を観測．なお，十勝岳４点，雌阿寒岳３点，樽前山
９点，有珠山15点，駒ヶ岳12点での観測が火山周辺で行われている．



 2

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） 
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 
然別観測点：SKB 
  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、VHF電波 
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 
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  微小地震(BH) ,地殻変動（体積歪） 
羅臼観測点：RUS 
  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、VHF電波 
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，地電位、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），ボアホール歪計， 
験潮，地磁気，地電位、VHF電波 
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 
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  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）、VHF電波 
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）、地磁気 
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） 
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 
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  微小地震 
渡島大島南観測点：MOS 
  微小地震   
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TCP/IP ネットワークで結ばれた常時観測火山（2004 年度末） 

 

 

有珠山：有珠火山観測所で集約し，
光デジタル回線を経由して ISVへ
伝送． 

駒ヶ岳：森分室で集約し，128k デ
ジタル 2回線を経由して ISVへ伝
送． 

樽前山：白老分室および支笏湖畔
で集約し，それぞれ 128k デジタル
回線を経由して ISVへ伝送． 

十勝岳：上富良野分室で集約し，
128kデジタル回線を経由して ISV

へ伝送． 

雌阿寒岳：螺湾で集約し，64k デ
ジタル回線を経由して ISVへ伝送． 
 

北海道内の常時火山観測データ伝送網． 

北海道駒ヶ岳常時観測点位置図 観測機器および設置観測点一覧 

観測機器 設置観測点 

地震計 

SWD，KNG，KM7，OSD，
NUM，KME，SKB，IKS，
AKG，MOR，SAW，SUN 

傾斜計 
KNG，SWD，KM7，OSD，
NUM，KME 

歪み計 KM7 

空振計 
SWD，KNG，KM7，OSD，
KME，IKS 

GPS 
KM7，NUM，SKB，IKS，
MOR 

潮位計 MTGS 

 可視画像 IKS 

 
KM7 には深度 500m，NUM には深度
150m の観測井が設けられている． 
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有珠山常時観測点位置図 観測機器および設置観測点一覧 

観測機器 設置観測点 

地震計 

(HOR)，TTY，IRI，MIT，
TKU，NKJ，(NAK)，SBT，
TAT，OHD，KIT，(IZM)，
SSB，SHO，ERM，NRM，
SWRM，NSY，SRM(臨時) 

傾斜計 
KIT，SWRM，(IZM)，SSB，
NRM 

空振計 
SSB，NKJ，SBT，MIT，
KIT，IRI 

GPS 
TAT，SWRM，SSB，SBT，
IRI，IZM 

 

TTYおよび IRI には深度 100m の観測井
が設けられている． 

樽前山常時観測点位置図 観測機器および設置観測点一覧 

観測機器 設置観測点 

地震計 

TRM，TRB，BBR，
NSK，KRS，SSN，
BFE，MRP，KTR，
MRN，PRT 

傾斜計 TRM，TRB，KTR 

歪み計 TRM 

空振計 TRB，KRS，BBR 

可視画像 SES，SKH 

 
TRM には観測坑道が，TRB に
は深度 100m の観測井が設けら
れている．TCO は NSK の無線
中継点． 
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十勝岳常時観測点位置図 観測機器および設置観測点一覧 

観測機器 設置観測点 

地震計 TKC，FKA，TDO 

傾斜計 TKC 

歪み計 TKC 

空振計 FKA 

 

TKCには観測坑道が設けられてい
る． 

雌阿寒岳常時観測点位置図 観測機器および設置観測点一覧 

観測機器 設置観測点 

地震計 MEA 

空振計 MEA 

 

MEA には深度 45m の観測井が
設けられている． 



 9

２．地震予知連絡会提出資料 
 
第 157 回（2004年 5月 17 日） 

1.北海道とその周辺の最近の地震活動 

2004年 2 月－4 月（最近 3ヶ月と 1ヶ月）の活動 

2.斜里岳の地震活動 

 

第 158 回（2004年 8月 23 日） 

1.北海道とその周辺の最近の地震活動 

 2004 年５月－7月（最近 3ヶ月と 1ヶ月）の活動 

2.2003年十勝沖地震(M8.0)前後の地殻変動  

3.斜里岳の地震活動  

4.根室半島沖地震の地震活動の静穏化と活発化 

 

第 161 回(2004 年 11 月 15 日) 

1.北海道とその周辺の最近の地震活動 

2004年 8 月－10月（最近 3ヶ月と 1ヶ月）の活動 

2.2003年十勝沖地震後(M8.0)後の地殻変動 

根室半島沖地震の地震活動の静穏化と活発化（その２） 

 

第 162 回(2005 年 2 月 21日) 

1.北海道とその周辺の最近の地震活動 

2004年 11 月－2005年 2月（最近 3ヶ月と 1ヶ月）の活動 

2. 2003年十勝沖地震(M8.0)後の地殻変動 

3.2004年 11 月 29日釧路沖の地震(M7.1)の余震分布 

4.海底地震計による 2004年１１月２９日釧路沖地震の余震観測 

5.2004年１２月１４日留萌支庁南部地震(M6.1)の地震活動 

6.根室半島沖地震の地震活動の静穏化と活発化(その３) 

7.2004年中越地震の GPS 観測 
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（１）北海道とその周辺の地震活動 
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（２）2003 年十勝沖地震前後の地殻変動 
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 14
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（３）斜里岳の群発地震活動 

 

2004 年 4 月 27 日より北海道東部の知床半島の付け根にある斜里岳で群発地震が発生した。
2003 年 9 月に発生した十勝沖地震(MJ MA8.0)で十勝支庁北部から雌阿寒岳の西側までの火山フ
ロント周辺で地震活動が顕著に活発化しているが、斜里岳は同じ火山フロントの一番東側にあた
る。活動は発生２日後の 29 日をピークにして数は減少していったが、5 月 21 日には M4.8 の最
大地震が発生した。図１に観測点分布を示す。この地震の震源域近傍には定常地震観測点がなく、
特に深さ方向の震源決定制度が低いため、我々は自身発生の３日後からこの付近で臨時地震観測
を展開した。当初は積雪のため震源域近傍まで近づくことができなかったが、融雪とともに震源
域に近づいていき、地震発生 45 日あとの 6 月 12 日に震源域ほぼ直上に観測点を１点設置した。
図２に臨時観測点の観測期間を示しているが、臨時観測では観測点がさまざまな理由で移動して
いるため、通しての震源位置の変化を比較することはできないが、東西方向に投影した臨時観測
による震源の時空間分布（図４）を見ると 5月 10日頃から震源クラスターが２つに分かれて発生
していることが分かる。この結果は、定常観測点を利用してマスターイベント法で決定した震源
(図 3)でも見ることが出来る。 

 臨時観測では主に２回、震源域に近づくように観測点を増設しているため、時空間分布でも、
その時期に震源が移動しているように見えるが、これは観測点が、これは観測点が増設した影響
である。特に深さ方向では、この 2 回の時期を境にして、浅い方へシフトしている。図５にこれ
らの影響かどうかを確かめるために、6月 10 日に観測を開始した 2点を除いて震源決定を行った
結果を示した。これを見ると、この時期の震源の移動は見られないため、図 3 で示した震源の移
動は観測点を設置した影響が出ているものと思われる。これらの影響以外に深さ方向の震源の移
動は見られない。原理的に観測点が震源に近い方が正しい震源位置を見ていることになるので、6

月 10 日以降の震源分布(深さ 5－7km)の深さが正しい震源位置と思われる。図６に直上に設置し
た OJ I 観測点の S-P 時間を示すが、ほぼ 0.8‐1.0部王に分布しているので、震源の深さはある程
度正しいと思われる。また、図７に東西方向の震源分布を示すが、２つのクラスターは西側が東
側に比べて深く分布しているという違いがある。地震活動が始まった時期を詳しく見るために、
地震発生当初４日間の定常観測の時空間分布を見ていくと(図８)、クラスターははじめから２つあ
って、東側のクラスターから地震が発生し、その約 1 日後に西側でも地震が発生するようになっ
たようである。 

図９に 5 月 24 日までの東西方向に投影した時空間分布と主な地震の P 波初動メカニズム解を
示す。メカニズム解からは、ほぼ全ての地震で、西北西‐東南東に P 軸を持つメカニズム解が求
められ、そのひとつの節面は今回求めた震源域の方向と調和的であった。この群発地震活動は２
００５年４月現在も数は減少したものの継続している。 
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2004年 11 月 29日釧路沖の地震(M7.1)の余震分布 
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（４）2004年 12月 14日留萌支庁南部の地震(MJ MA6.1)の余震活動 

 

 2004 年 12 月 14 日に留萌支庁南部を中心とする MJ MA6.1 の地震が発生し、小平町で推定震
度６弱を観測した。北海道の内陸でM6以上の地震が発生したのは、1967年の弟子屈地震(M6.4)

以来であった。北大では臨時地震観測を行った。図１に本震と臨時地震観測点の分布を示す。観
測点はなるべく震源を取り囲むように展開することを試みたが、積雪時期のため、図のような観
測点配置になった。臨時観測は本震発生当日に１点設置し、次の日には６点設置し、2月 15 日ま
での約 2 ヶ月間観測を継続した。これらデータと定常観測点のデータを併合処理し、１次震源を
求め、求められた P 波到着データを用いて P 波速度の１次元速度構造をインバージョンによって
求めた(図２)。図３には、インバージョンによって求めた速度構造を用いて震源再決定を行った結
果である。また、本震の P 波初動メカニズム解である。また、本震の定常観測網で求めた震源を
星印で示している。震源分布は西から東に向かって深くなるように分布しており、メカニズム解
の一節面を説明できる分布となっている。また、臨時観測で求めた震源を定常観測点のみで求め
た場合と比較したのが図４であるが、それを見ると星印で示した本地震は、震源域の南端に位置
し深さ約 5km で発生したことが分かる。 
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（５） 根室半島沖地震の静穏化と活発化 

 

地震活動の長期的変化が検出されたエリアを図にまとめた。エリア１，２，３の変化は 2003 年
十勝沖地震の前兆的変化であったと考えられる。エリア４，５，６，７の変化は根室半島沖の地
震の変化である可能性がある。エリア８は 1993 年釧路沖地震の余震域に相当しているので、余
震活動が時間とともに減少していることを示している。エリア９，10の変化は浦河沖地震の前兆
的変化の可能性がある。 
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（６） 2004年中越地震の GPS 観測 
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３．火山噴火予知連絡会提出資料 
 
第 98回 2004 年 6月 30 日 

樽前山の B 噴気孔群の赤外熱映像 

 

ドーム南方約 7km の定点 (SD) から撮影した赤外熱映像と表面温度頻度分布．昨年 9月の十勝
沖地震後，高感度カメラで明るく見える現象が観測された昨年 10 月に較べて，温度異常域が縮小
するとともに表面温度も低下して，昨年 5月に類似した表面温度分布となった． 
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有珠山 －西山火口近傍の地磁気変化（続報）－ 

 西山火口近傍に設置した繰り返し磁気点（2003年 11月設置）において第 2 回目の測定を 2004

年 4月に実施した．火山活動の余効変動と思われる有意な変化を認めたのでここに報告する． 

 2003 年 11 月から 2004 年 4 月にかけて，西山火口の南側で全磁力増加，北側で全磁力減少が
観測された．この変化パターンはほぼ単一の磁気双極子モデルで説明でき，熱磁気モデルで解釈
すると，地下浅部の温度低下を示唆している．等価ソースの位置は，Nb 火口の中心から約 100m

西方の深さ 250m であり，平均獲得磁化を 1A/m と仮定すると半径 60m の球体の磁化獲得で近似
できる．今後，繰り返し測量を継続し，ソース位置精度の向上と冷却速度および等価エネルギー
の推定を行いたい． 

 

図 1（左上）西山火口周辺の磁気点配置．○
で示した3点はプロトン磁力計による連続観
測点．□は繰り返し磁気点を示す． 

 

図 2（左下）繰り返し磁気点の磁場変化から
得られる最適等価磁気双極子モデル．太字は
モデル計算による全磁力変化（単位ナノテス
ラ，基準点MTY）．細字は実測値を示す． 

 

図 3（右下）図 2の最適モデルによる各観測
点の磁場変化値（棒グラフ）と実測値（白抜
き四角）の比較．なお，モデル推定の際，P06

は異常値として除外してある（Nb 火口リム
の浸食に伴う異常変化と思われる）． 
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樽前山 －B噴気孔群の地形変化－小火口の形成－ 

 B噴気孔群中央やや上部に，体積 30-50m3（長径 8m，短径 6m，平均深さ 1m）の凹地が見つ
かった（札幌管区気象台）．昨年 10 月に噴出した火山灰の給源火口と考えられる．現在は，この
凹地が火山ガス主噴出口となり，他に多く存在した噴気孔は衰退した． 

 凹地は 2-3 個以上の小孔の複合である．凹地付近の砂は周囲より多く，昨年 10 月の B 噴気孔
群活発化の際に噴出した火山灰の分布延長にある．また，凹地の体積は噴出した火山灰体積と調
和的である．さらに，昨年 10月にもっとも活発に噴気を放出していた場所とも一致し（札幌管区
気象台，私信），昨年 10月から現在も続いている顕著な噴気音も，この凹地から発せられている．
したがって，この凹地は 2003年 10 月に B噴気孔群が活発化した際に，表層部の岩石を吹き飛ば
すことで形成された小火口と思われる． 

 昨年 10月に見られた「高感度カメラで明るく見える現象」と小火口形成との関係は自明でなく，
検討中である（寺田・他，投稿中） 

  

図 1．樽前火山の B噴気孔群および A・E 火口
の位置．星印は図 3，4の撮影位置を示す． 

図 2．形成された凹地．孔内部からは透明の噴
気が勢いよく噴出している．撮影位置は図 3

に示した． 

  
図 3．2004年 6月 3日の B 噴気孔群の様子． 図 4．昨年（2003年 10月 7日）の B噴気孔

群および噴出物分布範囲． 

（寺田・鈴木） 
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樽前山 －B噴気孔群の表面温度－ 

昨年 9 月の十勝沖地震後，表面熱活動が活発化した B 噴気孔群からの放熱量は 10 月に比べて
半減し，ほぼ昨年 5 月のレベルに戻った(図 1)．同様に表面温度分布も昨年 5 月に類似したパター
ンを示す．高温域に注目すると昨年 5 月には小円状を示していたが，今年は水平方向に線状に分
布しているように見える．  

 

 

図 1.  B 噴気孔群における熱映像から推定した放熱量の時間変化 

 
図 2．ドーム南方約 7km にある定点から撮影した表面熱映像と表面温度頻度分布 

（大島・鈴木） 
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第 99回 2004 年 10月 26 日 

 

浅間山の長期地殻変動 

 

（上）浅間山南麓を通る国土地理院 1等水準路線の位置図．（下）水準路線の比高変化と浅間山
の年間噴火回数．基準点を和田村北東端の BM567としている．20世紀前半は浅間山の活動活発
化に併せて隆起しているように見えるが，後半になると図に示した全ての点で沈降に転じた．
1980年代以降になると，それまで全ての水準点が類似した比高変化を示していたのが一転してば
らつくようになり，BM560と BM558では急激な沈降が認められる．一方で，浅間山に近い水準
点では緩やかな隆起と思われる変化が見られた．今後の浅間山の活動推移を予測する上では，こ
れら水準点の比高変化の推移が注目されるところである． 

 

（森・青山・大島） 
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有珠山 －西山火口近傍の地磁気変化（第 3 報）－ 

 前回の資料では，西山火口近傍の繰り返し磁気点（2003 年 11 月設置）において火山活動の余
効変動と思われる有意な変化を認めたことを報告した．その後，2004 年 7 月と 10 月に繰り返し
測量を実施したところ，これまでの傾向と同様，Nb 火口の南側で全磁力増加，北側で全磁力減少
が継続していることがわかった．測定開始から約１年を経て，観測されたものが年周変化ではな
いことも明らかとなった．この変化パターンを説明可能なモデルのひとつとして，単一の磁気双
極子が考えられる．等価ソースの位置は，Nb 火口の中心から約 100m 西方の深さ 250m であり，
熱消帯磁で解釈すると温度低下を示唆している．ただし，現在の観測点分布だけではモデルの一
意性は保証されないので，今後さらに観測点を拡充する予定である． 

 

図 1（左上）西山火口周辺の磁気点配置．
○で示した 3点はプロトン磁力計による
連続観測点．□は繰り返し磁気点を示す． 
 

図２（左下）繰り返し磁気点の磁場変化
(2003年 11 月～2004 年 4 月の変化)から
推定した等価磁気双極子モデル．太字はモ
デル計算による全磁力変化（単位ナノテス
ラ，基準点 MTY）．細字は実測値を示す． 
 

図３（右下）各観測点における全磁力変化
（基準点 MTY）． 

 

 

（橋本・前川・鈴木） 
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第 100 回 2005年 2月 23 日 

 

2000 年新山の上下変動 

 

（a）2000 年噴火前（1993 年）における国道 230 号線沿い水準点の路線距離と標高，および
2000 年噴火終息後の 2000 年 11 月における同水準路線の標高．（b）2000 年噴火前後（1993 年
11 月～2000年 11月）での同水準路線の比高変化と，2000年噴火終息後の比高変化（2000 年 11

月～2003年 11 月，2003年 11月～2004 年 10月）．４年間で最大 70cm 程度の沈降が見られる．  

 

 

 

 

（大島・鈴木・前川・吉田） 



 37

有珠山 

 有珠山の地震活動については大きな変化は見られない．井戸水位も緩やかに噴火前の状態へ向
かっている．火口原南西側の浅部では微小な地震活動が引き続き認められる．2004 年 3 月～7月
はデータ処理環境の変更作業に伴い断続的に欠測となっている． 

 
 

（青山・鈴木） 
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北海道駒ケ岳 

 

 火口原下での微小地震活動はこれまで同様に認められ，北海道駒ヶ岳における地震活動には
大きな変化はない．2004 年 3 月～7 月の 5 ヶ月間はデータ処理環境の変更作業に伴い断続的に
欠測となっているため，地震活動が低下しているように見えている． 

一昨年 4月より継続していた
横津岳周辺での群発地震活動は
昨年 10 月に数個確認されたも
のの，その後は活動が見られな
い． 

 地 震 波 エ ネ ル ギ ー は
Gutenberg-Rich ter の式に基づ
いてマグニチュードから推定し
たものである． 
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樽前山 

 

樽前山では一昨年 9 月の十勝沖地震以降しばらくの間地震活動の高い状態が続いていたが，
2004 年 1 月頃より元の活動レベルに戻り，現在は落ち着いた状態が続いている．2004 年 3 月
～7 月にかけてはデータ処理環境の変更作業に伴い断続的に欠測となっている．  

また，2004 年 9 月に北海道
を襲った台風 18 号のために山
頂近傍の観測点が壊滅的被害を
受け，現在に至るまで運用を停
止している．そのため震源決定
ができる地震の数が大幅に減っ
ている． 

地 震 波 エ ネ ル ギ ー は
Gutenberg-Rich ter の式に基づ
いてマグニチュードから推定し
たものである． 
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有珠山 －2000 年新山の上下変動－ 

 2000年 3月末，有珠山は西山西麓を活動域として噴火活動を開始し，新山を形成した．新山は
2000 年 8 月半ばまで隆起を続けその後沈降に転じた．この新山を横切るように国道 230 号線に
沿って水準路線が敷設されている（図 1）．北海道大学では新山周辺における地殻変動の時空間変
化を調べるために，2003年および 2004 年に繰り返し水準測量を行った．この 2回を含め，2000

年噴火前後では 1993年，2000 年，2003年，2004 年に測量が行われている． 

 これらの測量結果をまとめると，2000 年新山周辺での地殻変動について次のような特徴が認め
られた． 

(1)2000 年噴火による隆起量は最大で約 80m であった（図 3）． 

(2)隆起量が大きいところほど沈降量も大きい（図 3）． 

(3)RTKによる連続観測で見られていた沈降速度の低下が，水準測量からも確認された（図２）． 

 
図 2．RTKと主なベンチマークでの比高の経年変化． 

 
図 1．2000 年新山を縦断する旧
230 号線沿いの水準路線．地図下
が噴火湾，上が洞爺湖である． 

 
図３．（上）噴火前後（1993-2000 年）での隆起量．（下）
各ベンチマークでの隆起量に対する沈降量の割合．横軸は
BMJ 6からの路線距離．顕著な隆起変動が見られた領域を
灰色で示す． 

（大島・吉田・青山・前川・鈴木） 
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有珠山 －山頂火口原の熱活動－ 

 2000 年噴火は山頂火口原直下へのマグマ貫入を示唆する南西外輪山を中心とした全山規模の
地殻変動を伴い，山頂火口原内にも顕著な地表変動が現れた．しかし，噴火直後から現在まで山
頂火口原の噴気・地熱活動に際だった変化は認められず，火口原の熱活動は 2000 年噴火の影響
を受けていないように見える．このことを確認するために 2004 年 10 月に 1m 深地温測定を主と
した熱的観測を行った． 

 全体として 1m 深地温異常域は噴火前と同様に火口原西側に広がる．20℃以上の地温を示す領
域の広がりは 1990 年と同程度であるが，40℃以上の地温を示す噴気地はやや拡大したように見
える．この拡大は時間とともに閉塞していった熱水供給系が再び開口したことをうかがわせる．
また，南～南西外輪外壁では，新たに林道が設けられたこともあって，北西－南東方向に連なる
温度異常帯が明らかになった．この両端の温度異常域は 1987年の地温分布に認められる． 

 I 火口の噴気温度は噴火以前の低下傾向の線上にあるが，噴気による放熱量は大きく減少した．
噴気温度が山頂火口原の熱活動をささえる熱源の冷却過程を反映していると考えると，2000年噴
火により新たな熱エネルギーの付加はなかったと考えられる．また噴気による放熱量の減少は，
噴気に代わり拡大した噴気地からの放熱が増大したことによるのかもしれない．  

  

 
第 1 図．1m 深地温分布．等温線は 20℃間
隔．灰色は 40℃以上の地温を示す領域．
1987 年と 1990 年は松島(1993)による． 

 
第 2 図．I 火口からの噴気による放熱量（松島
1993 に加筆・修正）および I 火口噴気孔温度
の経年変化．灰色は噴火活動期間を示す． 
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北海道駒ヶ岳 －周辺の広域地殻変動－ 
 北海道駒ケ岳の広域変動について水準測量のデータを用いて検討した．北海道駒ケ岳西側を通
る一等水準路線（図 1）のうち長期間のデータ（国土地理院他）のある BM7070の変動を見ると，
図 2に示すように，駒ケ岳北西側の森町の J 19を固定した場合及び南方の七飯町の J 18を固定し
た場合のいずれの場合も 1929年の噴火時に沈降し，その後 1987年まで継続的に隆起を続けてい
る．BM7070 は 1996 年に移設されており，その後の変動はつながらないが，1996 年から 2003

年の間も地理院のデータでは 8.3mm 隆起している． 1993 年には北海道南西沖地震が発生し，北
海道駒ケ岳山麓でも被害が出た．特に BM7068 から BM7071 の区間は液状化現象が起き,北海道
駒ケ岳による変動を BM7070付近の水準点の変動で確認することはできない．影響の少なかった
山体近傍西麓の水準点 SF410の変動も図 2に示したが，1987-1996の期間を含めて隆起傾向が続
いている．さらに，J 19を固定して BM7070 の時間変化を見ると，噴火後 1968年までの隆起率
(0.5mm/year)よりもそれ以降の隆起率（1968-87年：0.9mm/year，1996-2003年：1.2mm/year）
が次第に大きくなっていることは注目される．ただし 1994 年に J 19 は移設されており，この違
いはさらに吟味をする必要がある． 

 空間的な分布を見るために J 19 から BM7070 までの間の累積変動を示したのが図 3 である．
1968 年以前のデータとつながるものが少なかったので，1968 年以降について示した．上述のよ
うに南西麓の水準点で 1993 年の南西沖地震の影響が大きく現れているが，この期間を除いては
継続的な隆起傾向が明瞭であり，広域的な変動としては，中長期的に隆起傾向にあると考えるの
が妥当であろう．  

 
図 1．駒ヶ岳西麓の水準路線位置図． 

 
図 2．約 100年での駒ヶ岳西麓水準路線における上
下変動．白抜きは J 19を固定した場合で，黒塗りは
J 18を固定した場合．いずれを固定しても，1929年
の噴火以降駒ヶ岳西麓で隆起変動が続いている傾向

が見て取れる． 

図３（右）．1968 年を基準とした場合の，
駒ヶ岳西麓水準路線の比高経年変化．そ
れぞれの期間での基準点は J 19としてい
る．BM7068における大きな沈降は北海
道南西沖地震の影響である．  
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４．地震予知研究協議会への平成 16年度成果報告 
 

（１）課題番号：1001 
（２）研究課題（または観測項目）名：日本列島周辺域のプレート運動の解明 
（３）最も関連の深い建議の項目： 
（『平成１６年度実施計画』における（３）を記述して下さい） 
１．（１）ア．日本列島周辺域のプレート運動 
（４）その他関連する建議の項目： 
１．（２）ア．プレート境界域における歪・応力集中機構 
  １．（２）エ．地震発生サイクル 
（５）本課題の平成１６年度からの５ヵ年の到達目標と、それに対する平成１６年度実施計画の
位置付け： 
 平成16年度から新規および老朽化した観測点にインテリジェント型GPS受信機を設置し安定し
たデータの取得を開始する。この地域のプレート相対運動の値は年間 1 以下であり、長期間安
定してデータを取得することが必須条件となる。このため、最初の 3年間は観測点設置作業およ
び保守作業に重点を置く。しかしながら、本年度は要求した設備が認められなかったため、既存
の観測点の延命措置を実施する。また、16年度は本計画最初であるため、観測を行うカウンター
パートとの打ち合わせなどを中心に行う。19年度から予備的なデータ解析に入り、19年度のデー
タ取得が完了するのを待って最終年度である 20 年度に日本列島周辺域のプレート運動モデルの
構築作業を行う。 
（６）平成１６年度実施計画の概要： 
今年度は、設備が認められなかったので、観測点の新設はできない。したがって、既存観測点
でのGPS受信機が機械的にできるだけ延命できるような措置ができるような対策を講じる。また、
老朽化した観測点の更新も難しいが 1 観測点だけは認められた事業費で新規整備する予定の GPS
受信機に更新する予定である。  
平成 16年 6月：ロシア・サハリン州でGPS観測点の更新およびデータ回収。 
平成 16年 8月：ロシア・カムチャッカ州でGPS観測点保守およびデータ回収 
（７）平成１６年度成果の概要 
平成 16年 6月にサハリン州へ出向き、オハ観測点とウグレゴルスク観測点の点検並びにデータ
回収を行った。8 月には、カムチャッカを訪問し、既存観測点の状況点検と、予定した新設店の
設置について協議を行った。現在、カムチャッカで次の大地震の発生が予測されている 1952年カ
ムチャッカ地震の震源域の中央部に対する位置での観測の可能性を検討した結果、パウジェスカ
観測点を設定し、10月に設置し、観測を開始した。ウラジオストックを中心として沿海州におい
ては、ウラジオストックの連続観測点のデータ収録装置の交換をおこない、連測観測の維持に努
めた。さらに、2箇所の臨時点を増設して、都合 6箇所の臨時観測点を 2-3 台の受信機による、
数ヶ月間隔の観測で巡回する方式を展開した。新たな観測点として、日本海に面したテルネイが
選ばれた。ハバロフスクを中心とした観測点としては、大陸横断測線を計画し、観測の許可を得
たので、16年度はそのうちの 4箇所の 1回目の観測を行った。ハバロフスクには、IGS観測点が
あるが、受信データの品質に若干の問題が見られるので、連続観測点を 1点設置して、比較観測
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を始めた。問題としては、現在日本から持ち込んでいる受信機は 10年前のもので、現在はメーカ
ーによる部品の提供期間外となってしまい、故障した場合の修理が不可能になってしまったこと
である。現に、16年末には、カムチャッカの連続観測点の 2点で、電源系統の故障が発生したが、
これらの受信機は、修理不能であった。今後の観測維持のために、受信機の更新が不可欠である。 

 
（８）平成１６年度の成果に関連の深いもので、平成１６年度に公表された主な成果物（論文・
報告書等）： 
 
（９）実施機関の参加者氏名または部署等名： 
他機関との共同研究の有無（共同研究を行った場合には機関名と、参加者数）： 
笠原 稔・高橋浩晃・日置幸介・一柳昌義 
Inst i t ut e of  Appl i ed MAthmat i cs ( Vl adi bost ok) ,  Laborat ory of  Geodesy:  3名 
Inst i t ut e of  Tect oni cs and Geophysi cs ( Khabarovsk) ,  2名 
Inst i t ut e of  Mari ne Geol ogy and Geophysi cs ( Sakhal i n) ,  2名 
Kamchat kan Experi ment al  Met hodi cal  Department  of  Sei smol ogy ( Kamchat ka) ,  4名 
 
 
（１）課題番号：1002 

日ロ連続観測点

極東ロシアGPS観測網 

IGS点
 臨時観測点

新点
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（２）研究課題名：北海道北部沖の海底地下構造探査および自然地震活動調査 
（３）最も関連の深い建議の項目：１（１）イ 列島規模のプレート内の構造と変形 
（４）その他関連する建議の項目：１（１）ア 日本列島及び周辺域のプレート運動 
（５）本課題の平成１６年度からの５ヵ年の到達目標と、それに対する平成１６年度実施計画の
位置付け： 
1993年北海道南西沖地震は、1940年積丹沖地震と 1983年日本海中部地震の震源域間に発生し

た。これらの大地震はユーラシア・プレート（アムール・プレート）と北米プレート（オホーツ
ク・プレート）との相互作用による歪・応力場に支配されて発生した。しかしにもかかわらず 1940
年積丹沖地震の震源域以北（北緯 44度以北）でのプレート境界の位置は全く不明のままである。 
 プレート境界を規定するためには地震活動や地震の発生機構の情報が不可欠である。現在の陸
上地震観測網からみた当海域の地震活動は高くなく、現地での海底地震計を用いた地震観測の充
実が必要である。さらにプレート境界を規定する海底地殻構造もきわめて重要な情報である。し
たがって 5ヵ年の後半（平成 19年度と平成 20年度）でエアガンと海底地震計を用いた人工地震
探査を実施し、当海域での歪場を明らかにする。また長期観測用海底地震計による地震観測を実
施し、当海域での地震活動を精査し、応力の実態を明らかにする。 
 平成 16年度では、当海域に発生している自然地震の震源分布、発生機構を精査する。また精度
の高い震源データを用いた速度トモグラフィーを求め、当海域での第 1近似の速度分布を推定す
る。なお海底地震計を用いた海底地震観測は平成 19年度と平成 20年度とで実施する。 
（６）平成１６年度実施計画の概要： 
 新しい震源計算法を用いて最近の陸上地震観測網で観測された地震の震源再計算を行う。これ
らの再決定された地震の震源データから当海域での地震活動、および地震の発生機構を明らかに
する。またこれらの再計算された地震波の走時データを用いて速度トモグラフィーを求める。 
（７）平成１６年度成果の概要 
 平成 16年度は、新しい震源計算法を用いて最近の陸上地震観測網で観測された地震の震源再計
算を行った． 
（８）平成１６年度の成果に関連の深いもので、平成１６年度に公表された主な成果物： 
 なし 
（９）実施機関の参加者氏名または部署等名： 
高波鐵夫･村井芳夫 

 
 

（１）課題番号：1003 

（２）研究課題（または観測項目）名：十勝沖地震震源域の強度回復過程と根室沖地震の発生予
測にむけた準備直前過程の総合観測研究 

（３）最も関連の深い建議の項目： 

 １．（２）ア．プレート境界域における歪・応力集中機構 

（４）その他関連する建議の項目： 

 １．（２）エ．地震発生サイクル 

 １．（２）ウ．地震発生直前の物理・化学過程 
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 ３．（２） ボアホールによる地下深部計測技術の開発と高度化 

（５）本課題の平成１６年度からの５ヵ年の到達目標と、それに対する平成１６年度実施計画の
位置付け： 

 本計画は次の２つの柱からなっている．１）根室沖地震に対する準備直前過程の観測研究，２）
2003 年十勝沖地震の余効変動観測．１）では，GPS 観測や地震活動データによる根室沖の詳細
なプレート間固着状態の調査，固着状態の変動によりもたらされる地殻ひずみを高精度なボアホ
ールひずみ計によって計測すること，また，力学的手法ではなく電磁気学的手法(ピエゾマグネ)

による応力モニタリング法の開発および電磁気モデル作成のための構造調査，がある．これらを
統合して，現在の根室沖の力学的状況を明らかにし，次の地震に至るその変化の観測的研究を実
施する．２）では，発生した地震によって急激にすべった断層面の固着度回復過程，およびすべ
りの拡散・伝播過程を GPS 観測を中心にして捉える．このデータから，１つの巨大地震の高速す
べりの減衰様式・拡散様式を始めから終わりまで明らかにし，地震発生モデルの高度化に資する． 

（６）平成１６年度実施計画の概要： 

 今年度は要求していた設備費が認められていないために，従来実施してきた地震および電磁気
学的観測の継続，および老朽化した機器の更新を行う．また，新たな観測項目として，歪観測の
ためのボアホール孔での地下水水圧計測の予備的調査を行う．十勝沖地震関連では設置した臨時
GPS 観測点の定常観測点への格上げを行って安定したデータ取得を目指すほか，地震観測データ
も用いて，プレート境界での強度回復過程を観測する．  

（７）平成１６年度成果の概要 

 これまで続けてきている，地震，ＧＰＳ，電磁気観測を継続している．新たに，根室半島の東
梅地域の井戸で水位観測を開始した．地震観測によると，想定される根室沖地震の震源域で地震
活動の静穏化が見られるが，一方やや深発地震は活発化している傾向が 2000 年５月頃から見ら
れており，このような現象が十勝沖地震の前にも見られたことから，地震が近いうちに起こる可
能性が高いと考え，各種観測装置の整備を行った．また，このような状況に鑑み，根室西部別当
賀地区に地電位変動観測点および VHF 電波の送信局を設置した．  

 厚岸において応力変化に伴う地磁気変化をプロトン磁力計により観測しているが，2004 年 11

月 29日および 12月６日にそれぞれMs7.1，Ms7.0の地震が観測点から 50km ほど離れたところ
で起こったが，顕著な地磁気変化は観測されなかった．簡単なモデル計算によると，M7 クラス
の地震の場合，50km くらい離れているところで起こった場合の磁場変化は 1nT にも満たず，検
出は難しいと予想される． 

（８）平成１６年度の成果に関連の深いもので、平成１６年度に公表された主な成果物（論文・
報告書等）： 

Ghimire, S., K. Katsumata, and M. Kasahara, Tectonic implication of the 2003 Tokachi-Oki Earthquake 

and its Consequences, Abstracts 2004 Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting, S044-P003, 

Chiba, 2004. 

勝俣啓，応力テンソルインバージョン法により推定された 2003年十勝沖地震震源域付近の太平洋
プレート内部の主応力パターン，地震，57，131－133，2004． 

高橋浩晃・笠原稔，2003年十勝沖地震－1952 年十勝沖地震からの地震活動・前震・本震・余震・
誘発地震-，地震Ⅱ，57，115-130，2004． 
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笠原稔・高橋浩晃・岡崎紀俊・中尾茂・鷺谷威・伊藤武男・大谷文夫・佐藤一敏・藤田安良・橋
本学・細善信・加藤照之・飯沼卓史・福田淳一・松島健・河野裕希，稠密 GPS 観測による
2003年十勝沖地震の余効変動観測，月刊地球，号外，49，105-111，2005． 

中尾茂・笠原稔・岡山宗夫・一柳昌義，えりも地域における 2003年十勝沖地震以前の地殻歪変化，
月刊地球，号外 49，100-104，2005． 

（９）実施機関の参加者氏名または部署等名： 

 笠原 稔・茂木 透・勝俣啓・高橋浩晃 

 

 

（１）課題番号：1004 
（２）研究課題名：十勝沖･根室半島沖地震におけるカップリングの時空間分布 
（３）最も関連の深い建議の項目： １．（２）ア．プレート境界域における歪･応力集中機構 
（４）その他関連する建議の項目： １．（１）イ．日本列島及び周辺域の長期広域地殻活動 
（５）本課題の平成１６年度からの５ヵ年の到達目標と、それに対する平成１６年度実施計画の
位置付け： 
 十勝沖･根室半島沖は太平洋プレートが沈み込む千島海溝最南端部に位置し、大地震が時々発生
している。沈み込む太平洋プレート上面と陸側プレート(島弧)とのカップリングの状態が大地震
の発生を左右すると考えられ、そこでの構造的解明に焦点を当てた海底地下構造調査はきわめて
重要である。５ヵ年の到達目標として関係大学と研究機関との密接な連携のもとに、海底地震計
とエアガンを用いた地震学的構造調査を実施し、当海域でのプレート上面付近の地震発生様式と
海底地下構造との関係を明らかにすることである。 
 平成１６年度は当海域のうち２００３年十勝沖地震の震源域内での地震発生と海底地下構造と
の関係を明らかにする(図―1～図―3参照)。 
（６）平成１６年度実施計画の概要： 
 ２００３年十勝沖地震の本震付近からえりも海山に至る測線（１９０ｋｍ）とそれにほぼ直交
する陸側（水深２０００～３０００ｍ）の測線（１４０ｋｍ）とで、３０台の海底地震計とエア
ガンを用いた人工地震構造調査を実施する。 
（７）平成１６年度成果の概要 
 海底地震計とエアガンを用いた人工地震構造調査を実施するために、２００３年十勝沖地震の
本震付近からえりも海山に至る測線 A（１９０ｋｍ）とそれにほぼ直交する陸側（水深２０００
～３０００ｍ）の測線 B（１４０ｋｍ）とで、２５台の海底地震計を設置した。 
 平成１６年度に実施予定であった２つの測線のうち、超大型台風２３号と大きな低気圧に遭遇
し、測線 Bでのエアガン発破はできなかった。測線A での記録は現在解析中である(図－4、図－
5参照)。 
（８）平成１６年度の成果に関連の深いもので、平成１６年度に公表された主な成果物（論文・
報告書等）： 
Shi nohara,M. ,  Yamada, T. ,  Kanazawa, T. ,  Hi rat a, N. ,  Kaneda, Y. ,  Takanami , T. ,  Mi kada, H. ,  
Suyehi ro, K. ,  Sakai , S. ,  Wat anabe, T. ,  Uhi ra, K. ,  Murai , Y. ,  Takahashi ,N. ,  Ni shi no,M. ,  
Mochi zuki , K. ,  Sat o, T. ,  Arai ,  E. ,  Hi no, R. ,  Uhi ra, K. ,  Shi obara, H. ,  Shi mi zu,  H. ,  Af t ershock 
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observat i on of  t he 2003 Tokachi - oki  eart hquake by usi ng dense ocean bot t om sei smomet er 
network,  Eart h Pl anet s.  Space,  56,  295- 300,  2004.  

高波鐵夫･村井芳夫･町田裕弥･齊藤市輔･牧野由美･勝俣啓･山口照寛･西野実、海底地震観測が捉え
た２００３年十勝沖地震直前の微小なクラスター地震など、２００３年十勝沖地震、月刊地球
号外、49、80- 91、2005． 

高波鐵夫･村井芳夫･町田裕弥･齊藤市輔･牧野由美･勝俣啓･山口照寛･西野実、海底地震観測が捉え
た２００３年十勝沖地震直前の顕著な現象、地震、57、2005（印刷中）． 

山田友朗･篠原雅尚･金沢敏彦･平田直･金田義行･高波鐵夫･三ヶ田均･末広潔･酒井慎一･渡邉智毅･
植平賢司･村井芳夫･高橋成実･西野実･望月貴公廣･佐藤壮･荒木英一郎･日野亮太･宇平幸一･塩
原肇･清水洋、稠密海底地震観測による２００３年十勝沖地震の余震分布、地震、57、2005（印
刷中）． 

（９）実施機関の参加者氏名または部署等名： 
他機関との共同研究の有無（共同研究を行った場合には機関名と、参加者数）： 
北海道大学、東北大学、東京大学地震研究所、九州大学、海洋科学技術センター、参加者数 20名  
高波鐵夫･村井芳夫 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図―１： 海底地震計による 2003年十勝沖地震前の自然地震観測網（2002年度、2003 年度） 
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図―２： 2003 年十勝沖地震直前に観測された膨大なバースト信号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図―３： 2003 年十勝沖地震直前にその震源域全域で観測された微小なクラスター地震の時空間
分布 
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図―４： 2003 年十勝沖地震の震源域内での海底地下構造調査測線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図―５： えりも海山の海底地震計に記録されたエアガン発破記録例（観測点、23） 

 
 

（１）課題番号：1005 
（２）研究課題名：北海道内陸活断層での歪・応力集中メカニズムの解明 
（３）最も関連の深い建議の項目： 
１．（２）イ 内陸地震発生域の不均質構造と歪・応力集中機構 
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（４）その他関連する建議の項目： 
１．（３）ア 断層面上の不均質性 
（５）本課題の平成１６年度からの５ヵ年の到達目標と、それに対する平成１６年度実施計画の
位置付け： 
活断層・歪集中帯の物理特性とその生成メカニズムを明らかにするため、次のような観測研究

を実施する。（ア）稠密 GPS 観測による歪の時空間変化、断層深部のすべり様式の解明。（イ）広
帯域 MT観測による活断層・歪集中域の詳細な比抵抗構造探査。（ウ）高密度地震観測による地震
発生層の深さ下限の高精度推定。５ヵ年の計画で、跡津川断層地域の共同研究および道北地域の
北大を主体とした観測とを実施する。 
（６）平成１６年度実施計画の概要： 
跡津川断層地域での調査では、高密度地震観測、広帯域 MT 観測に参加する。道北地域では、   
従来から実施している、GPS連続観測、地震観測を継続する。これまでに取得された広帯域MT観
測データの 3次元比抵抗構造を作成し、地震発生地域と非地震発生地域の地殻構造の特徴を議論
する。 
（７）平成１６年度成果の概要 
 平成 16 年度は跡津川断層での総合的研究の初年度にあたり，高密度地震観測の観測点の設置，
広帯域MT観測の共同観測に参加した． 
微小地震の臨時観測は，跡津川断層周辺の歪集中メカニズムを明らかにするために計画された．
本年度は，各大学が分担して観測点の予備調査と新設工事等を実施し，一部の観測点では地震観
測を開始した．北大担当の５観測点では新設工事が終了し，2005年 5月頃より観測を開始する予
定である． 
広帯域MT観測は，歪集中帯（特に跡津川断層周辺を意識して）での電気伝導度構造の解明の一
環として、以下のような大きく分けて 3つのテーマを目標に研究を開始した． 
（１）大規模電気伝導度構造から見える中部日本での地殻下部の高電気伝導度領域の精密化
（f racture があることによって高電気伝導度が弱められるか？高電気伝導度が水であるとして、
構造と歪集中に関連があるか？） 
（２）跡津川断層の南側の深部での高電気伝導度分布の精密把握と(1)の構造とのつながりの解明 
（３）跡津川断層の断層に沿った地震発生領域内での電気伝導度構造の不均質 
本年度は，富山県高岡市付近から跡津川断層を横切り，長野県安曇村までの 120kmにおよぶ測
線上において 28地点で観測を行った．北大からも南側の測点の観測に参加した．得られたデータ
は，京都大学防災研究所のメンバーが中心となり解析が進行中であり，プレリミナリーな結果は，
防災研究所から報告されているが，断層周辺の地震の頻発域は高比抵抗帯の中にあること等がわ
かってきた． 
10月 23日中越地震が起こったために，急遽，高密度地震観測，GPS連続観測，広帯域MT観測
が中越地域で実施されことになり，北大からもそれぞれの共同観測に参加した． 
広帯域MT法は，震源域の比抵抗構造を調べ，特にその地域での流体の存在について示唆を与える
ことを目的に行われた．11月初旬に震源域南側で７点，12月初旬に北側の 8点と南側補充点３点
で観測が行われた．特に 11月の観測は，付近を走る直流電車が止まっていたり，大きな磁気嵐が
あったりして，比較的よいデータが得られた．データの解析は東京大学地震研究所，東京工業大
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学のメンバーを中心に行われており，現在までの結果はそれらの機関から詳しく報告されている．
震源が地殻浅部の低比抵抗体の底にあたるところにあり，その下に位置する高比抵抗層のさらに
深部，25km以深にも低比抵抗層が分布している可能性があること等が示されている． 
中越地震の余震地域内の GPS連続観測は 10月 24日から開始した．国土地理院の GPS観測点の空
白域を埋めるように 9観測点を設置して観測を行っている．北大からも３台観測に参加した．12
月 15日までのデータを解析した結果，10月 27日（M6. 1）と 11月 8日（M5. 9）の余震によるコ
サイスミックな地殻変動，および，本震発生後から継続する余効的地殻変動を検出することがで
きた．  
本震の震央に近い観測点では，顕著な余効変動が観測されている．この変動は対数関数で近似

されその時定数は 1. 6 日である．2003年十勝沖地震の場合の時定数は 7日程度であった．一方，
震央から離れた観測点での余効変動の振幅は大きく減衰する． 余効変動が観測されているほとん
どの観測点での座標変化が 1. 6 日の時定数で近似できることは，この変動を起こす原因が同じ要
因に帰着する可能性を示唆している． 
国土地理院の 020240 観測点での余効変動/本震時変位は 20％程度が見積もられた．この比率 

は，2003 年十勝沖地震のそれとよく似ている．また，020240 の本震時変位と余効変動のベクト
ルの向きが 180 度違っており，複雑な断層運動を反映した結果であると考えられる．  
以上のように，稠密なGPS 観測からこの地震に関するデータを得ることができた．国土地理院 
GEONET の観測点間隔は 15- 30km 程度であり，断層サイズを考慮すると，M7 以下の内陸の地震 
に対しては，今回のような稠密なGPS 観測を実施することが有効であることが示された． 
 また，道北地域では地震，GPSの観測を継続するとともに，得られている広帯域MT法データの
３次元インバージョンを試みた．マルコフチェーンモンテカルロ（MCMC）インバージョンを試み
たが，偽像の処理や周辺の比抵抗構造の取り込みなど今後も検討すべき課題が残っている． 
８）平成１６年度の成果に関連の深いもので、平成１６年度に公表された主な成果物（論文・（報
告書等）： 
 特になし 
（９）実施機関の参加者氏名または部署等名： 
  北海道大学：茂木透、勝俣啓、高橋浩晃 
他機関との共同研究：東京大学地震研究所，京都大学防災研究所，秋田大学，東北大学，東京工
業大学，名古屋大学，九州大学 
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（１）課題番号：1006 

（２）研究課題名：地震に関連した電磁気シグナルの発生・伝播メカニズムの解明 

（３）最も関連の深い建議の項目： 

１．（２）ウ. 地震発生直前の物理・化学過程 

（４）その他関連する建議の項目： 

１．（４）ア 摩擦・破壊現象の物理・化学的素過程 

（５）本課題の平成１６年度からの５ヵ年の到達目標と、それに対する平成１６年度実施計画の
位置付け： 

以下の観測を 5ヵ年間継続し、地震の準備・直前過程での変動を議論する。 

①低周波電磁波観測 

  主として北海道東部地域において、ＵＬＦ帯の磁場、電場の変動観測を多点で実施する。 

発生・伝播モデルを考えるための比抵抗構造探査も行う。また、プレート固着域の変化に 

伴う比抵抗変化のモニタリングも行う。 

②VHF 帯電波伝搬異常の観測 

FM放送電波の伝播異常を北海道全域を複数の送受信経路でカバーする観測を行う。 

③地磁気による地殻応力モニター 

大きな地殻の沈降が続いている北海道東部地域において、地殻応力の増加を圧磁気効果によ
りモニターする。 

④電磁波伝播のシミュレーション 

不均質構造中の電磁波伝播について数値モデル計算によるシミュレーションを行い、震源で
発生した電磁気シグナルが地表付近に伝播するメカニズムを検討する。 

（６）平成１６年度実施計画の概要： 

  低周波電磁波観測は、これまでの観測点の測定器の高度化を図るとともに、2003年十勝沖地
震の震源地域の構造を調べるための MT 探査を実施する。海岸から内陸に向かうアレイ観測を
行うことにより、深部や海底下のアレイ延長方向の構造も捉えられる可能性がある。 

VHF 帯電波伝搬異常の観測は、前年度より続いている観測を継続する。特に複数の経路で伝
播現象が捉えられるように測点を配置する。 

地磁気による地殻応力モニターは、従来から行っている厚岸、標茶、仁多、仁伏の全磁力観 
に加え、中茶安別に測点を追加し、フッラクスゲート磁力計による３成分観測も行い、モデル
計算に使うデータの高度化を図る。 

電磁波伝播のシミュレーションを行うためのプログラムを整備する。モデル計算によるシミ
ュレーションを行い、震源で発生した電磁気シグナルが地表付近に伝播するメカニズムを検討
する。 

 （７）平成１６年度成果の概要 

  本年度は，えりも地域において広帯域MT探査および長周期MT観測を行うことにより，2003

年十勝沖地震の震源域周辺の比抵抗構造を調べる研究を開始した．25 地点において観測を行い，
えりも岬から北東側に 40km，北西側に 40km の辺に囲まれる地域（図１）で深さ 100km までの
3 次元比抵抗構造を求める予定である．現段階では，全部のデータのチェックをおこない，見掛
け比抵抗および位相を導出しているところである． 
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図２．広帯域MT観測で得られら見掛け 

図１．えりも地域のMT観測点           比抵抗，位相の例． 

 

図２に広帯域MT観測で得られた見掛け比抵抗，位相の例を示す．海の近くの B11ではその影
響が大きく，2 つの曲線がスプリットしている．内陸に入った B03 ではその影響が小さくなる携
行が見られる．このように海の影響が大きいので，その評価をしてモデルを作ることが課題であ
る． 

地震前に発生する VHF 散乱波の観測は，2002年 12 月から本観測が始められ 2003年 9月には
札幌，エリモ，天塩中川および弟子屈の 5箇所で連続的な観測が行われ継続している．2005 年 1

月現在までで，北日本で起こった 60 以上の主な地震について前兆的な散乱波が観測された．紀伊
半島沖地震や新潟県中越地震については，名古屋局や新潟局を監視していたにもかかわらず観測
できなかった．北海道からの観測には距離的な限界があると考えられる．最も確度の高い観測が
行われている領域は日高山脈南部から十勝（沖）地方である．日高山脈南部では深さ約 50km に
集中した地震活動があり十勝沖地震の余震域にもなっているために活発である．散乱波の総継続
時間（Te）の常用対数は関係した地震のM と良い直線性が見いだされている．図３は 10 個の深
さ約 50km の地震と深さ 27km の地震 1 個に対する Teの関係のプロットである．Teは深さに敏
感に変化し浅い地震では長い．このように電波発信源と受信地が比較的近距離であれば震源地の
推定が容易で確度も高いので北海道内では近距離観測網を構築することになった．2004 年 12 月
には厚岸観測点を設けて弟子屈(60km)，根室(70km)および網走(115km)を監視している(図４)．
この増設により 1 月 18 日 23 時 09 分に発生した厚岸付近の地震に関係したと考えられる散乱波
を 1月 13日から複数の経路と観測点で捉え，予測の精度を高めることができた．しかし放送局に
は同じ周波数を持つものが複数あり，どの局からの散乱波か判別できない．12 月 14 日に起こっ
た苫前の地震M6.1の前には 11 月 27日からエリモの 83.8Mhz（広尾，羽幌，遠軽の 3 局が同じ
周波数で同じ電力 100w を持つ）に非常に長い散乱波が観測され始め，当初は日高山脈の地震と
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考え，深さ 50km ならば M6.4 が推定された．しかし実際は羽幌局からの散乱波であった．FM

局を利用する限りではこのような間違いは避けられないので，独自の周波数を発信する計画を考
慮中である． 

散乱波を含むあらゆる前兆的な現象は深さの情報を持っていない．Mと深さはトレイドオフが
あるので TeだけでMを決めることはできない．また海域と陸域では減衰が異なるようで同じ Te

に対して海域の地震は M が大きくなり陸域では小さく，さらに浅い地震ではもっと M は小さく
なる．我々はこのような意味で 100%当たる予測＝予知はできないが確率的な予報は可能である
と考えている．当たる確率を高めるためには中長期的な地震活動の変動を注意深く監視し，地電
位観測など他の観測との比較が重要であると考える。      

 
図３. 日高山脈南部で発生した深さ約 50km の地震 10 個と深さ 27km の地震 1 個に対する総

継続時間（Te）のプロット[数字は深さ,(km)]．深さ 27km の地震では 50km の地震に対して Te

は約 10 倍長い． 

 

図２． 北海道における観測点（●）および FM放送局（△）の位置．ただし TKBは休止中． 

 

 プロトン磁力計による観測は引き続き，厚岸，標茶，弟子屈仁多，仁伏で行われている．最近， 

根室での観測を再開した．2004年 11月 29 日および 12月６日にそれぞれMs7.1，Ms7.0の地震
が厚岸観測点から 50km ほど離れたところで起こったが，顕著な地磁気変化は観測されなかった．
簡単なモデル計算によると，M7クラスの地震の場合，50km くらい離れているところで起こった
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場合の磁場変化は 1nT にも満たず，検出は難しいと予想される． 

3 次元比抵抗構造中で，地中で発生した電場がどのように広がっていくかをシミュレーション
するプログラムも製作中である． 

（８）平成１６年度の成果に関連の深いもので、平成１６年度に公表された主な成果物（論文・
報告書等）： 

茂木透，高田真秀，森谷武男，榎本祐嗣，橋本寛，白井信正 (2004) 地球電磁気的観測，月刊地 

球/号外・2003年十勝沖地震，118-125． 

 Nishida , Y., Y. Sugisaki, K. Takahashi, M. Utsugi and H. Oshima (2004) Tectonomagnetic 

study in  the eastern  par t  of Hokkaido, NE J apan:Discrepancy between  observed and 

ca lcu la ted result s. EPS, 56, 1049-1058 

森谷武男，茂木透，高田真秀，笠原稔(2005)地震に先行する VHF(FM 放送波）散乱波の観測的
研究, 北海道大学地球物理学研究報告 68，2005．印刷中 

（９）実施機関の参加者氏名または部署等名： 

北海道大学理学研究科：茂木透、高田真秀、森谷武男、橋本武志、西田泰典 

  東京大学地震研究所，東京工業大学，東北大学から機材を借用した． 

 

 

（１）課題番号：1007 
（２）研究課題名：北海道・南千島での巨大地震発生サイクルの解明 
（３）最も関連の深い建議の項目： 
１． （２） エ．地震発生サイクル 
（４）その他関連する建議の項目： 
１． （２） ア．プレート境界域における歪・応力集中機構 
（５）本課題の平成１６年度からの５ヵ年の到達目標と、それに対する平成１６年度実施計画の
位置付け： 
 本研究では北海道から南千島に発生した過去の巨大地震の発生履歴を高精度に明らかにし、こ
の地域での巨大地震発生サイクルに関する情報を得る事を目的とする。まず、日本、ロシア、ア
メリカ(特にハワイ)で観測された津波記象データ及び地震記象データを収集・統合する。また津
波計算に必要な地震発生時の観測点近傍の海底地形データを収集・統合する。これらのデータを
用いて過去の巨大地震の詳細な震源過程を明らかにする。特に研究が進んでいない 1800年代後半
にこの地域で発生した、巨大地震につてできるかぎりデータを集めて震源過程の解析をおこない。
繰り返し発生した地震のすべり量分布を比較する事からこの地域の巨大地震発生サイクルを理解
する。さらに 1994年北海道東方沖地震発生以降、巨大地震にはスラブ内地震が多く含まれている
のではと考えられるようになってきた。そこで過去の巨大地震がプレート境界地震なのかスラブ
内地震であったのかを震源過程解析により明らかにし、スラブ内巨大地震を含めて地震発生サイ
クルを理解する。  
  平成 16年度   日本及びロシアの津波及び地震記象データ及び海底地形データの収集・統合。 
  平成 17年度   日本及びロシアの津波及び地震記象データ及び海底地形データの収集・統合。津

（16 年度実施計画と同じ番号を記述して下さ
い。新規課題については、「新規」と記述して下
さい。） 



 58

波数値計算による大地震震源過程解析。 
  平成 18年度   日本及びロシアの津波及び地震記象データ及び海底地形データの収集・統合。津

波数値計算及び地震波形解析による大地震震源過程解析。 
  平成 19年度   日本及びロシアの津波及び地震記象データ及び海底地形データの収集・統合。19

世紀後半の大地震について津波数値計算による大地震震源過程解析。 
  平成 20年度   北海道・南千島地域の地震サイクル再評価 
 
（６）平成１６年度実施計画の概要： 
ロシア、ハワイ、日本での津波波形データの収集を行う。また 2003年十勝沖地震が発生し、津波
遡上高分布が 1952 年十勝沖地震の場合とは違っている事が明かになった。1952 年十勝沖津波に
対しハワイなどで津波波形記録を収集するとともに、詳しい津波波形解析を行う。また 1894年根
室半島沖地震についても津波波形解析を行いたい。 
（７）平成１６年度成果の概要 
１）1952 年十勝沖地震の津波波形解析は以前 Herat a et  al . ( 2003)によってなされ、十勝沖の断
層深部（内陸側）と厚岸沖（釧路海底谷東側）の断層深部（海溝側）に大きなすべり（最大７ｍ）
があったとされた。2003年十勝沖地震については現在まで、様々な解析（地震波解析・地殻変動
解析・津波波形解析）が行われており、全ての結果から、すべりは十勝沖の断層深部に限られて
いた事が明確になっている。また津波遡上高分布も 2003年十勝沖と 1952年十勝沖では大きく違
っていた事も指摘されていた。さらに佐竹・他（2005）は 1952年十勝沖地震の津波波形再解析を
行い、やはり厚岸沖に 2-3mの大きなすべりが必要である事を明確にした。これらの結果を踏まえ、
現在最も注目されるのは、将来発生するであろう根室沖地震がどの様な発生様式になるかである。 
そこで今年度の研究では、1894 年根室沖地震と 1973 年根室沖地震の違いを明らかする事に重点
を置いた。1973年根室沖地震の断層モデルは研究されているが、1894年根室沖地震については、
ほとんどなされていない。1894 年根室沖地震の津波波形は鮎川検潮所で観測されている(羽鳥
1974)。1973 年根室沖地震の津波波形も鮎川検潮所で観測されている。鮎川周辺の海岸地形は幸
いにも 1894年から 1973年の間にそれほど変化していないため、波形の違いは震源過程の違いを
反映していると考える事ができる。図（下）の観測波形を見ると、1973 年根室沖の津波と 1894
年根室沖の津波では第一波から大きく違っている。1894 年根室沖の津波波形の波長が 1973 年の
それよりも長く震源域の大きさを反映しているものと思われる。この違いを明らかにするため、
津波数値計算を実施した。しかし、1894年の記録の絶対時刻は信頼できないため、津波の到達時
刻は観測値に合わせる事とする。その結果を図に示す。1973年根室沖地震の断層モデルは様々な
データから推定されており、それらの結果に合う様に図（上）の青で示す位置に断層を置いた（長
さ 80km、幅 80km）。傾斜角 14°、すべり角 111°、断層上端の深さは地震調査推進本部で決めら
れたプレート上面の深さに合うように 15kmとした。すべり量 2mで計算波形と観測波形が比較的
良く合っている。次に 1894年根室沖地震について思考錯誤で解析を行った。図（上）に示す様に
断層の長さは 200km程度に広げないと津波波形を説明する事ができない。また断層の位置も 1973
年根室沖よりは深部まで広げないと津波波形を説明する事ができない事が分かった。図には 1894
年の断層モデルが示されているが、絶対時刻を不明としているため、断層を海溝軸に方向に平行
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移動する事は可能である。すべり量は 2. 4m、Mw8. 2と推定された。 
 以上より、1894 年根室沖地震の震源域は 1973 年根室半島沖地震の震源域よりも海溝軸方向に
長く 200kmもあり、マグニチュード 8. 2と大きかった事が明らかになった。将来発生する根室沖
地震を考える場合、2003 年十勝沖地震が 1952 年十勝沖地震より小さく、厚岸沖のプレート境界
が破壊されなかった事を考えると、1894年型の震源域の大きな根室沖地震になる可能性が高いと
考えられる。 
  参考文献 
羽鳥徳太郎、1974、1973根室半島沖津波の波源域と 1894年津波との比較、地震研究所研究速報、
13、67- 76． 
Hi rat a,  K. ,  E.  Gei st ,  K.  Sat ake,  Y.  Tani oka and S.  Yamaki ,  2003,  Sl i p di st ri but i on of  t he 
1952 Tokachi oki  eart hquake (M8. 1)  al ong t he Kuri l  t rench deduced f rom t sunami  wavef orm 
i nversi on,  J.  Geophys.  Res. ,  108,  2196 doi : 10.  1029/2002j b001976.  
佐竹健治・平田賢治・谷岡勇市郎・山木滋、2005、1952・2003年の十勝沖地震の津波波源の比較、
月刊地球、号外 49、56-64． 
（８）平成１６年度の成果に関連の深いもので、平成１６年度に公表された主な成果物（論文・
報告書等）： 
   谷岡勇市郎・平田賢治・日野亮太・金沢敏彦、2005、津波波形から推定した詳細な 2003年
十勝沖地震のすべり量分布、地震２、57、75- 81、 
（９）実施機関の参加者氏名または部署等名： 
他機関との共同研究の有無（共同研究を行った場合には機関名と、参加者数）：無 
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図 (上) 1973 年及び 1894 年根室沖地震の断層モデルを地震調査推進本部が作成したプレート境
界面のコンター図の上に投影。色付の箱型は佐竹・他(2005)が推定した 1952年十勝沖地震のすべ
り量分布を示す。 
  (下) 1973年及び 1894年根室沖地震で発生した津波の鮎川での観測波形と計算波形の比較 
 
 
２）2003年十勝沖地震の津波再解析を行い、詳細なすべり量分布を推定した。しかし、1952年十
勝沖のハワイのデータはまだ入手できていない、来年度以降に持ち越す事とする。 
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（１）課題番号：1008 
（２）研究課題（または観測項目）名：強震動予測に関する研究 
（３）最も関連の深い建議の項目： 
１．（３）イ．地震波動伝播と強震動予測 
（４）その他関連する建議の項目： 
１．（３）ア．断層面上の不均質性 
（５）本課題の平成１６年度からの５ヵ年の到達目標と、それに対する平成１６年度実施計画の
位置付け：  
北海道から南千島に発生した最近及び近未来の中地震を基にして、北海道ない強震動観測点の

地域特性を明らかにする。特に、北海道において発生頻度の高いスラブ内地震とプレート間地震
との強震動挙動の差異について明らかにする。入力強震動を明らかにするために、高精度広帯域
速度型強震計を、横坑の利用できる、根室・浦幌・広尾・えりも・札幌に設置する。 
 さらに、前計画で開始した北海道自治体を含めた強震動観測ネットワークの拡充とその効率的
かつ外に向けた運用を進める。同時に、K-Net、Ki K、Net のデータの、北海道関連地震について
のデータベース化を進める。スラブ内地震は、その地震波の放射特性から、ある程度震源から離
れた場所でも大きな被害を及ぼすことが明らかになってきている。この研究のためには、その発
生頻度の大きい北海道地域は重要である。強震動観測ネットワークは、継続されなければ、真価
が発揮されない。 
（６）平成１６年度実施計画の概要： 
今年度は要求していた設備費が認められていないために、上記のような広帯域強震計の設置は

むずかしい。しかし、1 観測点においては、事業費以外から設備を整備し観測を開始したい。ま
た、2003年十勝沖地震で取得されたデータを用いて、震源のモデル化、パスの見積もり、地盤震
動特性の見積もりを行い、現在まで提出されている強震動モデルの検討を行う。 
（７）平成１６年度成果の概要 
道東地域での観測点の整備はできなかったが、2004年 12月 14日午後 2時 56分頃に，留萌支

庁南部を震源とする気象庁マグニチュード（MJ）6. 1 の地震が発生した。防災科学技術研究所が
設置した強震観測網（K-NET）の港町観測点（HKD020）では，EW成分で 1127（cm/s2）の地動加速
度が観測され，参考値ではあるが震度 6弱を記録したので、この地震を調査した。震央位置は小
平町大椴付近で，深さ約９kmで発生した内陸地殻内地震である．この地震では震源の北側に位置
する苫前町で震度 5強，羽幌町で震度 5弱が観測された．北海道全体を対象としても，M6級の内
陸の浅い地震が発生したのは，1967年の弟子屈付近の地震（M6. 7）以来のことであり，今回の地
震は北海道内に高密な強震観測網が整備されてから発生した最大の内陸地殻内地震である．全て
の強震計データによる推定震度分布と距離減衰を図 1に示す。明らかに北側に震度の大きい点が
伸びており、本震の震央は、余震域の南側にあり、破壊が北に伝播したことを示している。港町
観測点（HKD020）の加速度波形と速度波形を図 2に示す。最近の地震（2004年 10月 23日の仁方
中越地震、2003年 5月 26日宮城沖地震）で、最大加速度が 1０００（cm/s2）を超えたものと、
速度応答スペクトルを比較してみたものが図 3であり、その諸元は、表 1に示しておいた。今回
の地震の特徴は長周期側での振幅が大きかったことである。なお、地震直後から、6 点の臨時観
測点を稼動させた。各点では、アカシ社製の加速度計 JEP6A3 を設置し, 白山工業社製の
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LS7000XT(ダイナミックレンジ 24bi t ,サンプリング 100Hz)により連続収録した． 
（８）平成１６年度の成果に関連の深いもので、平成１６年度に公表された主な成果物（論文・
報告書等）： 
前田宣浩・笹谷努・一柳昌義・山口照寛・高橋浩晃・笠原稔、2004年 12月 14日留萌支庁南部

の地震（M6. 1）、北海道大学地球物理報告 
（９）実施機関の参加者氏名または部署等名： 
笠原 稔・一柳昌義・高橋浩晃 
他機関との共同研究の有無（共同研究を行った場合には機関名と、参加者数）： 
北海道大学大学院地球惑星科学専攻；2名 

 
図１ K- net , Ki K- net ,気象庁、自治体強震計による推定震度分布（左）と距離減衰（右） 
 
 

推定震度分布 距離減衰・点線は 
司・翠川【1999】 
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図２ 震源に最も近い観測点、HKD020(港町)で観測された加速度波形と速度波形 
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図３ 最近の内陸 3地震の速度応答スペクトルの比較（表 1参照） 
 
表 1 図 3に示した観測点と対応する地震 

St at i on 
Event  
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（１）課題番号：1009 
（２）研究課題名：広域応力場モニタリング法の開発 
（３）最も関連の深い建議の項目： 
２（２）ア．地殻活動モニタリングシステムの高度化-日本列島域 
（４）その他関連する建議の項目： 
１（２）ア．プレート境界域における歪・応力集中機構 
１（２）イ．内陸地震発生域の不均質構造と歪・応力集中機構 
（５）本課題の平成１６年度からの５ヵ年の到達目標と、それに対する平成１６年度実施計画の
位置付け：  
地表近傍だけでなく微小地震が発生している深部地殻をも含む領域における応力の時間・空間

的変化を予測することが本計画の目標である．最終的には 10km立方程度の空間グリッドを地殻・
上部マントル内に設定し，各グリッドにおいて 10年ごとの応力テンソルの変化を推定したい． 
有限要素法などを用いたプレートや地殻の変形に関する従来の研究は，対象領域の外側から外力
を加えて内部応力を計算し，地震活動度や震源メカニズム解などの観測値をうまく説明できるか
どうか議論していた．しかしこのようなアプローチでは実用的な応力場の推定は不可能であった．
本計画では地震活動度や震源メカニズム解等を用いて逆解析を行い，対象領域の境界に作用する
外力を推定することを考える．そして求められた外力が作用し続けたと仮定して，内部応力が時
間的・空間的にどう変化するか予測する．本計画は従来の研究手法とは異なるアイデアに基づい
ているので非常にチャレンジングであり，良い成果が得られるかどうかは未知数である． 
平成１５年度までの研究により応力テンソルインバージョン法を用いると主応力の空間パターン
がうまく抽出できることが分かってきた．平成１６，１７年度は鳥取県西部地震の余震域をテス
トフィールドに設定し，主応力の空間パターンの推定と外力を推定するための手法を開発する．
その成果を基に，平成１８～２０年度は跡津川断層域および日高山脈付近で地震活動度の予測実
験を予定している． 
平成１６年度 鳥取県西部地震の余震域での主応力空間パターンの推定 
外力を推定するための逆解析手法の理論的研究 
平成１７年度 外力を推定する計算機プログラムの開発・数値シミュレーション 
鳥取県西部地震の余震域への適用し余震活動度の時間変化が予測可能かどうか検証 
平成１８年度 応力および地震活動度の予測実験（跡津川断層域と日高山脈付近） 
平成１９年度 予測実験を継続 
平成２０年度 手法の妥当性の総合的検討． 
 
（６）平成１６年度実施計画の概要： 
応力テンソルインバージョン法を鳥取県西部地震の臨時余震観測のデータに適用し，主応力軸

の３次元的な空間パターンを推定する．有限要素法を用いて，得られた空間パターンを説明する
力学モデルについて議論する．また同時に，応力パターンと地震活動度等を用いて，対象領域の
周囲に作用する外力を逆解析により推定する手法を理論的に研究する． 
（７）平成１６年度成果の概要 
１．2003年十勝沖地震前の地震と余震にそれぞれ応力テンソルインバージョン法を適用し，本震
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の前後で応力テンソルが大きく変化していたことを明らかにした．最小主応力軸は地震前には走
向が海溝軸に平行でほぼ水平であったが，地震後は本震の断層面に垂直な方向に変化した．一方
最大主応力軸は地震前後で変化がなく，ほぼプレートの down- di p方向であった．本震発生によっ
て断層面に作用する法線応力が低下したことを意味する． 
２．鳥取県西部地震の余震域での主応力空間パターンを推定するために，P 波初動の押し引きデ
ータの収集を実施した．実施計画に比べて研究が遅れている． 
（８）平成１６年度の成果に関連の深いもので、平成１６年度に公表された主な成果物（論文・
報告書等）： 
Ghimi re,  S. ,  K.  Kat sumat a,  and M.  Kasahara,  Tect oni c i mpl i cat i on of  t he 2003 Tokachi -Oki  
Eart hquake and i t s Consequences,  Abst ract s 2004 Japan Eart h and Pl anet ary Sci ence Joi nt  
Meet i ng,  S044-P003,  Chi ba,  2004.  
勝俣啓，応力テンソルインバージョン法により推定された 2003年十勝沖地震震源域付近の太平洋
プレート内部の主応力パターン，地震，57，131－133，2004． 
（９）実施機関の参加者氏名または部署等名：勝俣啓 
 

 
（１）課題番号：1010 
（２）研究課題（または観測項目）名：日本列島地殻活動データベース 
（３）最も関連の深い建議の項目：日本列島地殻活動情報データベースの構築 
（４）その他関連する建議の項目：なし 
（５）本課題の平成１６年度からの５ヵ年の到達目標と、それに対する平成１６年度実施計画の
位置付け： 
平成１５年度までに日本列島において、( a)旧地質調査所(現産総研)重力データベース(地質調

査所、2000)、( b)西南日本重力データベース(Shi chi  and Yamamoto, 2001)というふたつの重力デ
ータベースがデジタル形式で一般に公開された。データベース(a)は日本列島全域を対象としてい
るが、四国地方には全くデータが含まれないなど、データの分布や均一性に問題点を残した。ま
た(b)  は大学を中心とする研究グループによるもので稠密・均一かつ高精度な重力データが収録
されているが、東北南部を北限とする西南日本列島を対象とするもので あった。このためこれら
のデータベースを５ヶ年の間に日本列島全域に拡大し、可能な限りの高精度、稠密、無空白とい
う特徴を備えたデータベース構築を目標 とするものである。この計画の中で平成１６年度は、最
も急務、かつ、重要となっている首都圏周辺のデータベース構築にむけて、重力データの所在調
査、既存 データの整備等を実施する。 
（６）平成１６年度実施計画の概要： 
平成１６年度は首都圏とその周辺における重力データの所在調査、既存重力データの整備、お

よび、若干の補足観測を主として行なう。現在までに、少なくとも 首都圏の西部には相当量の既
存重力データが存在するものの、一般に利用できる供用状態にはないことがわかっている。一方、
首都圏東部では物探関連企業等に よる非公開データを除けば、一般に供用できる重力データは存
在しないと思われる。したがって、本年度は、こうした所在調査をさらにすすめ、データの収集・ 
整備(デジタイズを含む)を行なうとともに重力データの一般供用化を計り、不足分の観測を行な

（16 年度実施計画と同じ番号を記述して下さ
い。新規課題については、「新規」と記述して下
さい。） 
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うこととする。 
（７）平成１６年度成果の概要 
2000年に、地質調査所・金属鉱業事業団・新エネルギー産業技術総合開発機構の３機関につい

てオリジナルの重力データベースが地質調査所(現産総研)から公表されたが、その他機関に帰属
するデータの全ては公表リストから除外されており、それらの公表の見通しは示されていない。
このため、首都圏である関東地域全体でみると、2001年に公表された西南日本重力研究グループ
(代表：志知龍一・山本明彦)によるデータを加えても、事実上空白のままになっている場所が広
く残っている状況である。したがって、オリジナルデータに依拠した独自作図や解析が出来ない
という状況にある。このため、本計画では、平成１６年度から５年間の間に首都圏などを中心と
するこのような観測空白域をできるだけ埋め、日本列島を均一にカバーするデータベースの構築
を目指す。平成１６年度は、とりわけ首都圏という地域的重要性に鑑みて独自測定に務め、これ
ら空白地域の解消を目指すと同時に、既存データとして、関東地方で未収録のまま残っていた防
災科研・国土地理院の各データを集録した。この結果、平成１６年度内に東京都、房総半島など
に残存する空白域の一部地域で 2000余点の新規データを取得して空白を埋めることができた。添
付図として、従来の重力観測点分布、および、今回の新規データを含む重力観測点分布を添付し
た。この結果、横浜市西部および東京湾北部・房総北西部に存在する２つの顕著な低重力異常の
目玉、また、湘南・房総半島特徴が精細に描き出された等の成果が得られた。 
（８）平成１６年度の成果に関連の深いもので、平成１６年度に公表された主な成果物（論文・
報告書等）： 
 なし 
（９）実施機関の参加者氏名または部署等名： 
他機関との共同研究の有無（共同研究を行った場合には機関名と、参加者数）： 
山本 明彦 
他機関との共同研究： 中部大学(参加者 1名)  
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1 42.3 144.0  42 Oct1998 12.2  6.8 -44 +3.1 64 

2 43.3 140.5 110 Oct1998 7.1 13.3 +87 -3.6 99 

3 44.7 142.3  51 Aug1998 6.3 12.4 +97 -3.8 99 

4 43.4 145.0  46 June2000 11.2  5.8 -48 +3.6 98 

5 43.4 141.9  72 Mar2000   7.2 12.2 +69 -3.0 33 

6 44.6 143.3  83 July2000   6.9 13.2 +91 -3.4 92 

7 42.4 145.1  48 May2000   7.5 13.3 +77 -3.6 99 

8* 42.8 143.8  26 Sep1999  10.2  6.5 -36 +3.7 99 

9 42.3 142.2  37 May2000  11.0  6.1 -45 +3.5 96 
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ξϔȒȌ֖ζƱ¦ЁϷ˫̈¦ֺʟƸ�

 
ֺΰղȰ 

�

ƽƳΦͪ׳ɒΦ ¦ξϔȒȌ֖ζƱ¦ЁϷ¾˫̈�º�³¤wʖˢ��ʗ¡ʖˢ��

ʗ¤w�»�»ѫ��̮շ¦ҩ̼ξʞȌ֖Ӧϋ¾ɏ̬�w����ʗƽƳΦȌ֖Рƣ¦Ȍ

֖¦Ȍ֖ζƱ¾ԃͥ��ׅȃ׆�x�¦Ѷ͡wրȖӦϋѾ�¸§Нӣ �£���

ȭȌ֖Рƣ¦˂ɣ£Íă×ÝĎȌ֖Ҕ¾͔֖¦Á×õĄâÂ֦Ȗ·¹w·¹ξϔű

 аӻׅȃ׆� ��x�¦·�£ξϔɗ¹¦ξȖ§òĆĎäշ¦ÉàòĄĉÎ�

ΘԭМʮ�ξȖ¡Ҙ�¸»��ºxĻʻ¦ξϔȒȌ֖ζƱ¦ЁϷ˫̈¤��ºξʞ

Ȍ֖Ӧϋ¦եӟˏ¾гǲ��¡ө�·�x�
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ȃξʞȌ֖Ӫ¤·º ���� ʗƽƳΦȌ֖ИЇРƣ¦Ȍ֖ζƱęȃ§ĘȃĠ

¦ǽӧ͢ƉȌ֖¦ρ�ƕʋ�

�

�¦·�£ӦϋĬŜ¾ԧ°�wξϔȒȭȌ֖�̼yИЇ���º̮͔ξϔčƾɷξ

ϔǨԲ¾ɟԏ¡��ճ͐ξʞȌ֖Ӧϋ�Á×õĄâÂǨԲ¦Ȍ֖ζƱ¦ϵˏ¤ո�

ºЭъwʖˢ��ʗʟʖˢ��ʗʟ�¦ȺӭЭъ¾͚ķȭɄȌ֖Эъ˧�¸ǒӭ�º

�¡¤£��x�¦ƙʗʟ¦ʖˢ��ʗʟ §w͚ķȭɄȌ֖Эъ˧w͚ƹȭɄȭɄ

վЃɄЭъл¡¡´¤wėրΦƹ՞¤ճ͐ӦϋȒξʞȌ֖Ӫ¤·ºӦϋѾ¾ͼѡ�w

�¦ξʞȌ֖Ӧϋ�¸ʾ¸»ºãĎÝ¾ƑЃ�º�³¦Ө͞Õ×âû¾ͼѡ��x

�¦Ө͞Õ×âû¾ļ��w̮͔ξϔčƾɷξϔ¤˘Ɏ�»��ºÁ×õĄâÂǨ

Բ¦òĆĎäĘ֝ĿԷ�·ªòĆĎäƉ՞ ¦Ȍ֖ζƱʟ¦̼ыշМƕʋ¾Ɏէ

М£˫̈¾�º�³wȌ֖¦֖ϒ˔ȜׅИ֖̼w֖ϒŐҐwùÎçßÿĎå׆¾Љ

��ѝƓ�ºȌ֖ζƱʟ¦̼շȨƸ¦ʰʟ¾Ӕ�íăüĎÝ4Ŭׅ 1@<D<I�8E;�1PJJ�w

ї¾Řˢ�º�³¦ƑЃÕ×âû¾ͼѡ׆*�'ùàïĉÎ��ǕӣƸȃׅ4¾׆����

��ׅЭъƕ˵ҙ͗וıҶȰ׳ƳŦ� ǵ׳ѓǊ� у׆x�

�
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ȃÍă×ÝĎȌ֖ИЇȝ˧Íă×ÝĎȌ֖ИЇʰʟוʰׅ К׆e�ʮׅ �׆׀ � �

� ƽ֖͔ו¡ŗ֖¦֖ȱÁ×õĄâÂƕʋוѱ�ÑĉÝĎξϔԫוȯ�К҃�

�

�

���� ʗƽƳΦȌ֖¦֖ϒȖ ¦ξʞȌęͼՄԃͥ�

�

ֺΰղȰ͗׳ıҶȰ׳ϲզЋғ׳ЎЊӚʬׁ׳Ӌʊԯ͚׳ƹȭɄ͚׳ķȭɄȌ֖Эъ˧׳

ĦʁȭɄ־׳ƀɷȭɄ�

�

���� ʗƽƳΦȌ֖¦͔֖̼¦�¹էׅ38D8E8B8�8E;�%@BL:?@
֦£�ȭ¦׆����

Ȗ §ŗ֖ζƱ�ő�w͔ ֖̼�¹է¦ɤ£�֦ȖµȌ֖ƣ�¸ճ͐М¤ӡ�Ȍ֖

ζƱ¦ֺ�¡�¼£¢¤Ġ����x�¦·�£Ȍ֖ζƱ¦ȌȖˏ§wòĆĎäշ

¦ÉàòĄĉÎ¦Ϸ˜¤ʰ�ŞɁ���º¡Ҙ�¸»��ºx����¦ÉàòĄĉ

Î¾ӢɎ�ºϳЃМҢ̿¤���§w®¡¿¢̴¸�¤£���£�x͔Эъ§w�

¦·�£Ȍ֖ζƱ¦ȌȖˏ¾wòĆĎäȡАĿԷ¦ՃʟͼՄ�¸̄ɜ�º�³¤wʖ

ˢ ��ʗ �� ͌ �� ̮�¸ ��͌ �� ̮¤��� ���� ʗƽƳΦȌ֖¦͔֖ĿԷ�¸�¹´

ξɮ¾¡�ºwòĆĎä¦Υ±Դ²̫ǡ¦ϋ҃¡Á×õĄâÂ�¸ξϔ¤ʖӐ£ϋ҃

¡¤ξʞȌ֖Ӫ¾ �� ǖӰҐ�wA ϋ҃Ę ÆÁÊĉ¾Љ��ξʞȌęͼՄԃͥ¾ɏ

̬��xЁȊǑʾ��ãĎÝ¦ƑЃ׳Ө͞¾Ӑ���ºxʖˢ ��ʗʟ¤§ �ϋ҃ Ĺ
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ʃȌ֖¤·ºȌęͼՄԃͥ¾ӪЏ���ºׅȃ׆x�

�

�

ȃ �ƽƳΦ ¦ξʞȌęͼՄԃͥϋ҃�

�

�

���� ʗ �� ͌ �� ̮թԥΦȌ֖¦ŗ֖ζƱѿˎԃͥw�·ªͪɒΦȌ֖Ӧϋ�

�

ֺΰղȰ͗׳ıҶȰׁ׳Ӌʊԯ׳ЎЊӚʬ׳ϲզЋғ׳ɮǓϬɛ͚׳ķȭɄȌ֖Эъ˧�

�

�����ʗ ��͌͌��̮ ��̼ ��ƕ¤թԥΦ¦ρ��� '���¦Ȍ֖�ИЇ��x

§¤ƕʻ�° '����¦͋ȭŗ֖�ИЇ��xĻǾ¦Ȍ֖¡®¯ǟ�ȝ˧ §w����

ʗ � ͌ �� ̮¤ '����͋ȭ֖ʟ׆¦Ȍ֖�ИЇ�wƹξՏȯʖγΫɴ͚՞ ֺ� ��

ϑ¦εΰ¾Ӧϋ���ºx°�wѫ͒ת § ̫͚�� ���� ʗ̮ג͌ב¤ͪɒ

ǀɷΦȌ֖ׅ'����w͋ȭ֖ʟd׆�ИЇ�wͪɒʊҵǭ ֺ� ���:D ¦εΰ¾Ӧϋ

��x�¦·�£ȭȌ֖ИЇ¦Ǖңˏ�ֺ�ʲȌ֖¦Ӹѱ£Ȍ֖ζƱ¾˫̈�º�³

¤ � ǖ¦ξʞȌ֖Ӫ¾w�� ͌ � ̮�¸ �� ̮¤���ӰҐ�wҪϪȌ֖Ӧϋ¾ɏ̬�

�x�¦ξȖ¾Ǥ²wƽƳΦ�¸˰˽ɷΦ° ¦ȯʖγΫɴ¾Ǥ²ƾɷξϔΫ�¦ξ

Ȗ §wՎǋ¤ȭȌ֖�̡ȫ�ИЇ���ºxՎǋ¦ͪɒΦ¦ȭȌ֖¡��w����

ʗׅ'��׆�¡ ���� ʗׅ'��׆�¡��ºx�¦ξȖ ¦ξϔȒȌ֖ζƱ¦ЁϷ˫̈¡

��wʖˢ ��ʗ �͌ �̮�¸ �͌ �̮¦͐շwξʞȌ֖Ӫ¾ӰҐ���ºׅȃ �x׆�

�
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�
ȃ 4 ɒΦȌ֖ζƱ¦ЁϷ˫̈¦�³¤ӦϋĠ¦ξʞȌ֖ӦϋѾͪ

ׅOBS1~OBS11, Ӧϋ͐շוʖˢ 16 ʗ 4 ͌ 1 6̮ ͌ 3 xOBS12~14:§w2003׆̮
ʗƽƳΦȌ֖Рƣ¤֨И��ìĎ×äťǙ¦ƌаӻ¦�³¤ӰҐx 

 
 

ϵƛЭъŢՈԗ¤·ºɓȕУΦ¤��ºíÃćàäМեϨԃͥӦϋ 
 

ֺΰղȰ͗׳ıҶȰ׳ЎЊӚʬ׳ϲզЋғׁ׳Ӌʊԯ͚׳� ׳˧ķȭɄȌ֖Эъ͚׳ļ׃

͚ƹȭɄ׳ξγЭъնИΆͼ׳ƾӅȭɄ 
 
Ȍ֖ԃͥЭъ̄Ո͔՞§wʖˢ �� ʗ � ͌wĻʻwξȖ¤��ºȌ֖čȌΔȨƱ¦

ӦϋµȌΔͼՄ¦ԃͥ¾Żɏ��º¡¡´¤wh �̋»¤ӡү½»ºǕңˏ�ֺ�Ȍ

Ȗ¤���§wȘОМԃͥӦϋ¤ƪ�wեϨМ£ԃͥӦϋŕƞ¾̢ų�º�¡¡��x

�¦�¡¾ԧ°�Ȍ֖ИЇ¦ճ͐ӳş¦Ѷ͡wh �̋»¤ӡү½»ºǕңˏ�СɟМ

¤ֺ�¡�»ºɓȕУΦ¤���§wʖˢ �� ʗʟ·¹ � ʗշӪЏ íÃćàäМ¤

եϨԃͥӦϋ¾ɏ̬���ºxեϨԃͥӦϋ¦ēІ¡��w� ͌ � ̮�¸ � ͌ � ̮¤

���Վǋ¤ИЇ��ɓȕУΦȌ֖¦ЯȤȖµw˘Ɏ�»ºÁ×õĄâÂwǍª�¦

ǨԲ ¦ĹʃȌ֖¤·ºʛӧǏɡ׳ɩˮήԃͥ¾ɏ̬�wòĆĎäȡА֝¦ʅӣМ£

ʴϷ£¢¦ȭͼՄµ˘Ɏ֖ϒȖ¡րȖշ¦Ȍ֖§ՃʟͼՄԃͥ¾ɏ̬��ׅ ЭъŁӔ

ҙ͚וķȭɄȌ֖Эъ˧ըΧ̜ʵ̝˾׆x�
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ϵƛЭъŢՈԗ¤·º ���� ʗѪňǀɷǃ͚Φ¦Ȍ֖¦ŗ֖¤ո�ºԃͥЭ

ъ�

�

ֺΰղȰ͗׳ıҶȰ͚׳ķȭɄȌ֖Эъ˧׳ξγЭъնИ׳ĦʁȭɄ͚׳ƹȭɄ�

�

ʖˢ �� ʗ � ͌ � ̮ ���� ʗ � ͌ � ̮ �� ̼ � ƕwùÎçßÿĎå ��� ¦Ȍ֖�Ѫň

ǀɷǃ͚Φ ��BD ¦ξʞ ИЇ��x��§wðÂĄïĉξòĆĎä�րű¦òĆĎ

ä¤Υ±Դ²w°�¤w�¦Ɓ¹Ǔ¤��ºx�¦Ȍ֖§wξ¡ր¦òĆĎä¦ȡАw

Υ±Դ²ξγòĆĎä¦Ġ¤ԟ��Ȍ֖ �ºx֖ ϒ§Έ¦͚ǃξȌ֖¦˘Ɏ֖ϒȖ

�¸ ��BD ®¢ǃ¤��ºx͋ ƙ¦Ȍ֖�¸®¯ �̼շʻw��̼ �� ƕw�¸¤ȭ�£

Ȍ֖�ИЇ��x�¦ŐҐ§w͋ƙ¦Ȍ֖�¸ ��BD ®¢͚¤�»���x�¦Ȍ֖

¦Ӹѱ£ŗ֖ζƱ¦̄р¾ԃͥ�ºПМ w�� ǖ¦ξʞȌ֖Ӫ¾ � ͌ � ̮w�� ̮w

��̮ӰҐ�wӦϋ¾ɏ̬��ׅЭъŁӔҙw͚ķȭɄȌ֖Эъ˧ըΧ̜ʵ̝˾׆x�

�

�

ξʞȌ֖Ӧϋ�¸ʾ¸»�ƹξՏǃ̫Φ¤��ºʗ͌ד¦Ȍ֖ζ

Ʊ 
 

͚� �ļč͗ıҶȰčֺΰղȰčƳŦ׃ ǵwΜԏʚ 
 
ƹξՏȭɄȌ֖ϣɮЭъӦϋÙĉÝĎ §ʗ͌ה¸�͌ד¤���ƹξ

Տǃ̫Φ¤���ξʞȌ֖Ӧϋ¾ɏ̬��x͔Ӧϋ§wֺ̮ӓьʏ¦ͼՄ¾·¹Ӹѱ

¤Щº�³¤wהההʗ�¸¦ʗշ¤½�ºξրǜǟӦϋ¦ēІ¡��Ӑ½»�x 
ӰҐ��ξʞȌ֖Ӫ¦Ȍ֖ΰʴӮծ¾ԁ±Ǒ¹wǟ͐շ¦͌ד��¤ИЇ��˂ɣ

Ȍ֖ѫũ¤���¦֖ϒ¾Ο³�x�¦Ѷ͡w˂ ɣȌ֖¦֖ϒƕʋ¡֨ʟ§w

Վǋ¤ùÎçßÿĎåדגÍă×¦ȭȌ֖�ИЇ��ξȖ�¡¤ϵ˄�Д£º�

¡�½���x 
κΨΦ¦Ȍ֖ζƱ§ΘԭМζИ w֖ϒ§ρʟčΝʖ̫ǡ¤ēͽ¤ƕʋ����x

֨ʟ¦̼շȨƸ´®¯ēɎ �¹wӦϋ¾Ղ��Дʑ£ζƱ§ӡ¸»£���x 
ē̫wƽƳΦčͪɒΦ ИЇ��Ȍ֖¦֖ϒ¦ыշƕʋ§κΨΦ¦֖ϒƕʋ¡Д£

���¹wĀĎăÕÁòĆĎä¡ȯʖγòĆĎä¡¦òĆĎäȡА¤ƕʋ����x

¦ˏĠ̱�¸§ζƱ§ψɤŶǡ¤����w̼ыշƕʋ¤·º¡wɣӢ¦ҔИ͌ד

Ȍ֖�òĆĎä¦Υ±Դ±̫ǡ¬Ֆр����ͽȾ¾˽�º�¡� ��x°�w�

»¸¦ҔИȌ֖§ИЇ̼շ�Ъ�wēՆ¦Ãôĉä̮� Ѽ���ºx�¦�

¡�¸wòĆĎäȡА¤��ºЯȤ§wθ�ρʟ�¸ȹ°¹wȤ»ºȝ˧¾Ȩ�£�

¸ʼy¤ՈӐ�º¦�´�»£�x°�wͪɒΦ §͌דę̱¦̡̮շ¤Íă×ÝĎ

Ȍ֖�ИЇ�����¡�¸w�¦֦Ȗ §ˉƨ�ֺ�£�����¡�Ҙ�¸»ºx 
�¤ʗƽƳΦȌ֖¦֖ϒȖ�ºȌ֖¦֨ʟ§ǨȂ·¹´ő��¡�¸w�

¦ξȖ §wȭȌ֖¾ƣ¤˂ɣȌ֖ζƱ�őę����¡��ºxǟÙĉÝĎ §

¹���ʗ¤����¦ξȖ ξʞȌ֖Ӧϋ¾ɏ̬¸�ʗwȌ֖ζƱ

�ő����¡¾̴¸�¤���ºx�¦Ϩ§w͔Эъ¦Ѷ͡¡ԃǬ���ºx 
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̩ɭЯЮʏ¦Ǐɡϵˏ� �Д̫ˏɭ¡��¦ýãąƸ

�

͗ıҶȰ�

§�³¤�

̩ɭЯЮʏ¦Ɖ՞ͼՄ¦Ө̴§w̩ɭ¬¦ΎčˉƨĠüÉçØû¦Ө̴¤¡��

եӟ �ºx̩ɭЯЮʏ�ȌӔĿԷ° Ր���ºȝǜ¤§w̩ɭäăàòΰ¦Ө͞

�͍Ʈ �º�w�� £�ȝǜ¤§ЯЮʏ�¸¦Ǐɡΰ¦Ǐɡš̡�¸Ɖ՞ͼՄ¾

Ο³º�¡� �ºx�»§wĠ՞ȌΔ¦-ΰǏɡ֝¦Ǐɡš̡¦Ǩΰ̡ŞɁˏ�¸w

őՃʟɭ¡��¦Ǐɡ֝¦Ɖ՞ͼՄ¾̄Ɏ�º�¡ׅŜ�¨ '8KJLDFKF���"8J<>8N8�

����
�ǟͽ �ºx¡׆����,!$�

���£�¸w̩ɭЯЮʏ¦ȝǜ¤§wͽy£Ȍ֖Ӧϋ�¸̩ɭ֝¤ʖӐ£ĩӘ�

ֺɘʟ ƕʋ���º�¡�̴¸�¤£�����º¦ w̩ ɭЯЮʏ¾̩ɭ֝¤ʖ

Ӑ£ĩӘ�֜ʑ¤ɘ¤ƕʋ�º֦Ȗ¡��ýãąƸ�w��¤ʖ֝ΰ�Ɓɡ��̼¦

Ǐɡš̡¦ΰ̡ŞɁˏ¾Ӫѝ�w�»¾ї̫£őՃʟɭ�¸¦Ǐɡΰ¡ńɎ��ЯЮ

ʏ¦ͼՄ¾̄Ɏ��̼¤w�¦ͼՄ���Ο³¸»º�¢��ԃ�±�x�¦Ѷ

͡wЯЮʏ¤ΰ�ȑР¤Ɓɡ�ºȝǜ¤§wЯЮʏ¦ʒ¡Ճʟ§��Ο³¸»��w

̨³¤Ɓɡ�ºȝǜ¤§wͼՄ���Ο³¸»£���x�»§w̩ɭЯЮʏĠ¤

ʖӐ£ĩӘ�ƕʋ�º�³wД̫ˏׅ ΰ�Ō̓�º̫ǡ¤·��Ճʟ�ȨƸ�º�¡׆

�Ї���°���¡�Ǌǿ¡Ҙ�¸»ºׅ����
�Ȍ֖ɄŋкɃȭŋ �x׆���

�� wĻǾ§ϩսȼԜĠ¤Д̫ˏ¾˹�ʏϷ¦ɭ�ɁȊ�ºȝǜ¾Ҙ�w���

¸¦Ǐɡΰ¦Ǐɡš̡¾ś��ĩӘҔ�¸ˢº̩ɭЯЮʏ¦Ǐɡš̡¾Өգ��̼

¤wЯЮʏ¦ͼՄ���Ο³¸»º�¢��ԃ�±ºx�

�

̩ɭЯЮʏ¦ýãą¡˨ή�

¦ΈźȼԜĠ -" ΰ¾ńɎ�ºx̺ʗ¡ǟͽ¤wǟ�ճ� ʖӐ£ĩӘ�ʏϷ¤

Ǩ͐М�º�§ăĉÞû¤ƕʋ�º֦Ȗ¾Ҙ�ºx��¤ʖ֝ΰ¾Ɓɡ���Ѓԅΰ
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ʴ¾Ӫѝ�wĩӘҔ�¸¦Ǐɡΰ¦×õÍäą¾Ɓɡΰ¦×õÍäą Ʀº�¡¤·

��Ǐɡš̡¾Ο³w�»¾ӦϋãĎÝ¡ӡ£�xΈ¤węȃ¦·�¤wϩսȼԜĠ

¤Д̫ˏ¾˹�ʏϷ¦ɭ�ɁȊ�ºȝǜ¤wД̫ˏɭ�¸¦Ǐɡΰ¦Ǐɡš̡¾Ӫѝ

�w�»¾ĩӘҔ¦Ǐɡš̡¡ðÂàâÂĉÎ��º�¡¤·��̩ɭЯЮʏ¦ʒ¡

ʱˏɎ̡¾̄Ɏ��±ºx���w̄Ɏ�»�̩ɭЯЮʏ¦ͼՄ�w˘Ɏ��ĩӘҔ

�¸ˢº̩ɭЯЮʏ¾Ӕ�íăüĎÝĎ¡��ȸʲ£´¦ �º�¢��ʹӫ��

±ºx�

�

Ѷ͡�

ēŜ¡��w8 ¾ĩӘճ¦ǀƕ¡��̼¤wʒ ����8 ¦֦Ȗ¤ɘʟZ8�����ׅZ§
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ճ͐շ¦ǼϣŊΊ͐ ɎʑϷ˜¤���ѩ¤ɟ�ׇ�º̼Ϩ ϭϒׅùÎù׆�ɎҐ

ׅԕƁ׆�»��¡ Ї��ϭčηŕѩ¦ՎωˉњЁԏ �º¡±º�¡� �º

ӆҙ§ׇȌę¦ϭΝηƱѩ¦ИՐӕԼՎс¾շ̃М¤˽�º�³ׇɮŕӔ֝¤��

�ҪϪ֕Őƕʋ¾ϋɎ�ׇ�¦ճ͐М£̼շ̄р¾ ��ʗշ¤Ĳ��ԻԤ�����

ȃ �§ׇʖˢ̪ɮ¦ǃӞѫ ����BD ȌϨ¤��º ���� ʗׅϕɱåĎûƓЁ¦ʗ׆�

¸ ���� ʗ° ¦ҪϪ֕Ő¦̼շМ̄р¾г��´¦ �º�»¤·º¡ׇǼϣ¤

·��ƭԟ�»�Ȍę¦ϭΝηƱѩ§ �ׇ� ʗ֢¾ïĎÍ¤ ψׇӕ¦̫ǡ¤Ԫ� �ׇ¦

ʻʼy¤ɎʑϷ˜¤ǡ�����º·�¤±�ºӔ֝ζƱѳĪʻ´ԕƁùÎù�Ɋ

Ƃ¤Ə�Ɩ��§�£��¡§ׇ͋ Է¦ϣՏ˿Ƣ£¢�¸´гǲ�»��ºՂ¹ �

º�

̼շМčыշМ¤ɨȊƸ��ϭ¦ŝѸ¤ɟ��ѩ�ˉњ�º¡�¦̼Ɏ̡§ׇ��

¸�ׇȼԜ¦ϭ˷̞šׇ̡οԿϽׇηŕ¦ѧˏׇϭϒ¦ƙ͐ϊʟ£¢¤ոš�º�¡

�ī˘�»º�¦·�£ճ͐¤ĲºӮծ§ׇԕƁùÎù¦Əǈ¤���ȌęΝ¦ˁ

І�ϭ¦̞Չ¤сʟɗě���º¦�¾̄Ɏ�º©¡�¦˨��¹¡£¼��

�

ȃוʖˢ̪ɮ¦ǃӞѫ ����BD ȌϨ¤��ºҪϪ֕Ő¦̄рȘϓϨ§ĺЊɵ�
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͍Ͽϣɮ �����ʗζƱȖ¦ζƱѳˑʻȌΔȨƱ�

�E�@EK<IGI<K8K@FE�F=�GFJK�;FD@E>�JL9J@;<E:<�@E�K?<�8I<8�F=�K?<������

8:K@M@KP�F=�'K��/JL�

��Ͳ�χ5�6��ժ͑�̟Ї5�6� ��"@KFJ?@
�3��'FI@5�6���KJLF�-LQLB@5�6�

5�6�ƹȭčվЃčȌ֖ϣɮÙĉÝĎׅϣɮ��5�6׆�ƹȭčЃčȌ֖ϣɮÙĉÝĎ�

5�6�#EJK��-<@JDFC>P�8E;�0FC:8EFCF>P
�!I8;L8K<�-:?FFC�F=�-:@<E:<
�"FBB8@;F�/E@M���5�6�#EJK��

-<@JDFCF>P�8E;�0FC:8EFCF>P
"FBB8@;F�/E@M��

�

�����ʗ¤ ���ĜѪ ��ǾП¦ǼϣζƱ¾Ӑ��͍Ͽɮׅ�»Ńƣ¦ ��Ǿ¦ζƱ§ׇ

ƹֿ¦ �����ʗ¦ǽƽėɮ�̴Ω̪ɮ�ЇˢζƱׇ͚ ֿ¦ ����������ʗ¦̻Ǭ̪ɮЇˢ

ζƱ�·ªɮ֡՞¦ ����������ʗ¦͍Ͽ̪ɮЇˢζƱ׆§ ϣׇɮȅ̮͔ ´̡ɤ£�

ãÃÓÃäùÎù¦ζϣɮ �¹ �ׇ¦ζƱ¦ϵ˄§ȫ̡¦͍˛Ȍ֖¾Ǥ²֭ӆ£Ȍ

֖ζƱ¡̡ƽ¾Ԡ�ºȭ�£ȌΔȨƱ �º�����ʗ¦ζƱ´ǟͽ¦ζƱ �¹ׇ

͋ȭ '����¤Ր�ºζИ£Ȍ֖ζƱ¡ׇ͍ ϿɮӞֿ¦͋ȭѫ ��D�¤Ր�ºւԟȖ¦ʴ

ˢ ����

ƣǾ�����������ʗ�¦ζƱѳˑʻ§w͋ȭւԟȖ ʗշ ����:D�¦Υռ�Ӧϋ�»

���x�����ʗ¦ζƱȖĠ˅ĿԷ¤w�����ʗ ��͓͌¤ӰҐ�� !*-�ǒťΆ¤·¹w

ζƱ͓͐�¸ѳˑʻ¦ȌΔȨƱ�ՆѼ��Ӧϋ�»�x�

�¦Ѷ͡wւԟζƱ§w�����ʗ ��͓͌¤ůΊ�wѫ ��Շշ¦ůϙ͐¾ѵ�ʻw�����

ʗ ��͌Ńռ§wΥռ¾Ѽ���º�¡�̴¸�¤£��x���w�¦Υռ§w����

�����ʗζƱʻ¦Υռ·¹ӆ��ȭ��w͋ ƙ¦�ʗշ ѫ��:Dw��ʗП ´ѫ��:D�

 ���x�

�¦ȭ�£Υռ¡ΥռϽ¦ψɤ¦üÉçØû¡��wւԟȖРę¤ԕƁ��ùÎù

¦ҦÊ×¤·ºŕчψɤ¾Ҙ�ºxԕƁ��ùÎù§w�����ʗǼϣ ¦͔ԜϳԜ¦

̙Ɠ�½�� wÊ×ˢƕ�ȫէ¤Β���º¡Ҙ�¸»º�¡�¸w�¦ŕч¦�

ºсʟ§Μί�ǅ³��º¡ˍ½»w�¦ҦÊ×¤·ºŕчψɤ§ƽƕ¤Ҙ�¸»ºx�

ԕƁɱŕ¾Ђ Էŏ�ЂϷȉƨϒ¦ŕчψɤ Υռէ¾Ҙ�º¡ρ� �BD�¤Ġ˅

¾˹�ȝǜ§w͋ƙ¦ ��ʗշ  �
���
���D�ׇΈ¦ʗշ ׇ�
���
���D��¦ŕч�

Ȳ½»��¡¤£ºx�¦ҦÊ×¤·��ÆéąÌĎ�̙Ɠ�»º�¡¤£º�w�

»�Ģ¤ζƱϣǓ�¸¦ǼΜ¤·¹Ӑ½»�¡Ҙ�º¡w͋ ƙ¦ ��ʗշ¦ʖȎМ̙ϭ

է§ ��'1wΈ¦ ��ʗշ § �'1�¡£ºxζƱѳˑʻ¦ǼΜ¤·º̙ϭէӦϋ §w

�����ʗ ���͌¦ϋɎ  1'���  �¹wӦϋѨʟ¾Ҙ˟�º¡ҳ�ɟˉ���º¡�

�ºx�

�

�

ΝϓϋէãĎÝ�¸ӡºθշɮֿ ¦ճ͐ȌΔȨƱ�

�

Ͳ� χč֙ɮ� ӚčȭɷʪžׅƹξՏȭɄȭɄվЃɄЭъл׆�



 89 

�

�³¤§  

2004 ʗ 9 ͌ 1 ̮¦ϮИŃռׇҔֵčճզУ

ȡ¤ŐҐ�ºθշɮ §ζƱ¦ζИ£Ϸ˜�

Ѽ���ºx y§θշɮ¦ǼϣøâĉÕþą

¾Ҙ�º�³¦ 1 �¦����¡�� 1ׇ00 ʗ

ŃĘ¡��ճ͐¤½���Β�»��ºȅȈ

ȌЃվ 1 їΝϓϋէԥ҃¦ϋէãĎÝ¤αП

� zׇĻǾ¦θշɮ¦ζƱ§ճ͐М£ȨƱ¦Ġ

¦¢¦ͽ£̼շМŐҐ ИЇ��¦ט�{¤�

��ѣǄ¤ʹӫ¾Ӑ�� 

θշɮǨԲ¦Νϓϋէԥ҃  

� θշɮǃֿ¦ĠɮՏΫ�¤§ׇ1902 ʗ·¹

Ҍ¹Ը�Νϓϋէ�Ӑ½»��ºԥ҃�Ղ�

��ºׅȃ  ׆1

 

ȃĠɮՏ¾Ղº 1 їΝϓϋէԥ҃θշɮ¦ǃűѫ 8km

ĿԷ¾͚Ӟ¤Ɩº1902 ʗ�¸ 100 ʗŃĘ¦ΏǗ¾˹� 

 

�¦ԥ҃¤§´�¡ȫ�¦ΝϓϨ�ɁȊ�º

�ׇȃ 1 ¤§ 1902 ʗ̴ׅΩ 35 ʗ׆Ńռ¤̗

Ȕ�»��£�Ϩ¦±¾г�� 

 

100 ʗշ¦ΘֺȨƸ  

� ĠɮՏΫ�¦ԥ҃¤���§ 1ׇ902 ʗ¦ʻׇ

26 ʗׇ32 ʗׇ52 ʗׇ65 ʗׇ72 ʗׇ80 ʗׇ

84 ʗׇ92 ʗׇ�·ª 2001 ʗ¤Νϓϋէ�Ӑ

½»��ºȃ 2 ¤§ǬЊ͗ƹ͚ѐ¦ęǬЊĿ

ԷׅBM567׆¾Șϓ¡��ǛΝϓϨ¦̼շМ

£ΘֺȨƸ¾г�� 

 

ȃ BM567׆Ęׅ2 ¾Șϓ¡��ȝǜ¦ǛΝϓϨ¦ΘֺȨƸׇ

ׅę׆θշɮ¦ʗշǼϣǾ̡ׅ ΜԏʚzζϣɮҀӥ{¤·º׆ 

ȘϓϨ�µµՒ��³�ׇǛ BM ¦ΘֺȨ

Ƹ§ 1902 ʗ�¸ 1952 ʗ¦ϋէ¤���Ƃŕ

М¤֭ӆ£ւԟȨƸ¾г���ºȃ 2 ¤§θ

շɮ¦ʗշǼϣǾ̡¾Ś��г��θշɮ§

1930 ʗŁŃռ�·� 30 ʗշ¤½���ζƱ

͐¾Զ���¡�ƕ�ºθշɮǨԲ ¦ 20

ĜѪƣǀ͐¤��ºճ͐М£ւԟȨƱ§ϣɮ

ζƱ¦ζИƸ¡ոš��º¦�´�»£��

¦ʻϣɮζƱ�ǐ°���º¦¤�½��

1970 ʗ֢° Ƃ BM �Υռ¾г�ׇ�»¸§

®¯ǟ�ΥռϽ¾г1980� ʗŃռ¤£º¡

Ǜ BM ¦˼ºү��Ĩ»ºœģʊӞ̫¦

BM560 BׇM558 §�»�» 1984 ʗ֢¡ 1992

ʗ֢�¸Υռ¤Ԫ���ºē̫  θׇշɮ¤Է

� BM552BM548  § 1992 ʗ�¸ 2001 ʗ

¦շ¤ 10mm сʟ¦ւԟ�ӡ¸»º�¦ւ

ԟϽ§ 1930 ʗŃռ¤ζƱ͐¾Զ��֢¦ւԟ

Ͻ¤Θ»¨ɣ��´¦¦ 1ׇ972 ʗ�¸ 1980

ʗ¦ւԟϽ¡®¯ǟ�сʟ �º 

 

Ҙɜ  

� ЁȊȘϓϨ¾Ȩ�£�¸ 1984 ʗŃռ¦ȌΔ

ȨƱ¾Ԁ̴�º·�£ȉƨϒ¾̄Ɏ�ºīų

Ө͞¾Ո³��º͔Эъ § 1902 ʗŃռ̗

Ȕ�»��£�Ϩ¾¿�� ȃׇ 1 ¤г��֦

Ȗ§ðÇàÓùÎæ͚҈՞¤��º�³ ͼׇՄ

ˏ¦ȌΔȨƱ�ΝϓϋէãĎÝ¤Ǥ°»��
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ºǕңˏ´�º�¼� 

� θշɮԷŲ§�� 10 ʗ ҆µ�£ւԟ¾г���º·� �ºЁȊ´�¦Ŷǡ�Ѽ���º

¦�ׇ�º�§ƪՃ���º¦�¾Щº�¡�ׇθշɮ¦Ļʻ¦ζƱ̄р¾Ԍԅ�º�³¤եӟ

 �º¡ө�·� 

ԊԱוȅȈȌЃվ¤§ΝϓãĎÝ¾̆ŝ������°�� 
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�

�

ȫ֣ПϣɮӦϋâĆüĎÝÕ×âû¦ƌͼѡ�

�

֙ɮ� Ӛčժ̟͑Їč΅͔Όˇčȭɷʪžčƣʀ˃žčɞЊ́ʵ�

�

� ϣɮζƱЭъƕզ § �ׇ��� ʗʟ·¹âĆüĎÝÕ×âû¾ȫ֣ПӦϋ¤ɟˉ 

�º·�£ .�*#* éàäĈĎÍ¾ƜЉ��Õ×âû¤͇̪�������� ʗ¦͍Ͽ

ɮǼϣζƱŃռׇ͍ϿϣɮӦϋ˧¾ȘϨ¡�ºӦϋŕƞ¾¡�����ׇ���� ʗ �

͌¦ĹĬДƱ¤�½��ãĎÝŌԽѾ¦ƌͼѡׅŌԽѾ¦̢Ѓ׆¾Ӑ�ׇ͕ʓËþĉ

í×¦Ȍ֖ϣɮЭъӦϋÙĉÝĎ¾ȘϨ¡�ºӦϋѾ¤рӐ���

ЁȊׇϣɮζƱЭъƕզ zȫ֣ПϣɮӦϋ{¡п���ºãĎÝ¤§ zׇȌ֖ΰ
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ãĎÝ{zŶ̨ãĎÝ{z©�±ãĎÝ{zы˼ãĎÝ{zϞŐãĎÝ{z!*- ãĎÝ{z̸

ŸãĎÝ{�Ǥ°»��º�»¸¤ƪ��ׇɢ͙М¤§zȌбΜãĎÝ{zȌ֕Ő

ãĎÝ{£¢¦ŌԽ´ӪЏ���ºϣɮǼϣ¤ō�Ёԏ§ׇǼϣζƱ¦ƣżȌ֖µ

ȌΔȨƱׇϭζƱ¤ō�бΜȨƸׇϣЮϳ¦̙Ɠ£¢ȫɯ¤½�º�»¸¦Ёԏ�

¸ˆӟ¡£ºϳЃէ¾Ѩʟҳ�¡¸� �ׇ�ƮϽҳ�ŌԽ�º�¡§ӦϋЭъ¾ՊӐ

�ºĘ ̶´Ļ´ȭ�£Ǵ֪¡£���º�

͕ʓËþĉí×ׇ͍ϿϣɮӦϋ˧�·ªՏƉ � ϣɮǨԲ¦ӦϋϨ§ćĎÉą£ 1�(

¾ͼˢ�ׇĢ¤ãÖÝąǾ҃¾ƜЉ��̃Ѽ�»��ºǐ�»�ãĎÝ§Ƃ�ϓ

ĄÁąÝÃû ͕ʓËþĉí×¤ŌԽ�» Ȍׇ֖ΰãĎÝ¤ո��§ҪƱƑЃ�¸˨

Ʊʹϋ° �Ӑ½»��º͍ϿϣɮӦϋ˧§ãĎÝ¦ƥѫȘϨ¡��ŐҐ��ׇ

͕ʓËþĉí×¡ǟ�ãĎÝ¾Ӧϋ˧ ´ѫ �ºׅѫȘϨ¦ � եƸ׆·�¤ׇ

͕ʓËþĉí×¡Ӧϋ˧¦շ¾žɠЉ҃ Ѷ«�¡¡¹ׇ¢·¤«����¸¦̬

Ӱ¤���´ǟԜ¦ȫ֣ПӦϋãĎÝ¾®¯ǟ̼¤ƜЉ�º�¡�Ǖң¡£���

 

Fig.1� ȫ֣ПϣɮӦϋѾ¦ƇȒŜ͕ʓËþĉí×¾ȘϨ¡�ºָČɳѩ¡ׇ͍Ͽ

ϣɮӦϋ˧¾ȘϨ¡�º͍Ͽɮѩ¤���Ӯ�� 

�

�

ƽƳΦčͪɒΦȭȌ֖īЩ¦�³¦֕бΜӦϋ 

�

Ҽ͑� ԿwֺЊХйwͲԍΌЍ�

�

ƹξՏȭɄ §w���� ʗ¹·͌Տ͚¦ӎƛׅ(#$׆�·ª ׆',�ׅ´�¹¸�͌�

¤���Ȍ֕ŐȨƱӦϋ�·ªðăàÍ×ÐĎäбƨӪ¤·ºȌбΜȨƱӦϋ¾Ӑ
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����xӎƛ §ճȘׅ͔҃Ș҃ճ �ճׅ͔בwЪȘ҃׆��BD� ���D сʟ׆ 

Ȍ֕ŐȨƱӦϋ¾���¹w�¹´ §ʲƙ§ճȘ͔҃wЪȘ͔҃א Ȍ֕ŐȨƱ

Ӧϋ¾�����w֕Ӷ҃¦žÏĎñąƸ���±wЁȊwճȘ҃§͔¦±ӦϋǕ

ң �ºx�¹´¦ЪȘ҃¦ē̫¦֕ͷ§wȌΔȨƱӦϋ˭Ɖ¤ӰҐ�»��ºx�

� ���� ʗ �͌¤§wƹξՏȭɄ¡ЃƸɄЭъ˧Ȍ֖ȅևðćĉâÂÁЭъ¡�ƅǟ w

ͪɒׅ(',׆wǉɴׅ�%%׆wκʓׅ/,"׆¤´ӦϋӰų¾ӰҐ��x�¦̪ӰȌȖ §w

�»�»¦ȌȖ¤�ºƹξՏȭɄ¦Ȍ֖čȌΔȨƱӦϋ˧¡�»�¸ ��BD� ¦֏»

�ǡ¤ЪȘׅ҃ճ̫ќ˧��wį�¤РĴ�ºȌϨwǜӪ� ���D�� сʟ׆

¾Ґ��x�¦·�¤ӝ̡¦ӦϋϨ¾Ґ��¡¤·¹wӦϋ�»�Ȍ֕ŐȨƱ�ɨȌ

М£ȨƱ �º¦�ȌȖМ£ʛ�¹¾´��ȨƱ �º¦�¾ƚ̩ �º¡Ҙ�¸

»ºx°�wǛ֕҃w֕ͷ§ �D Ő¦շֆ ʖӐ¤͔��Ґ�wĞ̫¦ȨƱ�ǟ�

 �º�¡¾ßÅàÍ�º�¡¤·¹wũy¦֕ͷ¤·¹ИЇ�ºêÃØ¾ԃ¸»

º·�¤��xճȘ҃¤·ºӦϋ§wӦϋϨշ¾Ѷ«֕Ӷ҃¾Љ��Ӑ���ºxЁ

Ȋ§wͪɒ͔wκʓ͔ �ºx°�wκʓ¤§ �� ͌¤ðăàÍ×ÐĎäбƨӪ

¾ӰҐ��x�

� ���� ʗ¤§Ӧϋ¤Љ���ºćÊĎ¾wɠЉ҃�ƜЉǕң��ãĎÝǐծ�ɖ̵£

&-�����2. ¤w�¹´ §͌ב�¸¤Ȩ͇��x/,"ׅ Ϣȫ͙׆§ʩ�Ѽ� -�-��  �

ºx°�wľ¦ȫ�¦Ϩ śЉ����КɮʃͶӜ &-���� ¾ !*- ̼Ӫ ̼շ�ͼˢ

 �º &-���� ¤Ȩ͇��xЁȊ¦¡�¼wãĎÝ§®¡¿¢¦ȌϨ  ��мÓĉòĄ

ĉÎ �º�w�,' ¡ /," ¦Ӧϋ˧ §мÓĉòĄĉÎ �ºx�

� ���� ʗ¹·͌בȮȠĠʀw͕ʓʿѤw�¹´Ӧϋ˧w°�w���� ʗ � ͌·¹ʫȾ

ɩӦϋ˧¤���w0" ʏ֕ΰ¤Ō̓Дʑ¡Ȍ֖ИЇ¡¦ոš¾ԃºӦϋ¾նȹ�

�x�»�»¦ӦϋϨ¤���wՒ�¦ӝ̡¦  ' ̙Խɨ�¸¦֕ΰ¾ǒť�wӝ̡

¦Ō̓ѵԥ Дʑ¦ИЇ��ȝ˧¾ϵɎ �º·�£ӦϋѾ¾Řº�¡¾³���

�ºx�

� ���� ʗ �͌¤§wκΨĘ͛ҭӦϋ˧ wȌбΜwȌ֕ŐwыĠ֕ȝwÊĉù҃ʰʟw

0" ֕ΰ¦ǟ̼Ӧϋ¾նȹ�wȌӔ¡ыĠ¡¦֕бȝȨƱ¦ոš¤���ԃ��ºx�

� ���� ʗ͌ה ��̮¤ƽƳΦȌ֖�ԟ����w�»¤ō�¡Ҙ�¸»ºȨƱ¡��w

� ͌ę̱¤�¹´ Ӧϋ���ºбȝ¡ճȘ҃֕ȝ¡¤·¹Ο³¸»ºӡ̀Θ˲˭¦

őę�Ӧϋ�»�x�¦ȨƸ§�͌��̮�¸͓͌¤���ԟ����¹wճǨׅ͐ ����

м׆®¢ȨƸȭ��x�¦·�£ӡ̀Θ˲˭ȨƸ�w֖ϒȖ¦Θ˲˭ͼՄ¦ȨƸ¡�

�Ԁ̴ �ºǕңˏ¤���wΈźΘ˲˭ýãą¤·¹ʹӫ���ºx�

�

�

�¹´ȌȖ¦ρ՞Θ˲˭ͼՄ�

�

Ҽ͑ԿwԍźŰƤwɮԍеļwжɮӚʘw0<E<I8��F9C@:8w�

ͱǊɸˡׇĘɽӾ׆wɣʀʤ֊׆�
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�� ͚ķȭɄȌ֖Эъ˧w��͚ķʃͶȭɄϣɮηŕЭъÙĉÝĎ�

�

� �¹´ȌȖ§w̮ ֺɮҥ¾ʴˢ��ƾɷʭ¡͚ƹ̮͔ʭ¦ӓьʏ¦ǃ՞¤ŐҐ��

�ºx�¦ȌȖ §w�¦ӓь¤·¹Ї��ãăúéĎÕāĉ¤·¹wƾɷʭ¦ę՞

ȌΔ�Υ±Դ±wκΨĿԷ ȯʖγòĆĎä¡̃���ºǕңˏ¦�º�¡�Ȍ֖ä

ýÎăðÂĎ¤·¹г�»��ºx°�w���� ʗƽƳΦȌ֖¦Á×õĄâÂ֦Ȗ§w

�¹´ȌȖ° Ր���¹w�¦·�£֦Ȗ¦ͼՄ¾ԃ¸»ºǕңˏ��ºx�¦

·�£ȌȖ  '. ή¤·ºρ՞Θ˲˭ͼՄ¦Эъ¾նȹ��x̂ͥρʟ ���BD ¾³�

��³¤w�½¶ºʛʏȖ '.ήׅӦϋǨΰ̡ ���"Q�x�����"Q׆¤ƪ��wճǨ͐

'.ׅӦϋǨ͐ �� м����� м׆¾ɏ̬�ºx���� ʗʟ¤§wξɴԷ�¦דȌϨ¤�

��ճǨ͐ '. Ӧϋ¾ �� ͓͌·¹ �� ͌Ġ̱° Ӑ��x���� ʗʟ¤§wʛɧw�¹

´wκΨ¾Ȃ²ȌȖ גϨ¦ʛʏȖ '.�·ªճǨ͐ '.¾ɏ̬��x�»¸¦ãĎ

Ý¾Ș¤w͔ȌȖ¦ΈźΘ˲˭ͼՄ¾Ο³ºīɎ �ºx�¦ȌȖ¦ͼՄ̂ͥ ´

�¡´ȭ�£Ǵ֪§wξ¦ʷ֟¦ӳş �¹wξ¾Ǥ³�Θ˲˭ͼՄýãĄĉÎή¦

Эъ´եӟ£âĎù �ºx�

�

�

͍ϿϣɮwָÏɳϣɮ ¦֕бΜӦϋ�

�

Ҽ͑Կw΅͔Όˇwɮԍеļ�

�

�Ͽϣɮ͍׆ׅ

� ͍Ͽϣɮ §w���� ʗ¦Ǽϣ̼�¸òćäĉбƨӪ¤·ºȌбΜӦϋwȌ֕ŐȨƱ

Ӧϋ¾Ѽ���ºx���� ʗʟ͓ЁȊ ӦϋĠ¦ȌϨ§Ńę¦Ղ¹ �ºx�

ȌбΜӦϋϨו�

� ɣ͍ϿwȌӉƣwƂ̮ы¦ΧwėԎƛӁȌwδϯύɣɄͧӞw̯Ӟҡ˼πչґ�

Ȍ֕ŐȨƱӦϋ�

ɣ͍ϿwȌӉƣwƂ̮ы¦Χ�

���� ʗʟ¤§w���� ʗǼϣȌȖ¾Ġ˅¤wͥ̂קסwâĉÛąͥ̂קסצל¾Տэ

ȌԜЭъ˧¡ƅǟ ɏ̬��xãĎÝ¾ę¤�ΈźΘ˲˭ͼՄýãą¾Ř¹���ºx

òĆĄúæĄĎ£Ѷ͡ §wӞɮϣǓ¦Рę¤§ρ՞° ʦªºőΘ˲˭ʏ�ӡ¸»

ºx°�wƛ¦őΘ˲˭ʏ�ըΙҒϣǓ¦Рę¤´ӡ¸»ºx�¦�¡§wӞɮϣǓ

¡ըΙҒϣǓ§ƛy¦ϣɮˏηŕ¦Ę̲ѵԥ¾˹���º�¡¾гǲ�ºx�

� ���� ʗʟ¤§wɣ͍ϿӞֿ  ���� ʗǼϣ¦ևЇ��̩ɭǨԲ Ӑ��֕Μ̂ͥ¦

ãĎÝ¾Ө͞�wȌęͼՄ¤���Ԍԅ��x°�wՏэȌԜЭъ˧¡ƅǟ  ����

ʗǼϣ¤ō��ȭ�£ȌΔȨƱ����ȦЧϊέȌȖ ֕Μ̂ͥ¾Ӑ�w�¦·�£

ȌȖ¦ȌęͼՄ¾ʹӫ�ºЭъ¾նȹ��x�

�
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�Ïɳָ׆ׅ

� ָÏɳ § ���� ʗ¦Ǽϣʻ�¸wÉąãăƉ Ȍ֕ŐȨƱӦϋ¾նȹ��x����

ʗ¦ɣǼϣʻwגǜПַԩȝ ´Ȍ֕ŐȨƱӦϋ¾նȹ�wЁȊ´�¦ȌϨ Ӧϋ

¾ѻѼ���ºx�

� ȌбΜȨƱӦϋ§w���� ʗ¦ɣǼϣʻ�¸wֵ¦ҢwЬǊЙɮǓwבǜПַԩȝw

ßþàòĄĉֳ¦ȌϨ Ӧϋ¾Ӑ���ºx�

� ���� ʗʟw���� ʗʟ¤Ӑ��ʛʏȖ '.̂ͥ¦ãĎÝ¾Ө͞�wָČɳ¦ΈźΘ

˲˭ͼՄ¾Ο³ºЭъ´ѻѼ���ºx�

�ƣɮ΄׆ׅ

� ΄ƣɮ¤���ʛʏȖ '. ̂ͥ¾նȹ��x͔ʗʟ§דϨ¦ãĎÝ�ʾ¸»���

 �º�wΈʗʟŃռ´ѻѼ�wΈźΘ˲˭ͼՄ�ʾº�¡¾ПͿ¤���ºx�

�

�

ȌӔÛĎ×ȒыĠ֕бή¦Эъ�

�

Ҽ͑Կw͵ʧē՜׆wξЊйˇ׆wňӋģ̜׆w�

ЊĠҳǬ׆wӋžʤɋ׆wİƽɼĶ׆�

�� ֕ƨĠȱЭъ˧ȌȆІȡ՞w��ķՠȭɄȭɄվЃɄЭълw��ĦʁȭɄȭɄվʃ

ɄЭъվw��ˉЉȌԜďыĠ̂ͥ˪ӑЭъ˧�

�

ыĠ֕бή§wʛȖ¤½�ºԃͥ¾ƮϽ·�Ӑ�̂ͥή¡��ʛ�ś½»����

ºxЁȊɏЉМ¤ś½»��ºыĠ֕бή§wԽťΆ�·ªǒťΆ¾ƅ¤ҰыΆ¤ә

Ц�º�w°�§w�»�¸Ǟ¹ę��ìĎå¤̍Ԯ�ºÝÃò¦´¦�ȫ�x�»

§wʛȖ¦̂ͥ¾Ӑ�ПМ�¸�»¨ʲϪ¦�¡ �ºx���wԽǒťΆ¾ҰыΆ

µìĎå¤̍Ԯ�º�³¤wԽťýĎüĉä¦ȭ��¤´սА��º�wԽǒťΆշ

ԣ֏´ս¸»ºx�¦·�£͘Ņ§wЁϷ §�»¸¦̂ͥ�ֺǨΰ̡��ƜЉ �

£�¡��͘Ņ¡ƅ¤wǕ̂ρʟ¤սА¾Ї�ºǊǿ¡£���ºx�

ыĠ̂ͥ¦´�ē�¦ƜϨ¡��wȌĘ §э�Ɓ¹�ȁ£ȝ˧ ´ԃͥ�Ǖң

£Ϩ�˻�¸»ºx�¦ƜϨ¾ƜЉ��ŵͥѠȂ¾ϑՍ£�Ӡ�¡���¡�ɖ̵

¤ �ºx�¡�¨wϣɮŕµ�¦ǨԲ¤§э�Ɓº¦�Ǉց£ǼΜȌȖwȨԜȌȖ

µȌ�¹ȌȖ��º�w����ȝ˧¦ԃͥ´ыĠ֕бή §ɉƂ¤ԃͥ�º�¡

�Ǖң �ºx�¦·�£ПМ¦ԃͥ¦ȝǜŵͥѠȂ§�°¹ʛ�£��´·�ȝ

ǜ��¹w̡ЛüĎäą�¸wʛ��´ ��BD Ő¦ѠȂ ´·�ȝǜ´�¼�x�

� ͔Эъ¤���ЭъնИ¾Ӑ�wȌӔÛĎ×ȒыĠ֕бή§wȌӔ¤ÛĎ×¾Ґ�

¦ ŵͥѠȂ§�°¹ʛ�Ǒ»£�£º�wĘӮ¦·�£ПМ¦̂ͥ¤§ś�Տ�

�º¡Ҙ�¸»ºxē̫wȌӔÛĎ×Ȓ¦ȝǜwȭ�£ÓÃØ¦ÛĎ×¾Љ�º�¡

�ɖ̵ �¹w°�wԽǒťϨշԣ֏´ȭ��£º¦ wǕ̂ρʟ¾Ȣƪ��º�¡

� �º �¼�x°�w�¦̫ʨ§wȌӔ̂ͥ¦ыĠϋɎϱ¡��ʴ˜¡��Ҙ�
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¸»º¦ wȌӔ̂ͥ¡ǂԃ��Ӑ��¡�ɖ̵ �ºx 

͔Эъ§w̤՞лɄТЈɄɍՆ̎ÃêôĎÕāĉƧƓĬͶԗӛƫըׅϹƧМ̪֞˪

ӑնИЭъ̆ͭƄƴƞʟ׆a�ҀǜыĠ̂ͥÕ×âû¾Љ��ȭӢϥɔ¦չϥ˪ӑ¤

ո�ºЭъb¦ę ɏ̬�»wыĠ֕б̂ͥ˪ӑ¦նИ¡¡´¤wóĄÑòÝĎ¾Ɯ

Љ�ºыĠ֕б̂ͥwыĠбΜ̂ͥwыĠ̙ɡң̂ͥwыĠԝȪϭ̸Ÿ̂ͥ¤ɟ��w

Ǖ̂ρʟwƕӨңwѨʟ¤���չϥԃͥ¤ՔЉ �ºˏң¾ʹӫ�wҀǜМ£̂ͥ

˪ӑ¡��¦ɏЉƸ¾³��ȘвЭъ¾Ӑ�´¦ �ºx�

� 2004 ʗʟ§wȌӔÛĎ×Ȓ֕б̂ͥΆ¦ɏЉΆ�Ɋˢ��¦ wȌĘӴֹµwȳ

ҳУǝզȌȖ ¦ӴְֹӐ¾Ӑ��ʻwպӌϣɮ¤���â×ä̂ͥ¾Ӑ��xãĎ

Ý¦ӛή¦ʹӫ´Ո¿�¦ wÙĉÓĎ¦̋»êÃØ¦ӛї´�£¹ �º·�

¤£¹wɭͼՄ¾ńɎ��ͼՄӨ͞¾Ӑ��¡�¼w͋ȭ �ρʟ° ¦ͼՄ¦800

ʾ¸»��º�¡�½���x 

�

�

եƨÃĉìĎÖāĉ¤·ºЫϸȌȖ¦ӔɭɘʟͼՄ¦Ө͞�

�

ɮ͔� ̴ʵ�

�

ƹξՏЫϸȌȖ¤���
�̭Ɂ¦եƨãĎÝ¾Љ��
���#� ή¤·ºեƨÃĉì

ĎÖāĉ¾Ӑ£�
�Ӕɭɘʟƕʋ¾Ο³����¦Ѷ͡
�ӔɭȌԜ¦�ƕʋ¡̄Ɏɘʟ

ƕʋ�ΘԭМ·�ēҬ¾г��¡�½������ʾ¸»�Ѷ͡¦��
�Ģ£´¦§Ń

ę¦Ղ¹ �º����8�Ыϸʖզ¦ȫ�¦֦Ȗ §
<��������:D7��¡��Ŭ¾г�

�
�̪єėѪϣɮɱ֮ǍªєǽѪϣЮțчϳ�ƕʋ�ºЫϸʖզӞ̫¦ɮշ՞ §

¥��������>:D7��¡��̄ɎŬ¡£�����¦ĿԷ §ϳԜȡА¡ɘʟȡА�

·�ēҬ���º·�¤ӡ�º����9�̪єėѩ
�ǔєėѩ�ƕʋ�ºЫϸʖզ͚՞

¦ɮշ՞ §¥��������>:D7�
�°�
�ʖզ¦ƹ՞¤ŐҐ�º˥ɮȌ ´̪є

ėѩ¦ȫ����������>:D7��¡��Ŭ¾г�����:�Žєėѩ�ƕʋ�ºЫϸʖզ

Ӟ՞¦ɮշ՞¦·�¤
�ӦϋϨƕʋ��»®¢ɘ¡§��£�ȌȖ ´̄Ɏӿʆ§�

����>:D7��Ńę �¹
�ɘʟ̄ɎŬ´ȌԜƕʋ¡ԃǬМ£Ѷ͡¡£����

�

�

ęƹǀɷȌȖ¤��ºեƨДʑ¡ȌęͼՄ¦Ө͞�

�

ɮ͔� ̴ʵ�

�

ęƹǀɷǨԲ՞¤ɁȊ�ºȫ̡¦ȌԜñćàÍµ̩ɭѩ¤ɟ��
�եƨДʑ¦Ө

͞¾Ӑ£�
�ԟ֖̩ɭµζ̩ɭ¡¦ոՆ¾ԃ�����¦Ѷ͡
�Ńę¦Щӡ�ʾ¸»

���8�͚՞ȌȖ
�Ӟ՞ȌȖ¤���ֺ�եƨДʑŬ¾г�¦¤ɟ�
�Ġȱ՞¦²�
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ʊȭБЎȌȖ¦őȌʏ §ȭӢ£őեƨДʑʏ�ӡ¸»º
��9�ɇ͉Ɯɮύ�¸

ƹƹ͚ǃǃӞ̫ǡ¤��º֭ӆ£¦եƨДʑ¦ɧͪ§
�ɨ˧М£ֺɘʟɱŕ¦

ɁȊ¾гǲ�º
��:�͚՞ȌȖ¡Ġȱʖզ՞¦ȡАĿԷ §
�եƨДʑƕʋ§
�ęƹ

̩ɭ£¢

�°���Ԟǡ¾˹�̩ɭҔ¦ƕʋ¡·�ēҬ�º¦�-)���)��Ƶաʰʟ¦

Ө͞�¸§
��;��͚՞ȌȖ¡Ġȱʖզ՞¦ȡАĿԷ¤���
˹¾Ԟǡ¦�-)���)�

�֭ӆ£եƨДʑƕʋ�
���D>8C��BD�¡��ֺƵաŬ¾˹�
��<��͚Ղ͗ĿԷ �

(����¦Ԟǡ¾˹�ęƹ̩ɭҔ¦ԷŲ §
�ֺ�ƵաŬ¾˹�Ƶաʰʟʏ¡ēҬ�º
�

�=��Ӟ՞ȌȖ §
�ɨ՞М¤ֺ�ƵաŬ¾˹�Ƶաʰʟʏ�օ˧¤ӡ¸»
�ϵ¤
�

œı͗ǃ͚՞¤ӡ¸»ºǃƹԞǡ¦եƨДʑ¦ˎȨʏ §
���D>8CBD���»ŃĘ¦

֜ʑ¤ֺ�ƵաŬ¾г�
�ї¦Ѷ͡�ʾ¸»���ē̫
�ęƹǀɷĠȱ՞¾®¯͚Ӟ

¤̩�ºòćðÀÃą¤��º�'.�Ӧϋ¦Ө͞Ѷ͡§եƨДʑƕʋ¦Ѷ͡¡ԃǬ

М �º�
�ЊǠ՞őȌĿԷ¦ȘО° ¦ρ�¦Өգ¤§Ҹʕ¦Ց��ӡ¸»���

�

�

ǃ̮͔Ƙɷ¦եƨДʑȃ҅ҍ�·ªƄӔ�

�

ɮ͔� ̴ʵ�

�

�ˣyҪԨ�ÑĉíÃą��Ӟǃ̮͔Ƙɷ¦եƨãĎÝôĎ×¾ź¤��եƨ����

Дʑȃ¾҅ҍ�w͚ķȭɄƓϱŋ·¹w|̮͔ƘɷեƨÁäă×���Ӟǃ̮͔�·ªĠ

ȱ̮͔��}¡��ƗӐ��x�

�

�

.?<ID8C ȒǼϫ¦ՌƱӨ͞�

�

ɞЊ́ʵčıЊǷ̴�čֱɷ� Қ��čɽզɳĹ����

�ƆʡУэȭɄЇǫЃɄЭъл�

��ΜԏʚԬıΧϋŪ˧�

���͚ƹȭɄÁÖÁЭъÙĉÝĎ�

�

θշϣɮ  ���� ʗ � ͌ �� ̮�¸ �� ̮¤���֨И��ȞϷǼϫ�¸ׇ͘Ņ¦·

���ũ¾¿ �¦Ę̲ՌƱ¾ɎէƸ��Ǽϫǀʹ§Ę̲¤ɟ��҃ʴ¤˷ȭ�ׇ

ֺ�¦̼շИɫ§̼շ¦ �� ĥ ·�Ԁ̴ ���¸¤ׇǀʹ¡Ճʟ¦ч IN �ׇ

Ę̲ůΊРƣ° ׇ̼շ¤ɟ��®¯ēɎ¦Ŭ¾Ǒ��ŃĘ¦Ѷ͡�¸ׇǼϫՌƱ

�ׇ֜ɘʟˢɭηŕƉ¾ׇνƨ¾ֶƱƨ¡��Ę̲�º .?<ID8CׅŜ�¨ׇ-:FI<I
�

Ѷԅ¤Ș��ׇǼϫ¤Ǥ°»ºϣɮϤԜէ¦��º�¡�гǲ�»º£±¡׆����

¡ʖȎϊʟ¾ɞЊčľׅǆƟĠ׆¦̫ή¾Љ��ӡч´���¦Ѷׇ͡� ͌ �� ̮

��̼��ƕ�¼¦Ǽϫ¦ϣɮϤէ§͋ȭ��������KFE ʖׇȎϊʟ§͋ő�������%ƣʻׇ
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ē̫ �ׇ͌ �� ̮ � ̼ �� ƕ�¼¦Ǽϫ¦ϣɮϤԜէ§͋ȭ �����KFEׇǼϫʖȎϊʟ§

͋ő ���% ƣʻ£¢¡ӡч´¸»��

°�ׇÆĉäĆÃĉüĉäš̡ B ¦ʖȎМŬ¡�� ��������� ¾Ǒºē̫ ׇB �

���� Ńęׇ�º�§ ���� ŃĘ¦Ŭ¾ǑºǼϫ´ӡ¸»º£¢ׇƂŕ¦ǀ̡сʟ¦Ǽ

ϫ§ʖȎМ£Ŭ¡§Д£���º�¡�½���ɏև¦ϣɮǼϫ¤ɟ��ÆĉäĆ

ÃĉüĉäɎ̡¾Љ��ǼϫýãąׅŜ�¨ 'FIKFE�<K�8C�
�������1FF;J
¾׆����

ՔЉ�ºȝǜ¤§ׇýãą¤Љ�ºɎ̡¦ȸʲˏ¾ׇǼϫ̸Ÿ£¢�¸ʹӫ�º�¡

�եӟ �ºׅɞЊčľׇǆƟĠזɞЊčľׇˬцĠ׆�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ϣɮǼϫ¤ո�º  IL;< ̡¦ӡч´¹�

ˢɭȭΜ¾Ę̲�º .?<ID8C ȒǼϫ¦  IL;< ̡�

�

ɞЊ́ʵčıЊǷ̴��

�ƆʡУэȭɄЇǫЃɄЭъл�

�

ʽ͙¦ � ΈźǼϫýãąׅŜ�¨��I@>>J
�������հɮ
�������1FF;J
ׇ§׆����

Љ�ºíăüĎÝ�ɤ£��³ׇ�¨�¨Ёɏ¦ǼϫՌƱ¦Ө͞¤Љ�¸»ºׇ��

�ׇ�»¸¦ýãą¤§ׇη»¦ҪʇСŏˏ¤ŁӔ�»º·�¤ȫ�¦եȭ£ńɎ�

Љ�¸»��¹ׇýãą Љ�ºņ˙Ɏ̡¾¢�«��ׇӪѝѶ͡¾ȭ��̖ա�

ȃ 20041 ʗ 9 ͌ 15 ̮ 11 ̼ 54 ƕǼϣ¦ǼϫՌƱ(a)ǀʹ¡ֺ�¦ոš(b)̼շ¤ɟ�ºֺ�ȨƸ��

 ׇm §Έ¦ʨוz-z0=A(t-t0)m¦ĥ̡¾Ӕ�ׇǛ҃§ m=4/3ׇ1/2 �·ª 1/4 ¤���ӦϋŬ¾͋ɣĭĥή

 Էŏ��Ѷ͡¾ vׇar.§�¦ƕ̞¾Ӕ�(c)̼շ¤ɟ�ºֺ�¦ 2 ĥ(d)ǀʹ rTĘ̲Ճʟ w ¦̼շ¤ɟ�

ºոš 

ȃ ��Ө͞2 17 ũ¦Ǽϫ¤ո�ºÆĉäĆÃĉüĉäɎ̡¦̼շȨƸ 
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ºʽ��ׇ�¦х¦ýãą¾Ёɏ¦ϣɮǼϫ¤ՔЉ�ºևׇńɎ¦ȸʲˏµņ˙Ɏ

̡¦ťˠˏ¾ƽƕ¤ʹӫ�£�ս¹ׇʾ¸»ºѶ͡§ׇ�¨�¨ϩ˙ǩ¡£º�

Ǽϫýãą¡��ׇνƨ¾ֶƱƨ¡��Ę̲�ºȞϷȪʴ¾£� .?<ID8C §ׇñą

ÉêʨǼϣ¦ýãą¡��͍͏ �º.?<ID8C ¦ՌƱМӨ͞¤§Ģ¡��ΈźӨ͞

М˨ή�Љ�¸»����¦Ġ ´ׇΝ;ɏֹѶ͡¤Ș���-:FI<Iׅ׆�����ʾ

�ոš§ׇӦϋǕң£Ǽϫǀʹ I ¡Ճʟ N �¸ׇӦϋĚǕң£Ǽϫ¦Ƃνƨ  ׅɘʟ

ʆׇŕч�·ªեƨƪՃʟ¦ч׆¾Ӫѝ �º¡��˙ǩ ׇȭȨʰƨ �º�

���ׇ�¦Ӫѝ¤ˆӟ£ņ˙Ɏ̡��ׅ IL;<�ׇ̡Ńę §×ÑăĎɎ̡׆§ׇΝ

;ɏֹµч֓Ӧϋ�¸ʾ¸»��º��  ɏׇև¦ϣɮǼϫ¤���§ϋɎ�»��

��£�¡ §ׇΈźӨ͞¤Ș���¶�¤ϳЃМҢ̿�̴Ш £�ׇϣɮǼϫ¬ˉ

Љ�ºȸʲˏ¾ʹӫ�º�¡����

�� ׇϣɮǼϫ¤���×ÑăĎɎ̡ �¾Ӧϋ�¸ӡч´º̫ή¾Ҙ����

 §ׇ-:FI<Iׅ׆����¡§Ϲэ¦ýãą¾ͼѡ�ׇɏև¦Ǽϫǀʹ¡ƝՐֺʟ¤Ș�

��ׇǼϫ¦Ƃνƨ¦ȨƸ¾Ӫѝ�º͔ýãą¦ȸʲˏ§ׇӨ͞ɟԏ¡�ºǼϫǀ

ʹ˷ȭϽ¦ϋɎѶׇ͡�·ªǼϫǀʹ I ¡Ę̲Ճʟ N ¦ч IN �ēɎ¡��ӦϋĬɏ

ׅƣׇ֣ȃ �ŤӲ�»º¸�׆�;��

ȃ �¤ǼϫƂνƨ¦ֺʟ¤ɟ�ºȨƸ¾г��� ׇƂνƨ� �¤£��ֺ�¾

Ǽϫֺʟ¡±£�Ƃνƨ§ׇĘ̲ůΊ° ¦ȭ՞ƕ¦֦Ȗ ®¯ēɎ¦Ŭ¾Ǒº�

¡�½�º�¦Ѷ͡§ׇɏև¤Ӧϋ��Ǽϫǀʹ I¡Ճʟ N¦ч INׅINhƂνƨ׆

�ׇʛ�ѠȂ ēɎ¦Ŭ¾Ǒº�¡¾·�Ԁ̴���ºׅƣׇ֣ȃ �׆�;��

͔ýãą¾ėɆɷϣɮ¦ǼϫՌƱ¤ՔЉ��Ƃνƨ¾Ο³ -ׇ:FI<I ¦ʨ�¸Ο³¸

»ºƂνƨ¾Θԭ�º�¡ Ɏ̡ �¾Ο³��¦Ѷׇ͡ʽ͙¦Ν;ɏֹ�¸Щ¸»

��º×ÑăĎɎ̡·¹´ׇµµȭ�£Ŭ�ʾ¸»�ʽ͙¦ �¾Љ��ȝǜׇƂν

ƨ§ɏև·¹´̡��ׄс

ʟȭ��ӡч´¸»º�

¡¤£º�
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֗ɷϣɮҔ¤��ºϣɮչϥĬͶ¤ո�ºʹӫŋz֛�£��¤¢�ų�º�{�

z͍Ͽɮ¦ǼϣǇΆ¤��ºлɄҙ¡Ӑ̚čŒΛčù×üãÂÁ¦ոš{�ԉʍ��

� ͌ �� ̮wՠȕÎĄĎĉöâąׅ ȅȈĴՂТɓɺΨʀȅՏĬƲ˧č־ƀɷУҀƲ՞π

չչϥԂč־ƀɷУȈ͑՞ЬչԂčɓɺУҀƲ՞ǇΆўЃɨčɓɺУȈ͑՞ЬչԂ׆�

є �� Ǿ͕ʓʊƼʍŋƼɄŋϵƛԉϛw� ͌ �� ̮� ͕ʓʊƼʍŋֳȭöĎąׅēұƄ

ն׆�

z̸Ÿ ӡºǼϣ¦īЩ¡ϣɮϥɔ¦Ԭψ{�ԉʍ�ғЄЎҝǰչϥЭŧŋwׅ � ͌ �

̮wғЄπչґȭŋԌɒ׆�

zƽƳɳ¦ϣɮչϥ¾Ҙ�ºוąÃ×ɮ˗Ĭ �� ǨʗčÃĉåγεμӖϥ£¢¦̝Ӭ

¾Ļʟ¢�Ї���{�ԉʍ�ȦЧЎÆÑúÿĎÖÁûԉʠׅє �ԉ׆wׅ ȦЧЎčҡ

˼̖ʚ׆w�

ԉʍɰЊʪwȦЧЎƄΛֳw�͌ �� ̮�

͍ϿɮǼϣ �ǨʗӮˋŇЏ�
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����͍ϿɮǼϣ �ǨʗӮˋ͍ϿɮȾŝ̂ʹփ� �͌ �� ̮�

� � ����͍ϿɮǼϣ �ǨʗӮˋȾŝϣɮ̝ɒ�

�͌ ����� ̮ׅƹȭw(*) ͍Ͽɮ¦ŋwňՐʊչϥÙĉÝĎ׆�

� � ����͍ϿɮǼϣ �ǨʗЁȌɄҗŋׅӏЊЎÊÃå¦ŋ͌�׆ �� ̮�

�

�¢£қč֎Ӻ¤·ºζƱѲļӮĬ̪ד

���� ʗ �� ͌ �� ̮� ɒӍΛȜx�

͍Ͽɮ¡¦ƅЇ³��wϣɮ¡Ьչ¦Õ×âûɄ«xǼϣ �ǨʗӮˋĬͶx�¦̮ɰ

ЊʪčƹȭȭɄվ̝˾¾ՈӐʸ¤ččx�

���� ʗ �� ͌ �� ̮� ƹξՏʧӰ̪қ�

͍ϿɮǼϣ�¸ �ʗw̹Ŋ±ËàØ×ÍĎąxϣɮ¡Ьչ¦չϥ̝ҠxÛðä¡ëĎ

å¦Ğ Έ͐Ǽϣ¬¦ų�¾xɰЊ̝˾§zչϥ¦̝Ӭ¾ˈ»£��¡{¡´x�

���� ʗ͌� �� ̮� ƹξՏ̪қ�ȗіӮĬ��

ƹξՏ¦ζϣɮrwƹξՏָÏɳowаwԵՃ£˔Ȝ̖̊¾�

���� ʗ � ͌ �� ̮� ҺɣϲΛȜ�

Һɣϲ¦ּƨwƜϨץפ Ǡׇǔɪ ЈͶζˏÙúæĎw���� ʗ �͌¦͍ϿɮǼϣ¾ī

Щ�wǨԲŒΛ¦Ĭƣ¤ˢƩ��ɰЊʪƹȭȭɄվЃɄЭъл̝˾�w͍Ͽɮ

Ǽϣ£¢¾Ŝ¤ŇͶ¤ǇΆўЃ˙ԋ¦ˆӟˏ£¢¾Ӷ��xϵ¤wŒΛčӐ̚čɄ

ԋҙčù×Ñú�·¹Ն̎�zʸ¤э�˔Ȝ¾��¤аčԵՃ¤̆ŝ �º��

Ԃ֪{¡˺̏x̮�¼�¸¦˔Ȝ¦ƅ͍Ƹ�եӟ¡¦ӻԋ¾г��č�

���� ʗ �� ͌ �� ̮� ƹξՏ̪қ�ȗіӮĬ��

ƹξՏ¦ζϣɮsw͍ϿɮmwĜАƙǼϣīЩ¤ˢƩ�

���� ʗ � ͌ �� ̮� ƹξՏ̪қ�

ɠմɕ¡ϣɮʂ¹wЩԋρ³·�w͍Ͽɮ¡̖ђύ  �� ͌wƹȭčɰЊ̝˾¸�Ê

Ãå�

���� ʗ �� ͌ �� ̮� Η̮̪қw�

ϣɮ¦ϺȻЃӨ¦�³¤w͍ϿɮӡɄŋ �� ͌նŴwǌƪƴĠx�

ϣɮ¦ϺȻ¾ЃӨ��´¸��¡wдȀήĹ͚ķȌɄǂŋ�͚ķ�§w��͌ �̮·¹ �

̮շw͍ Ͽɮ£¢¦ӡɄŋ¾ն�x��ʗǼϣ īЩ¤Ԕϻ��ɰЊʪčƹξՏȭ̝

˾¸¦ӨԀ¦®�w��ŒΛ¡Ԍԅ�ºϾ��Άŋ´�ºxɰЊ̝˾§zЇζ

���ºĹ¦ȧ¾қ�wҪϪ¦ҤȻ¡¢�Ŀ�ǜ��¾Ҙ�º����¤��Ή�

�{¡ӽºxččĻʗ§ƹȭ¦ǂƨ¾ʾ�ՏƉ ƙ³�ɏ̬�ºx�

���� ʗ �� ͌ �� ̮� ƹξՏ̪қ�ȗіӮĬ��

ƹξՏ¦ζϣɮtw͍ϿɮpwīЩ¾ѡ��ȘвЭъ�

���� ʗ �� ͌ �� ̮� ƹξՏ̪қ�ȗіӮĬ��

ƹξՏ¦ζϣɮuw͍ϿɮqwƪՃ�ºչϥЎ��¹�

���� ʗ �� ͌ �� ̮� ƹξՏ̪қw�

ų��»¨wȌȖչϥ¾Ҙ�ºĒwϣɮ¡¦ƅЇwɍčɄčŒΛ¦ȓͪő�xzɰЊ
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ŽЇ�ө�£¸¡w¾Τ³�Ĺ´��xť֩������{xʲ̼wňՐʊƉ

¦ЁȌɟћ͔՞¤ӵ³���ȦЧЎŇЏԃ̢Ԃ¦Њկ̜ħԂճ§��˼¹Ըºx

zɰЊŽЇ{¡§wz͍Ͽɮ¦ĢΩƼ{¡Ǫ¨»�ɰЊʪƹȭȌ֖ϣɮЭъӦϋÙ

ĉÝĎ̝˾�x�� ʗ°  �� ʗշwƹȭ͍ϿϣɮӦϋ˧�ȦЧЎ�¤ʑַ��xȌź

¦ȾŝՐ¡͍Ͽɮ¤Й¹wϣɮ¦Щԋ¾ƕ�¹µ��̝��xzëÔĎåùàòׅ ϥ

ɔīϋŬȃ׆§ʸ¤э�¦�{¡қ�¤�ºŒΛ´��x����Ĵη¾Ղ�wȌ

ź¦Ĺy§ϣɮ¤ɟ�ºЃӨ¾ρ³wǼϣ¬¦˅ͼ�¾ֲ�����xɰЊ̝˾§

zĢΩƼ����¸϶ϴҙ¾Úć¤ ��¡��¦§շՑ�{¡Ӷ��wzĢΩƼ{

¦ɁȊ�Ӑ̚¡ŒΛ¦ϥɔ¤ո�º˛Ӥ¾Э�ϟ°�wՔƖ£ӐƱ¤Ѷª��

��¡§а��¼�xzϥɔ¬¦ɟƑ§ЭъҙwӐ̚ΆոwŒΛėҙ¦֬¦ӡ�º

ոš�ȭĬ£¿ �x�»¤§̾Γ�¸¦Ŀ�ǜ��ȭƖ{¡ϣɮɄҙ¦ɇıˊһ

ƹȭǠӹ̝˾´˺̏�ºx�

���� ʗ �� ͌ �� ̮� ҺɣϲΛȜw�

΄ƣɮ¦ǼϣčȌ֖¾˘Ɏ�չϥӬ҇x�

ɠմɕ¦эȝ Ӭ҇¤ǌƪ��ƹȭȭɄվ¦ɰЊʪ̝˾§װϥɔ̼§ȌȖŒΛ¦ǫ¡

Їζ¾Ɉº�³w҉Ʀ¹¦ոšΆո�¦�£�¹ײՆ̎¾˹��¡�եӟ¤£ºׯ

Ӭ҇¤ǡ��ϓų¾Ո³���Վс�ʸэ�§ױ�¡Ӷׯ�����

���� ʗ �� ͌ �� ̮� ɒӍΛȜw�

Ǽϣ¾˘ɎwאבĹ�ѿԹ¦΄ƣɮչϥӬ҇xɠմɕ¦эȝ�¸Ӭ҇¤ǌƪ��

ƹȭȭɄվЃɄЭъл¦ɰЊʪ̝˾§wӬ҇¤���zɏԦ¦Ӭ҇�֜ʑ¤ȭĬx

΄ƣɮ§ϣǓϊʟ�ֺ�Ϸ˜��wǼϣ���ԟ��´��·�¤wϓų�º�¡

�ȭĬ{¡˛˘¾Ӷ��x�

���� ʗ �� ͌ �� ̮� ƹξՏ̪қ�ȗіӮĬ��

ƹξՏ¦ϣɮבw΄ƣɮnwŽ˨¦ɟћ ǇցǾ�

���� ʗ �� ͌ �̮� ƹξՏ̪қ�ȗіӮĬ��

� � ƹξՏ¦ϣɮwƽƳɳowӦž¤ա˟�չϥɟћ�

���� ʗ � ͌ �� ̮� ƹξՏ̪қ�ƅǟȗіӮĬ��

� � ƹξՏ¦ϣɮ �պɚɳmwǼϣӢƛ¤չϥùàò֍��

���� ʗ � ͌ �� ̮� ҺɣϲΛȜ�

� � Ǽϣ¤¢�ų�ºwɣ�£Ǽϣ ´ǇցwչϥÕæĄÈ¾ˉЉ �ºĹ͖��¹

¾�

���� ʗ � ͌ �� ̮� ƹξՏ̪қ�

� � Ǽϣ¤ų�zψϥ{Ԍԅw΄ƣɮðÇĎăûwɰЊ̝˾zŒΛǤ³ �ҙՆ̎¾{�

���� ʗ � ͌ �̮� ɒӍΛȜ�

ŒɆӒ¤£�¦ÍĆĎÝĎw���� ʗ¦Ǽϣ¦Ԥ�wϵΑ£ŜčչϥĘǴ֪£�wɰЊ

ʪčƹȭȭɄվ̝˾§zƌªǟӢ¦Ǽϣ�ԟ�ºǕңˏ§®¡¿¢£�¦ ɉ˅

��Ή��{¡Ӷ���ºxՎǋ¦Ǽϣ¦��°��¾ϳӽºǔȌʴ¤���wɰ

Њ̝˾§z�ƾ�¸ �ƾʗշζƱ¾ŊΊ����ɮ�w��£¹Ǽϣ��¦� ����
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ʗׅɛ̤ �ʗ׆ w¡�´ȭ�£Ы¾ְ¨���¡§w̴¸�¤£���ºx��

��»§ϵΑ£ÏĎ× ���wëÔĎåùàò § ���� ʗׅ̤̚ � ʗ׆Ǽϣ¾

ýãą¤���º{¡��wĻʻ˘Ɏ�»ºǼϣ §w�¹�£��¼�¡Ԁ̴�

��ºx�

���� ʗ � ͌ �� ̮� ɒӍΛȜ�

΄ƣɮչϥðÇĎăûwΤɎМ£ǼϣīЩȁw�ºсʟ¦īϋwãĎÝ�¸Ǖңw

ˉЉƨ�ˆӟw͍Ͽɮ¦̝Ӭ�

���� ʗ � ͌ �� ̮� ɒӍΛȜ�

΄ƣɮչϥðÇĎăûwŒΛĢŕ Ӓ��¹wŤƂыշ¾аŤwīչȒЬչ̬Ӱw

ϥɔ¡ȜՏ�ɰЊ��

���� ʗ̮͌� ɒӍΛȜ�

΄ƣɮչϥðÇĎăûwŒΛ¡ϣɮ¦ƅЇեӟwЩº�¡�ų�¦ēwψϥ¤ǡ

��

���� ʗ � ͌ �̮� ̮͔ѵχ̪қ�

͍Ͽɮ¡ƅЇΈĜŁ¤wϣɮ¦ˌ�č˒±xҸҙ¤ӽ¹ѻ�wƹξՏňՐʊw͍Ͽɮ

¦öĎûåÍÝĎ¡�½»�ƹȭ̝˾¦ɰЊʪ§zչϥ¤§ѵֹ¾ӽ¹ѻ�չϥ̤

Ƹ�ȭƖxӦž§Ǽϣƣ¦Νϓ¤ׅ�£¹׆Ǿˀ���wȌȖƌЇ¤§ϣɮ¾Щ¹

�¿ ´¸�Ľ̀�Ř¹�ĚǕ·{¡˺̏�ºx�

���� ʗ � ͌ �� ̮� ƹξՏ̪қׅƅǟʠԄŋĐ׆�

� � ƹξՏ¦ζϣɮwȗіĹΚ�ʠԄŋwǼϣ¦ϵ˄īЩ¤Ї���

���� ʗ � ͌ �� ̮� ɒӍΛȜ�

� � ϣɮԃͥփ�¶�wףפע¡ʊ�ɄҗÃôĉäwƀя¸չϥ˙ԋ̪�¤w�

���� ʗ � ͌ �� ̮� ɒӍΛȜ�

Ǽϣµεΰ¦Щԋρ³ºwňՐwɰЊ̝˾�Ԗե£îãÈµ̸ŸѲļwĻ̮° Ⱦŝ

ϣɮ̝ɒxɰЊʪčƹȭȭɄվ̝˾�нӉ�º̸Ÿԙ̧¾ֶś�wɢ͙¾˵�Ⱦŝ

��¾ɟԏ¤wϥɔ¾Ǥ²ҪϪЁԏ¤�����ЃӨ��´¸��¡ն��x�

���� ʗ � ͌ �� ̮� ƹξՏ̪қ�

Ǽϣµεΰ¤§z��Щԋ¾{wɰЊ̝˾�չϥ̝ɒxɰЊ̝˾§ǼЫ¦̸Ÿї¾

˱֘xzǼϣµεΰ §��Щԋ��»¨ĹМӖɔ¾͋ɣ¤�º�¡� �º{

¡ӨԀ��x�

���� ʗ � ͌ �� ̮� ƹξՏ̪қ�

͍ϿǼϣ�¸ � ʗđwӽ¹ѻ�̝ӬwzΈ{¤ų�͋Žѐ˾ͶwɍɄΛ�̖̊wԨԷ

£лɄҙxzϣǓԷ�¦Λɕ §wǼЫ�ĭք¦ȣ¤щ¾ն�wʜ¾ь�˯��ē

ք° ƝՐ��x�Ջ���¸ΐҙ�Ɠ���Ǖңˏ´�º¿�·{͍ϿɮǼ

ϣ�¸ϑ �ʗ¾ƣ¤wĻ͌ ��̮¤Ӑ½»�ɣɄЇǡ�¦ЁȌáÁĎxz͍Ͽɮ¦Ģ

ΩƼ{¡��Щ¸»ºƹȭȭɄվ¦ɰЊ̝˾ׅϣɮɄ׆§wӞɮɮֿ¦ϣǓԷ� 

Ǽϣʲ̼¦Ϸά¾Ⱦŝ��¤ƕ�¹µ��ӨԀ��x�

�

�
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ȭɷʪž�

�Ģ£Ӧϋ¦ӟ�

����׆ׅ ʗǓΞҳ՞ɷϣɮŕͼՄ̂ͥ�

� ǓΞҳ՞ɷ¦θ՞ϭΝѩ¾Ө̴�º�³¤����ʗ ��͌Ę̱¤ɏ̬�»�ĹʃȌ

֖̂ͥ¤ǌƪ�ׇӦϋΆǻ¦ɫնׇãĎÝǑʾ¾Ӑ��°�ׇĻǾ¦̂ͥ § ��

Ϩ¡��ȫϨ ИЯ¾Ӑ��³ИЯ˺̉¾ӛƫ���

� ǌƪҙוȭɷʪž
ƣʀ˃žׇ΅͔Όˇׇժ̟͑ЇׇкЊȭɄׇ͚ƹȭɄׇ͚ķ

ȭɄׇǠǔɪȭɄׇķՠȭɄׇĦʁȭɄׇ־ƀɷȭɄׇΜԏʚ�

�θշɮѨɘեƨϋɎ׆ׅ

� ���� ʗ͌ה¤Ǽϣ��θշɮ¤��� ǼׇϣζƱ¦ӳş¡īϋ¾ПМ¤Ѻɟեƨ

Ӧϋ¾̮ה͌ה�¸նȹ�º¡¡´¤ׇ���� ʗ � ͌ � ��̮ ̮�·ª ���� ʗ ��

͌ �� ��̮ ̮¤Ѩɘեƨϋէ¾Ӑ���

� ǌƪҙוȭɷʪž
ƣʀ˃žׇ͚ƹȭɄׇ͚ķȭɄȌ֖Эъ˧�

�Ȍ֖čы˼¡̸Ÿ¦ē˸Ӯծ̫ʨ¤·ºǟ̼Ӧϋ׆ׅ

� � ǼϣΆͼ¦Ө̴¾ПМ¤ �͌Ġ̱͌ה�Ġ̱¤պӌɮ   °Ġ̱�¸ЁȊׇ͌ה

θշɮ ē˸Ӯծ̫ʨ¤·ºȌ֖čы˼¡̸Ÿ¦ǟ̼ΘԭӦϋ¾Ӑ���

� ǌƪҙוȭɷʪžč֙ɮ� Ӛׇ͚ķȭɄȌ֖Эъ˧�

�¤Տ͚ȌȖ׆ׅ�ºѺɟեƨϋɎ�·ªѨɘեƨϋէ�

� ���� ʗ͓͌ה¦ƽƳΦȌ֖¦ŗƮȨƸ�·ªԹ¹͙ºͪɒǀɷΦ¤ų�� �ׇ���

ʗ¤�¹͌ג´¡ǉɴ ѺɟեƨϋɎ¾Ӑ��°� ���� ʗ �� ͌¤§Տ͚¤ɫն

�»��ºѨɘեƨѾ¦ƌϋէ¾ɏ̬���

� ǌƪҙוȭɷʪžčƣʀ˃žׇ͚ķȭɄȌ֖Эъ˧�

�¤Ͽɮ͍׆אׅ�ºϋȌӦϋ�

� ����ʗ̪ɮ¦Υռ¾ԻԤ�º�³¤����ʗ��͌¤̪ɮ¾̩�ºΝϓԥ҃¦ƌ

ϋէ¾Ӑ�¡¡´¤ׇåăÃâÂąä�·ª !*- ӦϋϨ¾̪ɮ¦ǨԲ¤Ӱ��� � �

� � ǌƪҙוȭɷʪž
֙ɮ� Ӛ
ƣʀ˃ž
ժ̟͑Ї�

�¤Ͽɮɮ֡ϣǓǊ͍׆בׅ�ºϭӦϋ�

� ���� ʗǼϣɮ֡ϣǓǊ¦ϭζƱ¤Ǎ¯��ʷ֟¾ӳş�º�³¤ׇ�ρȌϊϋ

Ɏ¾Ģ¡��ϭӦϋ¾ɏ̬���

� � � ǌƪҙוȭɷʪžׇժ̟͑Ї�

�

�ИӔԅ̤�

(@J?@;8�3�
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ɞЊ́ʵׇĠʀžʪčȭɷʪžč֙ɮ� ӚčжɮӚʘׇ���� ʗƽƳΦȌ֖ׅ'A��׆�

ИЇРʻ¤΄ƣϣɮ ԟ��ֺ˛ʟÉüă ̴º�ӡ�ºЁԏׇȌ֖Эъ˧ʳȜׇ

���� ʗ �� ׇ͌є ��ʉׇ������

ȭģŤŧʖčȭɷʪž®ד�Ǡ� ëÃñĄàåեƨӦϋ¤·º����ʗƽƳΦȌ֖¦Ө

ׇ͌͞ƗȌЂׇǙȪ��ׇ�������ׇ������

Ǎʀ� ѭčȭɷʪž®���ǠׇĹʃȌ֖¾Љ��əȥɮ¤��ºͼՄׇ̂ͥ͌ƗȌ

ЂׇǙȪ��ׇ�����ׇ�����

ȭɷʪžׇ֙ɮ� ӚׇϣɮӦϋЉåàòăgĆgÞg¦նИgãĎÝƑЃәҐg
ϵɎ֦
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ȖЭъzϣɮϮИ¦ÞÃæúÍ×{ʖˢ��ʗʟˢ͡Ȝǧׇ͈��������

ʊǊғ˒
�ԍǓɋŻ
ʻӋюȰ
ȭɷʪž
ıǓĹׇϩĹϣɮ̂ͥԩ ')0� ̍ԮӦϋ

Õ×âû¦Ľͽ¡ӴֹѶׇ͡ϵɎ֦ȖЭъzϣɮϮИ¦ÞÃæúÍ×{ʖˢ ��ʗ

ʟˢ͡Ȝǧׇ͈��������

�

�ɄŋИӔ�

ʊǊғ˒ׇЊĠſʇׇʻӋюȰׇȭɷʪžׇԍǓ�ɋŻׇΝĠϮИ¤·ºы˼¦И

Ї¡ΰʴʴˢՎс¤��� ȌׇЂ˕̷лɄոՆɄŋ����ʗǜǟȭŋ ƾׇӅУ �ׇ���

ʗ͌א�
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