
○2014年度第 1回雑誌会 
 日時：2014年 4月 14日（月）15:00-16:30 
 場所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：西村裕一、田中 良、森田 笙 
 
 
発表者：西村裕一 
題名：Coupling eruption and tsunami records: the Krakatau 1883 case study, 
Indonesia 
著者：Raphael Paris, Patrick Wassmer, Frank Lavigne, Alexander Belousov, 
Marina 
Belousova, Yan Iskandarsyah, Mhammed Benbakkar, Budianto Ontowirjo, Nelly 
Mazzaoni 
雑誌名：Bulletin Volcanology, 76, 1-23, 2014 
要旨： 
 火山活動で引き起こされる津波は，予測不可能な低頻度大災害の一つである．2011 
年の東北津波以降，数 100年〜数 1000年に一度という低頻度災害要因を評価するた
めには地質学的な調査が重要であることが再認識され，例えば津波堆積物の調査研究

が世界中で進められるようになった．しかし，火山津波についてはほとんど手が付け

られていないのが現状である．1883年のクラカトア火山津波は，36000人以上の死者
を出す最大級の火山災害であり津波災害である．130年前のイベントなので噴火と津
波の時系列は記録に残されている．著者らは，クラカトア島周辺の陸上に見られる極

めて複雑な火山噴出物と津波堆積物の互層を記載・分析し，これらを基に火山噴火と

それに伴って発生した津波の時系列が再現できるか，という課題に挑戦した． 
堆積物から噴火と津波発生のシナリオを再構築することが可能とわかれば，歴史記

録がない火山津波現象の解明に役立つ．本研究では，クラカトア島を挟むジャワ島と

スマトラ島で調査を行い，以下の５種類の層を識別した．それらは，（１）海岸砂から

なる（通常）の津波堆積物，（２）軽石を主構成物とする津波堆積物，（３）津波によ

り再堆積した軽石塊，（４）軽石まじりの火山灰層（降下火山灰），（５）火災サージ堆

積物，である．これらの層序の解釈は，記録に残された噴火のシーケンスと基本的に

調和的である． 
 
 
発表者：田中 良 
題名：Heat flux measurement from thermal infrared imagery in low-flux fumarolic 
zones: Examples of the Ty fault (La Soufriere de Gaudeloupe) 
著者：Damien Gaudin, Francois Beauducel, Pascal Allemand, Christophe 
Delacourt, Anthony Finizola 



雑誌名：Journal of Volcanology and Geothermal Research, 267, 47-56, 2013, 
要旨： 
本論文の目的は，熱赤外画像を用いて噴気の少ない地熱地域における放熱率を見積

もる新たな手法を提案することである． 
 
噴気地帯における放熱率の測定は静穏期の火山活動の評価や，地下の熱水系の研究

に対して有用である．放熱率推定の典型的な方法として地温勾配と地下の熱伝導率の

測定が挙げられる．しかし，この方法は高価な観測施設を含む多くの設備を必要とす

る．また，特定の地点において放熱率を測定するため，面的な放熱率の分布を示すこ

とには不向きである．これらの問題を解決するために，熱赤外画像によって測定され

た表面温度の分布から放熱率を推定する手法が提案された．しかし，噴気地帯におけ

る測定では地表面の状態（気象条件や地表面の粗さ）に大きく依存するため，過去に

行われた観測(Yuhara et al., 1978; Yuhara et al., 1981)では誤差が 400%程度と大きく
なってしまった． 
 本論文では熱赤外画像による表面温度の分布と気象条件（気温と風速）を同時に観

測した．また，地表面の状態を考慮に入れたモデルを使用することにより，誤差の軽

減を試みた．その結果，地温勾配によって推定された放熱率との誤差を 20%以下に低
減することに成功した．この手法は噴気の少ない地熱地域における長期間の観測に適

しており，静穏期の火山の活発化に対する早期警報として有用であると考えられる． 
 
 
発表者：森田 笙 
題名：Preseismic anomalous telluric current signals observed in Kozu-shima 
Island, Japan 
著者：Yoshiaki Orihara, Masashi Kamogawa, Toshiyasu Nagao, Seiya Uyeda 
雑誌名：Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, November 20, 2012 vol. 109 no. 47 19125-19128, 
doi:10.1073/pnas.1215669109 
要旨： 
 伊豆諸島のひとつである神津島において、筆者らは 1997 年 5 月 14 日～2000 年
6 月 25 日までの期間、地電流のモニタリングを実施した。この期間中に 19 の
ATCs(Anomalous Telluric Current changes)が観測された。この ATCs と近隣で発
生した地震との間での相関関係についてマグニチュードと焦点距離をつかうことによ

り統計的に調査した。その結果、マグニチュードが 3.0、焦点距離 20km 以内の場合
にもっとも良く相関関係を見てとれた。また、ATCs を伴った地震については ATCs 
の極性によって地震の発生が空間的に選択されることも明らかになった。このことは

VAN 法の結果と一致し、したがって、VAN 法がギリシャ以外でも有効であることが
確認されたと筆者らは述べている。 



○2014 年度第 2 回雑誌会 
 日時：2014 年 5 月 12 日（月）15:00-16:30 
 場所：理学部 4 号館 2 階 207 講義室 
 発表者：青山 裕、アブドアラー・サブリー、篠原大地 
 
 
発表者：青山 裕 
題名：Seismo-acoustic evidence foro an avalanche driven phreatic eruption  
through a beheaded hydrothermal system: An example from the 2012 Tongariro  
eruption  
著者：Jolly, A.D., Jousset, P., Lyons, J.J., Carniel, R., Fournier, N.,Fry, B., Miller,  
C. J. 
雑誌名：Volcano. Geotherm. Res. (2014), doi: 
要旨： 
本論文は 2012 年 8 月に発生した Tongariro 火山（New Zealand）噴火の地震・空 
振活動に関する総花的な報告である．Tongariro 火山は，Taupo Volcanic Zone の南縁

に位置する火山で，2012 年の活動は 1896 年以来の噴火となった．夜間の噴火であっ

たためビデオ映像の資料は得られていないが，目視証言によると Te Maari 火口で発

生した噴火は，東方・西方・上方への 3 回の爆発から構成されていたと考えられ，ジ

ェットの放出，およそ 2km の岩屑なだれなどが確認されている．この噴火について，

Tongariro 火山の観測網および南方 20km ほどに位置する Ruapehu 火山の観測網で得

られた地震・空振データから，活動の推移を推定した．噴火は 8 月 6 日 11:50UTC
（現地時間 23:50）ごろに発生したと推定される．やや中期の前兆として 7 月 13 日と

8 月 1 日にも地震活動の増大があった．11:46:50 に震源推定が困難な規模の微小地震

活動が始まり，11:49:06 に 1 つ目の規模の大きな地震，11:49:21 に 2 つ目の大きな地

震が発生した．この後から広帯域の微動が 2 分ほど続き，微動のスペクトルは 11:52
までに低周波化していった．この間の 11:50:17 には N 型地震が発生し，噴火の直前

15 秒間で微動の振幅は増大，11:52:18 ごろに最初の爆発が発生したと推定される．○

噴火直前フェーズ：噴火直前の 3 つの地震について，適切な速度構造モデルを用いた

解析では，岩屑なだれの頂部付近に震源が推定され，この地震が西方への岩屑なだれ

を誘発したと考えられる．N 型地震については存否法を適用して Q 値を推定した．7
月 19 日に発生した N 型地震に比べて Q 値が低下していたことから，同一の空隙が N
型地震を励起していたと仮定すると，噴火直前には混相流体が空隙内に流入していた

と解釈できる．山体周辺での GPS データには，少なくとも噴火 1 週間前程度の期間で

は山体の膨張等は見られず，浅部へのマグマの陥入は示唆されない．○噴火フェー

ズ：Ruapehu 観測網の空振計で Tongariro 噴火に伴う記録が得られた．空振波形は 6
つほどの相から構成され，異なる観測点間での波形の相関は良い．Back Projection 法

により音源を推定したところ，実際の噴火位置と良く一致した．しかしながら，3 方



向への噴火を分離するには至らなかった．実体波を仮定して地震波の放出エネルギー

を推定すると 3e12[J]が得られ，音波の放出エネルギーは 2e10[J]と推定された．積算

エネルギー曲線から，放出エネルギーの内の 9 割程度は 11:52:20，11:52:27，
11:52:31 にはじまる 3 つのフェーズに対応して放射されたことが明らかになった．

Tongariro 火山におけるこの噴火活動の直接の引き金となった現象は，最初に起こっ

た岩屑なだれによる熱水系の減圧と推測される．空振記録には負相もみられることか

ら，岩屑なだれ自体は主噴火期まで継続していたのかもしれない． 
 
 
発表者：アブドアラー・サブリー 
題名：Understanding the hydrogeology of the Venice Lagoon subsurface with  
airborne electromagnetics 
著者：P. Teatini , L. Tosi , A. Viezzoli , L. Baradello , M. Zecchin , S. Silvestri 
雑誌名：Journal of Hydrology 411  (2011) 342–354 
要旨： 
The occurrence of alternating dry/wet conditions in transitional environments, 
such as wetlands, deltas,and lagoons, usually challenges the use of traditional 
direct and geophysical surveys for comprehensive hydrogeologic investigations. 
Moreover, significant mixing between continental fresh groundwater and marine 
salty surface waters generally takes place in these flat coastal areas. Airborne 
electromagnetics  
(AEM) is a promising tool in this respect, as it provides, in a fast and cost effective 
manner, large-scale distribution of bulk electrical conductivities that can be used 
profitably to develop hydrogeologic models. The results of a SkyTEM AEM survey 
in the Venice Lagoon, Italy, show the capability of this technique to significantly 
improve the knowledge of the hydrogeologic setting of the lagoon and nearby 
coastland subsurface, irrespective of the different features characterizing the area. 
The environment consists of salt marshes, mud flats, shallows, tidal channels, 
islands, together with reclaimed farmlands crossed by natural watercourses and 
drainage channel networks. In particular, the AEM shows (i) the presence of fresh 
water (with resistivity larger than 20 ohm. m) underneath the central part of the 
lagoon at depths from 10 to 25 m below m.s.l., (ii) the interface between different 
relevant stratigraphic units, e.g., the   clayey layer bounding the Holocene–
Pleistocene sedimentation, and (iii) the occurrence of areas with possible 
submarine fresh groundwater discharge. Moreover, the source and inland extent of 
the saltwater contamination in the shallow coastal aquifers along the southern 
margin of the lagoon are clearly revealed. 
AEM data were complemented with very high resolution seismic (VHRS)  



acquisitions. The integrated analysis of the two data sets allows distinguishing  
between lithostratigraphic heterogeneity and variability of  the   subsurface 
fluids. 
 
 
発表者：篠原大地 
題名：Title: GPS velocity and strain fields in Sicily and southern Calabria, 
Italy: Updated geodetic   constraints on tectonic block interaction in the central 
Mediterranean 
著者：M. Palano, L. Ferranti, C. Monaco, M. Mattia, M. Aloisi, V.  Bruno,  
F. Cannavò,and G. Siligato   
雑誌名：Journal of Geophysical Research, VOL. 117, B07401, doi:10.1029/  
2012JB009254, 2012  
要旨： 
約 18 年間の GPS 観測を通じてイタリア南部の GPS 速度場とひずみ速度場を更新 
した。先行研究よりも高密度な観測を行うことで以下のようなより詳しいキネマティ

ックな特徴をつかめた。ⅰ)シチリア島北部沖の収縮帯。ⅱ)シチリア島南部のハイブ

リアプレートとの間の収縮帯。ⅲ)エオリア諸島からイオリア海に延びる ATLF の右横

ずれの動き。ⅳ)シチリア島とアフリカの間のシチリア水道での伸長。GPS 速度場と

ひずみ速度場からより細かくテクトニックブロックの境界を調べた。その結果ティレ

ニア、シチリア―ハイブリア、カラブリアといったブロックの存在が確認された。特

に、シチリアブロックとカラブリアブロックの間の ATLF の南方への延伸について二

つの案を示した。 
 



○2014 年度第 3 回雑誌会 
 日時：2014 年 5 月 19 日（月）15:00-16:00 
 場所：理学部 4 号館 2 階 207 講義室 
 発表者：橋本武志、スネンダー・ハリス 
 
 
発表者： 橋本武志 
題名：Deep magmatic degassing versus scrubbing: Elevated CO2 emissions and 
C/S in the lead-up to the 2009 eruption of Redoubt Volcano, Alaska  
著者：Werner, C., W. C. Evans, P. J. Kelly, R. McGimsey, M. Pfeffer, M. Doukas, C. 
Neal 
雑誌名：   Geochem.   Geophys.   Geosyst.,   13, Q03015,   doi:10.1029/2011GC003794,   2012. 
要旨： 
2009 年に発生した Redoubt 火山（アラスカ）の噴火に先行する揮発性成分の変化とそ

の原因について考察した論文である．空中測定による CO2,SO2,H2S の放出率および

C/S 比の観測データに基づいて議論されている．Symonds et al. (2001,2003)等による

従来の考え方によれば，熱水系を擁する火山では，SO2 の scrubbing（削ぎ落とし）が

起こるために，C/S 比がもともと高く，噴火が近づくと熱水系がドライアウトしてガス

の通路が確保されるために C/S 比は低下すると予想されていた．ところが，実際に

Redoubt2009 年噴火の先行過程で起こったことはこれとは逆の現象だった．氷河融解

水の化学成分と酸素水素同位体比の分析値は，表層付近での硫黄の scrubbing を示唆

してはいるものの，噴火に先行して急激に増大した CO2 と C/S 比から推定される

scrubbing rate のごく一部にしか見合わない．そこで著者らは深部にその原因を求めた．

いくつかの可能性が検討されたが，最終的に著者らは，岩石学的研究から推定されたマ

グマ供給過程が，揮発性成分の変化とも整合的であるとして，やや歯切れの悪いやり方

で結論づけている．すなわち，Low-Silica Andesite マグマの中部地殻への貫入と，そ

の後の上昇および High-Silica Andesite マッシュとの混合が噴火の引き金となったと

いう岩石学的推定の前提に立つと，LSA マグマの減圧による CO2 の選択的脱ガスから

噴火前の高い C/S 比が説明でき，その後のマグマ上昇と HSA マッシュとの混合によっ

て，SO2 の脱ガスが促進されて噴火中に C/S 比が大幅に低下したことがうまく説明で

きるとしている．揮発性成分の高頻度反復測定の有用性をよく示した論文であるが，日

本で同じことをやるのは難しいという印象を受けた． 
 
 
発表者：スネンダー・ハリス 
題名：Historical tsunamis and present tsunami hazard in eastern Indonesia and 
the southern Philippines 
著者：F. Løvholt, D. Kühn,2 H. Bungum et.al  



雑誌名： Journal of Geophysical Research – solid Earth, doi: 10.1029/2012JB009425 
要旨： 
Eastern Indonesia and the southern Philippines comprise a huge and seismically 
highly active region that has received less than the deserved attention in tsunami 
research compared with the surrounding areas exposed to the major subduction 
zones. In an effort to redress the balance the tsunami hazard in this region is studied 
by establishing a tsunami event database which, in combination with seismological 
and tectonic information from the region, has allowed us to define and justify a 
number of ‘credible worst-case’ tsunami scenarios. These scenarios have been 
used in numerical simulations of tsunami generation and propagation to study 
maximum water level along potentially affected shorelines. The scenarios have in 
turn been combined to provide regional tsunami hazard maps. In many cases the 
simulations indicate that the maximum water level may exceed 10m locally and even 
reach above 20 m in the vicinity of the source, which is of the same order as what is 
forecasted along the Sumatra and Java trenches for comparable return periods. For 
sections of coastlines close to a source, a tsunami may strike only a few minutes after 
it is generated, providing little time for warning. Moreover, several of the affected 
areas are highly populated and are therefore also high risk areas. The combination 
of high maximum water levels, short warning times, dense populations, and 
relatively short return periods suggests strongly that the tsunami hazard and risk 
in these regions are alarmingly high 
 
 



○2014年度第 4回雑誌会 
 日時：2014年 5月 26日（月）15:00-16:30 
 場所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：伊尾木圭衣、齊藤佳佑、和田さやか 
 
 
発表者：伊尾木圭衣 
題名：   Seismic   Source   of   1746   Callao   Earthquake   from   Tsunami   Numerical   Modeling    
著者：Cesar Jimenez, Nabilt Moggiano, Erick Mas, Bruno Adriano, Shunichi 
Koshimura, Yushiro Fujii, and Hideaki Yanagisawa   
雑誌名：Journal of  Disaster Research Vol.8 No.2, 2013 
要旨： 

1746 年 Callao 地震と津波について,歴史文献の観測結果をもとにすべり分布を求め
た(Callao:ペルー西部,太平洋沿岸に位置する町).この地震のモデルはフォワードプロセ
スにより,津波数値計算をおこない求められた.この論文の目的は,観測結果と数値計算
結果を適合させ,もっともらしい地震のソースモデルを得ることである.結果は,Canet
から Huacho 沖にかけて大きなアスペリティがあることがわかった.これはこのエリア
で大きな破壊があったことを表す.地震の破壊の方向は北から南である,これは Callao
における津波第一波の到達時刻から説明することができる.この地震のマグニチュード
はMw9.0と求められた. 
 
 
発表者：齊藤佳佑 
題名：Envelope Inversion Analysis for High-Frequency Seismic Energy Radiation  
from the 2011 Mw 9.0 Off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake  
著者：Hisashi Nakahara 
雑誌名： Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 103, No. 2B, pp.  
1348–1359, May 2013, doi: 10.1785/0120120155    
要旨： 

2011 年の東北地方太平洋沖地震について，地震波エンベロープインバージョン法を
用いて，S波の高周波(1-8Hz)に対する放射エネルギーを推定した．まず始めに，グリー
ン関数の計算に必要な散乱・減衰パラメータを地震波エネルギーの時空間分布を用いて

計算する．次に，エンベロープインバージョンを本震に対する 27個の強震記録に対し
て適用し，500km×250km の断層上にある 40 個のサブ断層から S 波エネルギー放射
を計算する．各サブ断層は 8個の連続的な時間窓を有する．各時間窓の破壊伝播速度と
エネルギー放射の継続時間は，グリッドサーチにより 2.5km/s，8.0sと求められた．断
層全体から放射されるエネルギー量は 1-2Hzで 5.8×10**16 J，2-4Hzで 4.5×10**16 
J，4-8Hzで 1.5×10**16 J，1-8Hzで 1.2×10**17 Jであった．最も強いエネルギー



は宮城県沖の 2 番目に深いサブ断層から放射し，それは北側の観測点の 2 個のエンベ
ロープのピークと一致する．福島-茨城県沖の最深部で放射されたエネルギーは南側の
観測点の 1個のピークと一致する．深部における強い高周波の放射は，浅部における低
周波の強い放射に対して顕著に対照的となっている．この周波数依存の破壊は深さ方向

の構造変化に起因しているかもしれない．  
 
 
発表者：和田さやか 
題名：Analytical model of surface uplift above axisymmetric flat-lying magma  
intrusions: Implications for sill emplacement and geodesy 
著者：O. Galland, J. Scheibert 
雑誌名：Journal  of  Volcanology  and  Geothermal  Research  253  
(2013)114-130, doi:10.1016/j.jvolgeores.2012.12.006  
要旨： 
火山地域における地殻変動の解析に一般的に用いられている解析的モデルとして茂

木モデルがある．茂木モデルは圧力源の半径に対して深さが十分に深いときに用いられ

る．しかし，実際の圧力源の形状が球状でなく平たい形状である場合や，圧力源の深さ

がサイズに比べてかなり浅部に位置している場合が良くある事が観測から分かってい

る．本論文は，シルやラコリスの貫入による地表面の変形についての新たな解析的なモ

デルを提供する．形状が異なることで推定されるパラメータにどの程度違いがみられる

のかについて興味があり，今後の研究の参考にしようと考えたためにこの論文を紹介す

る．先行研究としてシルやラコリスの貫入についての解析的モデルが紹介されているが，

本論文で扱うモデルはさらにより一般的な場合に対応しており，軸対称の隆起や，圧力

源の上部に加え外側での隆起についても説明することができる．また，浅部に位置する

ソースを想定しているため，圧力源の半径 a と深さ h の比が a/h>5 の場合についての
み議論を行っている．この解析的モデルは，ソースによる地表面の変形だけでなく，シ

ルの広がり方や，シルが弾性変形する臨界サイズを計算することができる．ソースやそ

の周辺の媒質についての様々なパラメータを変化させた計算結果は，モデル実験や観測

事実との一致が良いため，この解析的モデルがかなり現実的であると筆者たちは主張し

ている． 
また，異なる形状のソースとの比較として，茂木モデルとの比較が行われている．本

論文のモデルからの変動の計算値を用いて，茂木モデルにより解析を行うと，ソースの

深さが 3倍以上も深く推定されてしまうことが指摘されている．以上から，本論文で扱
う解析的モデルは，様々な火山地域における地殻変動の解析に利用することのできる応

用範囲が広く，さらにより現実的なモデルであると主張している．また，本論文で取り

扱っている解析的モデルのMatlabコードが付録されており，時間があればそちらにつ
いても紹介する予定である．  
 



○2014年度第 5回雑誌会 
 日時：2014年 6月 2日（月）15:00-16:30 
 場所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：重藤迪子、湊 宏司、青山純也 
 
 
発表者：重藤迪子 
題名：The 2011 Northern Kermadec earthquake doublet and subduction zone 
faulting interactions  
著者：Erin K. Todd and Thorne Lay  
雑誌名：Journal of Geophysical Research: Solid Earth, Vol. 118, 249–261, doi:  
10.1029/2012JB009711, 2013.  
要旨： 
太平洋プレートが沈み込むケルマディック海溝の外側斜面で，2011年 7月 6日，浅

い正断層型地震（Mw7.6, 24km）が発生した．その約 3か月後の 2011年 10月 21日，
最初の地震の破壊面の北部 20km 下で，深い逆断層型地震（Mw7.4, 45km）が発生し
た．最後にこの領域のプレート境界で発生した大地震は，1976年 1月 14日（Mw7.8, 
7.9）の地震である．GPSの記録は西への動きを示し，Power et al. (2012)は，現在そ
の断層面は固着していると指摘しており，海溝斜面における正断層型の地震活動は抑制

傾向にあるはずである．本論文では，二地震の遠地実体波を用いた震源過程解析，およ

び余震分布とクーロン応力変化（ΔCFF）の解析から，この領域における沈み込み帯の
断層間相互作用について考察している．解析の結果，7月の正断層型地震による応力変
化はプレート境界およびスラブ内における地震活動の活性化を示し，7 月の地震が 10
月の地震を誘発したことが明らかになった．また，10 月の逆断層型地震による応力変
化はプレート境界における地震活動の減少を示し，短時間にプレート上面の西への動き

を逆転させる応力状態の変化が見られたことを報告している．著者らは，この双子地震

によるプレート境界における応力変化は，将来の大地震への兆候かもしれない，と述べ

ている． 
 
 
発表者：湊 宏司 
題名：Lateral variation of the cutoff depth of shallow earthquakes beneath the Japan  
Islands and its implications for seismogenesis  
著者：Aiymjan M. Omuralieva, Akira Hasegawa, Toru Matsuzawa, Junichi Nakajima, 
Tomomi Okada  
雑誌名： Tectonophysics 518-521 (2012) 93-105, doi: 10.1016/j.tecto.2011.11.013  
要旨： 
この論文では、日本列島における浅発地震の深さ下限（cut-off depth）の空間分布 



を推定し、分布の理由を考察している。推定には全国の地震観測網からのデータを用い

る。地下の地震波速度構造の不均質による影響を取り除くため、筆者らは日本全体の 3
次元地震波速度構造を推定し、震源位置の再決定に用いた。Cut-off depthは D90を計
算することによって推定する。D90 とは地殻内で発生する総地震数の 90%が入る深さ
のことである。推定された D90 の空間分布にはかなりの水平変化があり、5km から

40km程度まで変化する。D90は東日本の太平洋岸で深く、北海道東部から東北、北関
東にかけての火山地帯等で浅い。冷たい太平洋プレートが沈み込む東日本の太平洋岸で

は熱流量は少なく、火山地帯では熱流量が多いことから、D90は地熱に大きく影響を受
けると考えられる。さらに、マグマは下部地殻の岩石強度を下げるため、その上部の地

殻に応力が集中することになる。このような地域で規模の大きい内陸浅発地震が発生し

やすい。  
 
 
発表者：青山純也 
題名：Evidence for fluid-triggered slip in the 2009 Mount Rainier, Washington 
earthquake swarm   
著者：David R. Shelly, Seth C. Moran and Weston A. Thelen  
雑誌名：GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL.40, 1506-1512, 27 APR 2013 
要旨： 
アメリカワシントン州にあるレーニア山は，地震活動がよく観察されている活火山で 

あり，複数の観測点が設置されてきた．2009年 9月 20日から 22日にかけてレーニア
山で 1000以上のイベントからなる群発地震が観測された．本論文の目的はこの群発地
震について，震源のメカニズムから群発地震の原因を探ることである．メカニズムの解

析において，波形が不明瞭なイベントの震源位置をより正確に特定するために，以下の

方法をとる．まず波形が明瞭に観測され震源位置を特定できた 198 個のイベントをテ
ンプレートとする．連続するデータの中からそれらのテンプレートと比較して，波形の 
相関が最も高くなる時刻をそれぞれ求める．テンプレートと高い相関を得られたデータ

において，全てのチャンネルで P波，S波それぞれの相関係数を足し合わせ，その値が
相関係数の和に対する 1日の中央値の絶対偏差（MAD）の 8倍を上回っているものを
イベントとして解析対象とする．次に，それぞれのチャンネルの P波，S波各々につい
て，MADの 7倍または相関が 0.8を超えるかどうかを判定する．この条件を満たした
相互相関係数が最大となる時刻の前後 3 点の相関関数を 2 次関数で補間し，サンプリ
ング間隔である 1/100秒よりも高い時間精度で P波，S波の時間差を推定する．この相
関関係から求めた時間差を入力データとし，震源決定プログラムの hypoDD
（Waldhauser and Ellsworth, 2000）を用いて震源位置を特定する．この方法によって
波形が不明瞭だったイベントの内 528 個のイベントの震源位置を数メートル以内の誤
差で特定することができた．求められた震源位置の移動経過は流体の拡散方程式の結果

と類似していた．またレーニア山の山頂下には流体の存在が示唆されていること，人工



的に流体を貫入して起こした地震と動きが似ていることなどから，この群発地震は流体

の貫入に起因する圧力変化によって引き起こされたと考えられる． 
 



○2014 年度第 6 回雑誌会 
 日時：2014 年 6 月 9 日（月）15:00-16:30 
 場所：理学部 4 号館 2 階 207 講義室 
 発表者：茂木 透、山田大志、翁長良介 
 
 
発表者：茂木 透 
題名：Three-dimensional interpretation considering the static and the sea-effects of 
magnetotelluric data obtained in Jeju, Korea 
（韓国済州島で得られたマグネトテルリクデータのスタティックシフトおよび海の影 
響を考慮した 3 次元的解釈）  
著者：Jihyang Choi, Tae Jong Lee, Junmo Yang, Seong Kon Lee, In Hwa Park , 
Yoonho Song 
雑誌名：Journal of Applied Geophysics 98 (2013) 54–61 
要旨： 

済州島は韓国最大の島であり、ほぼ楕円形をしていて長径 70km、短径 30 ㎞ほど大

きさである。中央には標高 1950m のハルラ山があり、この火山から噴出した玄武岩質

溶岩が第 4 紀の堆積層を島の大部分地域で覆っていて、また、島内には 360 個以上の

側火山丘が分布している。ハルラ山の最近の噴火は西暦 1007 年と記録されており活火

山であるが、この島の熱流量は概ね 40mW/m2 程度であって、地熱兆候もほとんど見ら

れない。このような火山島において、3 次元 MT 探査により、その構造や残留している

深部地熱異常を調べる研究が行われた。取得された MT データセットは、非常に大きな

スタティックシフトや海の影響が含まれてはいるが、概ね 4 層構造からなることを示し

ている。著者らの以前の研究においても、インダクションベクトルや 3 次元インバージ

ョン結果により、ハルラ山直下の島中央部に高電気伝導度異常が存在することが示され

ている。その 3 次元インバージョンでは、スタティックシフトをインバージョンにおけ

るひとつのパラメータとして扱った。また、MT インピーダンスへの海の影響は、ディ

ストーションテンソルとして表すことができて、繰り返し計算による海の影響補正によ

りデータから取り除くことができる。この研究では、繰り返し計算法により得られた海

の影響を補正したデータセットを用いて、スタティクシフトパラメータを組み込んだ 3
次元インバージョンを行った。その結果、妥当な再構成イメージが得られ、中央部の高

電気伝導度異常は以前の結果と同様の深さにあることが示された。計算値と測定値との

不一致を表す RMS は海の影響を補正しない場合に比べて低い値に収束した。この事実

から、高電気伝導度異常は偽像ではなく真の構造である可能性が非常に高い。この異常

が伝導性海水を含んだ破砕帯であるのか古い時代の火山活動に関連するものであるか

を明らかにするためには、試錐を含んだこの異常に関するさらなる研究が必要であろう。 
 
 



発表者：山田大志 
題名：Properties of the near-field term and its effect on polarization analysis and 
source locations of long-period(LP) and very-log-period(VLP) seismic events at 
volcanoes 
著者：Ivan Lokmer, Christopher J. Bean 
雑誌名： Volcano. Geotherm. Res. (2010), doi:10.1016/j,jvolgeores.2010.02.008 
要旨： 

地震学において震源から伝播する波動場は，近地項，中間項，遠地項の三つの項を用

いて表される（例えば，Aki and Richards, 2002）．広域の地震観測では近地項，中間項

で表される波動場は観測点まで伝播するまでに減衰してしまい，遠地項で表される波動

場のみが観測されるのが一般的である．しかし火山近傍の観測網において観測される火

山性地震の場合，震源と観測点の距離が伝播する地震波の波長と同じか，もしくはさら

に近い距離となる場合がある．こうした近地の火山性地震に対する近地項，中間項の効

果を評価するという研究は今までなされてこなかった． 
  筆者らはこの近地項，中間項についての数値計算を行い，観測される地震波形に対す

る影響について述べている．数値計算では自由表面や媒質中の速度構造を考慮しないこ

とで，近地項や中間項の性質や，遠地項との違いに注目している．具体的な性質として

は，地震波形における極性や伝播パターン，波形の形状，震源－観測点間の距離を変化

させた場合の遠地項との相対的な関係などについて述べている．また過去にエトナ山で

展開された地震観測網と同じ配置を仮定し，震源決定に対する近地項，中間項の影響も

考察している．論文では実際の行われた解析方法に従い（Saccorotti et al., 2007），セ

ンブランス法を用いて震源決定のテストを行っている．近地項，中間項を考慮した地震

波形を用いたテストでは，遠地項のみを考慮した地震波形による場合よりも震源決定の

深さ方向の誤差が大きくなるという結果となった．一連の数値計算やテストを通して，

筆者らは火山近傍で観測される火山性地震の解析には，こうした近地項，中間項を考慮

した３次元の数値計算が重要であると述べている． 
 
 
発表者：翁長良介 
題名：Past, present and future of volcanic lake monitoring 
著者：Dmitri Rouwet , Franco Tassi , Raúl Mora-Amador , Laura Sandri , 
Veronica Chiarini 
雑誌名：Journal of Volcanology and Geothemal Research 272(2014)78-97 
要旨： 

火口湖の研究は，50 年以上にわたり行われてきた．そのなかでも，カメルーンの Lake 
Monoum，Lake Nyos でそれぞれ 1984 年と 1986 年におこった湖に溶けていた CO2
ガスの噴出事件をきっかけに注目をあび，活発におこなわれるようになった．この論文

では，50 年以上にわたり積み上げられてきた研究の手法を紹介し，未来の観測手法に



ついても説明している．同時に，筆者達が過去の研究をもとに世界中の火山湖を分類し，

それらの湖の地球物理学的・地球化学的な特徴をデータベース化し作成した VOLADA
についても紹介している． 

本論文は全部で七章からなる．一章はイントロダクションである．二章で物理学的−

化学的特性をもちいた火口湖の分類法についての説明，三章で火口湖の活動によって引

き起こされる可能性のある災害についての説明，四章と五章で火口湖の現在までのおよ

び将来の観測手法についての紹介，六章で VOLADA についての説明，七章でまとめが

なされている． 
本論文で筆者たちは，火口湖の観測は”The residence time dependent Monitoring 

time window”という考えにしたがって行うべきであると，強調している．The 
residence time とは，湖の体積を湖に流入（もしくは流出）する毎秒当たりの体積で割

ることにより得られる値で，湖での水の滞留時間のことを指す．この値の大小によって

観測の時間的な間隔を正しく設定しなければ，火口湖の活動を評価するために必要な情

報が正しく得られないと筆者達は示唆している．  
 
 



○2014年度第 7回雑誌会 
 日時：2014年 6月 16日（月）15:00-16:30 
 場所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：村上 亮、岡崎健治、三嶋 渉 
 

 
発表者：村上 亮 
題名：Decadal to monthly timescales of magma transfer and reservoir growth at  
a caldera volcano.   
著者：Druitt TH, Costa F, Deloule E, Dungan M,  Scaillet B. 
雑誌名：Nature, 2012, Feb 1; 482(7383):77-80, doi: 10.1038/nature10706.    
要旨： 
カルデラ形成噴火は，低頻度ではあるが，発生すれば数時間から数日の時間スケール，

で数 10~数千立方キロメートルのマグマを爆発的に排出し，グローバルなスケールで社
会や環境に壊滅的な打撃を与える．しかし，カルデラ噴火の準備段階については，これ

まで観測された事例が無く，前駆現象についてはよくわかっていない．米国のイエロー

ストーンやイタリアのカンピフレグレイなどのカルデラで発生している最近の火山性

活動エピソードは，大規模噴火の前駆現象に相当するかもしれないが，それらに関する

地球物理シグナルも，現時点では解釈が困難であり，大規模な噴火の準備過程に関する

我々の知識が，これまで基本的に欠けている． 
  本論文は，紀元前 1600年代の後期に起こったサントリーニ島火山の「ミノア」カル
デラ形成噴火の噴出物中に存在する，内部にゾーン構造を有した結晶に対して地球科学

的な分析を行い，噴火準備過程におけるマグマプロセスとその時間スケールを議論した

研究結果を報告している．著者らの結果は，大規模な珪長質マグマシステムが，静穏状

態から噴火目前状態に急激に変化しうることを示している．この噴火では，18,000 年
ぶりのカルデラ噴火であり，40-60立方キロのマグマが噴出したが，噴出物中の結晶は，
噴火直前 100年以内の期間に進行した現象の記録を保存しており，この期間内に，大量
の珪長質マグマ（+少量の苦鉄質マグマ）によるマグマ溜りの再充填が発生し，成分の
異なる珪長質マグマの混合は噴火直前の数か月前も進行していたことが明らかになっ

たと著者らは主張している．また，著者らは，このような噴火直前過程がもたらす，噴

火前一世紀間に予想される地殻変動についても考察しており，今回は，その議論にも，

焦点を当てながら，彼らの結果について報告する． 
 

 
発表者： 岡崎健治 
題名：Effects of uncertainty in rock-physics models on reservoir parameter  
estimation using seismic amplitude variation with angle and controlled-source 
electromagnetics data   



 
著者：Jinsong Chen,  Thomas A. Dickens 
雑誌名： GeophysicalProspecting,57,61-74,2009doi:10.1111/j.1365-2478.2008.00721 
.x    
要旨：   
本研究では、入射角度に応じた地震データおよび CSEM データの検討に貯留パラメ

ータを関連付ける Pouponモデルと Xu-Whiteモデルを選択している。この岩石物理モ
デルの選択では、別のソースによる測定データであり、不確実性を有するが、本研究で

は、岩石物理モデルの不確実性の影響の調査に焦点をあてている。あわせて、本件研究

では、Chenら（2007）によって与えられたものと同様の階層化貯留層モデルに基づく
ベイズ統合による手法を開発して、不確実性を有するソースを考慮した確率的な岩石物

理モデルを追加した。 
  岩石物理モデルおよびそれに関連するパラメータの偏りが判明していない場合、決定
論的関数や固定値などのモデルパラメータを用いて岩石物理モデルを設定し、従来のジ

ョイントインバージョン手法を行うが、データの扱いやパラメータの推定に大きな影響

を与えることがある。岩石物理モデルの不確実性に対処するため、筆者らは、それらの

出力が、岩石物理モデルによる予測で与えられるモードや手段を用いたランダム関数で

あると考え、パラメータを設定することで定義される確率分布と考えている。ここで、

決定論的関数については、地震データの検討において、これまでDvorkin and Nur（1996）
による砂-粘土モデル、Xu-Whiteモデル（1995）、Norris（1985）とMavko, Mukerji 
and Dvorkin（1998）などのモデルが検討されている。また、CSEMデータの検討にお
いては、Archie’slaw（1942）または Poupon モデル（Poupon, Loy and Tixier 
1954;Poupon and Leveaux 1971）が検討されている。次に、固定値などのモデルパラ
メータを用いた岩石物理モデルの設定では、多くの場合、近隣のボーリング調査結果な

どから、それらを適合させることにより推定している。 
  本研究の結果では、地震データと CSEM データを逆解析するときの出力と岩石物理
モデルのパラメータの両方の不確実性は、貯留層パラメータの推定値に大きな影響を与

えることを事例の検討から確認している。そのことは、モデルの不確実性が、パラメー

タ推定の信頼性低下につながることを示すが、新たに開発した方法では、定量的にこれ

らのエラーの大きさを研究するための手段を提供できることが紹介されています。 
 

 
発表者：三嶋 渉 
題名：Statistical properties of reversals and chrons in numerical dynamos and  
implications for the geodynamo   
著者：Florian Lhuillier, Gauthier Hulot, Yves Gallet   
雑誌名：Physics fo the Earth and Planetary Interiors 220 (2013) 19-36  
要旨： 



地球ダイナモの研究は，最近十数年で急速に進歩している． その理由は，計算機の
性能向上により３次元かつ非線形なダイナモシミュレーションを行うことが可能とな

ったためである．そうした研究の成果は，地球で観測されているような双極子磁場，磁

場の逆転現象など地磁気の特徴を数値シミュレーションによって再現してきている．こ

の論文は，実時間でおよそ 5000万年間の地磁気の変動を地球ダイナモシミュレーショ
ンによって再現し，それらの結果から地磁気逆転の特性を見つけ，それらの特性がどの

ようなパラメータに依存しているのかを探求しよう，という磁場の逆転に焦点をあてた

研究である． 
  本研究ダイナモシミュレーションは，核の対流を組成対流と想定し行っている．境界
は均質，内核の導電性はあると仮定するものと，そうでないものの二種類を行っている．

導電性がないと仮定するシミュレーションでは，対流運動の活発さの指標となるレイリ

ー数をパラメータとし，違いを検討している． 
逆転に関わる現象は，”reversal”（逆転），”failed reversal”（逆転未遂）, “segments”
（逆転と逆転未遂の間の期間），”chrons”（逆転と逆転の間の期間）の４つに分類して
いる．そのため，内核の導電性と磁気レイノルズ数の違いによる影響をこの研究では調

査している． 
  著者らは，４つのイベントをイベントの長さ，reversalあるいは failed reversal中の
双極子モーメントの振舞い，ガウス係数（g10,g11,h11）の位相空間プロットを行うこ
とで，その特徴を明らかにした．その結果，chronsと segmentsの長さの分布はポアソ
ン過程で記述できたこと,逆転率が磁気レイノルズ数に比例して増加すること，導体内
核では reversal あるいは failedreversal などの不安定な状態が極端に少ないことを明
らかにした． 
 
 



○2014年度第 8回雑誌会 
 日時：2014年 6月 23日（月）15:00-16:30 
 場所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：中村有吾、青木千夏、成田翔平 
 
 
発表者：中村有吾 
題名：Preservation potential of tsunami deposits on arid siliciclastic coasts 
乾燥地域における津波堆積物保存の可能性について 
著者：Spiske, M., Piepenbreier, J.,  Benavente, C. and Bahlburg, H. 
雑誌名：Earth-Science Reviews, 126,  pp.58-73. 2013. 
要旨： 
地層に見られる津波堆積物は，津波の実態を反映しているのか？地質学的手法で津波

履歴を研究する際に，これは常に問題となる。この問いに答えるには，近年発生した津

波堆積物の変質過程を定期的に観察し続けなければならない。そして実際に，2004 年
インド洋津波や 2011年東北沖津波の堆積物についての研究が（少数ながら）おこなわ
れている。今回の雑誌会で紹介する Spiske et al. (2013)は，ペルー（乾燥地域）におけ
る泥〜砂質津波堆積物について，その変質過程を議論する。対象とする津波堆積物は，

1996年 Chimbote津波，2001年 Camana津波，2007年 Pisco-Paracas津波による堆
積物である。それぞれ，堆積直後から再調査時点（2007〜2008年）の変化を記載した。
ペルーの乾燥地域における研究事例によると，津波堆積物が受ける作用が複雑に絡み合

って保存状況が決定する。すなわち，堆積物の特徴，粒径，堆積環境，地震に伴う地殻

変動，生物擾乱，風，人為的影響が関係する。たとえば，洪水や波浪の影響を受けると

ほとんどの津波の痕跡は除去されるか，変形する。また，引き波時に形成された偽礫は，

津波直後から風化や侵食にさらされて円磨される。津波による侵食地形は，風の影響で

侵食・埋積し，平坦化される。その一方で，泥質の堆積物は，強固に固結することで，

侵食を免れることがある。他の事例は，0.5m 程度の隆起では，波浪の影響を津波堆積
物から遠ざけるのに充分でないことを示す。本研究の結論として，津波堆積物は，その

地域の津波の挙動と履歴を完全に反映するわけでない。 
 
 
発表者：青木千夏 
題名：Episodic slow slip events in the  Japan subduction zone before the  2011 
Tohoku-Oki earthquake. 
著者：Yoshihiro Ito et al. 
雑誌名： Tectonophysics, 600,  14-26, 2013. 
要旨： 
本論文は,2011年東北沖地震以前に発生した２つのスロースリップ現象に言及してい



る.これまで日本海溝において地震間にスロースリップが起きたという報告例がないた
め,スロースリップを地殻変動として検出しようという目的のもと,海底圧力計,陸上体
積歪計及び GPSデータを用いて観測を行った. 
 １つ目の地殻変動は 2008 年 11 月,一週間にわたって記録され,２つ目は 2011 年東北
沖地震の直前である 2 月に 1 ヶ月を超えて観測された.これらの変動はスロースリップ
に起因するものであると解釈された.この 2 つのイベントはそれぞれ M6.1(2008 年 12
月)とM7.3(2011年 3月 9日)に発生したプレート境界地震に先立っている.後者は 2011
年東北沖地震の最大前震である. 
  筆者らは,スロースリップがプレート境界地震を誘発したことを示唆した.また,スロ
ースリップが発生した領域と地震時にすべった領域が重なっていることも主張してい

る.今回はスロースリップが M5クラスの地震を誘発したことを示唆しているが,スロー
スリップは大地震の発生に関与している可能性も示した. 
 
 
発表者：成田翔平 
題名：Cyclic processes and factors leading to phreatic eruption events: Insights from 
the 25 September 2007 eruption through Ruapehu Crater Lake, New Zealand 
著者：B.W. Christenson , A.G. Reyes, R. Young , A. Moebis , S. Sherburn , J. Cole-
Baker , K. Britten 
雑誌名：Journal of Volcanology and Geothermal Research 191 (2010) 15–32 
要旨： 
火山における水蒸気爆発は、マグマ噴火に比べて、前兆現象となる地震活動や放熱量

の変化などが観測されにくく、我々にとっては突然の噴火となることから噴火予知がし

にくく、結果的に非常に危険な噴火となることが多い。 
2007年 9月 25日にニュージーランドの Ruapehu山の火口湖で起こった水蒸気爆発

もその一例である。この噴火によって、二箇所でラハールが発生し、火口湖から北に

2km 先にまで直径 2m もの岩片を降らせ、登山客 1 名が重傷を負った。筆者らは、今
回の水蒸気爆発にいたるまでの過程とその要因を、本論文内で検討した。水蒸気爆発で

得られた噴出物中が、硫黄を含む鉱物や鉱物硫黄で満たされていることに着目して、筆

者らは今回の水蒸気爆発が、硫黄の析出によって火道が鉱物の閉塞物に塞がれ、その下

に高圧のガス溜りが形成されたことによるものだと考えた。 
この仮定を検証するために、2 つの計算機シミュレーション（TOUGH2 とｘ１ｔに

よるもの）を行った。TOUGH2では、実際の火口湖とその下にある火道と同じ構造の
モデルをつくりだし、その下方から水と二酸化炭素と熱を注入し、火道内の温度・圧力・

ガスの飽和度・流体の状態などがどのように時間変化するかをシミュレーションした。

ｘ１ｔでは、TOUGH2 のシミュレーションによって得られた物理的な条件を用いて、
0.1m×0.1m×10mの岩石柱に流体を注入し、10日後に中の岩石や流体の組成・状態、
岩石の透過率などを調べるという、岩石と熱水・火山ガスによる化学反応をシミュレー



ションした。 
その結果、数ヶ月という短期間で、岩石中の空隙を硫黄や硫黄を含む鉱物が塞ぎ、透

過率が 4~5桁も下がるということが判明した。この結果をもとに、筆者らは 2007年 9
月時点での火道内における硫黄の Seal や火山性流体の状態とその位置関係について考
察している。 
 



○2014年度第 9回雑誌会 
 日時：2014年 6月 30日（月）15:00-16:00 
 場所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：佐川朋之、奥田真央 
 

 
発表者：佐川朋之 
題名：Source parameters of microearthquakes on an interplate asperity off 
Kamaishi, NE Japan over two earthquake cycles 
著者：Naoki Uchida, Yoru Matsuzawa, William L. Ellsworth, Kazutoshi Imanishi, 
Kouhei Shimamura, and Akira Hasegawa 
雑誌名：Geophys Journal International (2012) 189, 999–1014 
要旨： 
  本研究では釜石沖で発生したM4.9前後の繰り返し地震（以後本震とする）と， 
それに付随する微小地震について解析を行った．P波と S波の走時差を用いて 1995年
から 2008年にかけて発生した 3個の本震と，それに付随する 50個の微小地震を正確
に再決定した．微小地震についてはその位置関係から 4つのグループに分類した．各グ
ループの微小地震について本震との時空間的な関係性について考察を行った．次に本震

と微小地震の特徴について考えるために，コーナー周波数と地震モーメントから本震と

微小地震の断層面積と応力降下量，滑り量を求めた．この結果，本震の断層面において，

浅い側と深い側の端における微小地震の累積滑り量が本震における滑り量の多くの割

合を占めていることが分かった．また，その中央付近においても微小地震の累積滑り量

が見られた．このことは，非地震性の滑りが本震のアスペリティーにおける深い場所か

ら中央付近に向かって移動していったことを示しているのかもしれない．さらに，2001
年と 2008年の本震の震源位置はそれぞれの重心位置に対して南東部に位置しているこ
とがわかった．この本震の震源位置は 2001 年と 2008 年の２つの地震サイクルにおい
て発生した微小地震の震源位置とは異なっていた． 
 

 
発表者：奥田真央 
題名：Electrical resistivity structures northeast of the Eastern Kunlun Fault in the 
Northeastern Tibet:Tectonic implications 
著者：Qibin Xiao, Jin Zhao, Guoze Zhao, Jijun Wang 
雑誌名： Tectonophysics 601(2013)125-138 
要旨： 
  インド大陸とユーラシア大陸の衝突やチベット高原の上昇についての地殻変動モデ
ルは，これまで様々な数値計算や地質学的、地球物理学的データにより示され，改良さ

れてきた．特にチベット高原北東部にある the Eastern Kunlun Fault（EKLF）の北東



部は，地形的に高く，未だに強い変形が認められており，地殻の活動的な短縮や厚さの

増加を研究するにはよい場所である．しかし，この EKLF 地域については，粗い深部
のデータが得られているのに過ぎないので，多くの矛盾やあいまいな点が残されており，

高原の北東境界やEKLFの北東部でのマントル－地殻のカップリングなどについては，
現在もなお議論されている．これらの問題を解決するため，筆者たちは 2009 年から
EKLFの北部地域で 5つの観測ラインでMTデータを集めた．そのうちの 1つ，L5と
名付けられた最新の観測ラインは，the Qaidam Basin の東端から始まり，the Qilian 
Mountain と the Hexi Corridorを横切って the Southern Alashan Block まで到達す
る．この論文では，主にこの L5に焦点を当て，それによる新しい結果を示し，これま
での研究結果との比較も行っている． 
  L5観測ラインでのデータは，the Qaidam Basin と the Southern Qilian Mountain 
の東端の下の中-下部地殻に低比抵抗層があることを明らかにした．これは，ELKF 北
東に a weak crustal zone（WCZ）が存在すること，この深さに大きな北傾斜スラスト
が存在することを示している．また，南からのマントルウェッジのへこみにより生じた

高原北部にみられる地殻中に幾重にも重ねられたスラストは，この地域の地殻が厚くな

る主要因である．さらに，MTの結果は，チベット高原の北東境界は EKLFの下ではな
いことも示し，その代わりにチベット高原の北東側に突き出た地域の境界が the Hexi 
Corridor の真下か北縁沿いにあると示唆している。 



○2014年度第 10回雑誌会 
 日時：2014年 7月 7日（月）15:00-16:30 
 場所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：勝俣 啓、岡本理沙、菅野倖大朗 
 
 
発表者：勝俣 啓 
題名：Large nucleation before large earthquakes is sometimes skipped due to 
cascade-up – Implication from a rate and state simulation of faults with  
hierarchical asperities 
著者：Hiroyuki Noda, Masao Nakatani, and Takane Hori 
雑誌名：J. Geophys. Res. Solid Earth, 118, 2924-2952, 2013. 
要旨： 
大きな地震ほど，直前の準静的な準備過程は大きいのだろうか？階層的なアスペリテ

ィモデル，すなわち，強く大きなアスペリティ（パッチ L）の中に，小さく壊れやすい
アスペリティ（パッチ S）を含むようなモデルを考えると，パッチ Sの破壊がパッチ L
の破壊を誘発する現象（cascade-up）が起き得る．本論文では，このようなモデルを速
度－状態依存の摩擦法則を用いたシミュレーションで実現した．シミュレーションでは，

一つのパッチ L が一つのパッチ S を含むような最もシンプルなケースを扱い，どのよ
うに地震が発生するか観察した．その結果，パッチ L とパッチ S の大きさの比が重要
なパラメータの一つであることが分かった．パッチ Sがパッチ Lの nucleation sizeよ
り大きい場合は，パッチ S が破壊すると同時にパッチ L 全体が破壊するという一種類
の地震しか起きない．パッチ S がパッチ Lの nucleation size より相当小さい場合は，
パッチ Sが破壊しても cascade-up現象は起きず，パッチ Sの破壊（小さい地震の発生）
のみで停止してしまう．この場合，パッチ Lはパッチ L自身の大きな nucleationによ
って地震を発生させる．複雑な挙動を示すのは，パッチ S の大きさが，パッチ L の
nucleation sizeと同じくらいの場合である．パッチ L自身の大きな nucleationが成長
する場合，cascade-up 現象が起きる場合，パッチ S の破壊後，少し時間を置いてから
パッチ Lが破壊する場合(delayed cascade-up現象)などが無規則に現れる． 
 
 
発表者：岡本理沙 
題名：Degassing of CO2, SO2, and H2s associated with the 2009 eruption of 
Redoubt Volcano, Alaska 
著者：Cynthia Werner, Peter J. Kelly, Michael Doukas, Taryn Lopez, Melissa 
Pfeffer, Robert McGimsey, Christina Neal 
雑誌名： Journal of Volcanology and Geothermal Research 259 (2013) 270-284 
要旨： 



アラスカのリダウト火山では，2009 年 3 月 15 日に水蒸気爆発が起き，それに続いて
同年 3月 23日から 4月 5日にかけてマグマ噴火が起きた．マグマ系の脱ガスは基本的
には closed-system で起こるが，この噴火活動の 6 ヶ月前には open-system における
脱ガスが観測されていた．そこで，筆者たちはマグマの揮発成分含有率に焦点を当て，

この噴火の脱ガス様式を推定した．この論文では，アラスカのリダウト火山について，

2009年噴火とその前後（2008年 10月～2010年 8月）の大気中の CO2，SO2，H2S
の放出率を測定した結果を報告している．測定方法は，航空機を使った測定が２種類あ

り，１つ目はガス濃度計を用いて測定する直接測定（contouring），２つ目は紫外線が
SO2 によって吸収されることを利用した遠隔測定（COSPEC）である．噴火中の航空
測定が困難なときには，人工衛星による観測で遠隔測定（OMI）が行われた．測定され
た放出率の結果を用いて，①リダウト火山の 1989-1990 噴火と 2009 噴火との，放出
率，積算放出量に関しての比較，②深部で CO2がマグマ中にどのくらい溶けることが
でき，どのくらいガスとして存在していたのか，③深部で生成されたときのマグマの，

揮発性成分の含有率，の３つの点について議論している。その結果，噴火中に起きた脱

ガスの大部分は closed-systemで起き，open-systemにおける脱ガスは溶岩噴出時期の
前後，特に溶岩噴出後の１年間に発生していると示された．また，溶岩噴出後 1年間の
open-system における脱ガス量は，噴火時の closed-system における脱ガス量の 30％
である，と筆者たちは結論付けている． 
 
 
発表者：菅野倖大朗 
題名：Magnetotelluric imaging of the Ohaaki geothermal system, NewZealand: 
Implications for locating basement permeability 
著者：E.A. Bertrand , T.G. Caldwell , G.J. Hill , S.L. Bennie , S. Soengkono 
雑誌名：Journal of Volcanology and Geothermal  Research Volume 268, 1 
December 2013,Pages 36–45 
要旨：   
ニュージーランド北島にある Ohaaki 地熱系を通る測線上で測定された密な測点の

広帯域MT（magnetotelluric）のデータにより、地熱地帯直下の基盤岩 greywackeは
高比抵抗であることが示された。このMTデータによると、Ohaaki直下の貫入的な熱
源の存在を示す証拠はない。しかし、それらのデータにより、傾斜した高電気伝導地帯

が地熱地帯を伴う地表近くの低比抵抗異常と北西方向にずれている深部低比抵抗領域

とを結び付けていることが確かめられた。 
 その傾斜した高電気伝導地帯の比抵抗は、地下の変成した堆積岩中の断裂帯領域と一
致し、それは深部のマグマソースから Ohaaki地熱地域に供給する高温流体が上昇する
場所を示すと解釈される。 
 
 



○2014年度第 11回雑誌会 
 日 時：2014年 7月 14日（月）15:00-16:00 
 場 所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：篠原大地、福原絃太 
 

 
紹介者：篠原大地 
題 名：Combining earthquakes and GPS data to estimate the probability of 

future earthquakes with magnitude Mw≧6.0 
著者名：K.-P.Chen, Y.-B.Tsai, and W.-Y.Chang 
雑誌名：Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions 
要旨： 
  Wyss et al.(2000)によると、グーテンベルグリヒター(GR)則の b値の低い領域付近
で将来大きな地震が起きる可能性が期待される。この論文ではまず、台湾で GPSデー
タからベニオフひずみを求めてMw≧6.0の地震が発生する確率を計算した。一方で、
地震カタログからも最尤法で GR則の a値と b値を求めて、Mw≧6.0の地震が発生す
る確率を計算した。さらに、GR則の a値と b値から、表面最大加速度(PGA)、表面最
大速度(PGV)、地震エントロピーも計算した。地震発生確率の計算結果から、台湾西部
では Taichungと呼ばれる地域から南に向かって Nantou, Chiayi, Tainan, Kaohsiung
で高い発生確率を示した。台湾東部では、Ilan と呼ばれる地域からから南に向かって
Hualian, Taitung で高い発生確率を示した。これらの地域はまた、高い地震エントロ
ピー、高い最大せん断ひずみ、それと低い b値が計算された。加えて、最大せん断ひず
みは地震エントロピーの約 4倍になるという計算結果が得られた。 
 

 
紹介者：福原絃太 
題 名：Reexamination of the A.D. 869 Jogan earthquake size from tsunami 

deposit distribution, simulated flow depth, and velocity 
著者名：Yuichi Namegaya and Kenji Satake 
雑誌名：Geophysical Research Letters Vol.41,2297-2303,16 Apr 2014 
要旨： 
  869 年の貞観地震の断層パラメターとマグニチュードは，以前は砂層津波堆積物と
浸水域が一致する仮定のもとでシミュレーションが行われ，推定されていた．しかし，

2011 年の東北地方太平洋沖地震の津波堆積物は石巻と仙台平野で見つかっているが，
津波浸水域は砂層津波堆積物よりさらに内陸に及んだ．このことから筆者たちは砂が運

ばれるには一定の浸水深と流速があると考えた．2011 年の数値シミュレーションは最
も陸側にある砂層堆積物について行い，最も陸側の砂層津波堆積物発見地点における流

動深と流速はそれぞれ 1mと 0.6m/sであることがわかった．筆者たちは津波堆積物と



侵水シュミレーションの比較をするために 869 年貞観地震について一様すべりモデル
と 2011タイプの不均質すべり断層モデルを用いた．結果としては 869年貞観地震の破
壊は最低でも 200kmで最低でもMw8.6が必要であるとなった． 
 



○2014年度第 12回雑誌会 
 日 時：2014年 9月 29日（月）15:00-16:00 
 場 所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：谷岡勇市郎、田中 良 
 
 
発表者：谷岡勇市郎 
題 名：Prevalence of viscoelastic relaxation after the 2011 Tohoku-oki earthquake 
著 者：T. Sun, K. Wang, T. Iinuma, R. Hino, J. He, H. Fujimoto, M. Kido, Y. Okada, 

S. Miura, Y. Ohta, and Y. Hu 
雑誌名：Nature, doi:10.1038/nature13778 (2014) 
要 旨： 
巨大地震発生後も地殻変動は継続し複雑なパターンを示す。この地震後地殻変動は主

に巨大地震の破壊による応力の粘弾性緩和、余効変動または断層の再固着による。地震

後の地殻変動観測結果は地球のレオロジーと断層運動を理解するために利用され、破壊

域近傍の短期間の変動は主に余効変動によると仮定され、粘弾性緩和は長期間の変動の

みに寄与すると仮定されてきた。しかし、陸上の地殻変動データからこの仮定の正当性

を検証するのは難しい。この論文で筆者らは東北沖巨大地震後すぐの新しい海底地殻変

動観測結果が地震後の短期的地殻変動にも粘弾性緩和が重要な役割を果たすことを示

す。これらのデータは海溝近傍で速い陸向きの運動、陸の GPS観測点では反対の海向
きの運動を示した。粘弾性マントルレオロジーの数値計算モデルを使って、筆者らは陸

方向の動きが低角逆断層型巨大地震の非対称な破壊によって作られた応力緩和の結果

であることを示した。以前には断層近傍の観測がなかったためこのような過程は知られ

ていなかった。筆者らの発見は弾性体を仮定した以前のモデルでは破壊域の傾斜方向下

部の余効変動を過大に見積もること、上部の余効変動を過小に見積もることを示す。こ

れらの見積もりをもとに得られた断層摩擦の知識は修正する必要があるだろう。 
 

 
発表者：田中 良 
題 名：Defining a 3D physical model for the hydrothermal circulation at Campi 

Flegrei caldera (Italy). 
著 者：Z. Petrillo, G. Choiodini, A. Mangiacapra, S. Caliro, P. Capuano, G. Russo, 

C. Cardellini, R. Avino. 
雑誌名： Journal of Volcanology and Geothermal Research, 264, 2013, 172-182 
要 旨： 
本論文の目的は，イタリアの Campi Flegrei calderaの熱水系の三次元物理モデルを

構築し，より適切に，包括的にカルデラ内の熱水系を理解することである． 
Campi Flegrei calderaでは 60年以上，unrest event (地殻の隆起，地震活動，噴気



活動など)が観測されている． Cairo et al. (2007) によって，これらの unrest eventは
CO2 に富んだガスが熱水と混合，上昇することで引き起こされいるとする概念モデル
が提案された．この混合プロセスや，熱水系の発達，またそれらとの unrest event の
関係をよりよく理解するために，多くの物理-数理モデルが提案されてきた．これまで
の全ての数値計算において，軸対称の二次元モデルが採用された．また，ほとんどの数

値計算で岩石の物性値が均一であると仮定された．しかし，熱水系を支配する要素とし

て，地形（陸域では地下水面の分布，海域では水深の分布）や岩石の不均質が挙げられ

る．これらは既存のモデルでは考慮することができない．そこで，筆者らは TOUGH2
コード (Pruess, 1991; 2004)  を用いて，三次元の地形，岩石の不均質を考慮した数値
計算を行った． 
計算の結果，350 ℃の CO2-H2O混合物が 67 kg /sで深部から供給された場合，準

定常状態を適切な期間（ここでは 4000 年）で達成することが明らかになった．この供
給率は対象地域における CO2 fluxと整合的で，CO2/H2O比 (0.4)も同様に観測結果を
よく説明する．また，達成された準定常状態を現在の表面温度，地熱井内温度と比較し

た結果，よく一致しており，計算結果は妥当であると考えられる．三次元不均質モデル

と二次元均一モデルによる計算結果を比較するために，準定常状態の温度分布を用いた．

三次元不均質モデルでは海域においていくつかの高温スポットが存在する．これは既存

のモデルでは見られないが，海底からのガス噴出が確認されることをよく説明する． 
本研究で提案された三次元不均一モデルを出発点として，今後，より現実的な熱水系，

地殻変動モデルの発展が期待される．特に不均一モデルは深部圧力源の形状や発達過程

を推定するためのインバージョンに有効なツールとなると考えられる． 



○2014年度第 13回雑誌会 

 日 時：2014年 10月 20日（月）15:00-15:30 

 場 所：理学部 4号館 2階 207講義室 

 発表者：篠原大地 

 

 

発表者：篠原大地 

題 名：Geodetic strain rate and earthquake size: New clues for seismic hazard 

studies 

著 者：F. Riguzzi, M. Crespi, r. Devoti, C. Doglioni, G. Pietrantnio 

雑誌名：Physics of the Earth and Planetary Interiors 206-207(2012) 67-75 

要 旨： 

地震は数百年間で蓄積された弾性エネルギーを極短時間で解放する。次の地震がいつ、 

どこで発生するのかということについては、地震活動のカオス的ふるまいと地殻強度の

閾値を測ることが可能なツールがないため予測することが難しい。 

しかし、イタリアでのひずみ速度の分析と地震活動との比較を見ると、ひずみ速度が小

さい地域の方がより高い確率で、大きな地震が発生しているということが見てとれる。

そこで、本論文では地震の大きさ(マグニチュード)とひずみ速度の総量(SR)に関係があ

るということを統計学的に考察する。 

GR則と SRの確率密度分布を結び付けて、ある SRのクラス内で発生する地震の確率

は単純な指数関数で描けるということがわかった。このことは断層がロックされていて

SRがより小さい地域での弾性エネルギーの蓄積という証拠に基づいている。なので、

テクトニックのアクティブな地域では SR が小さい方が周りの高いひずみ速度の地域

に対してより大量のエネルギーを放出する可能性がある。2007 年から 2011 年の間の

地震活動の記録はこの結果を支持していて、この方法は次の地震が起こる地域の特定の

ために強力なツールとなるかもしれない。 

 



○2014 年度第 14 回雑誌会 
 日 時：2014 年 11 月 10 日（月）15:00-17:00 
 場 所：理学部 4 号館 2 階 207 講義室 
 発表者：森 濟、齊藤佳佑、森田 笙、青木千夏 
 
 
発表者：森 濟 
題 名：Numerical modeling of deformation and stress fields around a magma 

chamber: Constraints on failure conditions and rheology 
著 者：Gilda Currenti and Charles A. Williams 
雑誌名：Physics of the Earth and Planetary Interiors, 226(2014), 14-27. 
要 旨： 
 本論文では、有限要素法による解析で、地下のマグマ溜りの壁が壊れて噴火にいたる

応力場の条件について、考察している。 
  基本的な半無限弾性媒質中の球状圧力源モデルで求められる破壊条件の過剰圧は、地

殻変動の解析や、鉱物学的に推定されるマグマ溜りの過剰圧を 1 桁程度上回ってしまう

という矛盾が存在していて、マグマ溜りの過剰圧の推定が、噴火時期の予測に結びつか

ないという問題があった。 
筆者らは、マグマ溜りの破壊時の過剰圧に対する、地形の影響・間隙圧の影響・周囲

の微小破壊やマグマの熱による周囲の物性の変化の影響・圧力源の形状効果・重力の影

響等を考察している。これらの要素は、いずれも前述の矛盾を緩和することができて、

組み合わせることによって、前述の矛盾がほぼ解消できることが示された。 
その結果、筆者らは、本研究は、地殻変動観測や地震観測によるマグマ溜りの応力状

態の推定を長期的・短期的火山噴火予測の進歩につなげるのに役立つと主張している。 
 
 
発表者：齊藤佳佑 
題 名：Earthquake Focal Mechanisms in Yunnan and their Inference on the 

Regional Stress Field 
著 者：Li Zhao, Yan Luo, Ting-Yu Liu, and Yi-Jing Luo 
雑誌名：Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 103, No. 4, pp. 2498–

2507,August 2013, doi: 10.1785/0120120309  
要 旨： 

広帯域地震計の記録を用いて、2008 年 1 月から 2011 年 3 月までに中国雲南省で発

生した 174 個の地震について震源メカニズム解を決定した。震源メカニズム解は P 波

と S 波に対して波形フィッティングを行い、決定した。結果として、横ずれ断層型の地

震が大半を占め、稀に正断層型の地震があり、逆断層型の地震はほぼなかった。ほとん

どの地震は深さ 16km 以浅の上部地殻で発生した。また、推定した震源メカニズム解を



用いてインバージョンを行い、応力場の分布を決定し、さらに、その数を拡張するため、

GCMT 解や Xu et al. (2010)の結果も用いた。インバージョンの結果は、調査地域で横

ずれ断層が卓越していることを示している。最大主応力軸は概ね南北方向を向いている

が、South Chiina block では北西-南東方向だったのが、Indo-China block では北東-南
西方向に変化している。正断層型の応力場を示す局所的な領域は Tengchong 火山帯や、

Xianshuite-Xiaojiang 断層帯の Qiao-Jia segment と一致した。 
 
 
発表者：森田 笙 
題 名：Statistical analysis of ULF seismomagnetic phenomena at Kakioka, Japan, 

during 2001-2010 
著 者：Peng Han, Katsumi Hattori, Maiko Hirokawa, Jiancang Zhuang, Chieh-

Hung Chen, Febty Febriani, Hiroki Yamaguchi,Chie Yoshino, Jann-Yenq 
Liu and Shuji Yoshida 

雑誌名：Journal of Geophysical Research: Space Physics,119,4998–
5011,doi:10.1002/2014JA019789. 

要 旨： 
過去数十年の間に，地震や火山の活動によって引き起こされる電磁気の変動について 

の研究が進んできた。 
近年では，ultralow frequency (ULF)の周波数帯が地震前の前兆シグナルの観測に関 
して見込みのある周波数帯であると考えられている。 

そこで，ULF 帯において巨大地震に先行して発生する地球電磁気的な現象を特定す

るために、2001 年から 2010 年までの柿岡地磁気観測所での、周波数 0.01Hz 周辺の地 
磁気観測結果を Superposed Epoch Analysis (SEA)に適用させることで統計的分析を 
実施した。 

その結果より、地震エネルギーEs が Es＞10^8 となるような大きな地震が発生する

場合には，ULF 帯の観測値が地震発生後の観測値と比較した場合に大きくなることが

分かった。また、Es は震央距離に依存しており、地震のエネルギーがより大きいほど、 
また，震央から観測点までの距離がより近いほど電磁気現象の異常が敏感に発生する 
ことが分かった。 

さらに，Molchan’s error diagram を用いることで得られた予測情報の見積もりを

行い、確率利率はポアソンモデルに対しておよそ 1.6 となった。これらの理由から ULF
帯の電磁気現象を観測することが局所的な地震を予測することに有用であるという結

論を筆者たちは述べている。 
しかし、ULF 帯の地震電磁気現象について、地震由来特有の waveform についての

解明や、観測結果と物理的なメカニズムについて結びつけて理解するまでにはまだ至っ 
ておらず、さらに検討の余地があると筆者たちは述べている。 
 



 
発表者：青木千夏 
題 名：Postseismic relaxation following the 1989 Ms7.1 Loma Prieta earthquake, 

central California 
著 者：Li Zhao, Yan Luo, Ting-Yu Liu, and Yi-Jing Luo 
雑誌名：JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 115, B08404, 

doi:10.1029/2009JB006919, 2010 
要 旨： 
  1989 年,中央カリフォルニアで発生した Ms=7.1 のロマプリータ地震において,GPS
観測および水準測量によって測定された余効緩和について再検討がなされている.地震

後はじめの 1200 日間にわたる緩和の時間依存性は, 
1-e^(-t/τ) 

によって記述される.ここでのτはτ=414±92 日である.その時間依存性は,発生した

M2.5 以上の余震の累積数の関数に線形であるように思われる.このような指数関数的

時間依存性は,多くの場合粘弾性緩和と関連づけられる.しかしロマプリータ地震の余効

変動の観測分布は,粘弾性緩和だけでは説明ですることができなかった.今回観測された

緩和の時間依存性は,  
loge(1 + t/t) 

とも記述できる.ここではτ=41.4±9.4日であった.このような対数関数的時間依存性は

速度状態摩擦によって制御される余効すべりと関連がある. 
  本論文において余効緩和は,深さ 5-16km に位置する,地震時に破壊された領域自体の

崩壊に加えて,破壊域の下方延長部(深さ 16-21km)における余効すべりに起因すると筆

者は述べている.地震後の隆起は 1000m 以上の起伏を伴う経路での水準測量によって

決められるため,測定された隆起の高さに依存する誤差は,余効すべりおよび崩壊変数と

同時に推定される.破壊面における余効すべりと崩壊についてのこの新たな解釈は,余効

変動は地震時の破壊域および浅部付近の傾斜断層上の余効すべりによるものだ,という

Burgmann ら(1997)による提唱に代替説明を与える. 



○2014年度第 15回雑誌会 

 日 時：2014年 11月 17日（月）15:00-16:30 

 場 所：理学部 4号館 2階 207講義室 

 発表者：髙橋浩晃、和田さやか、青山純也 

 

 

発表者：髙橋浩晃 

題 名：The limits of predictability of volcanic eruptions from accelerating rates of 

earthquakes 

著 者：Bell A., M. Naylor and I. Main 

雑誌名：Geophysical Journal International, Vol. 194, 1541-1553, 2013. 

要 旨： 

噴火の前には一般的に地震数の増加がみられ，改良大森公式の逆数に従う場合がある 

ことが報告されている．この式を用いた噴火開始時の予測も行われてきているが，そ 

のパフォーマンスについてはあまり検討されていない．本論文では，まず人工的に地 

震発生時系列データを作成し，改良大森公式のモデルパラメータのみが誤差を生起さ 

せると仮定して予測精度と噴火開始時間の実データからのずれを検討する．また，改 

良大森公式の各係数の推定方法をいくつか試し，最尤法が最も安定していることを示 

す．データのノイズを考えない理想的な場合でも，噴火時期の予測はかなり不安定で 

ある．噴火前 500日間のデータを用い 25日前に噴火日を予測した場合，べき乗の係数

が既知の場合でも 10%の信頼区間での予測値は実際の噴火開始日の前後 8 日である．

エトナやピナツボなどの実際のデータを用いた場合はもっと不安定となりハズレ予測

も出現する．このように，地震の回数から噴火開始日を推定するのは大きな不確実性を

伴うことが予見されるが，事前に過去の噴火から火山ごとにべき乗係数などが推定され

ていれば，精度の向上が見込める可能性はある． 

 

 

発表者：和田さやか 

題 名：Numerical modelling of dykes deflected into sills to form a magma chamber 

著 者：Zoe A. Barnett, Agust Gudmundsson 

雑誌名： Journal of Volcanology and Geothermal Research 281 (2014)1-11, 

doi:10.1016/j.jvolgeores.2014.05.018 

要 旨： 

火山体の地下では、深部マグマだまりからの供給によって、シルや浅部マグマだまり 

が形成されている。筆者は、浅部マグマだまりはシルが発達してできたと考えている。 

本論文の目的は、観察事実や地球物理的なデータに基づいた数値計算モデルを用い、シ 

ルの形成される条件、シルが発達して浅部マグマだまりが形成される条件を調べること 

である。この論文中で数値計算に用いられたモデルは、アイスランドやスコットランド 



における観察から作られたモデルであるが、筆者たちは限られた地域だけでなく世界中 

の火山に応用しうるモデルであると述べている。 

シルの形成には、不連続な面が必要であり、その不連続面に沿って形成される。様々 

な層構造のモデルを用いて計算を行い、ダイクが不連続面よりも上昇しない場合、不連 

続面を越えて上昇していく場合、不連続面で進行方向を変え側方にひろがりシルを形成 

する場合のそれぞれの条件を明らかにした。条件を支配する主なパラメータはまわりの 

岩石層のヤング率である。不連続面よりも上層のヤング率が、下層のヤング率よりも大 

きい場合にシルを形成する可能性が高い。また、ヤング率だけでなく、Dundurs 

parameterという層構造における弾性係数についてのパラメータもシルの形成条件に 

関連している。岩石密度に関する議論もあるが、密度中立点の観点からだけではシル形 

成を説明することができないとも述べている。 

以上、モデルから明らかになったシル形成は、不連続面における、（1）Cook-Gordon 

の機構、（2）応力バリア、（3）弾性的性質の不一致、の主に 3つのメカニズムで説明 

することができる。また、浅部マグマだまりの形成についても、同様のモデルに加え、 

供給率や固化するまでの時間、シルの厚さなどの関係式などを用いて議論を行っている。 

浅部マグマだまりへと発達するためには、シル形成後に固化するより早く膨張できるよ 

うに、深部からの高いマグマの供給率が必要である。浅部マグマだまりへと発達してい

くシルは深さに比べ半径が大きい。そのようなシルは、膨張によって上部の岩石層を持 

ち上げて空間をつくり、より大きくなることができる。 

 

 

発表者：青山純也 

題 名：Source mechanism of Vulcanian eruption at Tungurahua Volcano, Ecuador, 

derived from seismic moment tensor inversions 

著 者：Keehoon Kim, Jonathan M. Lees, and Mario C. Ruiz 

雑誌名：Journal of Geophysical Research: Solid Earth, Vol. 119, 1145-1164, doi:10. 

1002/2013JB010590 

要 旨： 

トゥングラワ山はエクアドルで最も活動的な火山のひとつで，過去 3000年間の内少

なくとも 17回の大規模な噴火が発生している．2010年 5月 26日からトゥングラワ山

でブルカノ式噴火が発生した．本論文はこの爆発地震のモーメントテンソルインバージ

ョンから発震機構を推定し，ブルカノ式噴火のメカニズムを推定することを目的として

いる．モーメントテンソルインバージョンにおいては，観測された 50の爆発地震をス

タックした波形と，スタックした波形と相関の高い 10の爆発地震波についてインバー

ジョンを行った．インバージョンにおいてモーメントテンソル 6成分とシングルフォー

ス 3 成分，モーメントテンソルのみ，シングルフォースのみの 3 つのモデルで考える

と，モーメントテンソル 6 成分とシングルフォース 3 成分のモデルの二乗残差が最小

となり，その合成波形はスタックした波形ともよく一致していた． 



解析結果より発震機構はクラックと等方膨張の間にあり，モーメントテンソル解は地

表面に垂直な軸から北西へ 10°傾いた水平方向に広い楕円形の膨張を示し，火口の下

1.5km，北方 320mの位置に求まった．この楕円体の主軸を 10～20ｍとすると，体積 

は 581～4653ｍ^3となる．また同じイベントで観測された膨張と空振の大きさは相関 

関係を示さず，このことは地震と空振が別々のメカニズムから観測されることを示唆す 

る．地表面の爆発に伴う衝撃波が空振を生じると仮定すると，地震波からの空振の到着 

時間の遅れはトゥングラワ山の地表の爆発が深部の膨張によって引き起こされるとい 

うことの根拠となる．これらのことから筆者らはトゥングラワ山のブルカノ式噴火は， 

上昇するマグマへのガスの流入による圧力増加がガスを放出する経路を開くことで発 

生したと考えている． 



○2014年度第 16回雑誌会 
 日 時：2014年 12月 1日（月）15:00-16:30 
 場 所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：奥田真央、岡本理沙、成田翔平 
 
 
発表者：奥田真央 
題 名：Crustal structure and rheology of the Longmenshan and Wenchuan Mw 

7.9 earthquake epicentral area from magnetotelluric data 
著 者：Guoze Zhao, Martyn J. Unsworth, Yan Zhan, Lifeng Wang, Xiaobin Chen, 

Alan G. Jones, Ji Tang, Qibin Xiao, Jijun Wang, Juntao Cai, Tao Li, 
Yanzhao Wang, and Jihong Zhang 

雑誌名：Geology 2012；40；1139-1142, doi:10.1130/G33703.1 
要 旨： 
 2008年に中国・四川省でＭｗ=7.9の四川大地震が発生し，甚大な被害をもたらした． 
この地震は，ロンメンシャン断層の活動によるものと思われている．ロンメンシャン断 
層は，チベット高原と四川盆地の間に位置する．この地域では低収束速度で前地盆地の 
形成がみられないため，これまでもこの地域の形成メカニズムは議論されてきたが，こ

の地震を機にさらなる調査が進められた． 
 筆者らは，ロンメンシャン断層の地殻構造の理解を深めるため，大地震後にこの地域 
でＭＴ調査を行った．それにより，ロンメンシャンの西側，つまり，チベット高原の東 
端において，表面から深さ 20㎞の範囲に低比抵抗層が存在することが明らかになった． 
この結果は，そこに流体が存在し，強度が弱いことを示す他の研究結果に一致している． 
また，ロンメンシャンから四川盆地のふもとには地殻全体に高比抵抗領域が広がってい

るが，四川大地震の震源付近には低比抵抗領域が存在することも分かった． 
 このＭＴ調査による研究は，チベット高原の形成に関するこれまでのモデルを支持す 
るものである．それは，西から流れ込む流体がロンメンシャン付近の固定された高比抵 
抗体にせき止められることにより盛り上がった，というものであり，この過程で地震の 
エネルギーを溜めていた可能性も考えられる．このように，今回筆者らが行ったＭＴ調 
査は四川大地震に関する新たな見識を与えるものとなった． 
 
 
発表者：岡本理沙 
題 名：Constraints on magma processes, subsurface conditions, and total volatile 

flux at Bezymianny Volcano in 2007-2010 from direct and remote volcanic 
gas measurement 

著 者：Taryn Lopez, Sergey Ushakov, Pavel Izbekov, Franco Tassi, Cathy Cahill, 
Owen Neill, Cynthia Werner 



雑誌名： Journal of Volcanology and Geothermal Research 263 (2013) 92-107 
要 旨： 
 本論文は、2007年 7月から 2010年 7月にかけて、ロシアの Bezymianny 火山で行
われた火山ガス観測の結果と、その結果に基づく、マグマの脱ガス過程や地下の構造に

ついての考察が述べられている。筆者は火山ガス観測によって、(1)噴気孔のガス成分、 
(2)passive SO2 flux（非噴火時の放出率）、(3)explosive SO2 mass（爆発的噴火時 
の放出率）の測定値を得た。これらのデータとメルトインクルージョンのデータを用い 
ることで、揮発性成分の総放出率を見つもることができる。このようにして求められた 
揮発性成分の総放出率は、2007年では約 49000t/d、2009年では約 3000t/dとなり、 
大きな変動がみられた。筆者は、この変動はガスの離溶やメルトからの分離が起こる深

さに関係している、と示唆している。 
2007年の測定結果から、総放出率の約 9割が passive fluxだとわかり、このことから 
Bezymianny 火山では主に open-system degassing が行なわれているとわかった。さ
らに、噴気孔のガス成分の測定値から、どういったマグマから脱ガスしたかということ

が推測できる。2007年では、高いH2O、HCl fluxが観測された。この結果は、浅部の
マグマからの脱ガスが主であり、それに加えて少量の深部マグマからの脱ガスがあるこ

とを示唆している。一方で、2009年には低い H2O、HCl fluxが観測された。この結果
は、深部の揮発性成分に富むマグマからの脱ガスがあることを示唆している。 
また、筆者は 2007 年と 2009 年のガス成分組成の測定結果を、モデル化した流体組成
と比較することで、ガスの離溶やメルトからの分離が起こる深さを見積もった。その結

果、2007 年、2009 年どちらも地殻中部のマグマだまりからマグマが上昇し、2007 年
では約 3.7km、2009年では約 4.6kmの深さで、ガスの離溶やメルトからの分離が起こ
ったと推定された。これらのことから、Bezymianny 火山において、離溶したガス成分
の組成は、噴火前のマグマの上昇を検知する重要な監視手段になるだろう、と筆者は示

唆している。 
 
 
発表者：成田翔平 
題 名：Explosive properties of water in volcanic and hydrothermal systems 
著 者：R.Thiery and L.Mercury 
雑誌名：Journal of Geophysical Research, 2009, Vol.114, B05205 
要 旨： 
火山や熱水系では、地下のマグマ溜りや熱水溜り付近で相平衡状態となっている水が

何らかの原因で急減圧することによって、急激に膨張しながら地上に到達し、いわゆる

相平衡破綻型の爆発を起こすことがある。 
本論文では、この種の水蒸気爆発を対象にして、水の熱力学的な安定性に着目し、水

の状態量の変化がたどる経路の違い（可逆・不可逆・等圧・断熱過程など）に応じて、

水の爆発エネルギーを求めている。 



爆発において水が外部に行う仕事には以下の 4種類がある。 
１．マグマとの接触による蒸発による膨張 
２．蒸気がマグマ溜りから加熱されることによる膨張 
３．水がマグマ中から蒸気泡として離溶することによる膨張 
４．系が急減圧されることによる水の膨張 
これらを計算することで、火山熱水系のタイプ別に潜在的な爆発エネルギーを見積も

り、表にまとめている。 
最後に、Ohba.et.al(2007)が見積もった 1997 年秋田焼山の水蒸気爆発のエネルギー

と、筆者らの計算結果をつき合わすことで、その計算精度を確かめている。 
爆発エネルギーは、Ohba.et.al(2007)は可逆過程で 100～200GJ、筆者は可逆過程で 

72~120GJ、不可逆過程で 20~28GJと算出している。これらの結果より、筆者らは、 
不可逆過程での計算結果が可逆過程での計算結果よりも現実的な爆発のエネルギー値

を与えていると結論付けている。 



○2014年度第 17回雑誌会 
 日 時：2014年 12月 8日（月）15:00-16:30 
 場 所：理学部 4号館 2階 207講義室 
 発表者：岡崎健治、福原絃太、菅野倖大朗 
 
 
発表者：岡崎健治 
題 名： Transition  probability-based  stochastic  geological  modeling  using 

airborne geophysical data and borehole data 空中物理探査とボーリングデ
ータの推移確率にもとづく地質モデリング 

著 者：Xin He, Julian Koch, Torben O. Sonnenborg, Flemming Jrgensen, Cyril 
Schamper and Jens Christian Refsgaard 

雑誌名：Water Resources Research, Vol.50, Issue 4, pp.3147–3169, 2014. 
doi: 10.1002/2013WR014593 

要 旨： 
本研究では、デンマークのフィヨルド流域における氷河堆積物（主に砂と粘土から構 
成）の構造的な不均一性の推定と地下水浸透流解析の地質モデルを構築するため、ボー 
リングと空中物理探査のデータをもとに、確率論的地質モデリングツールである

TProGS（Transition Probability Geostatistical Software：Carle and Fogg, 1996）を 
使用した分析を行っている。TProGS は、異なる方向に異なるデータソースからの情報 
を結合する能力（SIS：Sequential Indicator Simulation）と焼きなまし法によって、 
地質体の体積割合、平均長さ、配置傾向などの重要な特徴を表現できる地球統計学的手 
法にもとづく分析ツールである。 
研究に使用した２つのデータは、デンマークの国立地質データベースから入手してい 

る。ボーリングデータは、掘削時の情報から品質を区分するとともに、地質情報を整理 
している。一方、空中物理探査データは、水平方向 20×20m、鉛直方向２ｍのグリッ 
ド領域を設定してクリギング法で比抵抗値を求めた後、分析に供している。 
研究では、はじめに、ボーリング（地質）と空中電磁法（比抵抗値）を関連付けるた 

め、確率的地質学シミュレーションによって、空中電磁法のデータを変換する方法（ヒ 
ストグラム確率マッチング法）について検討している。次に、ボーリングと空中電磁法 
のデータをもとに、推移確率によって確からしい地質分布状況をシミュレートすること 
で地下水流動層としての砂の分布状況を分析している。また、確率的地質学シミュレー 
ションの不確実性を考慮するため、データのバイアスの調整方法について検討している。 
本研究の結果、ヒストグラムの分析によるボーリングと空中電磁法での砂の割合は、 

それぞれ 12.1％と 29.4％と相違を示した。この不一致は、ヒストグラムへのカーブフ 
ィッティングや測定時の状況などの影響を理由としている。また、両データの結合によ

る最適な砂の割合を評価するため、バイアスを調整するためのカットオフ値を設定し、 



砂と粘土を分割する比抵抗を 46Ωm とした場合に砂の割合を 23.7％として評価した。
このバイアス調整カットオフ値を用いた場合の観測データの推移確率は、垂直方向と水 
平方向において一致したことを示し、このようなバイアスを調整するためのカットオフ 
値を設定する方法を選択が、推移確率にもとづく地球統計学的シミュレーションのため 
に重要であることを示している。 
分析において、ボーリングデータを使用する場合、限られた範囲での地質分布の推定 
結果は、より良好である。一方、空中電磁法データを使用する場合、バイアスを調整す

るためのカットオフ値を設定する調整情報によって変動する場合があり、非常に検討の 
余地を残すが、ボーリングデータ数に不足がある場合に、空中電磁法データは砂ユニッ 
トをシミュレートするために不可欠であるとしている。 
以上の研究結果から、空中電磁法データの導入は、ボーリングデータを単独で使用する

場合と比較して大きく改善されたとしているが、空中電磁法のデータ量が多く、その 
影響の強いシミュレーション結果であることから、データの不確実性の問題をどのよう 
に扱うかについては課題であることを示している。なお、筆者らは TProGS を使用し 
て、不確実性を考慮するこのような大規模な地球物理学的データをもとに、条件付きの 
シミュレーションに適用することは初の試みであるが、経験的方法からカットオフ値を 
用いて得られた推移確率による評価は妥当であると述べている。 
 
 
発表者：福原絃太 
題 名：Near-field tsunami models with rapid earthquake source inversions from 

landand ocean-based observations: The potential for forecast and warning 
著 者：Diego Melgar and Yehuda Bock 
雑誌名：JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH: SOLID EARTH, VOL. 118, 

5939–5955, 22 Nov 2013 
要 旨： 
従来の観測機器を用いた断層破壊開始直後の地震波形インバージョンによる津波予 

測には時間的制約がある．本論文では 2011 年に発生した東北沖地震（Mw9.0）時の 
GPS，強震計および津波波形の近地データを使用して，新たに開発したアルゴリズムと 
マルチセンサーデータから得られるソースモデルを検証する． 
陸上の GPS 等の観測データを用いた計算は断層破壊開始後 157 秒で Mw8.9 の計

算結果が得られた．つまり陸上データのみを用いる計算の利点は即時性があることであ

る．しかし断層破壊開始後 157 秒の段階では海底隆起量が実際よりも過小評価されて
いるので津波の高さや浸水域も過小評価となっている．そこで沖合波浪計のデータも使

用することで，断層破壊開始後 20 分までには実際に観測された浸水パターンをより良
く反映した浸水予測がなされ，断層破壊開始後 30 分までには浸水域の大部分を予測で
きた． 
観測機器の配置が将来，大きな地震の断層破壊開始後すぐに，津波の大きさ等を早く， 



正確な予測を行えると筆者たちは主張している． 
 
 
発表者：菅野倖大朗 
題 名：A new conceptual model of the Icelandic crust in the Hengill geothermal 

area based on the indirect electromagnetic geothermometry 
著 者：Viacheslav V. Spichak , Olga K. Zakharova, Alexandra G. Goidina 
雑誌名：Journal of Volcanology and Geothermal Research 257 (2013) 99–112 
要 旨： 
既存の坑内温度検層データによってキャリブレーションされた間接的な電磁気的地

温計を応用することにより、Hengil 地熱地帯における 20 ㎞より上部の 3 次元温度モ
デルの作成が可能になった。その分析によって、アイスランドの地殻は深度 20 ㎞まで
の深部でも、背景的地温は 400℃を超えないことが示された。さらにそれらは相互につ
ながった高温低比抵抗チャンネルのネットワークと部分的に重なり、そのネットワーク

は主に 10-15 ㎞レベルで編まれ、その根は 20 ㎞以上の深さにまで達している。したが
って、地熱系を涵養しているであろう熱源は、このような裂け目や断層を通ってマント

ルから湧き上がる部分的に溶解したマグマの貫入であると思われる。鉛直方向の温度断

面図と震源の投影図との比較により、それらすべてが温度が 400℃を超えない領域に存
在していることが示され、その領域がシリカの多い)アイスランド地殻中の斑レイ岩の
固相線であることがわかった。温度モデルと比抵抗およびブーゲ重力異常との結合解析

により、隣接した領域の異なった地熱系による震源分布が説明できるし、また、地震の

活発な領域の下にある部分溶融した塊状の固化マグマの冷却も説明することができる。

上記の推論に基礎を置くことで、アイスランド地殻の新しい首尾一貫した概念モデルを

提示し、また、それは大部分の近年の地球物理学の結果と一致しており、また、以前の

モデルでは説明できなかった事実に解釈を与える。 



○2014 年度第 18 回雑誌会 
 日 時：2014 年 12 月 15 日（月）15:00-16:30 
 場 所：理学部 4 号館 2 階 207 講義室 
 発表者：大島弘光、村井芳夫、Haris Sunendar 
 
 
 
発表者：大島弘光 
題 名：Seismological analysis of conduit dynamics in fragmentation experiments 
著 者：A. Arciniega-Ceballos, M.Alatorre-Ibarguengoitia, B. Scheu, D. B. Dingwell, 

and H. Delgado-Granados 
雑誌名：J. Geophys. Res. Solid Earth, 119, 2215–2229, doi:10.1002/2013JB010646. 
要 旨： 

筆者らのグループは、噴火・爆発の力学過程を理解するために、衝撃波管を用いた急

減圧による岩石試料の破砕実験を続けている。 
この論文では、実験装置の低圧タンクおよび高圧衝撃波管に圧電素子を取り付け、試

料の激減圧破砕によって励起される低圧タンクと高圧衝撃波管の弾性変形を記録し、噴

火・爆発地震の励起過程の検証を試みている。減圧破砕によって励起される実験装置の

変形は、高圧衝撃波管から低圧タンク内に伝搬する衝撃波による低圧タンクの共鳴、高

圧衝撃波管壁の弾性震動などによって引き起こされる。低圧タンクおよび高圧衝撃波管

の変形波形には両者とも装置の共鳴による成分が含まれ、低圧タンクの共鳴は衝撃波の

励起過程を反映した波形を覆い隠す。高圧衝撃波管壁の減圧直後に記録された変形波形

には高周波および低周波成分が認められた。高周波成分は単一の周波数が卓越する減衰

波形であり、低周波成分は高周波成分に先行して励起され、初動部は圧縮-膨張を示す。

低周波および高周波成分からなる衝撃管壁の変形波形は、コロンビアの Galeras やメ

キシコの Popocatepetl などの火山で噴火・爆発の際に観測された LP および VLP 
と呼ばれる地震波形と類似する。このような破砕実験で励起された弾性変形の波形記録

と実際の噴火・爆発で励起された地震波形に認められる類似性は、噴火・爆発地震の励

起過程の研究において衝撃波管による破砕実験が有効な手段となり得ることを伺わせ、

この世界で初となる実験結果が、噴火・爆発過程の理解を深めることや、噴火・爆発に

ともなう火道変形に関する地震学的な解釈や定量解析に寄与することの期待で論文は

結ばれている。  
 

 

 
発表者：村井芳夫 
題 名：Three-dimensional velocity structure of the outer fore arc of the Colombia-

Ecuador subduction zone and implications for the 1958 megathrust 



earthquake rupture zone 
著  者：Lina Constanza García Cano, Audrey Galve, Philippe Charvis, Boris 

Marcaillou  
雑誌名：J. geophys. Res. Solid Earth, Vol.119, 1041-1060, 2014 
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1002/2012JB009978/ 
要 旨： 

著者らは、2005 年に南米のコロンビアとエクアドル国境付近のプレート沈み込み帯

で、海陸の観測点を用いて 3 次元屈折・反射法地震探査を行った。対象領域には、1958
年の地震（Mw7.7）の破壊域と 1979 年の地震（Mw8.2）の破壊域南部、1958 年と 1942
年の地震（Mw7.8）の破壊域の境界部が含まれ、得られた地下構造と大地震の破壊域と

の関連を議論している。震源には 16 リットルの容量のエアガン 8 基（総容量 128 リ
ットル）を用いて、海底地震計と陸上観測点で観測を行った。初動走時データを使って、

3 次元トモグラフィー法によって深さ 25km までのプレート境界付近の P 波速度構

造が求められた。その結果、プレート境界直上の上盤プレート内に、厚さ数 km の低

速度層が得られた。これは、この地域の上盤プレートを構成している塩基性・超塩基性

岩（mafic and ultramafic rocks）が、下盤プレートの沈み込みに伴って堆積物や海洋

地殻から放出された流体によって、変性作用を受けたものと解釈された。これより海溝

側の outerwedge 内には、速度勾配の小さい領域がイメージされ、これは極度に破砕さ

れて強度の弱い「グサグサの」岩石と解釈された。この速度勾配が小さくて地震波速度

の遅い領域は 1958 年と 1979 年の地震の破壊域の海溝側に位置していて、地震時に

解放されたエネルギーの大部分がこの領域の変形と隆起に消費されたため、破壊がここ

で停止したと思われる。 
 

 

 
発表者：Haris Sunendar 
題 名：The 2006 July 17 Java (Indonesia) tsunami from satellite imagery and 

numerical modelling: a single or complex source? 
著 者：H. Hebert, P.-E. Burg, R. Binet, F. Lavigne, S. Allgeyer and F. Schindele 

Geophys. J. Int. (2012) 191, 1255–1271, doi: 10.1111/j.1365-
246X.2012.05666.x 

要 旨： 
The M w 7.8 2006 July 17 earthquake off the southern coast of Java, Indonesia, 

has been responsible for a very large tsunami causing more than 700 casualties. The 
tsunami has been observed on at least 200 km of coastline in the region of 
Pangandaran (West Java), with run-up heights from 5 to more than 20 m. Such a 
large tsunami, with respect to the source magnitude, has been attributed to the slow 
character of the seismic rupture, defining the event as a so-called tsunami 



earthquake, but it has also been suggested that the largest run-up heights are 
actually the result of a second local landslide source. Here we test whether a single 
slow earthquake source can explain the tsunami run-up, using a combination of new 
detailed data in the region of the largest run-ups and comparison with modelled run-
ups for a range of plausible earthquake source models.  

Using high-resolution satellite imagery (SPOT 5 and Quickbird), the coastal 
impact of the tsunami is refined in the surroundings of the high-security Permisan 
prison on Nusa Kambangan Island where 20 m run-up had been recorded directly 
after the event. These data confirm the extreme inundation lengths close to the 
prison, and extend the area of maximum impact further along the Nusa Kambangan 
island (about 20 km of shoreline), where inundation lengths reach several hundreds 
of meters, suggesting run-up as high as 10–15 m.  

Tsunami modelling has been conducted in detail for the high run-up Permisan 
area (Nusa Kambangan) and the PLTU power plant about 25 km eastwards, where 
run-up reached only 4–6 m and a video recording of the tsunami arrival is available. 
For the Permisan prison a high-resolution DEM was built from stereoscopic satellite 
imagery. The regular basin of the PLTU plant was designed using photographs and 
direct observations. For the earthquake’s mechanism, both static (infinite) and finite 
(kinematic) ruptures are investigated using two published source models. The 
models account rather well for the sea level variation at PLTU, showing a better 
agreement in arrival times with the finite rupture, and predict the Permisan area to 
be one of the regions where tsunami waves would have been focusing. However, the 
earthquake models that match the data at PTLU do not predict that the wave 
heights at Permisan are an overall maximum, and do not predict there more than 10 
m of the 21 observed. Hence, our results confirm that an additional localized tsunami 
source off Nusa Kambangan Island such as a submarine landslide, may have 
increased the tsunami impact for the PerImisan site. This reinforces the importance 
for hazard assessment of further mapping and understanding local potential for 
submarine sliding, as a tsunami source added to usual earthquake sources. 
 
 



２０１４年度第１９回雑誌会 
 日 時：２０１４年１２月２２日（月）午後３時－午後４時３０分 
 場 所：理学部４号館２階２０７講義室 
 発表者：山田卓司、平塚晋也、山田大志 
 
   
 

発表者：山田卓司 
題 名：Long-term dynamics of Piton de la Fournaise volcano from 13 years of seismic velocity 
change measurements and GPS observations, 

著 者：Rivet, D., F. Brenguier, D. Clarke, N. M. Shapiro, and A. Peltier (2014) 
雑誌名：JGR, doi:10.1002/2014JB011307. 
要 旨： 
 本論文では、レユニオン島のピトン・デ・ラ・フレネーズ火山の 2000 年以降の活動
について、地震波速度変化と地殻変動から議論している。特に、2007年 4月の大きな噴
火との関連に議論の多くを割いている。 
 地震波速度変化については、火口を囲む 5観測点のノイズ波形を用いて、観測点ペア
の相互相関を計算し、（表面波の）到達経過時間を調べることにより、速度の時間変化

を議論している。大局的には、2007 年の大噴火前には連続的な速度の低下が見られ、
2007年以降は増加に転じている。 
論文後半では、GPS 観測結果による地殻変動と速度変化の関連について議論してい

る。山体の膨張と速度の低下、またその逆の現象は定性的に一致しているが、線形な対

応を示しているわけではない。その原因として、「ノイズ解析による速度変化検出と地

殻変動では、深さ方向の感度分布が異なる」ことだという可能性も考えられるが、主原

因は 10^-6を超える変形時に現れる、媒質の非線形性であろうと著者らは主張している。
この変形と速度変化の非線形性は、岩石実験でも確認されている。 
 
 

発表者：平塚晋也 
題 名：Investigating the role of the Itoigawa-Shizuoka tectonic line towards the evolution of 
the Northern Fossa Magna rift basin 

著 者：Yannis Panayotopoulos, Naoshi Hirata, Hiroshi Sato, Aitaro Kato, Kazutoshi Imanishi, 
Yasuto Kuwahara, Ikuo Cho, Tetsuya Takeda, Youichi Asano 

雑誌名：Tectonophysics 615-616 (2014) 12-26. 
要 旨： 
糸魚川‐静岡構造線活断層系（以下，糸静線と略記）は，新潟県糸魚川市から静岡県



静岡市に至る長さ 150kmの活断層系である。過去に行われたトレンチ調査の結果から、
糸静線は，大局的には北部、中部、および南部の 3つのセグメントに分かれ，北部セグ
メントは東傾斜の逆断層、中部セグメントは左横ずれ断層，および南部セグメントは西

傾斜の逆断層と考えられている。そのうち、中部セグメントに属する牛伏寺断層に関し

ては，過去に発生したイベントの平均すべり量および前回のイベントからの経過時間に

基づき，最大でM8程度の大地震を発生させる恐れがあると考えられている． 
 著者らは，糸静線の北部セグメントと中部セグメントを横切るように，2006 年から
2008 年にかけて 5 本のアレイ観測を実施し，アレイ観測で得られた波形データおよび
定常観測点で記録された波形データを合わせて用いて，より詳細な三次元地震波速度構

造の推定を行った．彼らが地表面における P波速度の分布から見出した低速度域は，地
質構造とよい対応関係を示す。なお、糸静線より東側の地域には，地質構造から期待さ

れる値よりも高速度を示す領域の存在が認められた．過去に行われた重力探査の結果と

の比較から，P波速度が高速度を示す領域は，高ブーゲー異常を示す領域にほぼ対応す
ることがわかった．そのことから，彼らは，古第三紀の基盤岩が地表面近くにまで達し

ているために，高ブーゲー異常を示すと共に，P波速度が地質構造から期待される値よ
りも高速度を示していると解釈した． 
また，彼らは，今回推定した三次元地震波速度構造を用いて 2003年から 2009年まで

の期間に発生した地震を対象に震源再決定を行った．再決定された震源分布を見ると，

神城断層および松本盆地東縁断層の西側の地域においては，震源分布はアーチ型の形状

を示す．その地域では，先行研究により立山火山の直下にマグマだまりの存在が推定さ

れていることから，彼らは，アーチ型の震源分布は，マグマだまりの上端の深さに対応

するものと解釈した．なお，神城断層の直下には，クラスター状の震源分布が見られる

が，彼らは，それらの地震はマグマだまりから移動してきた熱水によって引き起こされ

た活動ではないかと推測している． 
最後に，彼らは，糸静線の各セグメントの周辺で発生した微小地震に対して決定され

たメカニズム解の分布に基づき，これまで東傾斜の逆断層と考えられてきた松本盆地東

縁断層のうち，明科町（現，安曇野市）以南の部分に関しては，左横ずれ運動をする断

層なのではないかと述べている． 
 
 

発表者：山田大志 
題 名：Explosion mechanism at Arenal volcano, Costa Rica: An interpretation from integration 
of seismic and Doppler radar data 

著者名：S. Valade, F. Donnadieu, P. Lesage, M. M. Mora, A. Harris, and 
G. E. Alvarado 
雑誌名：J. Geophys. Res., 117, B01309, doi:10.1029/2011JB008623 



要 旨： 
コスタリカの Arenal火山では 1986年から断続的な噴火活動が見られ，活動に伴い発

生する微動や LP地震といった現象の性質が数多くの地球物理学的研究によって明らか
にされてきた．しかし、火道浅部のダイナミクスと火口から放出される火山灰を関連付

けた研究は未だなされていないことから，本論文の著者らは、この Arenal 火山におい
て、火山性地震と火口からの火山灰の放出の相関関係についての研究を行った．火山性

地震の観測には広帯域地震計を，火山灰の放出の観測には山麓に設置されたドップラー

レーダーを用い，火口直上における火山灰の速度と運動エネルギーを観測した．彼らの

解析によると，火山灰の放出と火山性地震の相関関係は非常に複雑であり，放出された

火山灰の運動エネルギーは、火山性地震の種類（爆発地震，微動）や規模，地震波の積

算エネルギーなどとはほとんど相関を示さないことが明らかとなった．また観測される

火山灰の速度と火山灰放出の時間的間隔にも相関関係が認められないなど，Arenal火山
の火道浅部は、今までに提案されてきたようなモデル（例えば，火山性微動を説明する

クラリネットモデルなど）のみでは説明がつかないことが示された．筆者らは、空振や

SO2フラックスなどのさらなる観測が必要だとしながらも，火道浅部に形成された栓の
破壊の度合いによって、観測された火山性地震と火山灰の関係を説明している． 
 
 
 



２０１４年度第２０回後期雑誌会 

日 時：２０１５年１月５日（月）午後３時－午後４時３０分 

場 所：理学部４号館２階２０７講義室 

発表者：翁長良介、佐川朋之 

 

発表者：翁長良介 

タイトル：Geophysical and geochemical methods applied to investigate fissure-

related hydrothermal systems on the summit area of Mt. Etna volcano (Italy) 

著 者：Samuel Maucourant , Salvatore Giammanco , Filippo Greco , Sophie 

Dorizon , Ciro Del Negro  

雑誌名：Journal of Volcanology and Geothermal Research 280(2014)111-125 

要 旨： 

 活動的な火山において、山体にできる亀裂や断層ができる領域は山体のなかでも弱

い部分であり、その位置を推定することは防災の観点からも重要である。しかし、火

山の表面が噴出物などでおおわれている場合、亀裂や断層の位置を推定するのは容易

ではない。 

 本研究ではこれらの位置を推定するために、活発な噴火活動を行っているエトナ山

を対象に、地球物理的（自然電位な手法と地球化学的な手法を用いて観測をおこなっ

た。 

 観測はエトナ山南側の山腹の TDFと呼ばれる噴気地帯における自然電位、地温と土

壌熱伝導率、CO2ガスの放出率の測定を 2009年 7月の二日間に行い、重力勾配の測

定を同月の 4日間でおこなった。地温と土壌熱伝導率の測定からは熱流量を推定して

いる。 

 結果として、一回目の観測では熱流量、CO2の放出率、地温の高い値を示す領域は

ある程度一致し、同時に自然電位の正の高い値を示す領域とも比較的一致した。二回

目の観測では全体として観測値の増大が認められた。そして熱流量や CO2放出率の高

い領域が新たに出現するといった変化がみとめられた。 

 最終的に筆者達は観測値の分布をもとに TDFに存在する断層、亀裂の水平方向の位

置を推定し、鉛直方向の断層と熱水系の構造のモデルを考察している。 

 

発表者：佐川朋之 

タイトル：Directivity Detection and Source Properties of the 11 May 2011 Mw 5.2 

Lorca, Spain, Earthquake 



著 者：Juan Rueda, Douglas Dreger, Rosa Mari ́a García Blanco, and Julio Mezcua 

雑誌名：Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 104, No. 4, pp. –, August 

2014, doi: 10.1785/0120130143 

要 旨： 

 2011 年 5 月にスペインのロルカで Mw5.2 の地震が発生した。この地震について運

動学的有限震源の研究がスペインの地震観測網から得られた広帯域のデータを用いて

行われた。ダブルカップリング解の節平面のあいまいさは有限震源解析から決定され、

1.8km/s の破壊速度と北東-南西方向の走向と北西方向の傾斜をもつ面はデータから最

も良く合うもので発見された。この断層面はアルアマ・デ・ムルシア断層(AMF)の中央

部と一致する。すべり分布の最大値は 19,3cm で、地震モーメントの総量は

6.25×10**16Nmだった。統計手法の一種であるジャックナイフ法を用いて断層面の誤

差とその滑り分布の結果の計算を行った。また合成波形で有限断層モデルの誤差の評価

を行った。このモデルから、土壌層の増幅を修正した断層付近での強振動の予測は表面

最大速度(PGV)で与えられる。PGV はロルカの市内に設置された加速度計での観測地

から得た。 

我々は PGVを変換した地表面でのメルカトル震度と震度分布を比較し、良い一致を得

た。 

 最後に、我々はロルカ記録された強振動から AMF 断層を横断する成分で 0.5s の周

期と 33cm/s の PGV を持つディレクティビティーパルスを得た。より遠くのディレク

ティビティー効果を解析するために、我々は継続時間と震源時間関数の方位角の振幅分

布を見積もった。その結果、破壊の進行方向で継続時間が短く振幅が大きくなり、破壊

の進行と逆の方向では継続時間が長く振幅が小さくなっていることが分かった。 



２０１４年度後期雑誌会 

日時：２０１５年 1月１９日（月）午後３時－午後４時３０分 

場所：理学部４号館２階２０７講義室 

発表者：三嶋渉、翁長良介、佐川朋之 

 

発表者：三嶋渉 

タイトル：Improved models of the piezomagnetic field for the 2011 Mw 9.0 Tohoku-oki 

earthquake 

著者：Ken’ichi Yamazaki 

雑誌名：Earth and Planetary Science Letters 363 (2013) 9–15 

要旨： 

 著者は，2011年に起きた東北沖地震で観測された全磁力変化を応力開放に伴うピエ

ゾ磁気と考え，モデル計算された先行研究の結果（Utada et al, 2011）に対して，断層

のすべり分布が heterogeneousなソースモデルを用いてピエゾ磁気の再考察を行った． 

 著者は，Utada et al. (2011)で報告された全磁力の観測値を用いて，応力磁化係数の最

もらしさを推定した．しかし，著者が行ったモデルにおいて観測値と計算値での相関

は低かった．相関が低かった原因には，キュリー点深度，岩石の磁化，スリップモデ

ルなどの仮定に不適合がある可能性を著者は述べている．今回の計算結果のうち，観

測点付近の磁場勾配が小さな点での全磁力の観測値を説明しようとすると，応力磁化

係数は計算で用いた値よりも 2-3倍程度大きくなる． 

 また，応力磁化係数が仮定よりも大きな値を取る見積もりと，モデル計算の結果が

海水面での振幅であること考慮すると，海底に磁力計を設置することができれば，よ

り大きな振幅での観測値の検出が期待される．その検出ができるようになると，応力

変化検出を目的とした地磁気観測は地震のソースパラメータの決定改善に繋がる潜在

性があると著者は述べている． 
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要旨： 

 活動的な火山において、山体にできる亀裂や断層ができる領域は山体のなかでも弱

い部分であり、その位置を推定することは防災の観点からも重要である。しかし、火

山の表面が噴出物などでおおわれている場合、亀裂や断層の位置を推定するのは容易

ではない。 

 本研究ではこれらの位置を推定するために、活発な噴火活動を行っているエトナ山

を対象に、地球物理的（自然電位）な手法と地球化学的な手法を用いて観測をおこな

った。 

 観測はエトナ山南側の山腹の TDFと呼ばれる噴気地帯における自然電位、地温と土

壌熱伝導率、CO2ガスの放出率の測定を 2009年 7月の二日間に行い、重力勾配の測

定を同月の 4日間で行った。地温と土壌熱伝導率の測定からは熱流量を推定してい

る。 

 結果として、一回目の観測では熱流量、CO2の放出率、地温の高い値を示す領域は

ある程度一致し、同時に自然電位の正の高い値を示す領域とも比較的一致した。二回

目の観測では全体として観測値の増大が認められた。そして熱流量や CO2放出率の高

い領域が新たに出現するといった変化がみとめられた。 

 最終的に筆者達は観測値の分布をもとに TDFに存在する断層、亀裂の水平方向の位

置を推定し、鉛直方向の断層と熱水系の構造モデルを考察している。 
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要旨： 

 2011年 5月にスペインのロルカでMw5.2の地震が発生した。この地震について運動

学的有限震源の研究がスペインの地震観測網から得られた広帯域のデータを用いて行

われた。ダブルカップリング解の節平面のあいまいさは有限震源解析から決定され、

1.8km/s の破壊速度および北東-南西方向の走向と北西方向の傾斜をもつ面は、データか

ら最も良く合うもので発見された。この断層面は、アルアマ・デ・ムルシア断層(AMF)

の中央部と一致する。すべり分布の最大値は 19.3cm で、地震モーメントの総量は



6.25×10**16Nmだった。統計手法の一種であるジャックナイフ法を用いて断層面の誤差

とその滑り分布の結果の計算を行った。また合成波形で有限断層モデルの誤差の評価を

行った。このモデルから、土壌層の増幅を修正した断層付近での強振動の予測は表面最

大速度(PGV)で与えられる。PGVはロルカの市内に設置された加速度計での観測地から

得た。 

我々は PGV を変換した地表面でのメルカトル震度と震度分布を比較し、良い一致を得

た。 

 最後に、我々はロルカ記録された強振動から AMF断層を横断する成分で 0.5sの周期

と 33cm/s の PGV を持つディレクティビティーパルスを得た。より遠くのディレクテ

ィビティー効果を解析するために、我々は継続時間と震源時間関数の方位角の振幅分布

を見積もった。その結果、破壊の進行方向で継続時間が短く振幅が大きくなり、破壊の

進行と逆の方向では継続時間が長く振幅が小さくなっていることが分かった。 


