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l 2016 年度第 1 回雑誌会 

日時：4 月 18 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者１：山田 大志 

タイトル：Analysis of source characteristics of experimental gas burst and fragmentation explosions 

generated by rapid decompression of volcanic rocks 

著者：A. Arciniega-Ceballos, M. Alatorre-Ibargüengoitia, B. Scheu, and D. B. Dingwell 

雑誌名：J. Geophys. Res. Solid Earth, 120, 5104-5116 

 

要旨： 

この論文の著者らは，火山爆発のダイナミクスを明らかにするために，爆発の室内実験を行って

いる．火山爆発の多項目（地震，地殻変動，ガス，映像など）の観測が行われ，観測機器が高性能

化し続けている現代でも，観測データから火道の中のダイナミクスを直接的に理解するのは容易で

はない．一方で，室内実験を行う研究分野では，実際の噴火時の火道に近いと思われる環境を実

験器具内に再現することで，野外観測とは異なる側面から火山爆発のダイナミクスを理解する試み

がなされてきた．特に，衝撃波管を用いた火山噴出物の急減圧実験では，爆発に伴うマグマの破

砕に関する多くの知見が得られている． 

著者らは衝撃波管に圧電素子（ピエゾ素子）を取り付け，衝撃波管による噴出物試料の急減圧破

砕と，それに伴い放出される弾性波に関しての論文を 2014 年に発表している（一昨年度の雑誌会

で大島先生が発表）．2014 年発表のこの論文では，急減圧によって放出される弾性波と実際の火

山で観測される長周期地震（LP, VLP）との類似に主眼の置かれたものであったが，今回雑誌会で

発表する論文では，同じ実験によるデータを用いて急減圧に伴うエネルギーの分配を解析してい

る．2014 年発表論文における衝撃波管を用いた噴出物試料の破砕と弾性波の観測は，筆者ら曰

く世界初の取り組みであったそうなので，そのデータを元に火山爆発におけるエネルギーの分配

を議論した点は目新しいと言える． 

本文では，まず減圧発生前の高圧状態の衝撃波管内のエネルギー量を推定し，その後の急減

圧による破砕によって爆発前のエネルギーがどのように消費されたかを量的に検討している．減圧

に伴って発生するエネルギーの消費過程は運動と破砕の二つの区分を仮定し，双方へのエネル

ギーの分配とその素過程について議論を展開している．結論では，破砕に費やされるエネルギー

量は全体のうち 5%以下でしかないが，それらは全体の経過時間のうち１%（10 ms）以下という瞬時

に消費されていることが示される．また 90%以上の運動エネルギーは高圧気体（アルゴンガス）の

減圧膨張に費やされることから，エネルギー分配は衝撃波管内の気体と試料の体積比に大きく依

存する面があるとも述べている．一方で，運動エネルギーの消費の時定数は，破砕に費やされる

エネルギーとは明確に異なる点にも言及している. 
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発表者２：田中 良 

タイトル：Bayesian inversion of data from effusive volcanic eruptions using physics-based models: 

Application to Mount St. Helens 2004-2008 

著者：Kyle Anderson and Paul Segall 

雑誌名：Journal of Geophysical Research: Solid Earth, Vol. 118, 2017-2037, 

doi:10.1002/jgrb.50169,2013 

 

要旨： 

本論文の目的は，火道流モデルに基づいて，噴火プロセスに関するキーパラメーターを推定する

インバージョン手法を提案することである．これまで，マグマ溜まりの形状や深さ，その体積変化量

は地盤変動データから主にキネマティックモデルを用いて推定されてきた．しかし，従来の方法で

はマグマの流れに基づいた考察や多様な時系列データセットを十分に活用することができなかっ

た．また，マグマ溜まりの絶対体積を推定することは難しいとされてきた． 

 今回提案された手法は Markov Chain Monte Carlo (MCMC) 法が基本となっている．MCMC 法

は以下の手順で行われる．まず，あるフォワードモデルを用いて計算された計算値と観測値を比較

し，使用したモデルパラメーターm のもっともらしさの指標を得る．次に m を微小に変化させたモデ

ルパラメーターm*について同様の手続きを行う．ある基準値以上に m*が m よりももっともらしけれ

ば m*を，それ以外の場合は m を次のステップのモデルパラメーターとして採用する．このとき，モ

デルパラメーターの微小な変化量ともっともらしさの比較基準値はランダム変数として定義される．

これを繰り返すことで，もっともらしいモデルパラメーターは高頻度に，そうではないモデルパラメー

ターは低頻度に計算に現れ，最終的にモデルパラメーターの確率分布を得ることができる． 

 著者らはこの MCMC 法のフォワードモデルに火道流モデルとそれにカップリングしたマグマ溜ま

りの変形モデル，それによる地盤変動モデルの 3 つのモデルを組み合わせて用い，セントヘレン

ズの 2004-2008 年の噴火に適用した．その結果，マグマ溜まりの絶対体積，圧力・体積変化，深さ，

揮発性成分量が推定された．一方で，火道長と圧力といったパラメーター同士の相関が大きいも

のについてはそれぞれを分離して推定することができなかった．この問題はどちらか一方について

制約を与えることができれば解決されるとしている． 

本手法は計算機的にも概念的にも，単純なキネマティックモデルよりも過酷なものである．しかし，

噴火時に，より多量で精度の高いデータを収集しつつ，計算機能力を向上させることで，噴火プロ

セスの理解や観測値の解釈に対する重要なツールの一つになるだろうと著者らは主張している． 
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l 2016 年度第 2 回雑誌会 

日時：5 月 9 日（月）16:00-17:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者 1：成田 翔平 

タイトル：Hydrothermal alteration of surficial rocks at Solfatara (Campi Flegrei): 

Petrophysical properties and implications for phreatic eruption processes 

著者：Klaus Mayer , Bettina Scheu, Cristian Montanaro, Tim I. Yilmaz , Roberto Isaia , 

Donjá Aßbichler , Donald B. Dingwell 

雑誌名：Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol.320 (2016) 128–143 

 

要旨： 

 水蒸気噴火が高頻度で発生する火山では、熱水系が発達したものが多く、両者の間には密接な

関係があると考えられている。熱水系が水蒸気噴火の発生に与える影響のひとつに山体を構成す

る母岩－熱水間の化学反応（熱水変質と呼ぶ）が挙げられる。この熱水変質が引き起こす現象は、

大別すると、１：熱水との接触により溶解した母岩の空隙率増加、２：熱水に含まれる物質の析出に

よる母岩の空隙の閉塞、の２タイプである。 

本論文の目的は、上述した１が起こっている火山の浅部熱水系の変質構造およびその物理的

性質を明らかにし、その変質帯が水蒸気噴火に与える影響を調べることである。 

対象とするのは、イタリアの Campi Flegrei カルデラ内にある Solfatara-Pisciarelli 噴気地帯であ

り、噴気孔近辺では強酸性熱水による変質が起こっていると考えられている。著者らは、この噴気

地帯からサンプリングした岩石の全岩化学組成・微細構造・空隙率・浸透率・破壊強度・弾性波速

度・密度を調べた。その結果、母岩のほとんどが酸性下で産出する明礬石と非晶質シリカに置換さ

れており、粘土鉱物は見つからなかった。また、変質の進行とともに空隙率・浸透率の増加および

破壊強度・弾性波速度・密度の減少が認められた。さらに、衝撃波管を用いて減圧破砕実験を行

ったところ、変質の進行したサンプルほど細粒に破砕され、かつ高速で噴出される傾向が見られた。 

これらの結果から、Solfatara-Pisciarelli 噴気地帯浅部では、噴気通路から水平方向に離れるに

従って岩石の物理的性質と変質帯の酸化還元状態が空間的に変化していることが推定された。ま

た、変質帯は空隙率・浸透率ともに大きいことから、増圧が起こりにくく、極浅部を起源とする水蒸

気噴火の発生するリスクは小さいと推定された。ただし、深部の掘削結果からは粘土鉱物の析出に

よる閉塞構造が見つかっているため、油断はできないと述べて結んでいる。 
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発表者 2：奥田真央 

Title: Decompression melting driving intraplate volcanism in Australia: Evidence from 

magnetotelluric sounding 

Authors: Sahereh Aivazpourporgou, Stephan Thiel, Patrick C. Hayman, Louis N. Moresi, and Graham 

Heinson 

Journal: Geophys. Res. Lett., 42, 346–354, doi: 10.1002/2014GL060088. 

 

要旨: 

オーストラリア南東地域に更新世から完新世にかけて発達した火山地帯である Newer Volcanics 

Province (NVP) が存在する。このリソスフェア内のメルトの配置や起源を調べることを目的として、

2010 年から 2011 年にかけて MT 観測が行われた。観測点は 4 本の測線にそれぞれ 50km 間隔、

計 39 点設置された。 

観測データの 2D インバージョンから 2 次元の比抵抗モデルが算出され、得られた結果からNVP

の地下 40～80km に低比抵抗領域（10～30Ωm）が確認された。これは、リソスフェア内の部分融解

したメルトと関連があると考えられる。また、低比抵抗域上部の高比抵抗の領域は、若い海洋マント

ルのリソスフェア内に位置しており、ここは原生代の大陸マントルの分厚いリソスフェアに乗り上げる

形になっている。 

結論として、筆者らは、NVP の起源をリソスフェアの底が階段状に上昇しているところに浮揚性

アセノスフェアがせん断流動により上昇し，減圧溶融を起こすことにより発生するメルトであると提案

した。 
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l 2016 年度第 3 回雑誌会 

日時：5 月 16 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者 1：岡本理沙 

タイトル：Gas measurements from the Costa Rica-Nicaragua volcanic segment suggest possible along-

arc variations in volcanic gas chemistry 

著者：A. Aiuppa, P. Robidoux, G. Tamburello, V. Conde, B. Galle, G. Avard, E. Bagnato, J. M. 

De Moor, M. Martinez, A. Munoz 

雑誌名：Earth and Planetary Science Letters 407 (2014) 134-147 

         doi: 10.1016/j.epsl.2014.09.041 

 

要旨： 

活動的な島弧火山地帯から放出された CO2 放出率を正確に見積もることは、島弧に沿った火山

ガスの化学的性質のバリエーションや個々の島弧火山の火山ガスの性質を理解することに必要で

ある。筆者たちは、中央アメリカ火山弧（CAVA）の火山ガスの特徴を把握することを目的として、

2013 年 3 月～4 月の期間にコスタリカ・ニカラグア火山セグメント（CNVS）の５つの火山で調査を行

った。火山ガスの測定は、多成分ガス分析装置（Multi-GAS）を用いて行われた。各火山の

CO2/SO2 比は、Poas（0.30±0.06）、Rincon de la Vieja（27.0±15.3）、Turrialba（2.2±0.8）、Telica

（3.0±0.9）、San Cristobal（4.2±1.3）であった。SO2 の放出率は UV 分光計を用いて測定され、その

値と CO2/SO2 比を用いて、各火山から放出された CO2 放出率が見積もられた。これらの結果と、こ

れまでの研究で得られた CO2 放出率から、CNVS からの総 CO2 放出率は、2835±1364t/d だと見積

もられた。また、CO2/S 比はニカラグア：約 3、コスタリカ：0.5-1.0 と見積もられ、この違いはマグマ性

揮発性物質の違いが原因であると考えられた。ニカラグアの CO2 に富んだ組成は、①メルトインク

ルージョン中の高い CO2 濃度、②スラブ由来の N2 と C の割合の高さ、③スラブ由来の流体の微

量元素の多さ、と一致する。このことに基づくと、ニカラグアの CO2 に富んだ火山活動は蛇紋岩質

のニカラグアスラブに沿った C の再循環に関わっていると示唆される。 

本研究は、島弧に沿った火山ガスの化学的性質のバリエーションを示した。各島弧セグメントの

CO2/S 比を慎重に見積もることで、CAVA だけでなく世界の島弧火山からの CO2 放出率を正確に

把握することができるようになるだろうと筆者たちは結論付けている。 
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発表者 2：青木千夏 

タイトル：Changes in seismicity and stress loading on subduction faults in the Kanto region, Japan, 

2011-2014 

著者：Blandine Gardonio, David Marsan, Oliver Langline, Bogdan Enescu,  

Michel Bouchon, and Jean-Luc Got 

雑誌名：Journal of Geophysical Reseach : Solid Earth, Vol. 120, 2616-2626, 2015 

 

要旨： 

2011 年に発生した M9.0 の東北沖地震のあと，関東地方において地震活動の活発化が起こっ

ている．そこで筆者らは，2014 年まで続くこの地震活動の増加を再評価したところ，深さ約 0-30km

の地殻，及び深さ約 30-85km のフィリピン海プレート上においては，地震活動が大森公式にのっと

った緩和を示しているのに対し，より深部に位置する太平洋プレート上では緩和の傾向が見られな

いことがわかった． 

 さらに筆者たちは，この地域の繰り返し地震について調べている．この結果から，東北沖地震の

発生前と比較すると，繰り返し地震の発生率が 2014 年になってもなお 2 倍の値を示していることが

わかった．これは非地震性のすべりが増していることに起因するものだと筆者たちは考えている． 

 また，フィリピン海プレートの一部に固着域が存在していることが先行研究によってわかっており，

この領域は 1923 年に M7.9 の大きな地震を起こした場所でもある．今回この領域においてクーロン

応力変化を計算したところ，この断層は 2011 年の本震や余効変動，及び非地震性すべりの加速

などによる影響はほとんど受けていないことが示された．よって 2011 年の地震は，過去に関東地震

を起こしたアスペリティには有意な影響は及ぼしていないことが示唆された． 
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発表者 3：谷岡勇市郎 

タイトル：Numerical tsunami simulation including elastic loading and seawater density stratification 

著者：Sebastien Allgeyer，Phil Cummins 

雑誌名：Geophysical Research letters, 41, 2368–2375, 2014 

 

要旨： 

前回雑誌会での Watada 他の論文に続き、2010 年チリ津波や 2011 年東北津波で見られた観測

津波と計算津波の速さの違いについての論文です。前回は線形長波で数値計算した計算波形か

ら海水の圧縮や弾性体地球や重力ポテンシャルの擾乱を補正する手法であった。本論文は長波

理論に荷重による海底の弾性変形と海水の線形密度勾配を入れて津波の数値計算を実施する手

法を開発した。海水の密度勾配は速さに影響するが波形は変化させない。荷重による海底の弾性

変形は速さにも影響するが大きな最初の押しの津波の前面に小さな引きの津波を形成する効果が

ある。これは津波の荷重により周辺の海底が押し下げられるためである。両方の効果が観測波形と

計算波形を合わせるために必要だ。 
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l 2016 年度第 4 回雑誌会 

日時：5 月 30 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者 1：福原 絃太 

タイトル：Modeling of the 2011 Tohoku Near-Field Tsunami from Finite-Fault Inversion of Seismic 

Waves 

著者：Yoshiki Yamazaki, Kwok Fai Cheung, and Thorne Lay 

雑誌名：Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 103, No. 2B, pp. 1444–1455, May 

2013, doi: 10.1785/0120120103 

 

要旨： 

2011 年に発生した Mw 9.0 の東日本太平洋沖地震は，東北地方太平洋沿岸地域に強い振れと

津波により大きな被害をもたらした．筆者達は時間依存的な断層変位と海底変動の特徴を表すた

めにＰ波インバージョンから得られる有限断層モデルを利用した．非静力学長波モデルは，大陸

縁にわたる破壊過程と海洋波ダイナミクスに関して発生メカニズムの研究の結果から津波を説明す

る．計算された近地津波（震央と海溝の近くの海底隆起によって生じる 2 つの支配的な成分から発

達する）は，震源の周辺で記録された水位データと整合的である．計算された海面上昇のスペクト

ル解析で，千葉から北海道まで大陸縁に沿って 32-115 分周期でエネルギーを有する定常端波を

明らかにした．2 つの支配的な成分の重ね合せが断層に面している沿岸域に影響をもたらしている

間に定常端波の干渉が結果として沿岸域に到達した最大波が遅れて来た原因であることを示した． 
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発表者 2：仲辻 周次郎 

タイトル：Magma migration at the onset of the 2012-2103 Tolbachik eruption revealed by Seismic 

Amplitude Ratio Analysis 

著者：Corentin Caudron, Benoit Taisne, Yulia Kugaenko, Vadim Saltykov 

雑誌名：Journal of Volcanology and Geothermal Research, 307, 60-67, 2015. 

 

要旨： 

2012 年 11 月 27 日にクリュチェフスカヤ火山群の活火山の 1 つであるトルバチク山にて，大規

模な割れ目噴火が発生した．この噴火は 1975-1976 年の噴火に比べて前兆現象として考えられる

明瞭な地震活動が噴火の直前まで観測されなかった. 明瞭な前兆現象がみられない噴火の時期

を推定するためには, 火山活動の時間的変化に関する更なる情報が必要である. 本研究では, 

噴火前に観測された地震活動について, 観測点間の地震動振幅比の時間的変動が地震の震源

位置の変動を反映するという考え方にもとづく Seismic Amplitude Ratio Analysis (SARA)を適用し

て, 噴火に関与したマグマの移動を定性的に推定した. 解析に用いた観測点は噴火口付近の

KMN, KMN から北北東方向に約 25km 離れた BZM, KMN から北北東方向に約 45km 離れた

LGN の 3 点である.  

その結果, 振幅比 BZM/LGN・KMN/LGN・KMN/BZM が 26 日から増加していき 27 日 5:00 頃

に最高値に達した後に, BZM/LGM は減少していく一方で, KMN/LGN・KMN/BZM は少しの減少

を伴ったものの再び増加を始めていたことが明らかになった. これらの結果とグリッドサーチによる

観測点間の地震動振幅比の理論値から, マグマは 27 日の 5:00 頃に BZM と KMN の間で深さ約

5km から鉛直方向に上昇した後に, 噴火口に向けて南南西方向に水平移動したと推定された. こ

の方法は, 観測点が限られた状況でもマグマの移動を推定することができ, 非常に単純であるた

め火山活動の即時観測に適用することができる. 本研究ではマグマの移動経路は定性的にしか

推定されておらず, この方法で定量的に推定するためには地震波増幅率や伝搬経路による内部

減衰率等を考慮しなければならない. 
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l 2016 年度第 5 回雑誌会 

日時：6 月 6 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者:菅野 倖大朗 

雑誌名:Near Surface Geophysics,2015,13,397-408   

題目:Estimation deep temperature in the Soultz-Forets geothermal area (France) from magnetotelluric 

data   

著者:V.Spichak , J.Geiermann , O.Zakkarova, P.Calcagno, A.Genter and E.Schill     

要旨 フランスの Soults-sous-Forest 地熱地帯において、MT 観測データを用いた間接的電磁気地

温計による地下深部の地温推定が行われた。この方法は、坑内温度と比抵抗構造により ANN

をトレーニングし、坑井周辺や深部の比抵抗構造をもとに推定するものである。本研究では、そ

の推定値と実測値の誤差と信頼性を 3 つの段階でテストすることを主な目的としている。その結

果、実測値と推定値の相対誤差は 2%未満であった。またその誤差を生ずる原因についても、

MT インバージョンエラーと、何かしらの外的要因によって現れる比抵抗の不確実性が推定温度

に影響することがわかったとしている。外的要因として主に、坑井の長さと推定深度の比率が挙

げられる。 推定温度による深度 5000ｍまでの温度断面図によると、坑井 GPK2 と RT1/RT3 の

地下深部で最も温度が高くなっている。また、推定された温度プロファイルによって、深度ごとの

熱伝導メカニズムの違いが明らかになった。さらに、これらの推定によって、将来掘る坑井の場

所を限定することができた。  --  
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発表者：地下構造 岡崎健治 

タイトル：Selection of site-specific regression model for characterization of uniaxial compressive 

strength of rock (岩石の一軸圧縮強さの現地特性を把握するための回帰モデルの選定) 

著者：Yu Wang, Adeyemi Emman Aladejare 

雑誌名等：International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 75, pp.73-81, (2015) 

要旨： 

岩石の力学強度特性のひとつである一軸圧縮強さについては、直接、圧縮強さ試験を行なえな

い場合、一軸圧縮強さと明瞭な関係が示される指標との回帰式から推定することができる。しかし、

全ての岩石に関する回帰式がないこと、また、岩の産状によって一軸圧縮強さは本質的に変わる

ことから、従来、提案されている多数の回帰式から、対象とする岩石に最適な回帰式を選択するこ

とが難しい場合がある。そのため、この論文では、点載荷試験による点載荷強さに着目して、現地

特性を考慮した一軸圧縮強さを推定するための最適な回帰式を選択する方法を提案している。取

り組みでは、はじめに、多数の公表論文から、花崗岩について一軸圧縮強さと点載荷強さの回帰

式をいくつか抽出し、その違いを整理している。次に、各回帰式における回帰係数と誤差項の正

規分布に従う確率密度分布をベイズ推定によって求めるとともに、その確率密度分布に従う圧縮

強さの確率標本をマルコフ連鎖モンテカルロ法によって求めている。さらに、確率標本による頻度

分布と累積曲線と、モデル地で実施した花崗岩 20 試料の圧縮強さ試験結果と比較することで検

証して、よい対応であることを示し、本手法が、いくつかの点載荷試験結果をもとに圧縮強さを推定

できることを述べている。 
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発表者：橋本武志  

題目：Crustal-scale degassing due to magma system destabilization and magma-gas decoupling at 

Soufriere Hills Volcano  

著者：Christopher, T. E, Blundy, J., Cashman, K., Cole, P., Edmonds, M., Smith, P. J., Sparks, R. S. 

J. and Stinton, A.  

雑誌名：Geochem. Geophys. Geosyst. (2015) 16, 2797-2811, doi:10.1002/2015GC005791.   

要旨：  1995 年に始まるスフリエール・ヒルズ火山（SHV）の噴火に関しては，これまで英国のグル

ープを中心として多分野の研究論文が多数提出されているが，本論文は，SHV における 2015 年

までの様々な観察・分析・観測事実を統合的に解釈し，安山岩質火山マグマ供給系の新しい概念

を提案する総説的な内容となっている．  参照される観測事実として，(1) SHV では数年周期で溶

岩（ドーム）の噴出期と停滞期を繰り返しており，それが火山性地震の群発・地盤の膨張収縮サイク

ルとよく対応すること，(2) 火山ガス放出率の推移は，マグマ噴出率やそれに付随する力学的観測

量の変化とは必ずしも対応しないこと，(3) 噴出したマグマ量に対して大幅な過剰脱ガスがあること，

(4) 火山ガスの起源は単一ではないこと，(5) 地盤変動の観測からは，深さ 10km に及ぶマグマ供

給系の活性化が推測されること，などを挙げている．  従来，浅部の珪長質マグマに，深部から苦

鉄質マグマがエピソディックに注入されて噴火をトリガーするという考え方がしばしば提唱されてき

た．本論文では，これとは異なり，SHV では地殻深部まで至るマッシュマグマ溜まりが存在するとい

う前提に立っている．マッシュの最下部に定置した苦鉄質マグマから浅部に向かってシル状の多

層構造が形成され，長期間（千〜万年）の静穏期を通じてメルト・フルイド・ガスの分離が進行し，そ

れが不安定（結晶に富むドメインの崩落）を起こした時にしかるべき深さに「マグマ溜まり」としてまと

まりが形成され，unrest イベントもしくは噴火が発生するという概念を提案している．この概念モデル

によれば，噴火はマッシュ内で自律的に起こる過程の一部であり，マグマ混合は噴火のトリガーで

はなく，むしろ結果であるということになる． 
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l 2016 年度第 6 回雑誌会 

日時：6 月 13 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者 1：近藤弦 

タイトル：A phreatic explosion model inferred from a very long period seismic event at Mayon Volcano, 

Philippines 

著者：Maeda, Y., H. Kumagai, R. Lacson Jr., M. S. Figueroa II, T. Yamashina, T. Ohkura, and A. V. 

Baloloy 

雑誌名：J. Geophys. Res. Solid Earth, 120, 226–242  (2015) 

 

要旨： 

VLP(very long period )イベントは多くの火山で観測され、波形インバージョンによる解析が行わ

れている。本論文では、2013 年 5 月 7 日、フィリピンのマヨン火山の水蒸気噴火によって発生した

VLP イベントを波形インバージョンによって解析し、マヨン火山の水蒸気噴火のモデルを示す。 

2013 年 5 月 7 日、フィリピンのマヨン火山で水蒸気噴火が発生し、卓越周期 0.4Hz の VLP イベ

ントが観測された。地震波形に 0.1~0.6Hz のバンドパスフィルターをかけ、周波数領域での波形イ

ンバージョンを行った結果、火口直下の浅部での水平なクラック(開口割れ目)と垂直なシングルフ

ォースで表されることがわかった。波形インバージョンで得られた震源時間関数(FSTF；filtered 

source time function)はバンドパスフィルターがかかっているので、フィルターの影響を受けていな

い真の震源時間関数(DSTF；deconvolved form of source time function)を求める必要がある。フィ

ルターの影響を取り除くためには、得られた震源時間関数にバンドパスフィルターを逆畳み込みし

なければならないが、逆畳み込みで得られる波形は不安定である。ここでバンドパスフィルターの

影響を確かめるため、インパルス型の関数と、ステップ型の関数に 0.1~0.6Hz のバンドパスフィルタ

ーをかけ、FSTF との比較を行った。その結果、水平なクラック(開口割れ目)と垂直なシングルフォ

ースの DSTF はどちらもインパルス型の関数で近似できることがわかった。クラックの DSTF は膨張、

収縮を表し、シングルフォースの DSTF は下向きの力を示す。また、クラックの大きさは 400m×400m

で、開口部では 0.4m の膨張、収縮が起こったことがわかった。 

 噴火の前兆を調べるため、地震波記録の RMS 振幅、ランドサットによる赤外線画像、SO2 の放

出量の変化、GPS 変動、地震波波形相関、降雨量等を調べたが、明瞭な変化が見られなかった。

つまり、この噴火における前兆現象は確認できなかった。 

 以上のことから、波形インバージョンの結果について考察する。クラックの膨張は地下水の沸騰に

よるものであり、収縮は蒸気の放出によるものであると考えられる。また、下向きのシングルフォース

は爆発に伴う反発力と解釈できる。クラックの大きさは 400m×400m であるが、この噴火で火口の形

状は変化していない。マヨン火山の火口の直径は 200m 程度であるから、変動がみられないのは

不自然である。これは今回の噴火が、クラックの一部分だけを破壊したためだと解釈することができ

る。 
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これらの結果から、ある噴火で破壊されたクラックの一部分が粘土物質や熱水変質物質によって

密閉され、熱と水の常時供給によって、密閉構造のクラック内の圧力が高まり、水蒸気噴火が起こ

るというモデルを考えることができる。このモデルは噴火前の前兆現象が見られないという事実と調

和的である。 
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発表者 2：岩田光義 

タイトル：Curie point depth from spectral analysis of magnetic data in Taiwan 

著者：Hsien-Hsiang Hsieh, Chieh-Hung Chen, Pei-Ying Lin, Horng-Yuan Yen 

雑誌名：Journal of Asian Earth Sciences, 90, 26-33, 2014 

 

要旨： 

台湾のテクトニクス研究においては地震学, GPS, 地質学からアプローチされてきたが, 磁気学

観点からのテクトニクス情報はこれまでなかった. そこで本論文では, 得られた磁気異常データか

らキュリー点深度や地温勾配を推定し, 台湾のテクトニクスや地殻熱流量データと比較検討を行な

った. 今回使用した磁気異常データは, 地上磁気探査による台湾の地上データと, 空中磁気探査

と海上磁気探査による台湾周辺の海上データを統合し, 極磁気変換したものを使用している. ま

たキュリー点深度は, 磁気異常を空間領域から周波数領域に変換するスペクトル解析によって, 2

次元パワースペクトルと磁気ソース深度との関係から推定される. 

 その結果, 台湾のキュリー点深度は 6~17km, 地温勾配は 36℃/km~88℃/km の範囲を示した. 

地殻熱流量が大きい台湾東部のプレート境界地域や, 台湾南部の泥火山やホットスポットが確認

されている地熱地域でのキュリー点深度は 11km よりも浅く推定された. 一方, 地殻熱流量が小さ

い台湾西部や北部の古く冷えていると考えられる大陸縁でのキュリー点深度は 13-16km と深く推

定された. またキュリー点深度と地殻熱流量測定結果の間には相関係数 0.62 の相関関係があっ

た. 
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発表者 3：高橋浩晃 

タイトル：Limitations of rupture forecasting exposed by instantaneously triggered earthquake doublet 

著者：E. Nissen, J. R. Elliott, R. A. Sloan, T. J. Craig, G. J. Funning, A. Hutko, B. E. Parsons & T. J. 

Wright 

雑誌名：Nature Geoscience, 9, 10.1038/NGEO2653, 2016. 

 

要旨： 

熊本地震の本震による地震波が通過中に，断層から約 50km 離れた大分県中部湯布市付近で

M5.7 の地震が発生し大分県側で飛び地的に大きな震度が観測された．本震による由布院付近に

ある別府万年山断層帯の本震によるクーロン応力変化は負の値であり動的誘発地震の可能性が

あるが，そのメカニズムはよくわかっていない． 

 今回紹介する論文では，1997 年にパキスタンで起こった M7.1 の地震が本震と 19 秒後に 50km

離れた場所で発生した 2 発であったことを示す．地震をはさむ InSAR 画像から２つの離れた場所

に変動ピークが検出され，それぞれの Mw は 7.0 と 6.8 であった．グローバルな地震波形には，本

震発生の 19 秒後に本震の南西側に震源を置くと説明ができる顕著な位相が検出された．震源再

決定を行うと，本震は 1 番目のすべり領域の南東端に決まり，本震が北西方向に伝播したことが明

らかになった．2 発目の誘発地震の震源は本震の約 50km 南東に決まり，これは 2 番目のすべりの

南東端にあたる．また，バックプロジェクション解析からの２つのピークも連発地震であったことをサ

ポートする．本震すべりによる誘発地震に対するクーロン応力変化はマイナスであり動的誘発であ

った可能性が高い．2 つの地震の震源距離からは，おおよそ S や表面波の到着時刻時に誘発地

震が発生した可能性があるがローカルな地震観測網や地震波速度構造が不明なため詳細は分か

らない．これまでは断層が 5km 離れていれば他方を誘発する可能性は低いとされていたが，今回

の結果はもっと離れた場所でも誘発することが示された．これまでのカリフォルニア UCER3 地震防

災対策ではこのような離れた誘発地震は考慮されておらず再検討を行うことが必要であろう． 
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l 2016 年度第 7 回雑誌会 

日時：6 月 20 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者１：早川美土里 

タイトル：Surface geochemical and geophysical studies for geothermal exploration at the southern 

volcanic rift zone of Tenerife, Canary Islands, Spain 

著者：Fatima Rodriguez, Nemesio M. Perez, Eleazr Padron, Gladys Melian, Perla Pina-Varas, Samara 

Dionis, Jose Barrancos, German D. Padilla, Pedro A. Hernandez, Rayco Marrero, Juan Jose Ledo, 

Fabian Bellmunt, Pilar Queralt, Alejandro Marcuello, Raul Hidalgo 

雑誌名：Geothermics 55 (2015) 195-206 

 

要旨： 

 カナリア諸島の一つであるテネリフェ島は、中央に位置する 350 万年前に形成された Las Cañal

カルデラから北東方向・北西方向・南方向に伸びるリフトゾーンが発達する島である。今回、南部

の火山リフト地帯において、地熱開発を目的とした、100km&ほどの範囲に及ぶ土壌ガス調査と MT

探 査 が 実 施 さ れ た 。 土 壌 ガ ス は 、 H&S, CO&フラックス、 Rn&&& , Rn&&.

放射能、He, H&, N&, CO&, O&, H&S 濃度、CO&の炭素同位体比を 557 点で測定した。MT 探査は、調

査領域の北部の全 47 点で実施された。MT 探査の結果から、新たな 3 次元比抵抗モデルが得ら

れた。測定された地表における地化学異常から、調査領域内の火山テクトニクスの特徴である、垂

直方向の高い浸透率だけでなく、深部ガスの発散がある領域を決定することができた。比抵抗モ

デルでは、厚さが一定では無い変質した粘土によるキャップ構造と解釈されるような、顕著な低比

抵抗構造を示しており、この構造が火山熱水系から放出される深部ガスの上昇メカニズムを支配し

ていると考えられる。これは、粘土のキャップ構造の厚さとヘリウムの放出量の間に、正の相関があ

ることからも考えられる。今回、ヘリウム以外の土壌ガスの結果と、比抵抗構造モデルには関係性

は見られなかった。比抵抗構造モデルに見られたキャップ構造の底面は、最も薄い部分で深さが

およそ 1500m であると考えられるため、地熱開発のためのボーリングを掘るには、2000m 程度の深

さが必要になると考えられる。 
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発表者 2：佐藤彰紀 

タイトル：New evidence about the structure and growth of ocean island 

volcanoes from aeromagnetic data: The case of Tenerife,Canary Islands 

著者：Isabel Blanco‐Montenegro, Iacopo Nicolosi, Alessandro Pignatelli, Alicia García, 

and Massimo Chiappini 

雑 誌 名 ： JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 116, B03102, 

doi:10.1029/2010JB007646, 2011 

 

要旨: 

 テネリフェ島は北アフリカの北西部に位置するカナリア諸島にあるホットスポット上の火山島である。

空中磁気探査を用いた磁気異常の観測が 2006 年に行われた。磁気異常図は以前行われた空中

磁気探査より解像度の高いものが得られた。本研究では、得られた磁気異常データをインバージョ

ンすることで、カルデラ形成とリフトゾーン形成を中心としたテネリフェ島の発達史を解明することを

目的としている。 

 観測データは線形インバージョン(1)、非線形インバージョン(2)を行った。(1)では水平方向の二

次元的な磁化のコントラストを描く磁化分布モデルが得られ、(2)では磁化を一様とした貫入岩体の

形が三次元的モデルで得られた。以上の２つのモデリングから貫入岩体はテネリフェ島のカルデラ

の北部に強く磁化された貫入岩体が深部まで存在し、東西方向に伸びていることが示された。また、

モデルから考えられる地下の磁化分布は等方的な広がりでなく、島の北部には特に強い磁性体が

存在していることが明らかとなった。島北部で起こった h 地滑りの崩壊壁と(1)のモデルの強く磁化

された部分がおおよそ一致しているということも示された。このような結果からリフトゾーン、カルデラ

の形成された段階、原因を推定した。 
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発表者 3：勝俣啓 

タイトル：Upper crustal structure of Newberry Volcano from P-wave tomography and finite difference 

waveform modeling 

著者：Beachly, M. W., E. E. E. Hooft, D. R. Toomey, and G. P. Waite 

雑誌名：J. Geophys. Res., 117, B10311, doi:10.1029/2012JB009458  (2012) 

 

要旨： 

 本論文は，地震波トモグラフィー法と有限差分法による波形モデリングを併用して，オレゴン州に

ある Newberry 火山下の構造を議論している．2008 年の稠密アレイ爆破地震動観測と 1980 年代

の観測で収集されたＰ波走時データを用いて 3 次元 P 波速度構造を求めた．この解析結果による

と，深さ 3km より浅い部分では，低速度のカルデラとそれを取り囲むリング状の高速度が比較的鮮

明に見えるが，深さ 3～6km では，カルデラ下の低速度とその周囲の高速度が不鮮明である．深さ

3～6km では，解像度が低いためカルデラ下の低速度は実際よりも広範囲に広がって見えている

可能性が高い．一方，2008 年の爆破地震動の波形を見ると，一部の観測点では小さい初動の後

に異常に大きな振幅の後続波が到着している．この後続波はカルデラ直下を通過する波線でのみ

観測されることから，カルデラ直下の構造の影響だと考えられる．トモグラフィーで得られた構造を

仮定して波形を計算してもこのような現象は再現できなかった．そこで，振幅の小さい初動と大振

幅の後続波の走時と振幅をうまく説明するような構造を試行錯誤的に探索した．その結果，薄い層

状の非常に低速度な構造を仮定するとうまく説明できることがわかった． 

 本論文と同じような波形は飛騨山脈でも観測されているので比較のため紹介する予定（勝俣，飛

騨山脈下の地震波異常減衰と低速度異常体，月刊地球，1996）． 

http://www.sci.hokudai.ac.jp/~kkatsu/ronbun/Paper2PDF/Chikyu1996Hida.pdf 

日本の火山でも爆破地震動観測の波形データがあるので，本論文のような観点からデータを見

直すことにより，マグマだまりの有無や位置，形状が推定できるかも知れない． 
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l 2016 年度第 8 回雑誌会 

日時：6 月 27 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者 1：中垣達也 

タイトル：Fault slip distribution of the 2014 Iquique, Chile, earthquake estimated from ocean-wide 

tsunami waveforms and GPS data 

著者： Aditya Riadi Gusman, Satoko Murotani, Kenji Satake, Mohammad Heidarzadeh, Endra 

Gunawan, Shingo Watada, and Bernd Schurr 

雑誌名：Geographysical Research Letters 

DOI: 10.1002/2014GL062604 

 

2014 年 4 月にチリで発生した地震は太平洋を横断する津波を引き起こした.観測津波波形と震源

に近い陸上の GPS データを用いて断層の滑り量分布を推定する． 津波波形インバージョンでは

津波の到着時間と最初の極性が非常に重要となるが，遠地で観測された津波波形に対して、海底

面を固定した数値計算では観測波形に対して到達が速くなることや，先駆波の極性の反転が報告

されている．そのため，遠地で観測された津波波形は利用されてこなかった． 海底の弾性変形と

海水の圧縮性，ジオポテンシャルの変化をグリーン関数の計算に組み込んだ新たな手法を用いる

ことで津波の観測到達時間を再現することが可能になり，遠地で観測されたデータをインバージョ

ンに利用ができるようになった． この地震に対して multiple-time-window 法のインバージョンを，

結果が遠地地震波形のインバージョン結果に近づくまで繰り返した．また津波波形と震源近くの地

殻変動データ（GPS データ）によるジョイントインバージョン法も用いた．その結果、震波の実体波，

津波波形，GPS データを説明する断層モデルを推定することができた．今回の地震の断層の主た

る滑り域（100km×40km）は仮定した断層破壊速度によらず 28km 以浅であることがわかった．地震

モーメントの総量は 1.24×10^21Nm，断層破壊速度は 1.5km/s に近いという結果を得ることができ，

また震源過程の詳細な時間分布を得ることができた． 
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発表者 2：高田 将仁 

タイトル：Magnetotelluric imaging of upper-crustal convection plumes beneath the Taupo Volcanic 

Zone, New Zealand 

著者：E. A. Bertrand,T. G. Caldwell, G. J. Hill, E. L. Wallin, S. L. Bennie, N. Cozens, S. A. Onacha, 

G. A. Ryan, C. Walter, A. Zaino,and P. Wameyo 

雑誌名:GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 39, L02304, doi:10.1029/2011GL050177, 

2012 

 

要旨： 

 ニュージーランド北島中心部に位置する Taupo Volcanic Zone(TVZ)は、2 万 3000 年前の噴火に

よって直径 35km にも及ぶカルデラが形成され、今もなお地熱地帯が広がっている。ニュージーラ

ンドの電気需要の約 10％は TVZ での地熱発電によってまかなわれており、エネルギー開発のた

めに地熱システムの理解を深めるため、2008 年より調査プロジェクトが発足された。 

 本研究の目的は、TVZ 東端における 204 地点での MT 調査によって得られたデータをもとに、

Bibby et al. (1995)によって提唱された、プルーム上昇によるマグマ熱源からの熱輸送、および熱水

対流モデルを検証することである。 

 二次元及び三次元のインバージョンを行い、比抵抗モデルを求めたところ、主要な断層の走向

方向の変化が比抵抗モデルにも確認でき、その結果特定の位置からのプルーム上昇の影響を受

けたことによって熱流動・熱輸送が三次元で行われていることを示すことができた。このことより筆者

は、本研究で浅部の熱水系とその下にある TVZ のマグマ系との繋がりを初めてイメージできたと述

べており、地下 6~7km より浅い部分での熱水対流モデルを支持する証拠を示すことができた。 
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発表者 3：村井芳夫 

タイトル: Anisotropic tomography of Hokkaido reveals delamination-induced flow above a subducting 

slab 

著者: Ivan Koulakov, Ekaterina Kukarina, Ismail Husain Fathi, Sami El Khrepy, Nassir Al-Arifi 

雑誌名: J. geophys. Res. Solid Earth, Vol.120, 3219–3239, 2015 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014JB011823/full 

 

要旨: 

 今回紹介するのは、気象庁の地震カタログを用いて地震波トモグラフィー法によって北海道の下

の 3 次元地震波異方性構造を求めた論文である。解析では P 波速度の方位依存性のみを導入

し、S 波は等方的な速度構造を仮定している。地殻内の等方的な速度異常は、千島弧が東北日本

弧に西向きに衝上している神居古潭帯や日高帯に沿った線状の速度異常を示す。日高衝突帯の

下を通る南北断面で見ると、高速度異常がマントルウェッジ中の深さ約 130 km まで太平洋スラブ

上面に沿って続いていて、その下の太平洋スラブ最上部は低速度異常としてイメージされている。

本論文では、この構造を次のように解釈している。日高衝突帯の下の高速度異常はデラミネートし

た苦鉄質の東北日本弧の下部地殻で、深部ではエクロジャイトへの相転移などが起こって重くなり、

太平洋スラブ上面に沿って下に落ちていく。その際、マントルリソスフェアを深部に引きずり込んで

いて、これらが高速度異常として表れている。このデラミネートした物質は、スラブ内で脱水によっ

て生じた流体が上向きに逃げていくのを妨げていて、太平洋スラブ最上部には大量の流体が閉じ

込められているので速度が低下している。異方性は、地殻内では主要なテクトニックな構造に関連

した特徴を示し、マントル内では北海道南岸から 3 つの方向に分かれるような扇形の構造を示して

いる。マントル内の異方性がマントル中の流れの向きを示しているとすれば、東と西向きの流れは

それぞれ北海道の東部と西部の火山群に向かって続いているように見える。この流れによって水

などが火山の下に運ばれているとすると、火山の深部でマグマ活動が生じて、カルデラを形成する

ような噴火の原因になっていると考えることができる。 
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l 2016 年度第 9 回雑誌会 

日時：7 月 4 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者 1：井上真優 

タイトル：The 16 September 2015 Chile Tsunami from the Post-Tsunami Survey and Numerical 

Modeling Perspectives 

著者：Rafael Aranguiz, Gabriel Gonzalez, Juan Gonzalez, Patricio A. Catalan, Rodrigo Cienfuegos, 

Yuji Yagi, Ryo Okuwaki, Luisa Urra, Karla Contreras, Ian Del Rio, Camilo Rojas 

雑誌名：Pure Appl. Geophys. 173(2016), 333-348 

DOI:10.1007/s00024-015-1225-4 

 

要旨： 

2015 年 9 月 16 日に、チリ沖のコキンボ州でマグニチュード 8.3 の地震が発生した。3 つの津波

調査チームは、約 700km にわたる太平洋沿岸で、83 の津波の浸水深と浸水高の測定を実施した。

最大遡上高は津波発生源エリアの近くの、小さな湾で測定された 10.8m であった。しかし、他の場

所では浸水高はほとんど 6m を超えていない。また、本イベントは 2014 年ピサグアでのイベントと

地震の大きさは同程度であったが、津波の浸水高はそれよりも大きかった。また、津波の到達時間

はチリの沈み込み帯に沿って発生した以前の津波よりも短かった。さらに、津波の数値シュミレー

ションを実施し、津波波形・最大遡上高・津波到達時間を推定した。それらを現地調査で得られた

結果と比較したところ、フィールドデータと良い一致を示し、津波到達時間と津波の振幅の空間的

変化は海底地形、海岸沿いの地形及び原因となる地震のすべり量分布の影響を強く受けることが

分かった。 
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発表者 2：齊藤一真 

タイトル：Volcanic processes detected by tiltmeters: A review of experience on Sicilian volcanoes 

著者：Salvatore Gambino, Giuseppe Falzone, Angelo Ferro, Giuseppe Laudani 

雑誌名：Journal of Volcanology and Geothermal Research 271 (2014) 43-54 

 

要旨： 

今回紹介するのは、イタリアにあるエトナ・ストロンボリ・ブルカノというシチリア島周辺の三つの噴

火様式の異なる火山において過去三十年間にわたって観測された傾斜のデータから明らかにさ

れた観測事実をまとめたレビュー論文である。 

エトナ・ストロンボリ・ブルカノでは 1970 年代後半より傾斜計による観測網が展開されている。特に

エトナでは、現在 14 個の傾斜計が稼働しているように精密な観測が行われている。このように観測

網が広がった状態で様々な噴火現象を観測してきた。 

観測によって得られたデータは、山体膨張/収縮・ダイクの貫入・溶岩噴泉など噴火現象に対応す

る傾斜の変化から地震や潮汐といった噴火と直接かかわらない現象に対応する傾斜の変化まで

多岐にわたり、様々な現象を傾斜計でとらえることに成功してきた。 

その結果、現象ごとに傾斜変化にかかる時間と傾斜の変化の大きさの関係に特徴があることが分

かった。例えばダイクの貫入による側噴火と溶岩噴泉では傾斜変化にかかる時間は似ていても、

傾斜の変化の大きさのスケールが異なっている。このように、現在では傾斜の変化に要する時間と

傾斜の変化の大きさの関係から、逆にどんな現象が起こっているかを特定することができるようにな

った。 

このことを利用して将来的にはエトナでの側噴火の噴火予知と早期警報に傾斜計が重要な役割

を果たすことが期待されているなど、火山観測における傾斜計の有効性が述べられている。 
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l 2016 年度第 10 回雑誌会 

日時：7 月 11 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者 1:不破智志 

タイトル :Comparison of seismic activity for Llaima and Villarrica volcanoes prior to and after 

the Maule2010 earthquake 

著者:Mora-Stock,C; Thorwart, M ; Wunderlich, T; Bredemeyer, S ; Hansteen, TH; Rabbel, W 

雑誌名:INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES(2014) 103,2015-2028 

DOI: 10.1007/s00531-012-0840-x 

 

要旨： 

 本研究では、2010 年チリで発生した Maule 地震前後の震源からそれぞれ 300ｋｍ、370ｋｍ離れ

た Llaima(ジャイマ)火山と Villarrica(ビジャリカ)火山の地震活動について調べ、地震発生と噴火の

関係について考察した。大地震の発生と火山噴火の関係についてはいくつかの先行研究から報

告されている。チリ沿岸は、日本と同じ環太平洋造山帯に属していて、沈み込みプロセスと関係す

る活火山列の存在と海溝型地震によって特徴付けられる。したがって、いくつかの先行研究と同様

に、その両者には物理的なつながりがあると考えられている。対象とする Llaima 火山と Villarica 火

山はチリで最も活発な火山である。Llaima 火山は噴気活動をする閉じた火口がある。一方で、

Villarica 火山は溶岩湖が存在し、脱ガス活動と火山性微動を継続的に行っており、それぞれ対照

的な活動をしている。本研究では南部アンデス火山観測(OVDAS)の地震カタログと SFB574 臨時

火山観測網による地震データを使用して、主に微動イベント、長周期イベント、火山構造性イベン

トの活動についてその時空間変化を見た。結果として、Villarrica 火山では本震の数週間前に微動

や長周期イベントの増加、脱ガスの活動が観測され高い活動レベルを維持したが、これは Maule

地震とは関係なくむしろ深部のマグマ貫入によって促進されたと解釈される。Llaima 火山では、

Maule 地震直後から 1 年以上火山性の構造地震が観測されたが、周辺の断層域での中期的な静

的応力変化に対応したものと考えられる。したがって、Maule 地震は２つの火山に影響を与えたか

もしれないが、大きな影響を与えるほどの変化は生じなかった。また、これらの火山はそれ自体が

大噴火を起こすような臨界状態までは及んでいなかったことも噴火が誘発されなかった理由である

と考えられる。 
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発表者 2：小野夏生 

タイトル：Spatio-temporal changes in seismic velocity associated with the 2000 activity of Miyakejima 

volcano as inferred from cross-correlation analyses of ambient noise 

著者：Titi Anggono, Takeshi Nishimura, Haruo Sato,Hideki Ueda, Motoo Ukawa 

雑誌名：Journal of Volcanology and Geothermal Research,247-248, 93-107, 2012 

doi:10.1016/j.jvolgeores.2012.08.001 

 

要旨： 

 東京から南におよそ 200km の伊豆小笠原弧に位置する三宅島火山は、2000 年にダイクの貫入

やカルデラ形成、マグマ水蒸気爆発、大量の火山ガス放出といった火山活動を起こし、これらの活

動は様々な地球物理学的手法によって広く研究され、火山活動の定量的な評価に成功している。 

 最近、火山活動や巨大地震が地殻や火山体での地震波速度をわずかに変化させることが

Nishimura et al. (2000,2005)や Wegler (2006)などで明らかになってきた。しかし、これらの研究では、

地震波速度変化を捉えるために人工地震探査を用いているため高額な費用の他、時空間的に不

十分なサンプリングになってしまう。 

 2 観測点の波動場における相互相関関数(CCF)分析は、背景雑微動を用いて 2 点のうち 1 点を

震源とし、もう 1 点を観測点とするグリーン関数を求められるので、安価かつ環境への影響も小さく

地震波速度の時空間変化を検出することができる。 

 本研究では、2000 年の三宅島の活動に関連した地震波速度変化を捉えるため、8 つの観測点

ペアの背景雑微動の CCF を計算し、レイリー波を取り出した。1 分間のデータから得た CCF を 1

日分スタックして得た one-day CCF と噴火後数ヶ月分の CCF をスタックして得た Reference CCF を

比較した。2000 年の噴火前後の地震波速度を推定した結果、山腹の浅部構造では 3.3%の地震

波速度の増加が見られ、形成したカルデラに近い領域では 2.3%の速度減少が見られた。これらの

地震波速度の増減を説明できるメカニズムについて過去の測地学的観測結果などを用いて考察

した。その結果、山腹を通る経路で見られた地震波速度増加は、2000 年のマグマ活動での二つの

収縮源による圧縮によって説明でき、またカルデラを通る経路での速度減少はカルデラ形成による

地形効果で説明できた。カルデラに近い領域を通過する経路で見られた速度減少はカルデラ形

成によりカルデラ縁が広がったことで起きたとしている。 
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発表者 3： 大園真子 

タイトル： What can we learn from 20 years of interseismic GPS measurements across strike-slip 

faults?  

著者： Phillippe Vernant 

雑誌名： Tectonophysics, 644-645, 22-39, 2015 

DOI： http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2015.01.013  

 

要旨： 

本論文は GPS データを用いて調べられている主要な 8 つの横ずれ断層，13 セグメントの領域

について，地震間の挙動をまとめたレビュー論文である．著者らは，各断層･セグメントに対して，

共通の手法を用いて断層の長期的すべり速度，固着の深さ，地表のトレースと断層の深部延長す

べり域の位置とのオフセットを求め，その比較を行った．断層パラメターの推定は，二次元半無限

弾性媒質内での単純なディスロケーションモデルを使って，GPS 観測から得られた速度場を試み

ることで求められた．地表トレースと深部延長すべり域の位置とのオフセットは，断層を横切る速度

場の非対称性に注目するために求められたが，その結果，8 つの領域でその非対称性が見つかっ

た．San Andreas Fault の Carrizo Plain セグメントでは大きな非対称性が示されたが，原因をこのオ

フセットで説明することができなかった．ただし，対称性の有無で変わる断層のすべり速度は 10%

以下である．深部延長のすべりが地表の断層トレースから外れているとき，その位置は地表の断層

トレースの凹んだ側に現れている．これは，断層の深部延長部にあたる下部地殻や上部マントル

の延性域が，上部にある弾性的な脆性域よりもその場所ですべりを発生させやすいためであると

考えられる．断層を挟んだひずみは地震間の中で時間変化するという考え方  (dynamic 

earthquake cycle) があるが，本研究で異なる地震間のステージにある，各断層のすべり速度と

GPS 観測による速度場，固着の深さなどとの比較を行ってもそれらの顕著な特徴は見られない．こ

れは，dynamic earthquake cycle のモデルが示唆するような時間変化を追えるほどの測地観測精度

が断層の周りにないためであると考えられる． 
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l 2016 年度第 11 回雑誌会 

日時：10 月 3 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者 

 田中 良 

タイトル 

 Understanding volcano hydrothermal unrest from geodetic observations: Insights from numerical 

modeling and application to White Island volcano, New Zealand 

著者 

 Nicolas Fournier and Lauriane Chardot 

雑誌 

 Journal of Geophysical Research,117, B11208, doi:10.1029/2012JB009469, 2012. 

要旨 

 地盤変動観測は火山研究の重要なツールの一つである．一般的に地盤変動が観測された場合，

その圧力源の形状・位置，圧力変化量（体積変化量）が推定される．本研究の目的は熱水系が発

達した火山における地盤変動に対して，これらのパラメーターのもつ意味を明らかにすることである． 

 著者らは，熱水系に火山ガスを供給し，熱水流動とそれに伴う地盤変動の数値計算を行った．さ

らに，その計算された地盤変動データを用いて球状圧力源の深さ，体積，圧力変化量を推定し，

熱水流動数値計算の設定と比較を行った．その結果，供給開始直後は間隙水圧の増加による地

盤変動が卓越し，その後熱膨張による地盤変動が卓越することが明らかになった．また，間隙水圧

の増加による地盤変動が卓越する期間では残差の少ない最適解が求まったが，熱膨張による地

盤変動が卓越する期間では残差が大きな最適解しか求まらなかった．間隙水圧の増加による地盤

変動が卓越する期間の圧力源の深さは火山ガスと熱水系の接触する深さを示した．一方，推定さ

れた圧力源の大きさと圧力変化量からは熱水系の設定に関する情報は得られないことが明らかに

なった． 

 著者らはこれらの知見を，New Zealand の White Island 火山の 2002-2006 年，2007-2009 年の二

つの膨張イベントに適用した．その結果，二つのイベントはそれぞれ球状圧力源でよく説明できる

ことから，間隙水圧の増加による膨張イベントであると推定した．また，推定された圧力源の深さが

浅くなっていることから，それぞれ独立した火山ガスの供給イベントであり，火山体地下浅部の熱水

系と高温の火山ガスの接触する深さが浅くなっていると推測した． 
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発表者 

 山田 大志 

タイトル 

 Origin of the pulse-like signature of shallow long-period volcano seismicity 

著者 

 Chouet, B. A., and P. B. Dawson (2016), 

雑誌 

 J. Geophys. Res. Solid Earth, 121, doi:10.1002/2016JB013152 

要旨 

 火山性地震は，噴火に伴う爆発地震や継続時間の長い微動を除くと，卓越周期の観点から火山

構造性地震（VT） と低周波地震（B 型地震，LP イベントなど）の二つに大きく分類することができ

る．特に LP イベントなどと呼称される低周波地震は，噴火発生前に多く観測される傾向があり，噴

火の前兆現象の一つとしてその発震機構の研究が精力的に行われてきた．Aki, Chouet,Kumagai, 

Maeda らによって構築，拡張されてきたいわゆるクラックモデルは，火山体内部におけるクラック内

での流体の運動によって観測波形を説明するもので，LP イベントの発震機構としては現在広く支

持されている． 

 一方で，この LP イベントに卓越する地震波（およそ 0.5-5 Hz）は，より波長の長い VLP 帯のシグ

ナルなどに比べると，伝搬過程において火山体の構造の影響を受けやすい．例えば，Etna で行わ

れた稠密広帯域地震観測では，震源に近い山頂付近と，震源から比較的遠い山腹付近で，波形

特性の異なる LP イベントの波形が記録されている．山頂近傍ではパルス状の波形が観測され，山

腹での観測波形からはより周期の長いシグナルが認められる．この違いに着目した Bean et 

al.(2014)は，Etna，Turrialba，Ubinas の山頂付近で観測されたパルス状の LP イベントの地震波形

を，破壊伝搬速度が 800 m/s 程度の比較的ゆっくりとした断層運動によって説明している．Beanet 

al. (2014)では，従来のクラックモデルによる波形解析は行われていないため，これら三火山での観

測波形をクラックモデルに基づいて検討する，というのが今回の雑誌会で発表する論文の目的で

ある． 

 論文では，クラックモデルによる合成地震波形を用い，後述する変数を複数仮定することで，LP

イベントの観測波形のフォワードモデリングが行なわれている．合成波形の計算は，流体で満たさ

れたクラックが，半無限媒質に埋め込まれた状態を仮定している．合成波形の計算における変数

は，クラックサイズ，クラックの深さ，流体と弾性体における弾性波速度の比，地震波励起のトリガー

としてクラック内に与えられる圧力擾乱の位置，crack stiffness（流体の圧縮率，弾性体の剛性率，

クラックサイズなどからなる変数），そして媒質上での位置である．観測波形と合成波形はそれぞれ

最大振幅で規格化され，両者の相互相関関数の最大値が最も高くなる変数の組み合わせが最適

解とされている．解析の結果，いずれの火山においてもクラックモデルで観測波形をよく説明でき

ることが明らかとなった．また著者らは，Bean et al. (2014)によって最適解が得られた断層運動によ

る合成波形も計算しているが，いずれの火山においてもクラックモデルによる合成波形の方が観測
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波形をよく説明できることも示している． 

 筆者らは，LP イベントの素過程について深い議論はせず，論文の内容を観測波形がクラックモデ

ルでよく説明できることに留めている．クラックモデルについては様々な研究がなされており，改め

て議論する必要はなかったのかもしれない．しかし，Bean et al. (2014)によって主張された，LP イベ

ントへのクラックモデルの適用に関する疑問は大いに興味深いと私は考える．例えば，Etna におけ

る LP イベントの波形インバージョン結果では，剪断応力の成分が優位に含まれていることが報告

されている（De Barros et al., 2011）．クラック内の流体運動のみで優位な shear が励起されるのかど

うか，また流体移動に伴う断層運動の可能性など，観測波形に対しては, まだ議論の余地がある

かもしれない．また，この Etna における LP イベントのオメガ二乗モデルによるコーナー角周波数

は，地震モーメントと正の相関があることが示されおり，これは断層運動による構造性地震の特徴と

して知られている．一方で，室内実験（Harrington et al., 2011）によると，クラック内の流体運動で励

起される地震のコーナー角周波数と地震モーメントの間には相関は見られない．このような問いか

けに対して，クラックモデルを率先して発展させてきた Chouet らが今後どのような研究で答えていく

のか，新たな発展に期待したい． 
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発表者 

 西村 裕一 

タイトル 

 Paleotsunamis from the central Kuril Islands segment of the Japan-Kuril-Kamchatka subduction zone 

著者 

  MacInnes, B., Kravchunovskaya, E., Pinegina, T., Bourgeois, J.   

雑誌 

  Quaternary Research 86 (2016) 54-66   

要旨  

 堆積物をもとに千島列島中部の津波履歴を明らかにした論文．筆者らはカムチャッカ半島の津波

堆積物を長く調査しているグループで，最近は千島海溝に沿って発生する巨大地震の履歴を日

本ー千島ーカムチャッカを通して理解しようと研究を進めている．この論文はその一環で，無人島

だった時代が長く地震や津波の記録がない中央千島の松輪（マツワ）島と新知（シムシル）島で得

た結果を示した．手法としては，まず年代がわかっている広域火山灰を把握し，その間にある津波

痕跡を数える．また大きさを知るために，当時の海岸線の位置を，これも火山灰の分布から推定す

る．結論としては，両島はこれまで予想以上に頻繁に津波による浸水を受けてきたことがわかった．

松輪島では 150 年おき，新知島では 65 年おきという頻度である．これは，例えば最近の 600 年に

限って日本〜カムチャッカを通してみると際立っているわけではない．場所によっては昔のものの

ど残りにくくなっているだけかもしれない．規模も評価すると，2006/2007 年の津波（Mw8.3, 8.1）より

大きいと思われるイベントが松輪島では約 300 年おき，新知島では約 200 年おきに発生しているこ

とがわかった． 
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l 2016 年度第 12 回雑誌会 

日時：10 月 17 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者 

 菅野倖大朗 

タイトル 

 Understanding hydrothermal circulation patterns at low-enthalpy thermal spring using audio-

magnetotelluric data: A case study from Ireland 

著者 

 Sarah Blake ,⁎, Tiernan Henry , Mark R.Muller , Alan G. Jones , John Paul Moore , John 

Murray ,Joan Campanyà , Jan Vozar , John Walsh , Volker Rath  

雑誌 

 Journal of Applied Geophysics 132 (2016) 1–16 

要旨 

 Kilbrook 温泉はアイルランドの東部に位置し、水温はアイルランド内の温泉で最も高く、最高で

25 度を記録している。これは、平均水温が 9.5-10℃のアイルランドの地下水と比べ高温であり、地

熱エネルギーとして期待され、現在調査中である。 

 この地域での多分野にわたる調査は Audio-Magnetotelluric（AMT）に基づいており、また、温泉

水の由来と基盤岩内での水循環構造の把握を目的とした連続温度観測と化学観測を含む水化学

的な調査が行われている。 

本研究で推定された 3 次元地下比抵抗モデルにより、新生代の高比抵抗な石灰岩中を、横ずれ

断層に沿って北北西に伸びる低比抵抗帯の存在が明らかになった。また、温泉地下 500ｍ付近で

はカルスト化作用によって流路が形成されたことにより、石灰岩が連続するダブリン盆地内で比較

的深い深度（560-1000ｍ）の熱水循環が容易になっている。 

 本研究の結果は、この温泉水の温度が冬に最大になり同時に湧出量も増えることは、天水の急

速な流入、加熱そして再流入の結果であるという仮説を裏付けた。 
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発表者 

 奥田真央 

タイトル 

 Magnetotelluric constraints on the fluid content in the upper mantle beneath the southern Canadian 

Cordillera: Implications for rheology 

著者 

 Dennis Rippe, Martyn J. Unsworth, and Claire A. Currie 

雑誌 

 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH: SOLID EARTH, VOL. 118, 5601–5624 

要旨 

 広帯域 MT 観測が，Cordillera 山系の一部，カナダの南西部で行われた．この地域は西から Juan 

de Fuca プレートが沈み込んでおり，沈み込み帯に関する研究のため，これまで多くの物理的・化

学的データが採取されている場所である．本研究では平行な 2 本の測線をとり，沈み込むプレート

から背弧側にかけて 2 次元比抵抗断面図を作成した． 

 作成されたモデルから，火山弧直下や，背弧下約 60km の深さに低比抵抗体が存在することが

分かった．火山弧下にみられる低比抵抗体は沈み込むスラブからもたらされたものであると考えら

れる．一方で背弧下は，熱流量の観測から，地下の温度が他の場所に比べて劇的に高いことが分

かっている．そのため筆者らはこの低比抵抗体について地下の温度や鉱物組成に関する実験室

データを基に解釈を行った． 

 この結果，地下 50km では 0.005wt%，150km では 0.03wt%の割合で水を含むことに加え，部分

溶融メルトの存在により観測結果の説明ができることがわかった．このような状態で存在する場合，

この地域の上部マントルの粘性は低くなっていると考えられる．そしてこれは 2 測線のうち南部にの

み顕著にみられるため，比較的狭い領域で対流が発生しているのではないかと筆者らは考察して

いる． 
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発表者 

 大島弘光 

タイトル 

 Great Balls of Fire: A probabilistic approach to quantify the hazard related to ballistics — A case 

study at La Fossa volcano, Vulcano Island, Italy 

著者 

 S. Biass, J. L. Falcone, C. Bonadonna , F. D. Traglia, M. Pistolesi, M. Rosi, P. Lestuzzi 

雑誌 

 J. Volcanol. Geotherm. Res., 325 (2016) 1–14 

要旨 

 Great Balls of Fire (GBF)と命名したプログラムパッケージを開発し、確率モデルにより噴石災害と

噴石に対する家屋被害の定量的な評価が試みられた． 

 GBFは、与えた射出速度、射出角、噴石サイズや密度などの噴火パラメータに基づき確率的に作

り出した多数の噴石の軌跡を計算するプログラムと、その結果から着地時の運動エネルギーが指

定値を超える噴石が生じる相対度数や結果を図化するユーティリティプログラムで構成される． 

 GBF コードの検証はイタリアのヴルカーノ島にある La Fossa 火山で 1888-1890 年にわたって繰り

返されたブルカノ式噴火による噴石の解析を通して行われた。同時に、噴石災害や噴石に対する

家屋被害（屋根の貫通）を評価するために野外調査や文献調査を加えて将来のブルカノ式噴火の

噴火パラメーターと屋根材の脆弱性曲線が推定された． 

 噴石が持つ衝突(着地)時の運動エネルギーに対して、その運動エネルギーを持つ噴石の生じる

相対度数は閾値を持った減少パターンを示し、運動エネルギーが閾値を超えるまで相対度数はほ

とんど減少しない．この閾値は火口からの距離によって変わり、想定した噴火では火口に最も近い

居留地Porto(北北西1.3km)での閾値は約104Jで、これ以下の運動エネルギーを持つ噴石の相対

度数は〜10-2%と推定された． 

 屋根を貫通する噴石の相対度数は火口から2km以内にあるPorto (北東1.3 km)やLentia (西北西

1.8 km)では~10−2% および~5x10−3%、２km以遠にあるPiano(南東2.4km)やVulcanello(北2.6km)

では7x10−4% および4x10−4%と小さく、前者に較べて後者の居留地で噴石の屋根貫通被害の発

生する可能性は低い． 

また、家屋の半数は噴石に対して脆弱で、それらを貫通する噴石の生じる相対度数は2.5x10-2%

以上と見積もられた． 
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l 2016 年度第 13 回雑誌会 

日時：10 月 24 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者 

 青木千夏 

タイトル 

 Postseismic relocking of the subduction megathrust following the 2007 Pisco, Peru, earthquake 

著者 

 D. Remy, H. Perfettini, N. Cotte, J. P. Avouac, M. Chlieh, F. Bondoux, A. Sladen, H. Tavera, and A. 

Socquet 

雑誌 

 Journal of Geophysical Research : Solid Earth, Vol. 121, 3975-399527 May 2016 

要旨 

 地震活動のサイクルは，interseismic，coseismic，postseismic 等いくつかの段階に分けられる．こ

れら各段階にわたるスリップの時間発展を特徴付けることは，巨大地震の発生をコントロールする

要因を理解する上で必要不可欠である．本論文では，2007 年にペルーで発生した Pisco 地震

（Mw 8.0）を題材とし，この領域における interseismic，coseismic，postseismic 各段階のすべり分布

を明確にするため，InSAR と GPS のデータを用い，インバージョン解析を行った．2007 年の本震

が起こる前に行われた GPS 連続観測のデータと合わせて考えると，Pisco 地震の本震のすべり域

は，地震前には強くカップリングしていた領域であり，対照的に余効すべりはカップリングが弱かっ

た場所で発生していることがわかっている．また，余効すべりが発生したのは本震の破壊領域周辺

であり，これは，主に本震時の応力変化が余効すべりを引き起こすという考えに一致している． 

 本研究の結果から，今回の本震で破壊されたアスペリティは，地震後すぐにまた固着し始めたこ

とが示唆された．また，この領域における Mw 8.1 の地震の繰り返し周期が 227 年であることも同時

に推定されている．さらに，最大余効すべりが発生した領域におけるスリップの時間発展から，余

効すべりはおよそ 2.3 年で緩和していることが推測された．この余効すべりが発生している領域は，

先述したように本震前はカップリングが弱く，非地震性すべりが卓越する速度強化の摩擦特性を有

していることもわかっている．これらの結果から，この領域においては，地震活動のサイクルの間，

プレート境界面の摩擦特性は不変であることが示唆された． 
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発表者 

 福原絃太 

タイトル 

 Effects of rupture complexity on local tsunami inundation: Implications for probabilistic tsunami 

hazard assessment by example 

著者 

 Christof Mueller, William Power, Stuart Fraser, and Xiaoming Wang 

雑誌 

 Journal of Geophysical Research: Solid Earth, Vol. 120, Issue 1, pp. 488–502, Jan. 2015, doi: 

10.1002/2014JB011301 

要旨 

 近年，津波ハザード評価のための確率的手法は一般的になって来ている．しかし，津波ハザード

評価で用いられる津波モデルは一様すべりを仮定している事が多く，震源の複雑性は考慮されて

いない．それは津波浸水域の計算を複雑性も考慮してシミュレーションするのは計算上の負荷が

大きいからである．本論文では震源の複雑性の影響を評価した． 

 ニュージーランドの Hawke’s Bay と Porverty Bay は Downes and Stirling, 2001，Bell et al., 2010

などによって過去にも津波による浸水を受けている事がわかっている．筆者達は Hawke’s Bay と

Porverty Bay のエリアで Hawke’s Bay 付近の Hikurangi 沈み込み上に不均質すべりソースを置い

た 100 個のシナリオをシミュレーションし，Napier と Gisborne における津波の影響を検討した．筆者

達は震源域における複雑さの影響について考えるためにまず一様すべりと不均質すべりで浸水域

にどの程度影響するのかをシミュレーションし，その結果断層が一様すべりと仮定した津波モデル

では浸水域を過小評価してしまうことがわかった．例として，一様すべりを仮定した Mw8.7-8.8 の津

波モデルの浸水域と不均一すべりを仮定した Mw8.4 の津波モデルの浸水域は同程度であること

から複雑性の影響が大きい事がわかった． 

 本論文では沿岸近傍での最大津波波高と浸水計算を行った．線形で計算した浸水域を比較し

その関係性を見つけた．その関係性を利用する事で津波ハザード評価に用いるモデルの数を減

らす事を試みた． 
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発表者 

 青山裕 

タイトル 

 Characteristics of fluid-induced resonances observed during microseismic  monitoring  

著者 

 J. B. Tary, M. van der Baan, B. Sutherland, D. W. Eaton (2014) 

雑誌 

 JGR, 119, 8207-8222.   

要旨  

 地熱や炭化水素など地下資源貯留層の透水性を高める目的で，地下へ強制的に 流体を注入

して割れ目を作る水圧破砕が実施されている．流体の注入に伴って極 微小地震（マグニチュード

-1 以下）が発生することは広く知られており，一般的 な地震と同じせん断破壊のほか，スロー地震

や継続時間の長い低周波の振動も観測されている．本論文ではカナダ西部で行われた水圧破砕

工事の際に記録された 特殊な共鳴モードを持つ振動について周波数解析を行い，3 種類の震源

モデル （流体封入クラック・非層流流れ・繰り返し地震）から期待される共鳴周波 数，Q 値，振幅

と比較することで振動の励起過程を検討した．水圧破砕中に観測 された振動の共鳴は時間的に

非常に安定し，流体の注入率と相関が良い．流体ク ラックや繰り返し地震で期待される共鳴周波

数の特徴とは合致しない一方で，非層流流れ（非定常ジェットの数値計算）では観測された共鳴周

波数の主な特徴が 説明できることがわかった．共鳴周波数の変化は主に流体流れの変化に起因

すると考えられ，Q 値の変化は注入流体の組成に敏感なようである．本研究の知見は，水圧破砕

のモニタリングを保管する情報を与えるほか，火山活動に伴う流体 運動の研究にも活用できる． 
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l 2016 年度第 14 回雑誌会 

日時：10 月 31 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者 

 岡本理沙 

タイトル 

 Volcano-hydrothermal system of Ebeko volcano, Paramuhir, Kuril Islands: Geochemistry and solute 

fluxes of magmatic chorine and sulfur 

著者 

 Elena Kalacheva, Yuri Taran, Tatiana Kotenko, Keiko Hattori, Leonid Kotenko, Gabriela Solis-

Pichardo 

雑誌 

 Journal of Volcanology and Geothermal Research 310 (2016) 118-131 

要旨 

 パラムシル島にあるエベコ火山は、クリル列島の中でも活動的な火山であり、これまでに噴出物

から岩石学や地球化学を用いて、噴気地帯からの熱放出、火山の熱水系、火山活動の段階ごと

の火山ガスの化学組成など、地下の構造について数多く研究されてきた。エベコ火山には、山頂

と山体の西側にある Yurievskie 温泉の２つの熱地帯がある。山頂地帯は、いくつかの地熱地帯と

低温（120℃）の噴気地帯からなっており、HCl と S-rich なガスを放出し、強酸性（ph<1）の湯沼があ

ることが特徴的である。２つ目の地熱地帯である Yurievskie 温泉からは、強酸性の SO4-Cl 水がオ

ホーツク海に注いでいる。先行研究では、これら熱水系の概念モデルを構築する試みがあったが、

どのように２つの地熱地帯が相互作用し関係しているか理解が難しかった。その理由として、火山

ガス中の HCl 濃度が非常に高いと噴気の温度も高いのが島弧火山に共通しているが、エベコ火

山では HCl 濃度が高いが噴気の温度が非常に低い特徴があることがあげられる。 

著者らは、2014 年にエベコ火山において水とガスの組成の調査を行い、先行研究で調査された

2005 年、2010 年、2012 年のデータと比較しエベコ火山の熱水系について議論している。その結

果、HCl 濃度が高く温度が低い噴気は、山頂の下深さ 250-300m で 250-300℃の温度で強酸性の

塩水が蒸発したことに起因し、帯水層に火山ガスが吹き込み、その上に気液２相状態ができている

と示唆された。山頂の湯沼と Yurievskie 温泉水の主要・微量元素は他の火山の火口湖と同じであ

り、強酸性の水に安山岩が溶解したことが示唆された。エベコ火山の熱水系は Poas 火山や

Copahue 火山のような強酸性の火口湖がある火山の熱水系と似ているが、地下浅部にある帯水層

が表面の地熱地帯の源となっている点で異なっている。 
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発表者 

成田翔平 

タイトル 

The effects of solidification on sill propagation dynamics and morphology 

著者 

 L. Chanceaux, T. Menand 

雑誌 

 Earth and Planetary Science Letters, vol.442, 2016, 39–50 

要旨 

 本論文の著者らはマグマ溜まりの形成メカニズムを理解するために、アナログ実験によるアプロ

ーチを試みている。これまでのフィールド観察、数値実験、アナログ実験などの研究結果から、マ

グマ溜まりは、マグマ貫入の繰り返しにより定置する sill の重ねあわせにより形成・成長すると考え

られている。既存の研究では、sill が dike 貫入によって形成される過程や、sill が鉛直方向に成長

することで laccolith が形成される過程などが精力的に研究されてきた。しかし、sill の水平方向へ

の成長を議論した例はあまりなく、また冷却による固化が sill の成長・伝播過程に与える影響を定

量的に議論した例はほとんどない。そこで著者らは、冷却により固化する油を用いたアナログ実験

により、固化が sill の dynamics に与える影響を定量化することをめざした。 

 実験では、以下の内容が入力変数の値に応じて 15 回実施された。母岩を想定した冷たいゼラチ

ン(5℃) 中に、マグマを想定した温かい野菜オイル（注入温度 33~46℃、融点 31℃）を一定時間注

入し、模擬 sill を形成・成長させ、これらの形態や成長の時間変化を追った。入力変数は注入温度

と注入レートの 2 つであり、両者は時間変化しない。出力変数としては、水平方向の広がり、厚さ、

体積、表面積、固化に要した時間などがある。 

 実験の結果、①注入温度よりも注入レートのほうが固化による粘性増加に大きく寄与すること、

②固化の影響を強く受けた sill ほど、厚く、複雑な形状になること、③固化の影響を強く受けた sill

ほど、注入レートが一定にも関わらず、その成長過程で時間的に不連続に成長することがわかっ

た。これらの事実から、①フィールドで観察される複雑な形状の sill の形成には、複数回のマグマ

供給よりも、冷却の影響を強く受けた単発の連続的なマグマ供給が必要なこと、②マグマの水平

移動に伴う地震活動の消長パターンが、間欠的なマグマ供給ではなく、冷却の影響を受けた連続

的なマグマ供給で説明可能であること、などが示唆された。著者らは最後に、冷却による固化がマ

グマ溜まりの形成プロセスにとって重要なファクターであると述べて結んでいる。 
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発表者 

 椎名高裕 

タイトル 

 Crust and subduction zone structure of Southwestern Mexico 

著者 

 Sandy K. Suhardja, Stephen P. Grand, David Wilson, Marco Guzman-Speziale, Juan M. Gomez-

Gonzalez, Tonatiuh Dominguez-Reyes, and James Ni 

雑誌 

 Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 120, 1020-1035 

要旨 

メキシコ南西部は，北西側で Rivera プレートが，南東側で Cocos プレートがそれぞれ北アメリカ

プレートの下に沈み込む沈み込み帯であるである．また，活発な火山活動とともに一部の地域では

過去 1,000 万年間の火山フロントの海溝側への移動など，通常の沈み込み帯とは異なる活動も報

告されている[e.g., Bandy et al., 2001; Ferrari et al., 2012]．これは両海洋プレートの境界を成す太

平洋中央海嶺の沈み込みが影響すると考えられる[e.g., Stock and Lee, 1994]．そこで本論文では，

メキシコ南西部のテクトニクスや海洋プレートの沈み込みとの関係を明らかにすることを目的として，

これまであまり研究の進んでいない同地域下における大陸地殻や海洋性地殻の不均質構造の推

定を行う． 

レシーバー関数解析[e.g., Langston, 1977]は，変換波（特に PS 変換波）を用いて速度不連続面

の深さを推定する手法である．本論文ではさらに，対象とする不連続面（大陸モホ面）での多重反

射・変換波を適用する（Multi-phase staking method [e.g., Zhu and Kanamori, 2000; Audet et al., 

2010]）ことで大陸地殻の厚さと Vp/Vs を同時に推定した．解析の結果，メキシコ南西部では海岸

線から内陸に向かって地殻の厚さが増加することがわかった．なお，大陸地殻の厚さと標高の分布

を比べたところ，両者には相関がほとんどない．これはメキシコ南西部における高地形の形成にマ

ントルウェッジの上昇対流が関係すること[Ferrari et al., 2012]を支持する．一方，海溝に沿った大陸

地殻の厚さも観測された．これらは沈み込む海洋プレートやその運動の違いに起因すると考えら

れる． 

大陸地殻内の Vp/Vs は現在の火山活動と非常によく対応する．特に解析領域の北西に位置す

る Jalisco Block では，火山活動域の海溝側への移動に対応する高 Vp/Vs 領域は，比抵抗の小さ

い領域の分布とも一致しているようにみえる．この地域直下では沈み込む海洋性地殻の脱水が生

じていると考えられており[e.g., Ferrari et al., 2012]，高 Vp/Vs は間隙流体の存在やマントル対流に

よる熱供給やメルトの分布を示している可能性がある． 

本論文では，さらに CCP（Common Conversion Point）重合[e.g., Gilbert et al., 2003]を用いて，沈

み込む海洋プレートや Multi-phase staking では推定できなかった海岸線付近の大陸モホ面の深さ

を改めて調べた．海洋プレート上部境界に対応するシグナルは深さ 40-50 km まで分布し，それ以

深で消失する．これは地震波速度の遅い海洋性地殻の存在および相転移に伴う速度増加を表す
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ものである．一方で，CCP 重合においても海岸線付近の大陸モホ面を同定することはできなかった．

その深部で海洋性地殻の脱水が生じていることを加味すると，海岸線付近下のマントルウェッジで

はカンラン岩が加水し，蛇紋岩化することで速度低下することで大陸モホ面との速度コントラストが

小さくなっていると考えられる． 
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l 2016 年度第 15 回雑誌会 

日時：11 月 14 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者 

 小野夏生 

タイトル 

 Response of hydrothermal system to stress transients at Lassen Volcanic Center, California, inferred 

from seismic interferometry with ambient noise 

著者 

 Taka’aki Taira and Florent Brenguier 

雑誌名 

Earth, Planets and Space , 68 , 162 , 2016 doi:10.1186/s40623-016-0538-6 

要旨 

 Lassen Volcanic Center(LVC)は、カリフォルニア北部、Cascades 火山弧の最南端に位置する活火

山で、1914-17 年に水蒸気噴火から噴煙柱崩壊型火砕流を発生させている。LVC はマフィックマ

グマからの熱供給による気相卓越の浅部熱水系が発達している火山であることから、ガス噴出や

水蒸気噴火などの危険性が指摘されており熱水系の連続的な観測が必要である。 

 本論文では、地震波速度変化の検出に最適な地震波干渉法を用いて熱水系の発達する LVC

における地震波速度の時間的変化を調査することを目的としている。 

 著者らは、地震波速度の時間変化を捉えるためにリアルタイム速度計測システムを開発し、

Lassen peak を取り囲む４つの USGS 運用地震計データを利用して、2012 年から 2016 年 6 月まで

の地震波速度変化を求めた。 

 その結果、2013 年 6 月に 0.1%の速度減少と年周期での速度変化をとらえた。2013 年 6 月の

0.1%速度減少については、ほぼ同時期に約 50km 離れた位置において M5.7 の Greenville 地震

が発生している。この地震による静的応力変化は 0.001MPa、動的応力は 0.17MPa と見積もられ、

速度減少は動的応力変化がクラックの開口を引き起こしたものと考えられる。動的応力変化に対す

る速度変化の割合はおよそ 0.006[/MPa]と見積もられる。 

 また、長期間の地震波速度変化は降雪による上下変動と同期していることが GNSS 観測からわ

かった。この長期間の速度変化は低周波数帯で見られることから深さ約 2-4km で起こったと考えら

れる。積雪による荷重が山体の熱水流体を移動させることで、深さ約 2-4km においてクラックの開

口を増加させ地震波速度減少を引き起こしたと考えられる。 
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発表者 

 不破智志 

タイトル 

 Coseismic rupturing stopped by Aso volcano during the 2016 Mw 7.1 Kumamoto earthquake, Japan 

著者 

 A.Lin, T.Satsukawa, M.Wang, Z.Mohammadi Asl, R.Fueta, F.Nakajima 

雑誌 

 Science, DOI: 10.1126/science.aah4629,2016 

  

要旨 

 高い地中温度と不均質な断層面を作り出すマグマ溜まりの存在が構造性の地震の破壊過程や

火山周辺での地震活動に影響を与えるかもしれないが、地質学的なデータが不足している為に火

山が断層の破壊過程に影響を与えるか否か、そのメカニズムについてはあまり知られていない。

2016 年 4 月 16 日に発生した熊本地震(Mw7.1)は震源断層での地震活動と阿蘇山直下の地殻構

造との関係を明らかにしうるまれな機会を与えた。そこで著者らは阿蘇山周辺での野外調査の結

果と地震データ、地震前後に撮影された高解像度の Google Earth の画像を用いて本研究を行っ

た。フィールド調査の結果、今回の地震により生み出された布田川・日奈久断層帯に沿った 40 ㎞

程度の地域における地表断層と、阿蘇カルデラ内における地域で今まで確認されていなかった地

表断層を発見した。新たに見つかった断層はカルデラ内にある 2 つの中央火口丘(米塚、杵島岳)

にまで及んでいた。またカルデラ内の一部の地域においては断層のずれによる地溝構造も見られ

た。強震波形を用いた震源インバージョンの結果では、阿蘇カルデラ下の地表から浅い場所では

フィールド調査の結果見つかった断層と合致するような変位が認められた。一方で地表から 6 ㎞よ

り深い部分では、断層面に沿うような変位は全く見られなかった。この事から阿蘇カルデラの北東

部へと伝播していた破壊は地表から近い部分のみを伝わり、マグマ溜まりの存在が指摘されるよう

な深さでは妨げられたと示唆される。そしてマグマ溜まりの存在は局所的な東西方向の伸長を生

み出し、地溝構造を作ったと考えられる。そうした破壊が今後新たなマグマの通り道となる可能性も

ある。よって今回の熊本地震が阿蘇山の火山活動に与えた影響をより深く精査する必要があると

考えられる。 
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発表者 

千葉 崇 

タイトル 

Tectonic and morphosedimentary features of the 2010 Chile earthquake and tsunami in the Arauco 

Gulf and Mataquito River (Central Chile) 

著者 

 Lario, J., Zazo, C., and Goy, J. L. 

雑誌 

 Geomorphology, 267, 16-24. 2016 

要旨 

2010 年チリ地震（Mw 8.8）及びその津波の影響を，地震時の変動が異なりかつ自然状態が保た

れたマタキト川ゾーン及びアラウコゾーンの 14 地域 27 地点において調査した．著者らは津波と地

殻変動の影響を評価するために，石灰藻など生物指標や人工物の元の位置情報等を用いた地形

変動の抽出，津波遡上高の計測，津波の浸水範囲の判定，津波堆積物の分布範囲と層厚の計測

を行い，津波遡上高及び地殻変動量を平均高水位（MHWL）からの高さとして検討した．調査の

結果，マタキト川ゾーンでは-0.5~-1.0 m の沈降が地震時に起こったこと，アラウコゾーンでは

+0.6~+2.2 m の隆起が起こったことがわかった．これらの現地で観察された変動量は計算により求

められたモデルとよく一致する．また，この津波によりもたらされた堆積物の特徴としては，調査地

域において波高 2.5～10 m の津波が 3~5 回打ち寄せたとされるにも関わらず，基本的に層厚 30 

cm 未満の砂質の津波堆積物が堆積しただけだった．本検討において生物学及び地形学的指標

により計測された地震時の変動は GPS 測量及び変動モデルと一致したが，一方で津波の遡上高

及び津波堆積物の層厚と地震時の変動（隆起・沈降）の間に関係は認められなかった．これは主

に沖浜の水深と沿岸地形により津波の影響が限定的になったことによると著者らは考えている． 

本検討は，観測された変動が地形や地層にどのように残るのかという実例を示した点で重要で

あり，津波堆積物が沿岸地形や供給源により層厚変化することを素直に捉えている． 
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l 2016 年度第 16 回雑誌会 

日時：11 月 21 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者  

 齊藤一真  

タイトル  

 The Uses of Dynamic Earthquake Triggering  

著者  

 Emily E. Brodsky and Nicholas J. van der Elst  

雑誌名  

 Earth and Planetary Science, 42, 317-339, 2014  

要旨  

 この論文は地震の動的誘発とその利用に関するレビュー論文である。地震の動的誘発とは、歪

み・応力変化の伝播である地震波の通過が他の場所での地震を誘発する現象である。1993 年に、

Landers 地震による動的誘発作用が明確に確認されて以来、発見が相次いでいる。その性質に

関しても研究が進み、最大動的歪み量と誘発地震発生率の間に線形関係が成り立つことやマグニ

チュードと誘発地震数の間の関係式も示された。また、引張場、地熱地帯、クリープ域など特定の

地域では他の地域と比べて動的誘発が起こりやすいことが確認されている。Hawaii での深部長

周期地震の地震波が通過した後、地震が沈静化した事例など逆の場合も報告されている。  

動的誘発の基本的なメカニズムはまだよく分かっていない。動的誘発に関して、断層の周囲の応

力に比べて地震波がもたらす応力変化量が数桁の大きさで小さい点、誘発された地震が地震波

の通過後に時間の遅延を伴って発生する点など、単純には説明できない点がある。このことを説

明するために Coulomb failure/cascade モデルが考えられたが、レイリー波がラブ波より動的誘発

を起こしやすい点や引張場のほうが圧縮場より動的誘発が起こりやすい点が説明できない。また非

地震性のクリープ現象や誘発地震の連鎖によって誘発地震の遅延が引き起こされているというモ

デルも考えられている。地震波の通過によって地下の透水率が上昇するという観測事実や、透水

率の上昇と動的誘発の地震発生率の上昇の対応関係から、透水率によるモデルも考えられている。  

地震の予測に動的誘発が利用されている。現在、遠地地震波による小さな地震の誘発の予測で

は ETAS モデルが成果を上げている。しかし、このモデルは確率論的な予測であり、物理的メカ

ニズムの背景がないことが課題である。また大地震に関しては、誘発される地震のマグニチュード

の上限といった基本的なことで議論が分かれるなど、まだ予測できる段階に至っていない。 
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発表者 

 井上真優 

タイトル 

 A rapid estimation of near-field tsunami runup 

著者 

 Sebastian Riquelme, Mauricio Fuentes, Gavin P. Hayes, and Jaime Campos 

雑誌名 

 Journal of Geophysical Research : Solid Earth, Vol.120, 6487-6500 26 September 2015 

要旨 

 大地震に伴う津波の最大遡上高を迅速に推定するために多くの努力がなされてきた。これは、ソ

ースからのリアルタイムデータを使用して正確な津波モデルを構築するのに時間がかかるため難し

い作業となっている。想定震源とそれに対応する津波のデータベースを先駆的に構築することは

可能であるが、このようなモデルは一般に均一なすべり分布に基づいているため、震源の情報を

単純化しすぎる。ここではチリ、日本、ニカラグア、アラスカなどの沈み込み帯を例によく知られた地

形上の解析解を使用していくつかの震源モデルから津波の遡上を予測するための方法を示し、緊

急対応時のツールを提供しようと考えている。大地震に対する我々の解決策は有望であるように思

われる。ここでは、1992 年 Mw7.7 ニカラグア地震、2001 年 Mw8.4 ペルー地震、2003 年 Mw8.3

北海道地震、2007 年 Mw8.1 ペルー地震、2010 年 Mw8.8 マウレ地震、2011 年 Mw9.0 東北地震、

2014年Mw8.2イキケ地震の7つの地震の遡上モデルを計算した。最終的には、ニカラグアで9m、

ペルー(2001)で 8m、マウレで 32m、東北で 41m、イキケで 4.1m のピークを推定し、各イベント後に

内陸で測定した結果と一致している。近年のリアルタイム GPS データの分析により既存の GPS ネ

ットワークに近い大地震の有限性を迅速に推定する能力を考慮すると、近い将来同様のイベントが

発生後数分でこれらの計算を実行することが可能になるだろう。このような計算は、既存の均一す

べり震源データベースまたは過去のイベントの震源モデルから提供される情報よりも早い津波遡上

の情報を提供することを可能にするだろう。 
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l 2016 年度第 17 回雑誌会 

日時：11 月 28 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者 

 高田将仁 

タイトル 

 Exploring the shallow geothermal fluid reservoir of Fang geothermal system, Thailand via a 3-D 

magnetotelluric survey 

著者 

 Puwis Amatyakula, Songkhun Boonchaisukb, Tawat Rung-Arunwanc, Chatchai Vachiratienchaic, 

Spencer H. Woodd, Kriangsak Piraraie, Aranya Fuangswasdi, Weerachai Siripunvaraporn 

雑誌名 

 Geothermics 64 (2016) 516–526 

要旨 

 Fang geothermal area はタイの北部、ミャンマーとの国境線近くに位置する地熱地帯で、地熱発電

が 1990 年代から行われている。この地域の地質学的情報の収集と地熱発電の発展を目的として

掲げ、2010 年にプロジェクトが発足した。本研究はその一環で、既存の地質学的推定に基づく地

熱系の構造モデルを MT 法で検証することと、開発を進めていく候補地の選定を目的として行わ

れている。 

 先行研究で推定されていた地下構造モデルと、本研究による MT 法 3D インバージョンで求めた

比抵抗構造のモデルは概ね一致している。また、この地域に存在するとされる主要な断層を境に

地盤が異なることも、比抵抗構造から検証することができた。 

 また、MT 探査の結果を踏まえ、地表に温泉が湧出している２つの低比抵抗領域(C1,C2)に著者

らは注目した。C1 領域は現在も地熱発電が行われている Fang 温泉のすぐ側に位置しているが、

比抵抗構造モデルによれば、低比抵抗域が 100m 程の深さまでしかなく、開発できる深さに限度が

あると解釈された。一方、C2 領域は、C1 領域の南 1km に位置し、地下 500m 程まで低比抵抗を

示している。C2 領域の低比抵抗が、上昇してくる温泉水をせき止めている粘土層によるものか、地

盤の間隙に含まれる温泉水によるものかは断定できていない。しかし、いずれの解釈においても、

C2 領域に地熱井をそれぞれの解釈に見合った深度まで掘削することで、この地域のさらなる地熱

開発が見込めると、筆者は結論づけている。 
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発表者 

 中垣達也 

タイトル 

 Parallel Implementation of Dispersive Tsunami Wave Modeling with a Nesting Algorithm for the 

2011 Tohoku Tsunami 

著者 

 Toshitaka BABA, Narumi TAKAHASHI, Yoshiyuki KANEDA, Kazuto ANDO, Daisuke 

MATSUOKA, and Toshihiro KATO 

雑誌名 

 Pure and Applied Geophysics DOI 10.1007/s00024-015-1049-2 

要旨 

 近年の沖合における津波観測技術の発達により，2004 年のインド洋津波や 2011 年の東北沖地

震などで津波伝搬過程において分散現象が観測されるようになった．この現象は波長ごとに伝播

速度が変化することで発生する．これは Boussinesq モデルを用い，多くの計算リソースを用いること

で計算することが可能だ．そして並列計算を行う技術は急速に発展している． 

本研究ではこの分散現象の計算を並列化する手法の研究を行った． 

筆者らは MPI と OpenMP ライブラリを用いて並列計算プログラムを作成した．これは球面座標系に

おける非線形分散波を計算することができ，津波の浸水域を予測することにも用いることができる．

また，対象とした領域においてより高い空間解像度を得るために，有限差分法のグリッドに入れ子

構造を導入した． 

また，計算に用いた水深データのうち最も細かいものでは，仙台沿岸における孤立波の分散の計

算を行うために 2/9 秒角間隔の物を用いた， 

本研究ではこの分散を考慮したモデルとスーパーコンピューター『京』を用いて 2011 年の東北地

震津波を計算した．その結果，分散の有り無しに対して明確な違いが出ることが分かり沿岸で観測

された孤立波の分散を高解像度のグリッド上で再現することができた．また沖で観測された津波波

形に調和的な結果を得ることができ，建築物の 3 次元形状のデータと沖合での観測から得られた

波源特性を用いることで，陸上での津波の痕跡を満たす計算結果を得ることができた． 
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発表者 

 村上 亮 

タイトル 

 Segmented lateral dyke growth in a rifting event at Ba´rdarbunga volcanic system, Iceland  

著者  

 Freysteinn Sigmundsson et al.  

雑誌 

 NATURE，VOL 517，191-195，8 JANUARY 2015  

要旨 

 発散型プレート境界は，多くの場合，垂直に貫入した溶岩ダイクによって構成されている．ダイク

の長さは時として数 10 ㎞に達する場合もある．既往研究は，給源からの水平移動の場合と深部か

らの垂直供給の場合の両方で，ダイク長の増大とともに，拡張速度が減少することを明らかにして

いる．一方．ダイク伸長における地形の影響については，詳細が不明である．  

 この論文において，筆者らは，2014 年のアイスランド Ba´rdarbunga 火山噴火時に取得されたデ

ータを用い，速度の増減を繰り返しながら形成された 45 ㎞の水平ダイクの進展方向が，地形の影

響を受けていたことを示した．  

 主として活動開始後の 14 日間に進行したダイク形成の時間推移や，その幾何学的形状および

位置関係を明らかにするために彼らが用いたデータは，地震観測，GPS 観測,IｎSAR 解析，氷河

の陥没地形の形成情報である．  

 これらのデータを用い，著者らは，全体のダイクは，幾つかのセグメントで構成され，方向を変え，

折れ曲がりながら形成されたことを明らかにした．ダイクの進展速度は，急加速と停止を繰り返して

いた．著者らは，それぞれのセグメントの終端には，障壁が存在し，それを突破するための圧力の

蓄積に一定の時間が必要であり，突破直後は，進展速度が一時的に大きな値をとったと，説明し

ている．  

 さらに，彼らは，ダイクセグメントは，最初は，Ba´rdarbunga カルデラを始点とし，地域の応力状態

と矛盾しない方向に進展したが，その後の後の複雑な方向の変化は，地形に起因する重力ポテン

シャルとダイク形成による弾性ポテンシャルのトレードオフを考慮するモデルを考えることによって，

合理的に説明できると主張している．  

 本論文の解析結果によれば，ダイクの進展において，ダイク開口と地震活動は，セグメントの各

時点の終端に集中し，Ba´rdarbunga カルデラの緩やかな沈降や，時折観測されたマグニチュード

5 程度の地震の発生と時間的には同期している．  

一連の過程の最終段階として，ダイク全体の終端で始まった割れ目噴火の開始によって，ダイクの

伸張は停止した．ダイクの水平方向への進展は，セグメント終端に存在する構造的障壁により一時

的には停止するが，それ突破するための圧力蓄積のメカニズムによって，さらに次のセグメントが

形成され，最終的には，火山直下の供給源から水平に遠く離れた場所へマグマが水平移動し，新

たな地殻を形成するという発散境界特有の地殻形成機構を著者らは提案している．  
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l 2016 年度第 18 回雑誌会 

日時：12 月 5 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者 

 佐藤 彰紀 

タイトル 

 Analysis of James Ross Island volcanic complex and sedimentary basin based on high-resolution 

aeromagnetic data 

著者 

 M.E. Ghidella, O.M. Zambrano, F. Ferraccioli, J.M. Lirio, A.F. Zakrajsek, J. Ferris, T.A. Jordan  

雑誌 

 Tectonophysics 585 (2013) 90–101 

要旨 

 南極半島の北東端付近にある James Ross Island(JRI)では少なくとも 50 回以上の噴火の痕跡が

溶岩デルタやタフコーンの形で存在する.今回,JRI における新生代の火山活動を理解するため，

JRI 及びその周辺地域で空中磁気探査が行われた．JRI に南北方向のフリンジ状の磁気異常を横

切る東西方向の測線上で測定値に合う 2D フォワードモデルを提案した.磁気異常図と磁化構造モ

デルから以下の結論を導き出した． 

 JRI 北西部にある Dreadnought Belt 南東では火成岩に対応する高磁化域が支配的であった．JRI

北部に位置する Vega Island 西の沖合における磁気異常は海底での火山活動を示していると考え

られる．Haddington 成層火山下には地表面から少なくとも３km までの深さのダイク群があると考え

られ，Haddington の周囲も地表面から少なくとも２km の深さのダイク群が存在すると２D モデルか

ら推定した．JRI 上の二つの弧状の磁気異常は新生代の火口列を反映していると考えられ，この配

列は横ずれ断層に支配されていたと考えられる．磁気異常図では，JRI とその諸島周辺は長周期

の滑らかな磁気が見られる．これは Weddell Sea の厚い堆積岩の低い磁化を反映していると考えら

れる． 
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発表者 

 早川 美土里 

タイトル 

 3-D joint inversion of the magnetotelluric phase tensor and vertical magnetic transfer functions 

著者 

 Kristina Tietze, Oliver Ritter and Gary D. Egbert 

雑誌 

 Geophysical Journal International (2015) 203, 1128-1148 

要旨 

 近年のコンピュータ技術の進歩に伴い、３D インバージョンが実行可能になってきており、今や

Magnetotelluric(MT)データの解釈に広く利用されている。３D インバージョンにおける障害は、地

表付近の小さな不均質構造によって起こる”Galvanic distortion”であるが、これまであまり注意され

てこなかった。これが適切に考慮されないと、３D インバージョンへの影響はとても大きく、誤ったモ

デルが得られ、誤った解釈に繋がってしまう。 

我々はこの問題に取り組むため、Galvanic distortion の影響を受けない Phase tensor(PT)を組み込

んで、3 次元インバージョンコード ModEM を実行した。インバージョンの際に、PT からの情報を伝

導度の値に変換する枠組みである、アプリオリなモデルの伝導度構造に特に気をつける必要があ

る。シンセティックなデータから、アプリオリなモデルが地域の比抵抗の平均に対して妥当なもので

あれば、PT インバージョンは galvanic distortion が存在する局所的な伝導度構造を補う、という結

果を得た。また、PT と VTF（垂直磁場の伝達関数）のジョイントインバージョンでは、比抵抗の絶対

値を補い、PT インバージョンに比べ前回のモデルに依存しないことが示された。 

筆者たちは、カリフォルニアの San Andreas 断層中央における 250 点の MT データに対しても実行

した。その結果、PT インバージョンによる局所的な構造が、これまでに得られていたインピーダンス

インバージョン(従来のインバージョン)の結果と矛盾しておらず、distortion を受けている測点の周

辺の構造については、PT インバージョンの結果の方がより滑らかな(均質的な)伝導度構造を示す

ことがわかった。 
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発表者 

 山中 悠資 

タイトル 

 Investigation of Hydrodynamic Parameters and the Effects of Breakwaters During the 2011 Great 

East Japan Tsunami in Kamaishi Bay 

著者 

 Ceren Ozer Sozdinler, Ahmet Cevdet Yalciner, Andrey Zaytsev, Anawat Suppasri, and Fumihiko 

Imamura 

雑誌 

 Pure and Applied Geophysics, Vol.172, No.12, 3473-3491, 2015 

要旨 

 2011 年に発生した東北津波は東日本沿岸域を中心に壊滅的な被害を与えた．沿岸域の被害を

拡大させた要因は様々であるが，その中でも遡上域における氾濫流が沿岸被害を拡大させたこと

がビデオ画像などで確認されている．本研究では岩手県釜石湾を対象に 2011 年東北津波の氾濫

計算を行い，釜石湾の湾口防波堤が津波及びその氾濫流の水理特性に及ぼす影響について分

析することを研究の目的とする． 

計算には NAMI DANCE モデルを用い，初期津波波源には東北大モデル ver.1.1 を適用した．ま

た釜石湾内に防波堤が存在する場合，存在しない場合，半壊した防波堤が存在する場合を想定

した 3 ケースの条件下において氾濫計算を実施し，津波及びその氾濫流の水理特性を分析した． 

数値計算では，防波堤が存在する場合では第一波目の津波来襲時にその前面及び後面に有意

な水位差が生じた．これによる圧力差が堤体の破壊に寄与したと考えられる．次に，防波堤が存在

する場合ではそれが存在しない場合よりも遡上域における浸水高は小さくなる傾向があり，防波堤

により浸水高が抑制されることがわかった．一方で防波堤が存在する場合ではその開口部に流れ

が集中し，遡上域における流速及びフルード数は防波堤が存在しない場合よりも局所的に増大す

ることがわかった． 
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l 2016 年度第 19 回雑誌会 

日時：12 月 19 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者  

 近藤弦 

タイトル 

 Array analysis of the seismic wavefield of long-period events and volcanic tremor at Arenal volcano, 

Costa Rica 

著者 

 Javier Almendros, Rafael Abella, Mauricio M. Mora, and Philippe Lesage 

雑誌名 

 J. Geophys. Res. Solid Earth, 119, 5536–5559 (2014) 

要旨 

 コスタリカの北西に位置するアレナル火山は、1968 年のマグマ噴火以降、噴火活動を繰り返した。

2010 年〜現在、噴火活動は起きていないが、僅かな火山ガスの放出が見られる。アレナル火山の

火山性地震 (火山性微動(発作的微動(spasmodic tremor)、ハーモニック微動)、LP イベント(長周

期地震)、爆発地震など)については、多くの研究が行われ、何種類かのソースモデルが提唱され

ている(ハーモニック微動は、[Lesage et al.,2006]による火道の共鳴モデル、LP イベントと火山性微

動は、Valade et al.[2012]によるクラックモデルなど)。しかしながら、震源メカニズムについて十分な

理解が得られたわけではない。本論文では、LP イベント(長周期地震)、火山性微動を二つのアレ

ー処理技術である zero-lag cross-correlation (ZLCC) technique と multiple signal classification 

(MUSIC) algorithm を用いて解析し、新たなソースモデルを構築した。 

 本研究で記録された地震波はハーモニック微動が支配的であるが、発作的微動と LP イベントも

含まれている。これらの地震波形を ZLCC 法と MUSIC 法の二つの手法を用いて解析した。地震

波の到来方向は、どちらの手法もほぼ同一の結果が得られたが、見かけのスローネスについては、

手法の違いに起因するわずかな不一致を示した。 

 LP イベントは、安定した到来方向を持つが、見かけのスローネスには変動がみられ、その違いか

ら異なる三つの段階に区分することができる。それらは P 波と後続する表面波の到来を示している。

一方、ハーモニック微動の到来方向は概して火山の方向を指すが、ばらつきは大きく、震源の位

置が大きく変化したことを示す。ハーモニック微動は、パーティクルモーションの複雑さ、見かけの

スローネスの大きさから表面波と考えられる。さらに、ハーモニック微動の発生が同時に起こってい

るという証拠も記録された（スペクトログラムの独立、MUSIC 法での複数解の存在など）。ハーモニ

ック微動は見かけのスローネスや到来方向の安定性の違いから、LP イベントとは異なる震源を持

つことが考えられる。 

 筆者は、以上の結果と Valade et al.[2012]によって提唱されたソースモデルに改良を加え、新た

なソースモデルを構築した。Valade et al.[2012]によれば、LP イベントは、キャップの強度を直下の
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ガスが超えたときに生じるガスの急激な解放によるもので、ハーモニック微動はガスが割れ目を連

続的に通ることで発生するパルスによるものだと解釈している。震源はどちらも同じで、メカニズム

の時間的変化で LP イベントと微動の違いを説明している。しかし、本研究では、LP イベントとハー

モニック微動の震源は異なるということがわかった。つまり、LP イベントは、火口下数百メートルの安

定した場所で、急激なガスの開放により発生し、ハーモニック微動は、非常に浅い領域で小規模な

クラックをガスが連続的に流れることで発生したと考えられる。このモデルは、LP イベントの震源が

火山性微動の震源よりも僅かに深いというモーメントテンソルインバージョンの結果[Davi et 

al.,2010,2012]とも調和的である。 
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要旨 

 デセプション島はブランスフィールド背弧盆地の南西部に位置し、活発な火山である。過去 20 年

間にスペイン海軍王立天文台がこの地域で海上磁気探査を実施した。さらにデセプション島の北

半分で高度 800m の無人航空機による空中磁気探査を実施している。本論文では最近のデセプ

ション島の火山活動を理解するために、それらの異なった期間の磁気データを比較し、時間変化

を調べた。デセプション島の内湾（1987/1988、1999、2008）とその外側（1989－90、1999、2002、

2008）で磁気探査が実施されており、1987 年から 1999 年に大きな変化が見られ、これは最近

（1992 年と 1999 年）の地震活動と関係していることが指摘された。また 1999 年から 2008 年には地

震活動においては大きな変化ははなかったが、磁気データでは火山活動が静穏に進行しているこ

とを示す変化が見られている。これらの結果とフォワードモデリングを行なうことで、デセプション島

東部沿岸地域と南東部沖合い地域で無磁化体（マグマ貫入）の存在が示唆され、それらの進展過

程が明らかになった。 
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要旨 

 氷河で覆われた火山では火山活動により発生する地震だけでなく, 氷河の流動(底面スリップ, 

崩落, 破砕等) により発生する地震が観測されている. 本論文の目的は, アイスランドのカトラ火

山の南側山腹で 2011 年 7 月から約 3 年半の間継続して観測された群発地震が氷河の流動により

発生するのか, または火山内部での火山活動により発生するのかを識別することである. 

 本研究対象のイベントは, 低周波領域が卓越しており P 波や S 波の位相が不明瞭であるため, 

McNutt (2005) の分類での long-period (LP) 地震と考えられた. また, このイベントは長期間類似

した波形をもち, 発生頻度が季節により変化し夏に高く冬に低くなることが観測された. 一方, 氷

河の流動により発生する地震もまた低周波領域の波が卓越すること (Thelen et al., (2013) 他) や, 

温暖な時期に発生頻度の増加することが報告されている (Moore et al., (2013) 他). そこで著者ら

は地震の詳細な情報を得るために, 最小二乗法を用いた震源位置の再決定や, 震源に近い観測

点のデータに対して波形相互相関を用いて微小地震の検出を行い地震カタログの再構成を行っ

た. その結果, アイスランド気象観測所が推定した震源分布より狭い領域で発生していること

や,	M31.0 以下の地震が卓越していることなどが確認できた. 

 著者らは, 対象イベントが氷河の流動により発生する地震の一般的な特徴 (振幅や波形の変化, 

発生頻度と降水量の高い相関性) と異なることから, マグマや熱水の活動が関係する火山性地震

であると考えた. そして, 震源位置・地震の規模・季節による発生頻度の周期性などから, 火山内

部に存在する浅部クラックで熱水が状態変化することにより LP 地震が発生している (Matoza and 

Chouet, 2010) と推測した.  

 

 

 

 


