
 1 

l 2017 年度第 1 回雑誌会 

日時：4 月 17 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者: 成田翔平 

Title: 

 Thermomechanics of shallow magma chamber pressurization: Implications for the assessment of 

ground deformation data at active volcanoes 

Authors: P.M. Gregg, S.L. de Silva, E.B. Grosfils 

Journal: Earth and Planetary Science Letters, 2013, vol 384 

 

 火山で観測される膨張性の地殻変動は、火山体内部にマグマやガス、熱水などが蓄積すること

で発生すると考えられている。これらの地殻変動力源をモデル化する際には、実用上、半無限弾

性体中に任意形状の空洞を仮定し、この空洞の壁面に一定の圧力変化を加えることで地表変位

を再現し、最適解を探索することが多い。しかし、その仮定の特性ゆえに、力源の最適解であって

も、その圧力変化量（過剰圧）は非現実的な値を示すことがほとんどである（>100MPa）。マグマ溜

まりの過剰圧は、ダイク貫入や噴火の切迫性、噴火様式分岐などの判断材料になるため、火山学

的に重要な情報である。 

 この論文の著者らは、マグマ溜まりの過剰圧とその時間発展をより正確に推定することを目的とし

て、粘弾性体を仮定した地殻変動モデルを構築した。計算モデルは、対象領域を粘性率・剛性率

が温度依存する粘弾性体で近似し、その内部にマグマ溜まりを模した空洞を配置することで構築

した。この際、空洞壁面に与える境界条件としては、従来の過剰圧 =一定の条件ではなく、膨張と

ともに過剰圧が減少するという条件を適用している。著者らはこのモデルを用いて、短時間の過剰

圧を与えて地殻変動を発生させた後の、空洞の体積変化量および過剰圧の緩和過程を追跡した。

その結果、空洞壁面の過剰圧は、従来の弾性体モデルから算出される値の 1/3 程度まで減少し、

より現実的な値を示した。また、過剰圧を支配するパラメータとしては、空洞サイズが最も有力であ

った。 

ただし、より詳細な圧力変動の履歴を得るためには、マグマ溜まり内部の mush-melt-bubble の三相

構造や、マグマ溜まり内の圧力変動と揮発性成分の相互作用をモデルに組み込む必要がある。 
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発表者 

近藤弦 

タイトル 

 Tracking dynamics of magma migration in open-conduit systems 

著者 

 Sébastien Valade, Giorgio Lacanna, Diego Coppola, Marco Laiolo, Marco Pistolesi, Dario Delle 

Donne, Riccardo Genco, Emanuele Marchetti, Giacomo Ulivieri, Carmine Allocca, Corrado Cigolini, 

Takeshi Nishimura, Pasquale Poggi, Maurizio Ripepe 

雑誌名 

 Bull Volcanol (2016) 78: 78 DOI 10.1007/s00445-016-1072-x 

要旨 

 イタリアのストロンボリ火山は、灼熱したスコリアを間欠的に噴出する開放系の火山である。このた

め、山体膨張の観測から、新たなマグマの貫入を察知するのは難しい。本論文では、微動振幅、

傾斜変動量、空振圧力、火口の熱映像、VLP 地震の相対深さの変化といった様々な地球物理学

的パラメーターを統合することによって、浅部供給系におけるマグマの動き(マグマの注入、流出過

程)を追跡することができるのかを検証した。 

 2014 年 8 月 7 日、ストロンボリ火山の北西部の山腹(Sciara del Fuoco)から溶岩が流出した。この

噴火の四ヶ月前から微動振幅、傾斜変動量、空振圧力の増加等が見られ、それらは溶岩流出開

始時に最大となった。溶岩流出後、それらのパラメーターは減少し、VLP 地震の震源も深くなった。

以上のデータと、Ripepe et al.[2015]の溶岩流出モデル(火口直下に溜まっていたマグマが重力に

より流出するというモデル)を元に、2014 年の溶岩流出について議論する。 

 通常ストロンボリ火山では、火道に存在するマグマのわずか 10%程度しか火口から噴出しておら

ず、浅部は安定状態にある。しかし、2014 年の溶岩流出のように、溶岩流出に先立って深部から

大量のマグマが注入されると、火口での噴出活動が活発になり、微動振幅、傾斜変動量、空振圧

力等に増加が見られるようになる。こうして浅部に溜まった過剰なマグマは、山腹に新たな火口を

作ることで排出し、これに伴いマグマヘッドが下がる。これは、微動振幅、傾斜変動、空振圧等が減

少し、VLP 地震の震源も深くなるという観測事実と合致する。 

 この一連の溶岩流出のイメージは、筆者らが観測で得た地球物理学的パラメーターの時間変化

を上手く説明しており、これらのパラメーターをモニタリングすることは、溶岩流出を予測する上で重

要である。ストロンボリ火山における溶岩流出は、山腹の地すべりだけでなく、津波の発生

や”paroxysm”と呼ばれる爆発的噴火も誘発もするので、防災の観点からも極めて重要である。 
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l 2017 年度第 2 回雑誌会 

日時：5 月 15 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者 勝俣啓 

論文名 Han et al., Evaluation of ULF seismo-magnetic phenomena in Kakioka, Japan by using 

Molchan’s error diagram, Geophysical Journal International, 208, 482-490, 2017. 

要旨 

これまで行われた研究によって，柿岡で観測された ULF 帯の地磁気と地震活動に相関があるこ

とが示された．本論文では，Molchan が考案した誤差評価図 (Molchan’s error diagram) を用いて，

この電磁気現象が地震の前兆として有意かとうかを統計学的に評価する．具体的には，ある警報

レベルを設定し，そのレベルを越えてから警報を出すまでの時間 (leading time) を Δ，警報の継

続時間を L とすると，予測情報を左右するパラメータは Δ と L である．Molchan の誤差評価図は，

警報分率と的中率の関係をグラフ化したものである．警報分率は警報を出した時間の全期間に対

する割合である．例えば，警報を全期間出しっ放しの場合は警報分率 1.0，警報を全く出さなかっ

たら警報分率 0.0 である．警報分率は，Δ と L を変えることにより変化する．また，的中率は Es がし

きい値を越えた日が警報期間内に入った割合である．Es は柿岡から震源距離 100km 以内で発生

した地震の１日分の積算エネルギー密度である．その結果，Δが約1 週間，Lが4 日以下，または，

Δ が 13-14 日，L が１週間以下の場合，ランダムに予測した場合よりも有意に的中率が高くなった．

本論文のような経験的地震予測法を統計的に評価する際には，Molchan の誤差評価図は最低限

必要な図であろう． 
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発表者 仲辻 周次郎 

タイトル Source characterization for an explosion during the 2009 eruption of Redoubt Volcano from 

very-long-period seismic waves 

著者 Matthew M. Haney, Bernard A. Chouet, Philips B. Dawson, John A. Power 

雑誌 Journal of Volcanology and Geothermal Research 259(2013) 77-88 

要旨 

 火山活動に伴い, 0.01Hz-0.5Hz の周波数をもつ長周期地震 (VLP) が観測されることがある. 

VLP は短周期の地震に比べて伝搬経路の影響を受けにくいため (Cesca et al. 2008), VLP の解析

は震源過程の推定に重要であると考えられる (Chouet, 2009). アラスカのクック湾西側に位置する

リダウト山において, 2009 年 3 月 22 日に発生した噴火に伴い VLP が観測された. 本研究では, 発

生した VLP にモーメントテンソルインバージョンを適用して, 最適な発震機構モデル及び震源位

置を求めた.  

 AIC 基準では, シングルフォース項とモーメントテンソル項によるモデルが最小の値を示したが, 

震源時間関数の振幅が過大であることや, 推定された震源位置が疑わしいことから, モーメントテ

ンソル項のみによるモデルが最適であると考えた. 推定されたモデルと解析から得られたモーメン

トテンソルの各成分の値に基づき, VLP の震源はシル状であり, 19,000 m3 の体積変化と, 7 MPa 

の圧力変化が生じたと推測した. また, モーメントテンソルの震源時間関数には周期性を持つ上

下動の振幅が見られた. マグマに溶解していた揮発性成分の脱ガスにより, 発震源が収縮と膨張

を繰り返していることが原因であると断定した (Nishimura , 2004; Chouet et al., 2009). これらの結

果から, 著者らはリダウト山内部のマグマ供給システムに関して, 新しい見解を示した. 
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発表者 

井上真優 

タイトル 

Assessment of GNSS-based height data of multiple ships for measuring and forecasting great 

tsunamis 

著者 

 Daisuke Inazu, Takuji Waseda, Toshiyuki Hibiya, Yusaku Ohta 

雑誌 

 Inazu et al. Geosci.Lett. (2016)3:25  DOI 10.1186/s40562-016-0059-y 

要旨 

Mw8.5 以上の地震は地震発生後数十分で津波が沿岸に到達し，甚大な被害をもたらす可能性

がある．沿岸での被害を軽減させるため，実用的な津波警報・予測システムの開発が必要となって

きている．そこで筆者たちは航行中の船に注目し，船の測位情報を用いて津波の即時予測を試み

た．船の測位は連続的に記録されており，海面の変動をリアルタイムで知ることができ，津波波形

の時空間分布の捕捉および沿岸域における津波高の推定をするのに役立つのではないかと考え

られる． 

本論文では，船の測位情報が津波の予測に活用できるかどうかを検証した．まず，船の位置情

報の推定精度を分析した．精密単独測位法を用いたとき，沖合で 10 ㎝以上の津波であれば検知

することが可能であった．巨大津波が発生する地域の一例として南海トラフを取り上げ，推定精度

を踏まえると Mw8.5 以上の地震津波であれば検知できるため，Mw8.7 相当の地震津波を南海トラ

フ域で仮定した．結果として，船の測位情報を使った津波予測は良い結果が得られた．この結果

は，海底圧力計や GPS ブイ観測を用いたときの津波予測よりも精度良く推定することができた．津

波観測所を多く持たない沿岸国・都市は，この方法を用いることによって津波予測をすることができ

る可能性がある． 
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l 2017 年度第 3 回雑誌会 

日時：5 月 29 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

2017 年度前期雑誌会 中垣達也 

Synthesizing ocean bottom pressure records including seismic wave and tsunami contributions: 

Toward realistic tests of monitoring systems 

Journal of Geophysical Research: Solid Earth 

Tatsuhiko Saito and Hiroaki Tsushima 

DOI: 10.1002/2016JB013195 

 

本研究では地震によって津波が発生する過程における海底圧力計記録を計算する手法を提唱し

た．まず地震断層運動モデルを用いて線形地震波形を計算し，次に計算された地震波形を用い

ることで求まった海底海底面の動きから非線形津波計算を行う．これらの計算結果から地震と津波

両方の影響を含んだ海底圧力計での圧力変化の計算をおこなった．また理論的考察から，海底

面変動の際の加速度から生じる動的圧力変化が顕著に表れるのは，海の深さが４０００m の場合で

発生から９０秒までであることがわかった． 

この手法を用いて津波モニタリングシステムの性能評価を行った．結果，震源域内部では海底面

の永久変位と動圧変化が静水圧近似できる条件を損なってしまうために静水力学近似に基づい

た方法では発生から十分な時間がたっていない時点での海面の変動を測定することは不可能で

あることがわかった．tFISH の津波波源推定の評価を行った．結果として，たとえ計算アルゴリズム

で考慮されていない大きな動的圧力変化がデータに含まれていたとしても，地震発生から５分のデ

ータでは沿岸で十分な予測性能が得られることがわかった． 

他の主な津波観測システムの評価は地震波形の影響を無視しており，本研究で使用した地震波と

津波の影響をどちらも含んだ計算方法を用いることにより，実際に即した津波観測システムの能力

を評価することができる． 
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発表者：小野夏生 

タイトル：Combined use of repeated active shots and ambient noise to detect temporal changes in 

seismic velocity: application to Sakurajima volcano, Japan 

著者：Takashi Hirose, Hisashi Nakahara, Takeshi Nishimura 

雑誌名：Earth, Planets and Space , 69 , 42 , 2017 

doi: 10.1186/s40623-017-0613-7 

 

要旨： 

 巨大地震や火山活動に伴い地震波速度がわずかに変化することが知られている．このような地

震波速度の時間変化を捉える手法として，自然地震や人工地震の類似した波形の位相に注目す

るコーダ波干渉法と，2 観測点における背景雑微動の相互相関関数に着目する地震波干渉法が

多く用いられている． 

 筆者らはこれらの２つの手法を用いることで，2011 年から 2014 年における桜島火山での地震波

速度変化の検出を行った．コーダ波干渉法では繰り返し人工地震探査の地震波形を用い，地震

波干渉法では背景雑微動の上下成分のみを用いた． 

 コーダ波干渉法による解析では，桜島北東部において 2011 年から 2013 年にかけて地震波速度

が増加し，その後 2013 年から 2014 年には減少したことが明らかになった．変化率の絶対値は最

大 2-4Hz で 0.47±0.006%,4-8Hz で 0.24±0.03%,8-16Hz で 0.15±0.03%であった．また地震波干渉

法を用いた解析では，変化率の最大振幅は 1-2Hz で±0.3%,2-4Hz で±0.4%,4-8Hz で±0.2%であり，

これらの 2 つの手法による速度変化の傾向は調和的であった． 

 2 手法により得られた地震波速度変化は，面ひずみと非常に調和的であったが，地震波速度が

年周変化している原因を突き止めることはできなかった． 

 筆者らは以上の結果から，コーダ波干渉法と地震波干渉法を組み合わせて地震波速度変化を

検出することは，正確かつリアルタイムに速度変化を計測するのに効率的であり，また火山活動の

モニタリング手法として優れていると指摘している． 
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発表者 椎名高裕 

 

【論文紹介】 

Title: Northern California Seismic Attenuation: 3D Qp and Qs Model 

Author: Donna Eberhard-Phillips 

Journal: Bulletin of the Seismological Society of America 

doi:10.1785/0120160060 

 

【Abstract】 

地震波減衰は，流体やメルトの存在，高温物質の存在により大きくなることが知られており，しばし

ば，地震波速度とは異なる感度を持つ．また，精度の高い強振動予測を行うためには，地表付近

の正確な減衰構造を知る必要がある． 

本研究ではアメリカ西海岸カリフォルニア南部において P 波減衰（𝑸𝒑）および S 波減衰（𝑸𝒔）構造

の推定を試みる．同領域では，サンアンドレアス断層周辺部などで活発な地震活動が観測されて

おり，また，稠密地震観測網が展開されている．このため，詳細な減衰構造の推定が可能となる．

解析では，2 段階の手順を以て地震波減衰構造の推定を行う．まず，はじめに観測波形記録から

波線に沿った減衰（𝒕∗ ≈ 𝒕 𝑸⁄ ，𝒕は走時）を推定する．なお，𝑸𝒑は P 波到達から 2.5 秒間の波形を，

𝑸𝒔は理論 S 波走時の 2.0 秒前から 16.0 秒後の波形を用いてそれぞれ計算した．本解析では，近

接する 2 観測点または 2 震源における𝒕∗の差を用いることで，観測点および震源域近傍における

空間解像度と精度の向上を図る．ついで，得られた𝒕∗に対して減衰トモグラフィ法[Rietbrock, 2001; 

Eberhart-Phillips and Chadwick, 2002]を適用し，3 次元の𝑸𝒑および𝑸𝒔構造を指定した． 

解析により得られた地震波減衰のイメージは，沈み込む海洋リソスフェア（低減衰・高𝑸）や火山弧

下の高減衰（低𝑸）域などの存在を示す．また，地形や地質学的特徴に対応した減衰分布が地殻

浅部域で確認された．加えて，サンアンドレアス断層周辺部では上部地殻，下部地殻ともに減衰

が大きくなる．これは，上部地殻では脆性的な破壊，下部地殻では塑性的な変形がそれぞれ進展

し，それにより生じた割れ目や流体の充填などに対応すると推測される． 
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l 2017 年度第 4 回雑誌会 

日時：6 月 5 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： 

An investigation into the remote triggering of the Oita earthquake by the 2016 Mw 7.0 Kumamoto 

earthquake using full wavefield simulation 

著者：Masatoshi Miyazawa 

雑誌名：Earth, Planets and Space (2016) 68:205 DOI 10.1186/s40623-016-0585-z 

要旨： 

 大きな地震が発生すると、同一断層面内で余震が発生するだけでなく、別の断層で地震が誘発

されることがある。このような誘発地震の発生過程は、断層がずれることで地下の応力状態が変化

する静的応力変化と、地震波が通過することで地下の応力状態が変化する動的応力変化の 2 つ

の原因が考えられている。2016 年 4 月 16 日に発生した熊本地震では、本震の地震波の通過によ

って震源の北東 80km という比較的遠い地点でマグニチュード約 5.9 の大きな誘発地震が発生し

た。通常、遠地で誘発される地震のマグニチュードは小さいので、今回の誘発地震は規模の大き

い地震の誘発過程についての理解を深める意義がある。 

本論文では、誘発地震の断層のパラメータを求めた後に、表面波と実体波を考慮した波動伝播

のシミュレーションによって熊本地震の地震波の通過中の応力の変化を推定した。この手法の利

点は、近地・遠地両方の応力の時間変化を同時に考慮できること、三次元不均質構造を考慮した

応力テンソルを直接計算で得られることである。この結果、地震波の通過によるクーロン応力変化

量は 750kPa と求められた。この値は静的応力変化のオーダーを一桁上回っており動的応力変化

が地震の誘発において重要な役割を果たした可能性が高い。議論として、誘発地震の余震が 1 か

月以内に静穏化したことから、誘発地震が起きた際の地下の応力状態は破壊に近い状態だった

のではなく、地震波の通過による応力変化が十分大きかったことが誘発地震の発生につながった

可能性を指摘している。 
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発表者：不破智志 

Title: The signature of depth-dependent viscosity structure in post-seismic deformation 

Authors: T. Yamasaki and G.A. Houseman 

Journal: Geophysical Journal International, (2012) 190, 769-784 

doi: 10.1111/j.1365-246X.2012.05534.x 

 

要旨 

一般的に M７以上の地震の後には, 余効変動と呼ばれる地殻変動が発生することが知られてい

る. 余効変動は余効すべりや粘弾性緩和, 間隙弾性反発などの要因により発生した地殻変動の

足し合わせであると考えられている. 各要因のうち, 粘弾性緩和による変動成分を正確に評価する

ためには地下構造の推定が必要である. 弾性層の下に一様な粘性を持ったマクスウェル粘弾性

体を仮定した地下構造(constant uniform viscosity [UNV] )を想定した場合, 実際に観測される余

効変動と比較すると緩和時間のタイムスケールが大きく異なることが知られている. 先行研究では

その差を説明する為に様々な地下構造を仮定した場合のモデルが提唱されており, 粘弾性緩和

を正確に説明するには空間的に変化する粘性構造をモデルに組み込むことが必要と考えられるよ

うになってきている . そこで本研究では深さにより指数関数的に減少する粘性構造  (depth-

dependent viscosity [DDV] ) を仮定し, 三次元有限要素法を用いて横ずれ断層発生に伴う粘弾

性緩和をモデリングして, 深さによって異なる粘性を持った地殻が粘弾性緩和に与える影響を評

価した. その結果, 任意の観測点における DDV モデルでの変位時系列は, 適当な UNV モデル

によって導かれる変位時系列によく合致する事が示され, その残差は断層と観測点間の距離, 

DDV モデルの深さ方向の粘性勾配および断層の形状に依存する事が示された. また, 任意の観

測点毎の DDV モデルでの変位時系列と UNV モデルの変位時系列の残差が最も小さくなるよう

に求められた UNV モデルの粘性率を ηuとして, これを見かけ上の粘性率とすると, 見かけ上の粘

性率 ηu は距離に伴って減少していることが示され, この減少する直線の傾きから深さ方向の粘性

勾配が求められることも示された. このことは余効変動のデータを解析することにより地殻の垂直方

向の粘性構造を推測し得るということを示している. 
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発表者 谷岡勇一郎 

タイトル Did a submarine landslide contribute to the 2010 Tohoku tsunami? 

雑誌 Marine Geology (2014) 

著者 David R. Tapoin et al. 

  

2011 年東北地方太平洋地震によって発生した津波については、すでに多くの研究によって断層

のすべり量分布によって説明できるとされている。しかし、下記の３点については将来の研究が期

待されるとされてきた。（１）沿岸での最大 40ｍの津波はモデルでは説明できていない。（２）GPS 津

波計や DRAT21418 で観測された短波長津波の到達時刻や分散性が再現できていない。（３）津

波から推定される破壊の中心が GCMT で推定された中心からと 60km 程度ずれている。本論文で

は地震のすべりによる海底変動に加えて海底地すべりによる津波の励起があったことを提唱する。

地すべりを提唱する場所では海底地形調査により地震前後で 10m 以上の海底地形変化があった

ことが確認されている。海底地すべりと地震による津波の両方を津波数値計算により再現したとこ

ろ、短周期波形を含めて記録が再現できることが分かった。本研究により、津波ハザードを見積も

る上で海底地すべりによる津波の重要性が確認された。 
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l 2017 年度第 5 回雑誌会 

日時：6 月 12 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者：岩田光義 

タイトル：Geological Analysis of Aeromagnetic Data from Southwestern Alaska: 

Implications for Exploration in the Area of the Pebble Porphyry Cu-Au-Mo Deposit 

著者：Eric D. Anderson, Murray W. Hitzman, Thomas Monecke, Paul A. Bedrosian, Anjana K. Shah, 

and Karen D. Kelley 

雑誌名：Economic Geology (2013), v. 108, pp. 421-436 

斑岩銅鉱床は比較的浅所に貫入した斑岩に関連した銅鉱床であり, プレートの沈み込みに伴う

火山弧に形成される. また, 斑岩銅鉱床の中心部では, 磁鉄鉱に富む場合, 高磁気異常として抽

出することができるため, 空中磁気探査が利用されることが多い.本論文では 1989 年に南西アラス

カで発見された, 後期白亜紀 Pebble 斑岩銅鉱床周辺地域の地質や鉱物資源についてより理解す

るために, 空中磁気探査データを用いた. そのデータによると, Pebble 鉱床は高磁気異常クラスタ

ー内に位置していることが示された. この高磁気異常クラスターは後期白亜紀の火山弧に形成さ

れたバソリスに関連したものと解釈される. また, Pebble 鉱床と同様に,斑岩銅が産出された Iliamna, 

Kiik, 及び Neacola 地区も,その高磁気異常クラスター内に含まれている. それらは北東トレンドの

Lake Clark 断層に沿って, 約 20km～60km の間隔で配列していることが示された. この配列は

Domeyko 断層に沿ったチリ北部の斑岩銅鉱床群が示すパターン・規模と類似しており, 南西アラ

スカにおける更なる後期白亜紀斑岩銅鉱床の発見を期待させる. 
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発表者：早川美土里 

タ イ ト ル ： Three-dimensional audio-frequency magnetotelluric imaging of Akebasitao granitic 

intrusions in Western Junggar, NW China  

著者：Bo Yang, Anqi Zhang, Sheng Zhang, Ying Liu, Shengye Zhang, Yongtao Li, Yixian Xu, Qinyan 

Wang  

雑誌名：Jounal of Applied Geophysics 135 (2016) 288-296  

要旨：  

3 次元的な地質構造やマグマ系を理解する上で，貫入岩の分布や繋がり方を物理探査によりイメ

ージすることは重要である．花崗岩の貫入メカニズムは応力場によって異なるため，貫入花崗岩の

3 次元イメージングにより，その形成起源を考える重要な手がかりを得ることができる．AMT 法は，

浅部地殻の地質構造を高い解像度で描写できる手段として，用いられてきた．本研究では，中国

北西に位置する阿克巴斯陶(Ake Basitao)貫入岩とその周辺の比抵抗構造を示すため，対象地域

を覆うような 410 点で実施した AMT 法によるデータを用いて，ModEM による 3 次元インバージ

ョンを行った．得られた結果では，Ake Basitao 貫入岩が，非対称なマッシュルームのような高抵抗

体として示された．このことから，Ake Basitao 貫入岩は，バルーニングが最もよく似た形成メカニズ

ムと考えられ，この構造が形成された時代の応力場は拡張場であったと考えられる．この結果は，

先行研究で報告されているような，テクトニックモデルと矛盾しない．Ake Basitao 貫入岩の周辺に

は，マグマ活動による熱変成を受けたと考えられる低抵抗領域が確認された．また，500m より深

い部分に，最も顕著な伝導体が 2 つ確認でき，これらはオフィオライトや蛇紋岩の露頭があること

から，それらの起源を示していると考えられる． 
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発表者 

西村裕一 

タイトル 

Unusual geologic evidence of coeval seismic shaking and tsunamis shows variability in earthquake 

size and recurrence in the area of the giant 1960 Chile earthquake 

著者 

M. Cisternas, E. Garrett, R. Wesson, T. Dura, L.L. Ely 

雑誌 

Marine Geology, 385, 101-113, 2017 

要旨 

この論文は，1960 年に Mw9.5 の地震を発生させたチリ南部を対象に，地質学的な痕跡から過去

1000 年ほどの巨大地震の履歴を再検討したものである．筆者らは，陸上の地滑りと津波の痕跡の

両者が記録されている露頭を発見し，海岸線に沿って詳しく記載した．この露頭は，標高約 40m の

古い台地の海側斜面下に発達した標高約 3m のテラスの海側斜面にある．海岸沿いに 500m 続く

露頭から，テラスが地滑りによる土砂層と津波により運ばれた海砂層が積み重なってできたことが

見て取れる．層間の有機質土壌からイベントの年代を決めると，地滑りと津波を伴う超巨大イベント

は 1960 年を含めて４回あり，他に地滑りを伴わず小規模な津波痕跡のみ残したイベントが数回あ

ったことがわかった．チリ南部における巨大地震，超巨大地震のサイズや発生間隔は，これまで考

えられていた以上にばらつきが大きいのかもしれない． 
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l 2017 年度第 6 回雑誌会 

日時：6 月 19 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者：宇野花蓮 

 

タイトル：A revised tsunami source model for the 1707 Hoei earthquake and simulation of tsunami 

inundation of Ryujin Lake, Kyushu, Japan 

 

著者：Takashi Furumura, Kentaro Imai, Takuto Maeda 

 

雑誌名：Journal of Geophysical Research, vol.116, B02308, 2011 

doi:10.1029/2010JB007918 

 

要旨： 

 南海トラフでの一連の繰り返し巨大断層地震の中で、1707 年宝永地震は最も被害が大きかった

と考えられる。本論文では、最近の多くの発見に基づいて、宝永地震の新しい震源破壊モデルを

示す。今までの震源破壊モデルでは、震源破壊域は駿河湾から四国の西端までとされていたが、

新しいモデルでは日向灘まで広がっている。この新しいモデルを用いた津波の数値シミュレーショ

ンは、四国の西から九州の太平洋岸で観測された非常に高い津波の分布をより一貫して説明して

いる。また大分県佐伯町の龍神池で宝永地震による津波堆積物が保存されていることに注目し、

龍神池における津波浸水シミュレーションを行い、新しい震源破壊モデルの有用性を検証した。龍

神池では宝永地震の他に、684 年天武地震、1361 年正平地震の際にも津波堆積物が確認されて

おり、これは一般的に言われている南海トラフ地震の繰り返し間隔である 100~150 年サイクルに加

えて、宝永地震のように東海・東南海・南海地震が連動して震源破壊域が拡大する 300~500 年の

超巨大地震サイクルが存在することを示す。 
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発表者：田中良 

タイトル：Effects of hydrothermal unrest on stress and deformation: insights from numerical modeling 

and application to Vulcano Island (Italy) 

著者：Gilda Currenti, Rosalba Napoli, Armando Coco, Emanuela Privitera 

雑誌：Bull Volcanol (2017) 79:28 DOI : 10.1007/s00445-017-1110-3 

要旨 

 著者らは，Vulcano 島の火山浅部熱水系の活動に伴う地盤変動及び山体斜面の安定性の変化

を検討することを目的とし，数値計算を行った．浅部熱水系の活動に伴う地盤変動を計算した先行

研究は Todesco et al. (2010)，Fournier and Chardot (2012)，Coco et al. (2016)などがあるが，いずれ

も地形を考慮しない平坦な計算領域で行われている．本研究では，地形を考慮した地盤変動計算

が行われており，山体斜面の安定性の検討を可能にしている． 

 はじめに，熱水流動数値計算によって，深部から火山浅部熱水系に供給される熱水の供給率が

増加した場合の温度・間隙圧変化の分布を明らかにした．このとき，いくつかの浸透率構造を用い

ることで，浸透率構造による影響を検討している．次に，計算された温度・間隙圧変化の分布を用

いて，有限要素法により地表変位と山体斜面の安定性を計算した．その結果，浸透率構造の違い

によって，深部からの熱水供給率増加による地盤変動の振幅，時間スケールが大きく変化すること

が明らかになった．本研究では，Vulcano 島の観測値とモデル計算値を厳密に比較してはいない

が，高浸透率層と低浸透率層を交互に設定した層構造と火口直下の高浸透率火道を合わせ持つ

ような浸透率構造により，地盤変動の大まかな分布は表現された．また，Vulcano 島の地形および

本研究で設定した深部からの熱水供給率や温度，成分（H2O と CO2）では，深部からの熱水供給

率増加による温度・間隙圧変化は斜面の安定性にほとんど影響を与えず，斜面の安定性は主に

重力によって支配されていることが明らかになった．  

 

 

 

  



 17 

l 2017 年度第 7 回雑誌会 

日時：6 月 26 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者：宇野花蓮 

 

タイトル：A revised tsunami source model for the 1707 Hoei earthquake and simulation of tsunami 

inundation of Ryujin Lake, Kyushu, Japan 

 

著者：Takashi Furumura, Kentaro Imai, Takuto Maeda 

 

雑誌名：Journal of Geophysical Research, vol.116, B02308, 2011 

doi:10.1029/2010JB007918 

 

要旨： 

 南海トラフでの一連の繰り返し巨大断層地震の中で、1707 年宝永地震は最も被害が大きかった

と考えられる。本論文では、最近の多くの発見に基づいて、宝永地震の新しい震源破壊モデルを

示す。今までの震源破壊モデルでは、震源破壊域は駿河湾から四国の西端までとされていたが、

新しいモデルでは日向灘まで広がっている。この新しいモデルを用いた津波の数値シミュレーショ

ンは、四国の西から九州の太平洋岸で観測された非常に高い津波の分布をより一貫して説明して

いる。また大分県佐伯町の龍神池で宝永地震による津波堆積物が保存されていることに注目し、

龍神池における津波浸水シミュレーションを行い、新しい震源破壊モデルの有用性を検証した。龍

神池では宝永地震の他に、684 年天武地震、1361 年正平地震の際にも津波堆積物が確認されて

おり、これは一般的に言われている南海トラフ地震の繰り返し間隔である 100~150 年サイクルに加

えて、宝永地震のように東海・東南海・南海地震が連動して震源破壊域が拡大する 300~500 年の

超巨大地震サイクルが存在することを示す。 
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発表者：田中良 

タイトル：Effects of hydrothermal unrest on stress and deformation: insights from numerical modeling 

and application to Vulcano Island (Italy) 

著者：Gilda Currenti, Rosalba Napoli, Armando Coco, Emanuela Privitera 

雑誌：Bull Volcanol (2017) 79:28 DOI : 10.1007/s00445-017-1110-3 

要旨 

 著者らは，Vulcano 島の火山浅部熱水系の活動に伴う地盤変動及び山体斜面の安定性の変化

を検討することを目的とし，数値計算を行った．浅部熱水系の活動に伴う地盤変動を計算した先行

研究は Todesco et al. (2010)，Fournier and Chardot (2012)，Coco et al. (2016)などがあるが，いずれ

も地形を考慮しない平坦な計算領域で行われている．本研究では，地形を考慮した地盤変動計算

が行われており，山体斜面の安定性の検討を可能にしている． 

 はじめに，熱水流動数値計算によって，深部から火山浅部熱水系に供給される熱水の供給率が

増加した場合の温度・間隙圧変化の分布を明らかにした．このとき，いくつかの浸透率構造を用い

ることで，浸透率構造による影響を検討している．次に，計算された温度・間隙圧変化の分布を用

いて，有限要素法により地表変位と山体斜面の安定性を計算した．その結果，浸透率構造の違い

によって，深部からの熱水供給率増加による地盤変動の振幅，時間スケールが大きく変化すること

が明らかになった．本研究では，Vulcano 島の観測値とモデル計算値を厳密に比較してはいない

が，高浸透率層と低浸透率層を交互に設定した層構造と火口直下の高浸透率火道を合わせ持つ

ような浸透率構造により，地盤変動の大まかな分布は表現された．また，Vulcano 島の地形および

本研究で設定した深部からの熱水供給率や温度，成分（H2O と CO2）では，深部からの熱水供給

率増加による温度・間隙圧変化は斜面の安定性にほとんど影響を与えず，斜面の安定性は主に

重力によって支配されていることが明らかになった．  
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l 2017 年度第 8 回雑誌会 

日時：7 月 3 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者：柴田瑞穂 

タイトル：The Effects on Tsunami Hazard Assessment in Chile of Assuming Earthquake Scenarios with 

Spatially Uniform Slip 

著者：Matias Carvajal and  Alejandra Gubler 

雑誌：2016 Springer International Publishing 

DOI: 10.1007/s00024-016-1332-x 

 

断層面でのすべり分布がもつ、「チリ中央部の海抜高度の変化」や「海岸付近の津波の規模」へ

の影響を調べるために、著者らは４つのすべり分布をもとにシミュレーションを行った。１つはすべり

分布が断層面に一様なものを、残り３つは釣鐘状に分布しているものを用いた。実際の断層すべり

ではすべり量は断層面に一様に分布することはほとんど無く、釣鐘状に分布するとされている。 

実験の結果、すべり量が一様に分布しているものをもとにしたシミュレーションは、釣鐘状の分布

を用いたものに比べて、津波の規模やチリ中央部の沈降の度合いを小さく見積もることがわかった。

一様に分布しているものをもとにした場合、津波の規模を小さく見積もることは以前から知られてい

ることであったが、チリでは大して注目されていなかった。しかし著者らはそれだけではなく、一様

に分布しているものをもとにすると津波到達時間を遅く見積もることも発見した。チリは津波到達ま

での時間が他の場所よりも短いので、津波到達時間の違いは無視できるものではない。 

この発見はチリの海岸線に沿ったハザードマップの作成に役立ち、これからの津波被害を減ら

すことにつながるだろう。 
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発表者：白木友貴 

タイトル：Magma injection into a long-lived reservoir to explain geodetically measured uplift : 

Application to the 2007–2014 unrest episode at Laguna del Maule volcanic field, Chile 

著者：Hélène Le Mével, Patricia M. Gregg, and Kurt L. Feigl 

雑誌： J. Geophys. Res. Solid Earth, 121(8), 6092–6108 

要旨： 

 チリの火山帯南部に位置する Laguna del Maule 火山域(以下 LdM)では地下に Sill 状のマグマ

だまりが存在し、マウレ湖南西部の湖畔付近にて 2007 年から 2014 年までで年間 200mm を超え

る速いペースでの地表隆起が観測された。筆者らは、マグマで満たされたマグマだまりに接続する

火道からさらにマグマが加わることで、地表変形が引き起こされると仮説を立てた。この地表隆起量

がマグマリザーバーの外壁にかかる圧力と調和的であることから、本研究では火道入口にかかるマ

グマ流入に伴う圧力からリザーバー外壁の圧力を表す解析モデルを開発し、LdM における地表変

形の空間的、時間的な特徴の再現を試みた。まず筆者らは地表変位の加速度がある時刻で正か

ら負に遷移すると想定し、火道入口の流入圧力の時間発展の様相をその前後で変えることで、リ

ザーバー外壁圧力の解析解を導いた。次に得られたリザーバー外壁圧力の解析解に含まれる時

間発展の特徴を支配する 3 つのパラメータについて、LdM における最適値をグリッドサーチにより

絞り込み、地表隆起の時間発展の様相を再現した。また LdM における地殻の粘弾性緩和の効果

や 2007 年からの火道中の上昇マグマの体積流量の時間発展、2014 年までにリザーバーに注入さ

れたマグマ総体積の推定やその体積におけるマグマの圧縮率の影響を考察した。 
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発表者：薄田悠樹 

タイトル：In Situ Stress and Active Faulting in Oklahoma 

著者：Richard C. Alt Ⅱ and Mark D. Zoback 

雑誌：Bulletin of the Seismological Society of America  

Vol.107, No.1, pp.216-228, February 2017 

doi:10.1186/s40623-017-0613-7 

要旨 

 2009 年からオクラホマ州中央北部地域において明らかな注水誘発地震が起こっている。この注

水誘発地震をよく理解するために筆者らは新たに得られた州内の応力状態の情報を編集し、その

情報を位置付けられている断層及び、誘発地震の震源と震源平面メカニズム解より推測される断

層と比較した。 

 75 もの新たな原位置応力方位が州の至る所にある裸孔から得られた。誘発地震が発生している

オクラホマ州の中央北部地域では震源メカニズム解のインバージョンから得られる応力の方位と相

対マグニチュードはこの原位置応力方位測定の結果とよく一致していた。オクラホマ州の中央北部

地域のデータはすべて同様の応力の向きを示し、最大水平応力の方位角は約 N85°（±5°）E であ

った。最近の多くの M≧2.5 の地震はすでに位置付けられている断層の付近で起こっている。筆者

らはこれらの地震から得られた 300 を超える断層平面メカニズム解によって得られる断層平面候補

の解釈に裸孔から得られた応力情報を適用した。 

2016 年 1 月ごろにオクラホマ州のフェアビューでマグニチュードが４及び５の一連の地震が発生

した。筆者らは本研究でこの地震発生領域近傍について応力場情報の地震の原因断層特定への

利用法とより良い将来の地震可能性に関する危険性の評価法の例示を行った。2016 年 9 月にオ

クラホマ州のポウニーで発生したモーメントマグニチュード 5.8 の地震は位置づけこそ十分にされ

ていないものの本研究で活発になると予想されていた断層で発生した。 
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Sabry Abdallah 

Title:  Identifying Ground-water Resources and Intrabasinal Faults in the Hueco Bolson, West Texas, 

using Airborne Electromagnetic Induction and Magnetic-field Data 

Authors:  Jeffrey G. Paine and Edward W. Collins 

Journal: Journal of Environmental & Engineering Geophysics, Volume 22, Issue 1, pp. 63–81. 

Publishing date: March 2017. 

Abstract: 

  The author conducted a high-resolution airborne geophysical survey at the eastern margin of the 

basin-and-range province of the southwestern U.S. to examine the hydrostratigraphy of the Hueco 

Bolson and identify possible ground-water resources in this arid area. The survey, flown in 2001 over 

a 372-km2 area east of El Paso, Texas, acquired time-domain electromagnetic induction (TDEM) and 

magnetic field data. These data were used to map conductivity trends to depths of at least 200 m that 

are related to lateral and vertical changes in lithology, water content, water chemistry (EM data), basin 

geometry, and the location of intrabasinal faults (magnetic data). Pre-survey, ground-based TDEM 

soundings established the achievable exploration depths 

and demonstrated that the relatively deep groundwater (80 to 120 m) significantly influenced the 

transient signal and was within the exploration depth of the airborne system. Airborne EM and 

magnetic field data identified intrabasinal faults that influence basin-fill deposition. Conductivity-

depth slices constructed from airborne TDEM data allowed lateral variations in water quality and 

lithology to be mapped that helped predict ground-water resource quality within these fault-bounded 

basins filled with alluvial, lacustrine, and eolian sediments. 
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l 2017 年度第 9 回雑誌会 

日時：7 月 10 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者 : 薄田悠樹 

タイトル : In Situ Stress and Active Faulting in Oklahoma  

著者 : Richard C.Alt Ⅱ and Mark D. Zoback 

雑誌 : Bulletin of the Seismological Society  of America  

         Vol. 107,No.1, pp.216-228, February 2017 

         doi: 10.1186/s40623-017-0613-7 

要旨 前回の雑誌会で発表時間中に回答できなかった質問について説明します。 

１． Shmaxとは剪断応力なのか？ 

Shmaxとは剪断応力がゼロになる時の垂直応力の中で最大のものを最大主応力と言う。この

最大主応力の水平成分がShmaxである。 

２． φ=(S2-S3)/(S1-S3)の式のS及びφの意味とは？ 

φとは応力インバージョンによって導き出される３つの主応力の相対値を表すもの。Sとは剪断

応力がゼロになる時の垂直応力、すなわち主応力。最大主応力、中間主応力、最小主応力の

３つがある。 

３． 応力インバージョンについて 

Input として 震源メカニズム解を用い、Outputとしてφ（３つの主応力の相対値）と３つの主応力

の走行傾斜を算出するもの。 

４． ３つの目的 

１注水誘発地震とされている地震の原因断層のより良い理解。 

２応力場情報の地震の原因断層の特定への利用。 

３将来の地震可能性に関する危険性の評価。          への本実験の結果。 

１ 本実験で注水誘発地震とされている地震の原因断層の断層面の向きと断層の種類を明ら

かにした。 

２ 本実験では応力場の情報から地震の断層面候補からもっとも滑ったと思われる断層の特定

を行なった。 

３ 本実験で2016年のFairview近郊での地震の震源メカニズム解及び震源の位置からこの後

に東北−南西の走行を持つ断層が延長していき、活発な地震活動が起こる危険性を示した。ま

た、Pawneeでの地震もFairview近郊ほど厳密に位置付けされていなかったにしてもその地震

活動の活発化の危険性も予想されていたものであった。 

５． Figure３とFigure4についての説明 

Figure3 

応力インバージョンによってもっともらしい断層の面の向きが決まり、その断層の向きに沿って

地震の可能性のある断層が存在していると予想される。 
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発表者：髙橋拓真 

 

タイトル：Interpretation of gravity data to delineate underground structure in the Beppu geothermal 

field, central Kyushu, Japan 

 

著者：Jun Nishijima, Kento Naritomi 

 

雑誌名：Journal of Hydrology: Regional Studies 11 (2017) 84-95 

 

要旨： 

この論文は重力データを用いて、別府地熱地帯の地下構造を明らかにし、熱水系との関係を明

らかにすることを目的としている。 

 ブーゲー異常図を求めた結果、調査地域南部で観海寺安山岩の分布に対応して、高いブーゲ

ー異常が検出された。ブーゲー異常値にエッジ検出フィルタをかけた結果、調査地域南部の朝見

川断層に対応して、密度境界を示すエッジが検出された。重力基盤の深さと形状を求めるために

三次元重力モデリングを行った結果、調査地域南部では、朝見川断層に対応する重力基盤の急

勾配が存在し、この急勾配に沿って温泉地が存在することが示された。一方、調査地域北部の鉄

輪断層の下には、重力基盤の急勾配は無く、北部の温泉地は、重力基盤の隆起部に存在するこ

とが示された。 

 三次元重力モデリングの結果と、海面下 100m における等温線図との比較をした結果、調査地域

南部の温泉地では、温泉水は断層を通り供給されていることが示された。一方、調査地域北部の

温泉地では、温泉水は基盤岩の亀裂を通り供給されていることが示され、調査地域南部と北部の

温泉地で、温泉水の供給機構が異なることが示された。 
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発表者：成田そのみ 

タイトル：Experimental tsunami deposit : Linking hydrodynamics to sediment  

entrainment, advection lengths and downstream fining 

著者：Joel P.L.Johnson , Katie Delbecq , Wonsuck Kim , David Mohrig 

雑誌：Geomorphlogy 253 (2016) 478-490 

要旨： 

古津波研究の目的の一つに、津波堆積物から元となる津波の波高や津波の速度を再現するこ

とがある。この論文は、水路実験によって砂からなる津波堆積物を作り、出来た堆積物の層厚分布

や粒度特性を流れの特性から調べたものである。 

実験装置は 32m 幅 0.5m の水路で、片側にゲートで仕切られた貯水タンクが備わっている。ゲ

ートの引き上げによって水路内に水を流し，上流側に設けた砂丘を模した砂塊を破壊して砂粒子

を下流に移動させる。形成された堆積物については，25cm 間隔で層厚を測り，1m 間隔で試料を

採取して粒径特性を調べた。今回の実験の特徴は，単一粒径の砂ではなく，より自然に近い粒度

特性をもつ混合粒径の砂を用いたことである。砂塊の粒度特性や流れの特性を変えた 6 回の実験

によって得られた結果を以下に列挙する。 

 

・形成された堆積物は下流にいくほど薄くなり、粒径が小さくなる傾向にある。 

・砂塊の下流約 10m までは，堆積物の層厚が特に厚くなる。 

 

・形成された堆積物の粒度特性は，主に供給源の粒度特性に依存し，流れの特性による影響は

小さい。 

 

砂塊の上流側近くに残された厚い堆積物は，おそらく掃流（traction）により形成されたものであり，

さらに下流の薄い堆積物は浮遊して運ばれた（suspension）砂が堆積したものと推測される。後者

について，移流沈降モデルを仮定し，形成された堆積物の粒度特性の分布から流速と水深を求め

たところ，実際の数値と２倍程度の範囲で一致することがわかった．本研究ではさらに，実験で得ら

れた細粒化の傾向を 2006 年にインドネシアで起きた実際の津波のフィールド調査結果と比較し，

津波堆積物から津波の流速と浸水深が推測できる可能性について考察している。 
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発表者：青山 裕 

紹介論文： 

F. Grigoli, S. Cesca, L. Krieger, M. Kriegerowski, S. Gammaldi, J. Horalek, E. Priolo and T. Dahm, 

Automated microseismic event location using Master-Event Waveform Stacking, Scientific Reports, 

6, 25744, 2016, doi:10.1038/srep25744. 

 

要旨： 

 本研究は狭い領域に集中して発生する群発地震等の微小地震の震源決定について，新しい自

動処理アルゴリズムを提唱するものである．実体波走時の手動験測による震源決定の他，自動験

測に基づく従来の手法は，異なる観測点の観測波形間のコヒーレンス情報を活用しない．Kao and 

Shan（2004GJI）による Source Scanning Algorithm（SSA）はコヒーレンス情報を利用する最初の試

みで，その後 SSA を修正したいくつもの手法が提唱されている．しかしながら，速度構造が未知の

場合には，推定される震源位置の誤差が大きくなるという弱点があった． 

 本研究では，P 波と S 波の到着時を自動的に検出して震源位置を探索する Grigoli et al.

（2014GJI）の方法に，マスターイベント法の考え方と震源依存観測点補正（Source-specific station 

corrections）を導入することで，速度構造の不確定性に依存する震源位置精度の悪化の低下を図

った．チェコのボヘミア地方で発生する群発地震活動を想定した模擬データおよび実際の観測デ

ータについて，本研究と同様に速度構造の不確定性にロバストな Double Difference 法による結果

と比較したところ，ほぼ同等の震源決定精度が得られることを確認した． 
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l 2017 年度第 10 回雑誌会 

日時：10 月 2 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者 1：仲辻 周次郎 

タイトル：Persistent shallow background microseismicity on Hekla Volcano, Iceland : A potential 

monitoring tool 

著者 : Eva P. S. Eibl, Christopher J. Bean, Kristín Vogfjörd , Aoife Braiden 

雑誌名：Journal of Volcanology and Geothermal Research, 289, 224-237, 2014. 

 

要旨  

 アイスランド南部に位置するヘクラ火山は, 1970 年の噴火以降 10 年間隔で 4 回噴火が確認され

ている活動的な火山である. ヘクラ火山で発生する地震は噴火と強く関連があると考えられており, 

1990 年代初頭から Iceland Meteorological Office (IMO)による地震活動の観測が行われている. 

過去 4 回の噴火では先行現象と見られる地震活動が観測され, マグマの流動により発生したと推

測されている (e.g. Soosale et al., 2005). ヘクラ火山の常時観測点は山頂から非常に離れた位置

に設置されており, 地震活動を詳細に捉えることができるのは地震活動が増大する噴火発生の 30

分から 1 時間前に限られている (e.g. Soosale et al., 2005). そこで, 著者らは 2012 年 8 月から 12

月まで山頂近傍に 5 つの広帯域地震計を設置し臨時観測を行い, 噴火の兆候が見られないヘク

ラ火山での微小な地震活動を捉え, 火山活動との関連性を調べた.  

 検出された微小地震は卓越する周波数帯域や波長の長さの違いから, 波形の立ち上がりが明

瞭であり, 継続時間が 3-4 秒と短く, 10Hz 程度の周波数帯が卓越する type1 と, 立ち上がりが不明

瞭であり, 継続時間が 10-30 秒と長く, 2-5Hz の周波数帯が卓越する type2 に分類された. それぞ

れの地震の震源位置は地震波の振幅比を用いた震源決定法 (Taise et al. 2011)により推定され, 

type1 は山頂近傍の西南西-東北東に走行を持つ割れ目噴火口北側の浅部に密集しており, type2

は山頂から北側に 5km 以上離れた場所に散布していた. SAR による山体勾配の解析結果 

(Ofeigsson et al., 2011)と type1 の震源位置を比較すると, 推定された震源位置は勾配が最大の位

置とるほぼ一致した. 急勾配の場所は山体が不安定であると考え, 浅部の断層で微小な剪断破

壊が生じ type1 が発生したと推測した. 一方, type2 の震源位置は 1991 年から 2000 年に観測され

た低周波数帯が卓越する構造性地震の震源位置 (Soosale et al., 2005)と類似していた. この類似

に加え波形の特徴から type2 は, 距離減衰及び散乱の影響を受けた構造性地震であると推測した. 

上記の考察及び結果から, 著者らは type1 と type2 は異なる場所で発生した類似する地震である

と結論付けた. 
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発表者 2：近藤弦 

タイトル：Integrating puffing and explosions in a general scheme for Strombolian-style activity 

著者：Damien Gaudin, Jacopo Taddeucci1, Piergiorgio Scarlato, Elisabetta del Bello, Tullio Ricci, 

Tim Orr, Bruce Houghton, Andrew Harris, Sandro Rao, and Augusto Bucci 

雑誌名：J. Geophys. Res. Solid Earth, 122, 1860–1875, doi:10.1002/2016JB013707 

 

要旨 

 ストロンボリ式噴火は、赤熱したスコリア、火山弾、灰などを噴出する噴火で、イタリアのストロンボ

リ火山が噴火様式の由来となっている。しかしながら、その定義は広く、同一火山内でも様々な分

類がある。例えば、ストロンボリ火山におけるストロンボリ式噴火(Normal explosion)は、噴出物と熱

映像から、ガスに富む”Type  0”、赤熱した噴出物が弾道飛行する”Type 1”、噴煙柱を形成し、そ

れが弾道飛行する”Type 2a”、火口の縁上で灰が対流する”Type 2b”に分類される[Patrick et al., 

2007; Leduc et al., 2015]。ストロンボリ火山では、これらの”Normal explosion”に加え、規模の小さい

噴火が間欠的に起こる”Rapid explosions”、そして、小規模なガス放出である”Puffing”が発生する

[Harris and Ripepe, 2007b; Houghton et al., 2016]。これらの現象は頻繁に研究対象となっているが、

多くの文献は特定の火山の一種類のイベントについてのみ注目している。本論文では、赤外線カ

メラを用いた解析から、ストロンボリ(イタリア)、エトナ(イタリア)、ヤスール(インドネシア)、バトゥタラ

(バヌアツ)で起こる”Normal explosion”, “Rapid explosion”, “Puffing”の関係及び、それらの活動が

どのような要因で決定されるのかを検討した。 

 筆者らは、臨時観測で得られた噴火映像(縦 25×横 10m)から、90 秒間のスナップショットを作成

し、高熱部分の傾きから噴出速度を求め、高熱部分の面積から噴出量を求めた。その結果、 

“Type 0(gas-rich)”、”Type 1(bomb-rich)”、”Type 2a (bomb-and-ash-rich)”、 “Type 2b(ash-rich)”の

順に噴出速度が遅く、噴出物量が多く、噴火の継続時間が長くなることが分かった。一方

で、”Puffing”は”Normal explosion”と比べ噴出速度が遅く、1 イベントの継続時間が短い。 

 筆者らは、ガスポケットのサイズと火道上端の高粘度層(high-viscosity layer)の厚さの２つのパラメ

ーターが噴火様式を決定していると考えた。ガスポケットのサイズは噴出物の量と噴火規模をコント

ロールし、高粘度層の厚さは噴出物の種類(ガス、灰、火山弾)を決める。この考えは、同一の火道

で様々な噴火が共存するという観測事実とも合致する。 
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l 2017 年度第 11 回雑誌会 

日時：10 月 16 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：Magnetotelluric monitoring of permeability enhancement at geothermal system project 

著者：Yohannes Lemma Didana, Graham Heinson, Stephan Thiel, Lars Krieger 

雑誌名：Geothermics, 66 , 23-38, 2017. 

 

要旨： 

 Enhanced geothermal system (EGS) とは、比較的高温で透水性が低いような地熱資源を対象とし、

存在する亀裂に流体を注入し、水圧を加えて人工的に透水性を向上させる技術である。流体注入

により生じる亀裂の探査には、主に微小地震観測が用いられるが、流体の動きや、亀裂の繋がり方

の情報は得られない。そこで本研究は、電磁気的な手法である Magnetotelluric (MT) 法を用いて、

流体注入により透水性が向上することで起きる、比抵抗構造の時間的・空間的な変化をモニタリン

グし、亀裂の繋がり方を探査することを目的としている。 

 対象地域は、オーストラリアの南部に位置する Habanero という EGS の現場で、この地域は、基盤

岩が石炭紀の花崗岩であり、その上に石炭紀後期から三畳紀前期にできた海洋堆積層である

Cooper Basin、Eromanga Basin、Lake-Eyre Basin 重なる層構造をなしている(Hill and Gravestock, 

1995)。2 測線に沿った計 135 点において MT 探査を実施し、2 次元インバージョン(MARE2DEM) 

により地域の比抵抗構造を推定した結果、3 層構造を示した。また、領域内の Habaneo-4 という井

戸における 14 日間の流体注入の間に、17 点で MT モニタリングを行った。 

 得られた MT データを用いて、流体注入の前後の比抵抗値を比較すると、注入した場所の近く

の、周期 10 秒以上で平均 5%の低下が見られた。また、走向の変化を示す Residual Phase Tensor 

や、見掛比抵抗の分布の時間変化から、流体注入による亀裂が N/NNE 方向に伸びたことを示し

ており、この結果は、流体注入により発生した微小地震分布と一致した。表層に低比抵抗の堆積

層が存在することや、注入前にもともと地下に流体が存在していたと考えられるため、流体注入に

よる深部の比抵抗変化はわずかしか見られなかったが、今回の結果から、EGS の地下モニタリング

において、微小地震探査の補完的手法として有用であることが示された。より顕著な変化を測定す

るためには、CSEM 法や Down-hall EM 法が望ましいと考えられるだろう。 
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発表者 2：岩田光義 

タイトル：Interpretation of gravity and magnetic anomalies at Lake Rotomahana: 

Geological and hydrothermal implications 

著者：F. Caratori Tontini, C.E.J. de Ronde, B.J. Scott, S. Soengkono, V. Stagpoole, C. Timma, M. 

Tivey 

雑誌名：Journal of Volcanology and Geothermal Research, 314, 84–94, 2016. 

 

要旨 

 ニュージーランドの北島にあるタウポ火山帯内に位置するロトマハナ湖（LR）は、熱水活動が活

発な火山湖である。LR はカルデラの境界が明確に定義されていないハロハロカルデラ南西部の

崩壊によって形成されている。1886 年には、LR の北西に位置するタラウェラ山から、LR の南東に

位置するワイマング渓谷（WV）にかけて直線状に 17km 続く割れ目を形成した、爆発的な噴火が

起こっている。この噴火によって、LR の熱水系の様相は変化し、現在では、北西岸（Pink 熱水系）

と南部（Patiti 熱水系）に熱水プルームが集中して見られている。そこで、本研究では、LR で 2011

年に取得された重力と磁場のデータや既存の磁場データを解析し、LR 近辺の熱水変質岩の広が

りや地下分布を把握し、湖底下の火山岩の分布を調査した。なお、重力データにはフォワードモデ

リング、磁場データにはインバージョンモデリングを行っている。 

 重力フォワードモデリングの結果、基盤が急激に沈降する場所をカルデラの境界と定義し、これ

は以前に考えられていた境界よりも広いことが明らかになった。また、磁場インバージョンモデリン

グの結果、WV の下から LR の北西岸下に伸びる大きな消磁体の存在を示した。この消磁体は熱

水変質に関連しているとされ、WV と LR 下での熱水変質岩のつながりを明らかにした。さらに、

Pink 熱水系下では、消磁体の存在を示し、その大きさから長期に渡り、熱水変質が広がっていると

考えた。したがって Pink 熱水系は 1886 年の噴火以前に発達した熱水系と推定した。対照的に

Patiti 熱水系下では明らかな消磁体は見られておらず、熱水変質岩が有意な量存在していないこ

とを示している。この Pink 熱水系との相違は、Patiti 熱水系がまだ若く、大量の岩石を変質させるに

は時間が不十分であると考えられる。したがって、1886 年の噴火が LR の既存の熱水環境を変化

させ、あたらしい Patiti 熱水系を形成したと結論付けた。 
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発表者 3：大園 真子 

タイトル：Omori-like decay of postseismic velocities following continental earthquakes  

著者：T. Ingleby & T. J. Wright 

雑誌名：Geophys. Res. Lett., 44, 3119-3130, 2017, doi:10.1002/2017GL072865. 

 

要旨 

 地震後に観測される余効変動を説明するため，多くのメカニズムが先行研究によって調べられて

いる．しかし，これらの異なるメカニズムは非常に似たような地表変動パターンを示すため，それら

を識別するのが難しい．本研究では観測値に立ち戻り，34 個の中〜大地震後に近地で観測され

た発生した 151 個の余効変動速度データについてまとめることにした．これらの速度は非常に似た

ようなパターンを示し，速度は地震発生後からの時間に反比例する．これは余効変動速度が大森

の減衰式のような時間変化をし，変位は時間と共に対数関数で増加する．これらの観測値は単純

な線形 Maxwell や Burgers 流体の粘弾性緩和メカニズムとは一致しないが，速度-状態摩擦構成

則の余効すべりモデルやべき乗のせん断帯変形モデルとは一致する．このことから，近地で観測

される余効変動は主に断層帯のプロセスに支配された結果を示しており，したがって，近地の余効

変動から下部地殻の粘性を推定する際には注意が必要である． 
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l 2017 年度第 12 回雑誌会 

日時：10 月 23 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者１：成田翔平 

タイトル：Mass and heat flux balance of La Soufriere volcano (Guadeloupe) from aerial infrared 

thermal imaging 

著者：Damien Gaudin, François Beauducel, Olivier Coutant, Christophe Delacourt, Patrick Richon, 

Jean-Bernard de Chabalier, Gilbert Hammouya 

雑誌名：Journal of Volcanology and Geothermal Research, 320, 107-116, 2016. 

 

要旨： 

 火山から噴気として放出される水の量（噴気放水量）を測定することは重要である。観測された噴

気放水量と、地殻変動や地磁気、重力などの観測量をつき合わせることで、水の簡単な質量収支

や熱収支が議論でき、火山浅部で進行する物理プロセスを推定できると期待される。しかし、既存

の手法では、この噴気放水量の推定値は桁でばらつき、推定に必要なパラメータの不確定性も大

きく、さらに、適用に必要な前提条件がそもそも成立しないことが多い、といった多くの問題点が挙

げられる。 

 

 この論文の著者らは、ヘリから空撮した噴気の熱赤外画像をもとに、時間当たりの噴気放水量

（放水率）を見積もるという新たな手法を提案した。テストフィールドは西インド諸島の一つである

Guadeloupe にある La Soufriere 火山である。ヘリからの熱赤外観測は、明け方に高度 600m と

200m から、噴気孔を多く有する中央溶岩ドーム周辺を中心に 30 分間行われた。その結果、噴気

温度が最高で 50℃程度と比較的低温の噴気群が確認された。得られた温度分布と、測定された

大気の状態量をもとに、噴気に含まれる水蒸気・水・乾燥大気の状態方程式や冷却する噴気と暖

められる大気間のエネルギー関係式を解くことにより、 

噴気に含まれる火山ガス由来の水の質量濃度を推定した。これを噴気断面上で積分し、風速をか

けることで放水率を推定した。その結果、ドーム山頂付近の活発な噴気孔である TAS 噴気孔では

1970±704 tons/day、それよりやや南に位置する CS 噴気孔群では 1687±348 tons/day という値が得

られた。時期は異なるが同じ噴気孔での直接測定の結果と比較すると、今回の推定値と桁では一

致していた。また、得られた放水率を放熱率に換算すると 100MW 程度となり、これは地球化学的

に示唆された 1500m3/day の冷却マグマから計算される放熱率ともおおむね整合的である。また、

今回の観測を UAV で行うことが可能になれば、より安価で高頻度の観測が実現できるであろう。 
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発表者２：橋本武志 

タイトル：Shallow and deep controls on lava lake surface motion at Kilauea Volcano 

著者：M. R. Patrick, T.Orr, D. A. Swanson, E. Lev 

雑誌名：JVGR, 328, 247-261, 2016 

 

要旨： 

 本研究は，キラウエア火山のハレマウマウ火口，Overlook Crater 内の溶岩湖における，赤外カメ

ラを用いた詳細な観察に基づく考察である．溶岩湖表面の流れや温度，溶岩の高さなどを画像と

して捉えることで，多くの知見が得られている．溶岩湖は，しばしば地下深部からのマグマ供給を

直接的に反映する窓に例えられるが，本研究はその認識が必ずしも正しくないことを指摘している． 

 Overlook 溶岩湖の表層流れパターンには，大きくわけて二つのレジームがある．大半の時間は，

溶岩湖の北縁からのマグマの湧き出しに駆動された安定的な流れの場にあるが，間欠的に溶岩

湖の周縁部で spattering が起こることによって，流れが不安定化する．Spattering はしばしば落石な

どの表面現象でトリガーされており，クラストの吸い込み口となっていることがわかった．また，表層

流れのパターンや速度を解析すると，溶岩湖全体の対流運動を反映しているとは考えにくいことが

明らかになった． 
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l 2017 年度第 13 回雑誌会 

日時：11 月 6 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者１：髙橋拓真 

タイトル：Investigation of density contrasts and geologic structures of hot springs in the Markazi 

Province of Iran using the gravity method 

著者：J. Nouraliee, S. Porkhial, M. Mohammadzadeh-Moghaddam, S. Mirzaei, D. Ebrahimi, M.R. 

Rahmani 

雑誌名：Russian Geology and Geophysics, 56, 1791–1800, 2015 

 

要旨： 

 イランのマルキャズィー州の Mahallat はイラン最大の地熱地帯である。2012 年、the renewable 

energy organization of Iran (SUNA)は Mahallat における地熱エネルギー調査計画の一環として、

Mahallat の温泉周辺で重力測定を実施した。この論文はその重力データの解釈結果を提示する

ものだ。 

 重力データからブーゲー異常図を求め、地下深部の大規模な構造変化に由来する重力異常の

長波長成分を除いた重力異常図を作成した。この図から、3 つの低重力異常領域(A1、A2、A3)が

見つかった。これらの低重力異常は、地熱貯留層による可能性のあるものだ。 

 重力異常の水平勾配を求め、断層の位置の推定を行った。結果、確認されているもの他に新た

に断層が見つかった。 

 Li–Oldenburg 法を用いて、重力異常図から地下の 3 次元密度コントラストモデルを作成した。こ

のモデルから A1 領域の地下 1000m から 3000m と A3 領域の地下 1000m から 2000m に地熱貯

留層の候補となる岩石が見つかった。この結果と、A1 領域、A3 領域における温泉、トラバーチン

層などの地熱徴候の有無から、A1 領域の地下 1000m から 3000m の間に存在する岩石が地熱エ

ネルギーの利用に最適な地熱貯留層であることが明らかになった。 
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発表者２：薄田悠樹 

タイトル：The impact of static stress change, dynamic stress change, and the background stress on 

aftershock focal mechanisms 

著者：Jeanne L. Hardebeck 

雑誌：Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 119, 8239-8266, 2014 

doi：10.1002/2014JB01533.  

 

要旨： 

 地震が他の地震を誘発することは一般的に知られている。筆者はこの誘発機構の解明のために

本震による応力変化と余震の震源メカニズム解の関係についてカリフォルニア南部地域で発生し

た４つの比較的規模の大きい地震を用いて考察を行なった。 

 はじめに、震源メカニズム解と背景応力の整合性を調べた。結果、断層に近い地点ほど前震と余

震の震源メカニズム解の差異は大きくなり、背景応力によって予想される震源メカニズム解とは異

なる震源メカニズム解が見られたが、断層から離れた地点では前震、余震ともにほとんどの震源メ

カニズム解が一致し背景応力との整合性が見られた。 

 次に、応力変化による震源メカニズム解の分布の変化について前震と余震の確率密度関数

P(θ,φ,λ)の変化を用いて調べた結果、静的応力変化が余震の震源メカニズム解分布に影響を与え

ることがわかった。また、動的応力変化も震源メカニズム解の分布の変化に関係しているが静的応

力変化ほどの影響を持っておらず 30 秒から 60 秒の長周期で最もよく関係が見られた。 

 最後に応力変化の空間的、時間的影響については余震が前震と比較して与えられた応力場と

整合性が取れているかについて調べて評価した。その結果、動的応力変化及び静的応力変化に

対する応答はそれぞれの地震で異なっていた。これらのことから筆者は以下の考察を得た。 

 静的応力変化が地震活動へ２つの影響を及ぼしている。１つ目は特定の場所において静的応力

変化と一致するように震源メカニズム解を変化させることであり、２つ目は静的応力変化と背景応力

に対して好ましいように地震活動の空間分布を変化させることである。 
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発表者３：村井芳夫 

タイトル：Subducted oceanic relief locks the shallow megathrust in central Ecuador 

著者：Jean-Yves Collot, Eddy Sanclemente, Jean-Mathieu Nocquet, Angélique Leprêtre, Alessandra 

Ribodetti, Paul Jarrin, Mohamed Chlieh, David Graindorge, Philippe Charvis 

雑誌名：J. geophys. Res. Solid Earth, Vol.122, 3286–3305, 2017 

doi：http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016JB013849/full 

 

要旨： 

 海山のような沈み込む海洋プレート表面の膨らみが、地震時の破壊や非地震性すべりを促進す

るのかどうかということについては議論の余地がある。この論文ではまず、エクアドル中央部の沈み

込み帯で得られた海底地形、反射法地震探査による反射断面、屈折法地震探査による速度構造

を用いて、55km×50km の広がりに対して 1.5-2.0km の高さのピークをいくつか持ち、最上部に堆積

層がない沈み込む海洋プレート浅部表面の膨らみの存在を明らかにした。また、海溝軸から約

35km の所に La Plata 島があり、50-60km の所は陸地になっているので GPS 観測が可能で、この

海洋プレート表面の膨らみはクリープが卓越する部分の中の 80km×55km の固着したアスペリティ

に対応することが示された。海洋プレート表面は非常にギザギザした形状で、沈み込む海洋地殻と

上盤プレートとの間に堆積層がなく、海洋縁辺部が固く浸食性であることから、海洋プレート表面

の膨らみは地質学的に長期の浅部固着域に関連することがわかった。固着域の広さと固着の強さ

から判断すると、この部分では Mw > 7 のイベントが起こり得るが、何世紀もの間、そのような大地

震の発生は知られていない。一方、固着域では 2010 年以降スロースリップイベントがしばしば記録

され、過去 40 年間に群発地震が発生していた。これらの一時的な活動は固着域内のプレート境界

の摩擦特性の不均質を表しているのかもしれない。さらに、表面が膨らんだ沈み込む海洋プレート

内部はせん断力を受け、大陸縁辺部で隆起が生じ、La Plata 島が隆起したことがわかった。 
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l 2017 年度第 14 回雑誌会 

日時：11 月 13 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者１：白木友貴 

タイトル：The large-scale surface uplift in the Altiplano-Puna region of Bolivia: A parametric study of 

source characteristics and crustal rheology using finite element analysis 

著者：Hickey, J., J. Gottsmann, and R. del Potro 

雑誌名：Geochem. Geophys. Geosyst., 14(3), 540–555, 2013. 

 

要旨： 

 南米のボリビア南部に位置する Altiplano-Puna 火山複合体 (APVC)の地下 17km 付近では地震

波の低速度層が観測され、その水平分布は APVC に重なる形である。この領域は Altiplano-Puna 

Magma Body (APMB) と呼ばれ、部分溶融が発生していると示唆されている。この地域では

APMB により地殻が加熱され、比較的浅部(深さ 5km)で岩石の脆性・延性転移 (BDT)が起きてい

るとされている。 

 APVC に属する火山の 1 つである Uturuncu 火山を中心に、1992 年から 2006 年で一定速度

(1~2cm/yr)の地表変形が観測された。筆者らは地殻浅部での BDT と APMB の存在を考慮し、層

状に不均質な構造を持つ粘弾性媒質が地殻の再現に最も現実的と考え、観測された地表変位の

時空間パターンを再現する媒質中の圧力源のジオメトリーや圧力源が媒質に与える過剰圧の値の

時間発展を、有限要素法のフォワードモデリングにより推測しようと試みた。 

 モデリングは弾性,粘弾性媒質の両方の設定で行った。弾性媒質モデルでは地表変位の空間パ

ターンを再現する圧力源の幾何学的形状や深さを制約し、層状不均質媒質中の柔らかい APMB

層が空間パターンに大きく影響することを示した。また粘弾性媒質では圧力源の過剰圧値の時間

発展を推測し、地表変位の時間パターンを再現した。 

 この結果、Uturuncu 火山での地表変形イベントに最も好ましいとされるモデルは、層状不均質媒

質中の圧力源が、半長軸と半短軸がそれぞれ 9.2km,3.1km,中心の深さが 20.6km の Prolate で、

過剰圧が火山直上で 3MPa/yr の一定速度で継続して増加するものであると筆者らは判断した。ま

た先行研究に基づき、筆者らは APMB 層から先述の Prolate の上半分のみが突出した形状の圧

力源を考案し、このモデルでも観測結果の再現に適することを示した。 
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発表者２：伊藤ちひろ 

タイトル：Kinematic and strain rates of Eastern Himalayan Syntaxis from ner GPS campaigns in 

Northeast India 

著 者 ： Tanay Dutta Gupta ,Federica Riguzzi ,Sujit Dasgupta ,Basab Mukhopadhyay ,Sujit 

Roy ,Somnath Sharma 

雑誌名：Tectonophysics, 655, 15-26, 2015. 

doi：10.1016/j.tecto.2015.04.017 

 

要旨： 

 インドプレート，ユーラシアプレート間ではいまだに衝突が続いており，周辺地域のテクトニクスは

複雑である．本研究ではヒマラヤ山脈東部の EHS(Eastern Himalaya Syntaxis)周辺に着目し，GPS

データをもとに観測点の変位速度や歪み速度，回転速度などを算出し，この地域のキネマティック

な特徴について考察した．詳細なテクトニクスを解明するため，30 点で GPS キャンペーン観測を行

い，得られた新たなデータも用いることでより密な解析を行った． 

 新しく得られた GPS データから推定された EHS 周辺の速度は固定したユーラシアに対して北東

方向，インドに対しては南方向であった．すなわち EHS 周辺地域はインドプレート,ユーラシアプレ

ートとは異なる動きを示すブロックとみなすことができ，そのブロックは(14.5°N,100.8°E)を極として

時計回りに回転していることがわかった．短縮速度は Mishmi 断層, Lohit 断層周辺で北西から南

東に向かって減少しており，これはどちらかあるいは両方の断層で固着が生じている可能性を示

唆している．  

 EHS 周辺の平均すべり速度と固着の深さを推定するため弾性ブロックモデルを適用した．仮定し

た断層セグメントに垂直なすべり速度成分は 32.4mm/year に達し，固着の深さは 15km であること

が推定された．この地域が 1950 年に発生したアッサム地震(Mw8.6)の震源位置と近いこともふまえ

ると，今後地震活動が活発化する恐れがある． 
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発表者３：高橋浩晃 

タイトル：Probabilistic assessment of potential fault slip related to injection-induced earthquakes: 

Application to north-central Oklahoma, USA 

著者：F.Rall Walsh, III, and Mark Zoback 

雑誌名：Geology, 44, 991-994, 2016. 

 

要旨： 

 廃塩水の地下注水による間隙水圧上昇により，オクラホマ中北部では 2009 年くらいから地震活

動が活発化し数千の中規模地震が誘発されている．注水による既存断層における誘発地震の量

的リスクアセスメントを評価するため，地震発生の条件付き確率を推定した． 

 オクラホマを６つの領域に分けて，応力テンソルインバージョンから主応力方向と応力比を求める．

これに加え，既存のデータから，間隙水圧，まさつ係数，断層走行などのパラメータをある範囲で

与え，間隙水圧変化を変数として，断層すべりが起こる累積確率をモンテカルロ法で求めた．つま

り，モールクーロンの破壊強度と円を様々なパラメータで変化させた場合にすべりに至る割合を見

ている．絶対応力値は，応力テンソルインバージョンから推定した主応力方向と応力比をもとに，あ

る仮定を置いて推定している．各断層でのハザード評価として，断層走行は固定し，間隙水圧の

上昇を 2MPa とし，それ以外のパラメータを変化させて，断層すべりが発生する確率を推定した．

2011 年以降に発生した 3 つの M5 後半の地震が起こった断層は，間隙水圧の増加が地震の発生

を大きく促進させる断層にあたっていたことが分かった．この方法では，地震のマグニチュードを予

測することができない．また伏在断層の評価も出来ない．しかし，注水による誘発地震を評価する１

手法として利用できる可能性がある． 
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l 2017 年度第 15 回雑誌会 

日時：11 月 20 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者１：宇野 花蓮 

タ イ ト ル ： Accurate numerical simulation of the far-field tsunami caused by the 2011 Tohoku 

earthquake, including the effects of Boussinesq dispersion, seawater density stratification, elastic 

loading, and gravitational potential change 

著者：Toshitaka Baba, Sebastien Allgeyer, Jakir Hossen, Phil R. Cummins, Hiroaki Tsushima, Kentaro 

Imai, Kei Yamashita, Toshihiro Kato 

雑誌名：Ocean Modelling, 111, 46-54, 2017 

 

要旨： 

 2006 年 Kuril 津波、2010 年チリ津波、2011 年東北津波など最近の巨大津波では、最大波が第

一波の数時間後に到達するという現象が観測されている。この現象は特に遠地津波でよく見られ、

津波被害軽減の観点からは、先行する波だけでなく後からやって来る波も正確にシミュレーション

することが重要である。さらにこれらの津波では、今までのモデルで計算すると実際の津波はシミュ

レーションより 15 分遅れて到達している。また遠地津波の観測波形には、最初の立ち上がりの波

に先行して負のシグナルがよく現れる。これら到達時刻のずれや負のシグナルの出現は、地球の

弾性体と海水の圧縮性と重力ポテンシャル変化を考慮すれば説明できる。最近の研究では地球

の弾性体と海水の圧縮性の効果を考慮したモデルや、波の分散性と非線形性を考慮したブシネス

ク式を用いたモデルも開発されているが、重力ポテンシャル変化を含めた全ての効果を考慮できる

津波伝播の計算コードは現在ない。 

 本論文で筆者らは、2011 年東北地方太平洋沖地震による津波を対象として、ブシネスク式による

分散効果と、海水の圧縮性、地球の弾性体、重力ポテンシャル変化の効果を全て考慮した新しい

計算コードを差分法で解くことで、遠地津波の波形を正確に計算した。また、近地でも遠地でもブ

シネスク式の分散の影響は大きく、津波到達時刻の遅れは海水の圧縮性と地球の弾性体の影響

であることがわかった。全ての影響を考慮する、しないでは最大波高などに大きな違いは見られな

かったが、津波ハザードの観点からは、遠地津波の波形を正確にモデルすることは最大波がいつ

来るかを考えるのに重要である。この研究の結果が、遠地津波による被害の軽減に貢献するだろう。 
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発表者２：柴田瑞穂 

タイトル： Fault Slip Distribution of the 2016 Fukushima Earthquake Estimated from Tsunami 

Waveforms 

著者：Aditya Riadi Gusman , Kenji Satake , Masanao Shinohara , Shin’ichi Aakai , Yuichiro Tanioka 

雑誌名：2017 Springer International Publishing AG 

DOI：10.1007/s000024-017-1590-2 

 

要旨： 

 2016 年 11 月 22 日 5 時 59 分に福島県沖で推定マグニチュード 6.9（または 7.4）の地震が発生

した。地震は津波を発生させ、沿岸の検潮所や海底津波計で観測された。津波の最大波は仙台

湾で観測された 1.44m の津波で、これは第一波到達から 40 分後に襲来した第二波であった。ま

た震源から遠い久慈市のような検潮所でも大きな津波が観測された。本研究では津波を用いてマ

グニチュードを推定すること、本津波の最大波の成因を探ること、海底地形が津波の波高の形成

（特に震源から遠隔地）にどう関わっているか調べることの３つを目的としている。 

 手法としてまずメカニズム等を仮定し、津波のシミュレーション結果と観測波形を比較することによ

って断層のパラメータを決定した。続いてその断層のすべり分布を求め観測波形と比較し整合性

を確かめた後、マグニチュードを決定した。最後に人工的な海底地形と自然海底地形を用いて津

波シミュレーションをし、伝播の方向を可視化して両者を比較した。 

 その結果すべり分布から推定されたマグニチュードは 7.0 となった。この地震のすべり分布は地

表に近い部分が大きくすべっていたので、マグニチュード 7.0 に相当する剛性よりも小さいものを用

いるべきなので、厳密には 6.9~7.0 と推定された。また本津波の最大波は福島県沿岸での反射波

であることと、震源から遠い地域でも波高が高いのは海底地形が起こす屈折が原因だということが

わかった。 
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発表者３：岩田光義 

タイトル：Interpretation of gravity and magnetic anomalies at Lake Rotomahana: 

Geological and hydrothermal implications 

著者：F. Caratori Tontini, C.E.J. de Ronde, B.J. Scott, S. Soengkono, V. Stagpoole, C. Timma, M. 

Tivey 

雑誌名：Journal of Volcanology and Geothermal Research, 314, 84–94, 2016 

 

要旨： 

 ニュージーランドの北島にあるタウポ火山帯内に位置するロトマハナ湖（LR）は、熱水活動が活

発な火山湖である。LR はカルデラの境界が明確に定義されていないハロハロカルデラ南西部の

崩壊によって形成されている。1886 年には、LR の北西に位置するタラウェラ山から、LR の南東に

位置するワイマング渓谷（WV）にかけて直線状に 17km 続く割れ目を形成した、爆発的な噴火が

起こっている。この噴火によって、LR の熱水系の様相は変化し、現在では、北西岸（Pink 熱水系）

と南部（Patiti 熱水系）に熱水プルームが集中して見られている。そこで本研究では、LR での重力

と磁場のデータを解析し、LR 近辺の熱水変質岩の広がりや地下分布を把握し、湖底下の火山岩

の分布を調査した。なお、重力データにはフォワードモデリング、磁場データにはインバージョンモ

デリングを行っている。 

 重力フォワードモデリングの結果、基盤が急激に沈降する場所をカルデラの境界と定義し、これ

は以前に考えられていた境界よりも広いことが明らかになった。また、磁場インバージョンモデリン

グの結果、WV の下から LR の北西岸下に伸びる大きな消磁体の存在を示した。この消磁体は熱

水変質に関連しているとされ、WV と LR 下での熱水変質岩のつながりを明らかにした。さらに、

Pink 熱水系下では、消磁体の存在を示し、その大きさから長期に渡り、熱水変質が広がっていると

考えた。したがって Pink 熱水系は 1886 年の噴火以前に発達した熱水系と推定した。対照的に

Patiti 熱水系下では明らかな消磁体は見られておらず、熱水変質岩が有意な量存在していないこ

とを示している。この Pink 熱水系との相違は、Patiti 熱水系がまだ若く、大量の岩石を変質させるに

は時間が不十分であると考えられる。したがって、1886 年の噴火が LR の既存の熱水環境を変化

させ、あたらしい Patiti 熱水系を形成したと結論付けた。 
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l 2017 年度第 16 回雑誌会 

日時：11 月 27 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：Geophysical imaging of the inner structure of a lava dome and its environment through 

gravimetry and magnetism 

著者：A. Portal , L.-S. Gailler, P. Labazuy, J.-F. Lénat 

雑誌名：Journal of Volcanology and Geothermal Research 320 (2016) 88–99 

 

要旨： 

 マグマ貫入，噴火，崩壊等のプロセスで形成される溶岩ドームは複雑な構造を持つ．フランス中

央高原，chaîne des Puys 火山地帯に存在する Puy de Dôme において，溶岩ドーム及びその周辺

地域の構造を推定するために，重力探査及び磁気探査が行われた．ブーゲー異常の３D インバー

ジョンモデルを元にボーリングデータ等の制約条件を加えて重力異常，磁気異常の 2.5D フォワー

ドモデルを決定した． 

 地質的特徴及びモデルによれば，溶岩ドームは花崗岩によって形成された基盤岩の上に直接

存在するのではなく，以前から存在したスコリア丘や溶岩流の上に形成されている．また溶岩ドー

ム中心に存在する高密度領域は本火山でサンプリングされた粗面岩の密度に近いため粗面岩で

構成されていると考えられる．以前存在していたスコリア丘の平均標高である 1100m 付近において

は高密度な領域が SSW-NNE 方向に伸びていることから，以前火口列がこの方向に存在しており，

その後の現在の溶岩ドームを中心とした活動によって溶岩ドームが形成された可能性がある．南

北に延びた火口列から溶岩は流出するため，東西方向に溶岩流が推定されるが溶岩ドーム北東

部ではセンスに反する負の磁気異常が存在する．これは磁気エクスカーションの年代の溶岩であ

ると考えられる．以上のように磁気重力観測から溶岩ドームについて構造を推定した． 
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発表者：成田そのみ 

タイトル：Onshore tsunami sediment transport mechanisms inferred from  

          heavy mineral assemblages 

著者：Pedro JM Costa, Cesar Andrade, Joao Cascalho, Alastair G Dawson,  

      Maria C Freitas, Raphael Paris and Sue Dawson 

雑誌：The Holcene 2015, Vol. 25(5) 795-809 

要旨： 

古津波研究の目的の一つに、津波堆積物から古津波を認知し地域に津波の危険性を評価する

ことがある。しかし、大半の古津波堆積物は侵食、再堆積、風化などにより当時の状態を保ってお

らず、識別することは困難である。また、古津波堆積物の研究にあまり使用されない津波堆積物中

の重鉱物による識別の有用性についても調査が必要とされている。この論文は、以下の３カ国で以

前採取された津波堆積物の試料とその供給源と思われる試料を重鉱物分析し、それらに含まれる

重鉱物の鉱物ごとの割合から、古津波・津波堆積物の識別、沈殿物の運搬堆積過程について調

査したものである。 

 

 ・ポルトガル。1755 年リスボン地震による津波堆積物が確認できる。 

 ・スコットランド。約 1500 年前のイベントによる堆積物が確認できる。 

 ・インドネシア。2004 年スマトラ島沖地震による津波堆積物が確認できる。 

 

他の研究者が採取した試料もらい、ふるいで粗粒砂から細粒砂まで集め、重液分離によって密度

2.8g/ml 以上の粒子を重鉱物として取り出した。重鉱物は約 300 粒岩石顕微鏡によって鉱物鑑定

を行い、各サンプル重鉱物の種類ごとの数の割合を求めた。また、ポルトガルの津波堆積物に対

して、主成分分析によって供給源を推定している。 

 結果、各調査地で津波堆積物内の重鉱物量の割合は、供給源と思われる場所での試料より大き

い。また、津波堆積物内の重鉱物中の各鉱物の割合について、一番密度が大きい鉱物が他のサ

ンプルと比較して津波堆積物内に多く含まれていることが、各調査地で確認された。 

 ポルトガルのサンプルの重鉱物について主成分分析を行ったところ、採取場所に関係して分類

され、より津波堆積物と似ている砂丘が供給源であるとされた。このことから古津波堆積物に対して

も重鉱物分析による供給源の推定は有用であるとされた。また、各調査地で供給源と思われるサン

プルより津波堆積物内により密度の大きい粒子が多く確認されたことから、重い鉱物ほど波の動き

を記録しているとされ、波は粒子の密度に応じて選択的に運搬・堆積していると結論づけられた。 
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発表者： 村上 亮 

論文名： Thermomechanical controls on magma supply and volcanic deformation: application to 

Aira caldera, Japan 

 

著者： James Hickey, J. Gottsmann, H. Nakamichi & M. Iguchi 

 

雑誌名： Scientific Reports | 6:32691 | DOI: 10.1038/srep32691, 13 September 2016 

 

従来，火山性地殻変動解析は，球状など単純な形状の空洞を半無限弾性体内に仮定して実施

することが多かったが，本論文では，姶良カルデラ周辺の地殻変動に対し，不均一な弾性および

粘弾性体から構成される媒質内に，より複雑な形状のマグマ溜りを仮定した解析がなされている．

著者らは，解析結果に基づき，姶良カルデラマグマ溜まりの進化とそれが及ぼす周辺の地殻変動

の時空間的発展が，熱的影響下にある媒質の物性の三次元不均一性に基本的に支配され，それ

らの空間分布が大きな効果を及ぼすと主張している．また膨張の量的推定結果に基づき，姶良カ

ルデラの地下では噴火で消費される以上に，マグマが供給されており，現在も，蓄積が進行中で

あると結論付け，累積蓄積量は 1914 年の Plinian 噴火の直前のレベルに近づいていると推定した．

マグマ溜りの深さ（十数キロ）は，岩石学的解析で求められた 2 万 2000 年前のカルデラ形成時の

マグマ溜りの深さとほぼ一致した．著者らの結論自体は，従来の結果と根本的に大きくは異なって

いないものの，細かく見れば，推定したマグマ溜りの水平位置は，従来の単純な仮定により推定さ

れた鹿児島湾の中央部ではなく，やや北東よりに求まり，湾海底部の若尊カルデラや地震波の低

速度領域により近づいた．その結果，各種物理データのより現実的解釈が，可能となったと述べて

いる． 

雑誌会で紹介するように，この論文の議論の展開は，やや強引であり，必ずしも推定結果や結

論に十分説得性があるとの印象を受けなかったが，一方，今後，多くの火山で，測地，地震，地球

電磁気などの解析結果の統合が課題となっており，単純な弾性体仮定からの脱却が必要との方向

性の主張は正しいと思われる． 
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l 2017 年度第 17 回雑誌会 

日時：12 月 4 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者１：齊藤一真 

タイトル：Acoustically induced slip in sheared granular layers : Application to dynamic earthquake 

triggering 

著者：Behrooz Ferdowsi, Michele Griffa, Robert A. Guyer, Paul A. Johnson, Chris Marone, and Jan 

Carmeliet 

雑誌名：Geophysical Research Letters, 42, 9750-9757, 2015. 

 

要旨： 

 地震波の通過に起因する応力擾乱により地震が誘発されるプロセスをダイナミックトリガリングとい

う．ダイナミックトリガリングによる地震の誘発は 30 件以上の報告があるが，そのメカニズムはまだよ

く分かっていない．そのメカニズムの一つとして Johnson and Jia(2005)による室内実験の結果から

「物質軟化」という考え方が提案されている．物質軟化とは，地震波による応力擾乱が起こった際に，

粒子状物質（断層ガウジ）の応力－ひずみの線形対応が崩れる現象である．この考え方に基づき

本論文では，離散要素法（多粒子の挙動をシミュレートする方法の一つ）を用いて振動に対する粒

子層の挙動を解析し，ダイナミックトリガリングの理解を深めることを目的とした． 

シミュレーションの設定として，粒子状層が中間になるような三層構造を想定した．最上層の粒子

にせん断応力をかけることで固着滑りを表現し，最下層の粒子に周期的な変位（振動）を与えるこ

とで地震波の通過に伴うひずみ変化を表現した．振動の入射方向，継続時間，最大振幅，周波数

などのパラメーターを変化させた際の，摩擦係数や剛性率，配位数（ある原子に最も近い他の原

子の数）の変化からダイナミックトリガリングの影響を評価した． 

 結果として，3.9×10-6 以上のひずみを生む振動を与えると，振動直後に摩擦係数が低下すること

がわかった．このことは，ダイナミックトリガリングを引き起こすひずみに閾値があることを示唆してお

り，室内実験や自然地震の観測による値に近い．剛性率や配位数も振動直後に低下することがわ

かり，Johnson and Jia(2005)の考え方を支持する結果となった．周波数依存性を調べた結果からは，

800～1000Hz 程度の周波数がダイナミックトリガリングに最も効果的ということが分かった．この周波

数の波の波長は粒子半径より短いため，粒子間接触を効果的に擾乱することが示唆された． 
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発表者２：小野夏生 

タイトル：Spatial and temporal seismic velocity changes on Kyushu Island during the 2016 Kumamoto 

earthquake 

著者：Hiro Nimiya, Tatsunori Ikeda, Takeshi Tsuji 

雑誌名：Science Advances, 3, e1700813, 2017. 

DOI：10.1126/sciadv.1700813 

 

要旨： 

 巨大地震や火山活動に伴い，地震波速度がわずかに変化することが知られている．地震波速度

変化は，クラックの開閉や間隙水圧の変化等による弾性体特性の変化によって説明されており，地

下の状態を知ることのできる重要な情報である． 

 本研究では，背景雑微動を用いて地震波速度の連続モニタリングができる地震波干渉法により，

2016 年 4 月 16 日に発生した熊本地震(Mw7.0)と阿蘇火山の火山活動に関連した日奈久-布田川

断層帯と阿蘇山周辺における時空間的な地震波速度変化解析を行った． 

 筆者らは，2015 年 11 月から一年間分の Hi-net 36 観測点の背景雑微動データを用いて相互相

関関数を計算し，地震波速度変化を stretching technique 法を用いて求めた．解析の結果，熊本地

震前は阿蘇周辺を除き，大きな地震波速度変化はみられなかったが，熊本地震後日奈久-布田川

断層帯では 0.3-0.4%の大きな速度減少が見られた．これらは応力変化や断層帯の破壊，クラック

の開口によって引き起こされたと考えられる．最も大きな速度変化は阿蘇カルデラ西部での 0.7-

0.8%の速度減少であったが，これらは火山体内の流体圧が効率的にクラックを開口させたためとし

た．また，阿蘇火山周辺の地震波速度の回復は早く，地震前よりも速度増加した．これらは地震発

生後の 4/16 と 5/1 の噴火による流体圧の減少によりクラックが閉口した結果，地震波速度が上昇し

たと筆者らは述べている． 

 背景雑微動を用いた地震波干渉法は地震波速度の連続モニタリングが可能とするが，ノイズ源

が等方的に分布しているという条件がある．本研究で用いる常時微動は阿蘇火山を起源とする微

動を含んでおり上記の条件を満たせていないが，相互相関関数のコーダ部を用いることによりノイ

ズ源の指向性による影響を減らしている． 
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Presenter3: Rinda Nita 

Title: Pre-computed tsunami inundation database and forecast simulation in Pelabuhan Ratu, 

Indonesia 

Authors: Urip Setiyono, Aditya Riadi Gusman, Kenji Satake, and Yushiro Fujii 

Journal name: Pure Appl. Geophys. 174, 3219–3235, 2017. 

 

Abstract:  

The authors built a pre-computed tsunami inundation database in Pelabuhan Ratu, one of tsunami-

prone areas on the southern coast of Java, Indonesia, which can be employed for a rapid estimation of 

tsunami inundation during an event. The pre-computed tsunami waveforms and inundations are from 

a total of 340 scenarios ranging from 7.5 to 9.2 in moment magnitude scale (Mw), including simple 

fault models of 208 thrust faults and 44 tsunami earthquakes on the plate interface, as well as 44 

normal faults and 44 reverse faults in the outer-rise region. Using tsunami inundation forecasting 

algorithm (NearTIF), they could rapidly estimate the tsunami inundation in Pelabuhan Ratu for three 

different hypothetical earthquakes. The first hypothetical earthquake is a megathrust earthquake type 

(Mw 9.0) offshore Sumatra which is about 600 km from Pelabuhan Ratu to represent a worst-case 

event in the far-field. The second hypothetical earthquake (Mw 8.5) is based on a slip deficit rate 

estimation from geodetic measurements and represents a most likely large event. The third 

hypothetical earthquake is a tsunami earthquake type (Mw 8.1) which often occurs south of Java. They 

compared the tsunami inundation maps produced by the NearTIF algorithm with results of direct 

forward inundation modeling for the hypothetical earthquakes. The tsunami inundation maps produced 

from both methods are similar for the three cases. However, the tsunami inundation map from the 

inundation database can be obtained in much shorter time (1 min) than the one from a forward 

inundation modeling (40 min). These indicate that the NearTIF algorithm based on precomputed 

inundation database is reliable and useful for tsunami warning purposes. This study also demonstrates 

that the NearTIF algorithm can work well, though the earthquake source is located outside the area of 

fault model database because it uses a time shifting procedure for the best-fit scenario searching. 
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l 2017 年度第 18 回雑誌会 

日時：12 月 18 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：Tsunami Forerunner of the 2011 Tohoku Earthquake Observed in the Sea of Japan 

著者：Satoko Murotani, maki Iwai, Kenji Satake, Georgy Shevchenko, Artem Loskutov 

雑誌名：Pure and Applied Geophysics, Volume172, Issue3-4, 683-697, 2015. 

 

要旨： 

 2011 年 3 月 11 日東北地方太平洋沖地震による津波は，日本海に設置されている日本とロシア

のいくつかの潮位計に，地震発生直後数分～数十分で数センチ～数十センチの海面変動を記録

した．東北地方太平洋沖地震の津波波源域から津波の伝播計算を行うと，津波が津軽海峡を通

過する時間は，地震発生後 1～2 時間である．以降，地震発生直後に日本海で発生した海面変動

のことを先駆津波と呼ぶ．本論文では，海底変形の初期条件を後に記述する 3 つに分類し，津波

数値計算とスペクトル解析を実施することで，日本海で観測された先駆津波の原因を調べ，再現

することを目的とする． 

 3 つに分類した海底変形の初期条件は①太平洋の津波波源域のみの海底変形，②日本海で

の垂直変位を含む海底変形，③日本海の海底傾斜と水平変位の影響を含む海底変形，である．

観測された先駆津波を最も良く再現したのは，③日本海の海底傾斜と水平変位の影響を含む海

底変形，を初期条件にした場合であった．これは，先駆津波が日本海の断層運動による水平変位

と海底傾斜によって生成されたことを示している． 2011 年東北地方太平洋沖地震の発生直後に

観測された日本海の先駆津波は，地殻変動による垂直・水平成分と海底傾斜に起因する小さな海

底変形が原因であったと考えられる． 
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発表者２：中垣達也 

タイトル：Should tsunami simulations include a nonzero initial horizontal velocity? 

著者：Gabriel C. Lotto, Gabriel Nava and Eric M. Dunham 

雑誌名：Earth, Planets and Space, 69, 117, 2017. 

DOI:10.1186/s40623-017-0701-8 

 

 外洋における津波の数値シミュレーションは，一般的に浅水方程式を解くことによって行われて

いる．浅水方程式の解を得るには初期条件として波高分布と水平方向の深さ平均速度，もしくはそ

れと同等の水平運動量が必要である．ほとんどの研究者はこの速度の初期条件を 0 と仮定して計

算を行うが，Y. T. Song 氏らはこの点について先行研究で議論を行い，傾斜した海底面の水平方

向への変動が海水に対して水平方向の運動量を与え，津波の波高に対して有意な影響をもたらし

ていると主張している． 

 本論文では Song 氏らの主張を，rate-and-state friction law を用いて計算した任意の断層運動に

対して地震波，音響波，短波長成分の散乱をすべて考慮した“full-physics”モデルで津波数値計

算を行うことで検証した．計算結果から求まった津波波形を用いて海底変動分布を求め，それを初

期条件として初期水平速度を変化させて浅水方程式の計算を行ない，full-physics モデルによる

計算結果と比較した． 

 結果，海溝における巨大断層地震と傾斜した海底面を持つ領域での津波に対して行ったシミュ

レーションでは海底から海洋に対して水平方向にかなりの大きさの運動量が与えられたがその運

動量はほとんどすべてが音響波となり，無視できる程度のエネルギーのみが津波へと変化した．

Song 氏らによる初期水平速度を設定する手法は一貫して津波を過大評価してしまうことがわかっ

た． 

 また，full-physics モデルの結果から音響波と地震波を分離し，得られた津波波形に逆伝播計算

を行うことでもまた初期条件を求めた．その結果，津波そのものの持つ運動エネルギーはほとんど

全てが海水の鉛直方向への移動による重力ポテンシャルエネルギーに起因するもので，初期条件

として水平速度は無視できることが分かった． 
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発表者３：不破智志 

タイトル：Postearthquake relaxation evidence for laterally variable viscoelastic structure and water 

content in the Southern California mantle 

著者：Fred F Pollitz 

雑誌名：Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2015. 

DOI：10.1002/2014jb011603 

 

要旨： 

 著者はカリフォルニア南部モハーヴェ砂漠で発生した 2 つの地震（1992 年 M7.3 Landers 地震

及び 1999 年 M7.1 Hector Mine 地震）後の下部地殻とマントルでの緩和現象について解析を行

った. 地震後の緩和モデルを制約するために破壊域から 300km の距離までにある GPS 連続観測

点の時系列データを用いた. 地震発生から数年に及ぶ地殻変動を駆動する下部地殻とマントル

での緩和現象を説明するために著者は深さ方向に変化する粘性率を持つバーガーズモデルを適

用した. Hector Mine 地震後約 10 年間の時系列を説明する余効すべりと地震後緩和を組み合わ

せたモデルから, 断層を挟んで北東側と南西側で粘性率の値に差異が見られる結果となった. そ

れによると北東側の粘性率の値は南西側の値に比べ４倍ほど大きいと見積もられた. この結果は

北東側の方が南西側に比べ熱流量が大きい事実と反するが, 著者はこのことはひずみ速度と含ま

れる水分量を考えた非線形レオロジーにより説明可能であるとして, 南西側のマントルでは高いひ

ずみ速度と水の含量により, 比較して粘性率が大きな値であると推測している. ここで著者は北東

側マントルの低い含水量は過去 2000 万年にわたる火山活動による水の連続的な抽出に起因する

としている. 

 

 


