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l 2018 年度第 1 回雑誌会 

日時：4 月 16 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：Effects of Host-rock Fracturing on Elastic-deformation Source Models of Volcano Deflation 

雑誌：Scientific Reports, 2017, 7: 10970, DOI:10.1038/s41598-017-10009-6 

 

要旨： 

火山性地殻変動は、火山内部で進行する現象を解明するための重要な観測項目の一つである。

この地殻変動のメカニズムを理解するために、火山体を弾性体近似したモデルがこれまで多く用

いられている。しかし、さまざまな要因（火山地形、媒質の不均質、構成則の違いなど）により、弾性

体モデルから得た結果は真値を反映しない場合があることが、多くの先行研究により指摘されてい

る。 

 

この論文では、fracturing が発達した媒質中で起こる大変形による地表変動が、弾性体近似のモ

デリング結果に対して与える影響を評価することを目的としている。著者らは、不連続体の変形を

扱うことのできる個別要素法を用いて、Piton de la Fournaise (PdF) 火山で 2007 年に発生したカル

デラ陥没イベントに伴う地殻変動の時間発展を説明することを試みた。解析では、深さ 2.5km の収

縮源を収縮させ、媒質を大変形させることで fracturing の発達を再現した。これにより生じた地表変

位を弾性体モデルで逆解析し、真のソースと弾性体モデリングの結果を比較した。その結果、

fracturing が進行するにつれ、真のソースと弾性体モデリング結果との乖離が大きくなった。特に、

ソース深さと形状に大きな乖離が見られた。この解析結果は、PdF で推定されたソースの深さ・形状

の時間変化の特徴を、定性的にではあるが説明できている。 
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発表者２：中垣達也 

タイトル：Uncertainty in tsunami wave heights and arrival times caused by the rupture velocity in the 

strike direction of large earthquakes 

著者：Yo Fukutani• Suppasri Anawat• Fumihiko Imamura 

雑誌：Nat Hazards (2016) 80:1749–1782, DOI 10.1007/s11069-015-2030-1 

 

要旨： 

地震津波のリスク評価には，数値計算による波高と到達時間の不確実性を理解することが重要だ．

しかし，波高や到達時間に関して断層の静的パラメータが及ぼす影響については多くの研究が行

われているが，断層破壊伝播速度やライズタイムといった動的なパラメータの影響については研究

がほとんど行われていない． 

本研究では走向方向の断層破壊伝播速度と破壊開始点の変化が波高と到達時間にどのような変

化を及ぼすかを調査した．水深と動的パラメータを変化させて解析を行った結果として，水深が深

くなるにつれて破壊伝播速度に起因する波高と到達時間の変化が大きくなることが分かった．また

設定する小断層の数は波高に影響を与えることが分かったため，数値計算を行う上ではこれらの

影響を考慮する必要性があることが示唆されている． 

 

次に動的パラメータを考慮し，水深データとして東北沖の実測深度を用いた数値解析を行った結

果，動的パラメータを考慮しない場合の計算結果に対する水深50m地点における最大波高比の頻

度対数正規分布は標準偏差が0.04となった． 

本研究の結果は波高の空間的な不確実性を評価しなければならない確率論的な津波災害評価

に対して有用である．また，本研究は破壊伝播速度に起因する波高変化を評価するための技術を

提供するという点で類似の研究の基礎になる． 
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l 2018 年度第 2 回雑誌会 

日時：5 月 7 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：Dispersion and nonlinear effects in the 2011 Tohoku-Oki earthquake tsunami 

著者：Tatsuhiko Saito, Daisuke Inazu, Takayuki Miyoshi, Ryota Hino 

雑誌：J. Geophys. Res. Ocean 119, 5160-5180. Doi:10.1002/2014JC009971 

 

要旨： 

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震では、震源から 500km 以上離れた DART

観測点でも津波が観測され、遠く離れた沿岸の津波の到達を予測した。災害の被害軽減のために

は即時津波予測システムを発展させることが重要であり、津波の伝播の特性を調べることは震源の

本質を推定するときや信頼できる警報システムを作るときに基本となるトピックである。しかしこれま

で行われてきた多くの研究の目的は、伝播プロセスを調べることではなく、最もあり得る地震断層シ

ナリオを決めることであった。 

この論文では、2011 年東北沖地震による津波の伝播メカニズムにおける波の分散と非線形効果に

ついて明らかにすることを目的としている。分散効果は外洋の伝播をモデルするときに、非線形効

果は湾への伝播や後続波、岸からの反射波をモデルするときに重要な役割を果たす。著者らは先

行研究で波形インバージョンから得られた高解像ソースモデルを用いた。このソースモデルはトレ

ンチ近くで 8m 以上の急激な初期波高分布が見られ、短波長成分に富んでいるという特徴を持つ。

このモデルを使って非線形分散波理論方程式、線形分散波理論方程式、非線形長波理論方程

式の三つの異なる津波方程式による津波数値シミュレーションを行い、観測記録と比較して分散と

非線形効果について調べた。その結果、非線形分散波理論方程式を用いたシミュレーションでは、

DART システムの中で最大の津波の高さを記録した観測点 21418 の分散波をよく再現し、また仙

台平野の浸水シミュレーションの結果も実際と良く合っていた。非線形効果と津波のエネルギー減

衰を考慮すると、岸からの反射波を再現できた。分散効果は最大波高分布に影響するため、東北

津波での観測点 21418 の観測波形を後続波まで正確に再現できたことは大きな意味がある。さら

に、沿岸の波形を再現するときに非線形効果が重要であることは広く知られたことだが、本研究で

は今まで明らかにされてこなかった沖合の波形に対する最も支配的な要因が非線形項であるとい

うことも示した。 
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発表者２：Rinda Nita 

タイトル：Multi-index method using offshore ocean-bottom pressure data for real-time tsunami forecast 

著者：Naotaka Yamamoto, Shin Aoi, Kenji Hirata, Wataru Suzuki, Takashi Kunugi and Hiromitsu 

Nakamura 

雑誌：Earth, Planets, and Space (2016) 68:128, DOI 10.1186/s40623-016-0500-7 

 

要旨： 

In this paper, the authors developed a real-time tsunami forecast method using only pressure data 

collected from the bottom of the ocean via a dense offshore observation network. The key feature of 

the method is rapid matching between offshore tsunami observations and pre-calculated offshore 

tsunami spatial distributions. They first calculate the tsunami waveforms at offshore stations and the 

maximum coastal tsunami heights from any possible tsunami source model and register them in the 

proposed Tsunami Scenario Bank (TSB). When a tsunami occurs, they use multiple indices to quickly 

select dozens of appropriate tsunami scenarios that can explain the offshore observations. At the same 

time, the maximum coastal tsunami heights coupled with the selected tsunami scenarios are forecast.  

The authors applied three indices, which are the correlation coefficient and two kinds of variance 

reductions of either the observation or calculation, to match the observed spatial distributions with the 

pre-calculated spatial distributions in the TSB. They examine the ability of their method to select 

appropriate tsunami scenarios by conducting synthetic tests using a scenario based on “pseudo-

observations”. For these tests, the authors construct a tentative TSB, which contains tsunami 

waveforms at locations in the S-net and maximum coastal tsunami heights, using about 2000 tsunami 

source models along the Japan Trench. 

Based on the test results, they confirm that the method can select appropriate tsunami scenarios within 

a certain precision by using the two kinds of variance reductions, which are sensitive to the tsunami 

size, and the correlation coefficient, which is sensitive to the tsunami source location. In this paper, 

they present the results and discuss the characteristics and behavior of the multi-index method. 

 

 

 

  



 5 

l 2018 年度第 3 回雑誌会 

日時：5 月 14 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者１：小野夏生 

タイトル：Magma reflection imaging in Krafla, Iceland, using microearthquake sources 

著者：Doyeon Kim, Larry D Brown, Knútur Árnason, Kristján Águstsson, Hanna Blanck 

雑誌名： Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 2017. 

DOI： 10.1002/2016JB013809 

 

要旨： 

マグマ溜まりやシル、ダイクの形状や地殻をマグマが移動の際の密度や粘性の寄与、噴火活動

の前兆現象の有無など、地殻におけるマグマの移動や分布の詳細な理解は、地球物理学や地球

化学的手法によって長年研究されている。様々な地震学的手法によりマグマ溜まりのイメージング

が行われているが、従来の地震探査では人工震源やバイブレータによる人工地震探査が主であ

ったが、常時微動や微小地震の相互相関解析を行うことで擬似的な地震波形を合成できる地震

波干渉法による調査が近年多く行われている。 

筆者らはアイスランド北部の大西洋中央海嶺上に位置するクラプラ火山において、高密度な地震

アレー観測記録の地震波干渉法解析により反射法記録を得ることで高解像度のマグマ溜まりのイ

メージングを行った。クラプラ火山では２つの掘削孔より流紋岩質マグマの深さ分布が得られており、

地表面からの本観測から求められたマグマ溜まりの深さとの比較を行い、干渉法解析による反射

法地震探査の精度の検討を行った。 

2014 年の 7 月から 8 月までに観測されたマグニチュード 2 以下の 989 の微小地震のＰ波から反

射法記録を作成し、共通反射点重合法より反射断面(seismic reflection section)を求めた。その結

果、ボアホールでマグマが認められた深さに一致する強い反射面が確認され、これはマグマや火

山性流体による反射面と解釈できるとした。また、他の反射面(coherent reflection)は火道や熱水溜

まりなどを反映している可能性を指摘している。 
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発表者２：谷岡勇市郎 

タイトル： Seafloor Displacement After the 2011 Tohoku-oki Earthquake in the Northern Japan Trench 

Examined by Repeated Bathymetric Surveys 

著者：Toshiya Fujiwara , Christian dos Santos Ferreira , Anna Katharina Bachmann, Michael Strasser , 

Gerold Wefer , Tianhaozhe Sun, Toshiya Kanamatsu1, and Shuichi Kodaira 

雑誌：Geophys. Res. Lett. Doi:10.1002/2017GL075839, 2017 

 

要旨:  

前年度の雑誌会で 2011 年東北地方太平洋沖地震の際、東北地方の北側で津波が大きい理由は

震源域の北側の地すべりによるのではとの論文（Tappin et al., 2014）を紹介し、根拠も津波波形の

解析も非常に恣意的であることを指摘した。今回は JAMSTEC による詳しい地形調査により、やは

りそのような大規模な地すべりによる変化がないことを確認した論文を紹介する。本論文では、震

源域の北側（緯度 39 度―40 度）で 2011 年東北地方太平洋沖地震前に実施されたマルチビーム

による海底地形調査結果存在する場所と同じ場所で海底地形調査を実施し、両者の比較を試み

た。その結果、鉛直変位は数 m 以下、海底軸に直行方向の水平変位は 20m 以下であることが分

かった。また、相対的に海溝近傍の低い側のスロープは隆起し、中間スロープは沈降、中間テラス

は沈降の傾向があることが分かった。つまり海溝近傍のプレート境界の局所的に大きなすべりや大

規模地すべりは起こっていそうもない。つまり、日本海溝北側での津波励起源は、小さな隆起が海

溝に沿って広域に分布していると考えるのがもっともらしい説明であろう。 
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l 2018 年度第 4 回雑誌会 

日時：5 月 28 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者１：薄田 悠樹 

タイトル：Changes in seismic activity following the 2011 Tohoku-oki earthquake: Effects of pore fluid 

pressure 

著者：Toshiko Terakawa , Chihiro Hashimoto , Mitsuhiro Matsu’ura  

雑誌：Earth and Planetary Science Letters 

   365, 17-24, February 2013 

要旨 

 余震のトリガリングの評価には静的クーロン応力変化（ΔCFF）が広く用いられている。（e.g., King 

et al.,1994 ; Stein,1999）ΔCFF はその値が正の場合に地震活動が活発化するという指標である。本

研究ではまず非排水かつ間隙水圧が均一、等方的であるという仮定のもと ΔCFF の評価を東北沖

地震に適用した。ここで用いた ΔCFF は以下の式で表される。 

∆𝐶𝐹𝐹 = ∆𝜏& − 𝜇′∆𝜎+ 

評価の結果、ΔCFF は概ね東北日本で負の値を、日本中央部で正の値をとった。 

ここで東北日本に ΔCFF の値が負にも関わらず地震活動が活発化している地域がいくつか見ら

れた。この ΔCFF の評価と観測された地震活動の変化の齟齬に関する解釈の一つとして、断層の

弱面の方位が地震時の応力変化によって変化したというものがある。しかし Hashimoto et al,2012

の GPS アレイデータの解析によって推定された東北沖地震による応力変化（0.1-0.5MPa）は背景

地殻応力のパターンを変化させうる値（5-10MPa）に比べとても低いためここでは考えない。もう一

つの解釈はそれらの領域の断層のせん断強度が間隙水圧の上昇によって大幅に減少したというも

のである。 

 本研究では次にこの二つ目の解釈について Terakawa et al, 2010 で開発された間隙水圧場推定

法を用いて検証を行った。この手法は 3-D のモールダイヤグラムを用いることによって間隙水圧を

見積もるものであり、東北沖地震前後でこの解析を行った。その結果、ΔCFF が負の値であったに

も関わらず地震活動が活発化した地域の全てで東北地震前に比べ東北地震後に間隙水圧の上

昇が確認された。この間隙水圧の上昇から背景応力場において滑り難い断層上で発生した余震

が周辺の流体圧に対して相対的に断層内部の流体圧が独自に上昇したことが起因しているという

ことがわかった。 
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発表者２：井上智裕 

タイトル：Combined magnetotelluric and petrologic constrains for the nature of the magma storage 

system beneath the Late Pleistocene Ciomadul volcano(SE Carpathians) 

著者：S.Haragi, A.Novak, I.Seghedi, R.Lukacs, L.Szarka, V.Wesztergom, M.Metwaly, K.Gribovszki 

雑誌：Journal of Volcanology and Geothermal Research, 2015, 290, 

DOI:10.1016/j.jvolgeores.2014.12.006 

 

要旨： 

  Ciomadul 火山はルーマニアの Carpathian−Pannonian 地域の中の最も新しいデイサイト質な火

山である。噴火史としては 32Ka に最新の噴火が起きたとされている。長い間活動が休止している

ために活火山ではないと考えられていたが、火山直下にマグマだまりを示す証拠がいくつか見つ

かっている。2012 年には地震波トモグラフィーによる低速度異常が指摘された。 

  この論文は、岩石学的分析から推定された温度圧力条件と、MT 法探査の結果を比較したもの

である。MT 法で推定された電気伝導度分布が、Ciomadul 火山直下の地殻内深度におけるメルト

の存在で説明できるかどうかを検討している。岩石学的な検討からは、Ciomadul 火山のデイサイト

に含まれる角閃石は low Al と high Al の２つのグループに分けられる。low Al 角閃石は 700〜

800℃の珪長質マグマで生成され、high Al 角閃石は苦鉄質マグマが貫入して 950℃で結晶化した

ものと示された。また、これらの圧力計算から 200~300MPa に相当する深さで岩石が形成したと考

えられる。一方、MT 探査データのインバージョンモデルは火山直下に 5−25km の深さで 0.3−0.8 

Sm-1 の高電気伝導率を示した。そして Ciomadul 火山岩に近い組成をパラメーターとして

SIGMELT software で計算したメルトの伝導率と考慮すると、これは部分溶融帯(メルトフラクション

約 5−15%の crystal mush)と解釈された。この岩石学的な結果と MT 法探査の結果を合わせた

Ciomadul 火山のマグマだまりの推定は、地震波トモグラフィーにより指摘された低速度異常とも一

致した。Ciomadul 火山のようなメルトを含むマグマだまりを持ち、一見すると活動していないように

見える火山を’potentially active magma storage’(PAMS 火山)として提唱する。 
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l 2018 年度第 5 回雑誌会 

日時：6 月 4 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者１：伊藤ちひろ  

タイトル：Present-day kinematics in the Eastern Mediterranean and Caucasus from dense GPS 

observations  

著者：Bahruz Ahadov, Shuanggen Jin  

雑誌：Physics of the Earth and Planetary Interiors 268 (2017) 54-64  

要旨： 地中海東部，コーカサス地域はユーラシア，アフリカ，アラビアプレート上に位置し，地殻活

動はかなり複雑である．いくつかの先行研究でもこの地域は研 究対象とされてきたが，観測期間

の短さや観測点数が限られていることから，詳細な変動場は明らかではない．本研究では 1000 

点以上の密な GPS 点 での長期的な観測により得られた各観測点の変位速度をデータとして扱

い，歪み速度場とプレートの回転運動を推定した．データは先行研究から集めら れたものであり，

連続点，キャンペーン観測点，IGS 点の 3 種類で，全点で少なくとも 5 年間の観測が行われた．

プレート運動のように地球表面に沿った 水平運動は，地球の中心を通るある 1 つの軸の周りの

回転運動として表現できる．すなわち，ある点の変位速度とその点の緯度経度，地球半径，そして 

回転を記述するパラメータは方程式で関係づけられる．その回転ベクトルの推定には[McCaffrey, 

2002]による手法を用いた．この方法ではあらかじめプ レート境界の位置を与えることが必要とされ

るが，本研究では断層の位置や地震活動から決定した．推定されたプレートの回転方向は先行研

究において 推定されたものと一致し，回転速度についても大幅に異なることはなかった．歪み速

度の推定には[Shen et al., 1996]の方法を用いた．グリッドは 100km×100km で，最小二乗法を用

いて推定された．得られた面積歪み速度場から，歪み蓄積が集中している地域が推定された．過

去に発生した地震 の震源位置や，本研究で推定された面積歪み速度から，アナトリア西部でひ

ずみを解放するような地震が発生する可能性がある．  
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発表者２：白木 友貴  

タイトル：Ground deformation before the 2015 eruptions of Cotopaxi volcano detected by InSAR  

著者：Anieri M. Morales Rivera, Falk Amelung, Patricia Mothes, Sang-Hoon Hong, Jean-Mathieu 

Nocquet, Paul Jarrin  

雑誌：Geophys. Res. Lett., 44, 6607-6615, 2017  

要旨： 火山噴火の前段階として, まず深部のマグマ源からマグマが上昇し浅部でマグマだまりを

形成する過程がある. このときマグマの集積に伴ってマグマだ まりが膨張し, 周囲の母岩を変形さ

せることにより, 噴火に先立った地表変形がみられる. このマグマ的な地表変形を観測することが, 

噴火予測とその脅 威の評価において重要である. 本論文で対象とする, 中央エクアドルのアンデ

ス山脈中に位置する Cotopaxi 火山では, 2015 年の 8-11 月にかけて複数回の噴火が発生し, 

その噴 火期に先立ち 2015 年の 4- 8 月にかけて, 火山近傍にて短期的な地表変形が, 干渉 

SAR (COSMO-SkyMed satellite constellations：数日間隔での 観測が可能) や火口周辺の GPS 

で観測された. 最大のものでは, 南西の山腹にて 4 ヶ月間で 3.4cm の鉛直方向の隆起がみら

れた. この観測された地 表変位について Okada (1985) のダイクモデルを用いると, 山頂から南

西に数 km に位置し, 北西に走向を持ち山頂から 5.5 – 12.1 km の深さにわたっ て傾いて貫入

する, 総貫入体積が 6.8×106 m3 のシート状のダイクの存在が示唆された. また噴火に先行した

地表変形の時期は, 長周期地震 (4 月-) や火山性微動 (6 月-) の増加と同期していたことから, 

筆者らは Cotopaxi 火山におけ る短期的な噴火の振る舞いが, エピソディックなマグマの貫入に

よる山体膨張に, 部分的にコントロールされていると考えた. さらに筆者らは, 火山性地 震や長周

期地震の分布や山体の地下構造の境界面などを考慮して, Cotopaxi 火山におけるマグマ供給系

について考察を行った. その結果, 深部マグ マ源から上昇したマグマによる sill 状の滞留や, 

地震の震源分布の最深部における sill から上昇したマグマの滞留, 火口直下における地殻浅部

に向か う流体 (マグマ or ガス)の垂直方向の移動が発生していると, 筆者らは考えた.  
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発表者３：勝俣啓  

タイトル：Adjusting the M8 algorithm to earthquake prediction in the Iranian plateau  

著者：Mojarab, M., Memarian, H., Zare, M., and Kossobokov, V.  

雑誌：Journal of Seismology (2017) 21, 921-940, DOI: 10.1007/s10950-017-9644-6  

要旨： 地震予知は地震学において最もチャレンジングな問題の一つである．数年から 10 年程

度前に地震発生を予知するものを中期的地震予知 (intermediate-term earthquake prediction)と呼

ぶが，中期的地震予知として有名なのは「M8 アルゴリズム」である．M8 アルゴリズムは全世界を

対象 として予測を発表し，最近 20 年間の予測成績がかなり良いとされている．本論文では，こ

の M8 アルゴリズムをイランおよびパキスタン付近の比較的狭 い範囲に適用し，過去に発生した

地震が予測できるかどうかテストしている．予測対象の地震は，2013 年 4 月にイランで発生した 

Mw7.7 と同年 9 月パ キスタンで発生した Mw7.8 の 2 個である．結論としては，この 2 個の

地震を M8 アルゴリズムで予測できたと述べている．しかし，本論文の予測実験に は不備が多い．

雑誌会ではまず「M8 アルゴリズム」を紹介し，本論文の不備を指摘しながら，予測実験はどうやっ

て行えば良いのか考えたい． 
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l 2018 年度第 6 回雑誌会 

日時：6 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：Short Wave Amplification and Extreme Runup by the 2011 Tohoku Tsunami  

著者：Takenori Shimozono, Haiyang Cui, Julie D. Pietrzak, Hermann M. Fritz, Akio Okayasu, 

Andrew J. Hooper  

雑誌：Pure and Applied Geophysics December 2014, Volume 171, Issue 12, pp 3217–3228  

内容： 2011 年東北地方太平洋沖地震で発生した津波の事後調査で発見された津波の痕跡によ

って、三陸海岸の中部から北部のいくつかの地点で極 端に高い遡上高を確認した。東北津波共

同調査団は、岩手県宮古市姉吉地区の狭い沿岸の峡谷で平均海面より約 40m 上の最大遡上

高を測定し た。本論文の目的は、2011 年東北地方太平洋沖津波によって発生した極端に高い

遡上の原因を調査することである。 沖合の GPS ブイによる記録と沿岸及び浸水域の地形は、局

所的な水深による増幅により、著しく高い遡上になったことを示唆している。根本 的な増幅メカニ

ズムを解明するために、測定された津波高の分布を調査地域の海岸線に沿って再現する数値モ

デルを適用した。異なる条件下で の一連の数値計算は、先行波中で 4-5 分の支配周期のスペ

クトル成分が、極端に高い遡上を生成するうえで重要な役割を果たすことを示唆した。 姉吉地区

に焦点を当て、短波長成分が狭い湾で重大な増幅を受けることを確認した。今回の調査では、極

端に高い遡上をシミュレーションする 際に、水深や地形、沖合波形の解明の重要性が強調された。  
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発表者 2：不破智志  

タイトル：Characteristics of Viscoelastic Crustal Deformation Following a Megathrust Earthquake: 

Discrepancy Between the Apparent and Intrinsic Relaxation Time Constants  

著者：Yukitoshi Fukahata, Mistsuhiro Matsu’ura  

雑誌：Pure and Applied Geophysics, 2018, 549-558 DOI: 10.1007/s00024-017-1735-3  

要旨 沈み込み帯における巨大地震の発生後には時間遅れのゆっくりとした地殻変動が観測され

ることが知られている．このような地殻変動を考える 上では地震に対する地球の弾性的な応答に

加え，粘弾性的な応答を考慮する必要がある．このことから多くの先行研究で，弾性層と粘弾性層

か らなる構造を仮定し地震後の地殻変動をモデリングする試みがなされている．しかし、そういっ

た先行研究では個々の地震に特化したモデリン グを対象としており，沈み込み帯で発生する地

震後の地殻変動についてその普遍的な振る舞い（時間的・空間的）に言及したものは少ない．そ 

こで本研究においては重力の影響を考慮した上で一様な弾性層（リソスフェア）とその下部にある

一様な粘弾性層（アセノスフェア）のシンプ ルな 2 層構造を仮定し，沈み込み帯で発生する巨大

地震後の粘弾性地殻変動を再現した．こういった非常にシンプルな仮定の上にも関わらずア セノ

スフェアでの応力緩和による地殻変動は時空間的に複雑な変化を示した．地殻変動の緩和速度

はマクスウェル物体を仮定したアセノスフェ アの緩和時間に支配されると考えられるが，各観測点

での見かけ上の緩和時間は場所により有意に異なる値となった．さらに見かけ上の緩和時 間はア

セノスフェアの緩和時間よりはるかに大きな値となった．また，変動速度が地殻変動の進行中にお

いてその正負が反転する例も多くの場 所で示される結果となった．このような複雑な振る舞いは，

波数に依存する 3 つの異なった緩和時間の重ね合わせとして示される半無限空間に おける弾

性-粘弾性層の地殻変動の解析解の特徴から説明している．それによると 3 つの緩和時間のうち 

2 つは波数依存性が非常に大きくまた それらの重みに関しても大きな波数依存性を持つとしてい

る．このことから著者らは地表での地殻変動から緩和時間を推定することは難しいと 述べており，

実際に観測される地殻変動に対して解釈を行う際にはこういったことを考慮する必要があると述べ

ている．  
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発表者 3：齊藤一真  

タイトル：The November 2017 Mw5.5 Pohang earthquake: A possible case of induced seismicity in 

South Korea  

著者：F. Grigoli,*, S. Cesca, A. P. Rinaldi, A. Manconi, J. A. López-Comino, J. F. Clinton, R. 

Westaway, C. Cauzzi, T. Dahm, S. Wiemer  

雑誌：Science  

要旨： この論文は、2017 年に韓国で発生した Pohang 地震（Mw5.4）が、高温岩体地熱発電に

伴う水の注入で誘発された可能性が高いことを示した 論文である。 高温岩体地熱発電（EGS : 

Enhanced Geothermal System）とは、地下に高温の岩体が存在する箇所を水圧破砕し水を送り込

み、熱水の滞留層 を作ることで蒸気や熱水を得る技術のことである。天然の熱水や蒸気が乏しい

所でも熱水発電を行うことができるメリットがあるが、地震を誘 発する可能性があるデメリットもある。 

2017 年 11 月 15 日、韓国南部で Mw5.4 の Pohang 地震が発生した。近年地震の少ない韓

国で、大きな被害を出した地震であったので注目さ れた。震源が高温岩体発電の注入井のすぐ

そばであったために、注水による地震の誘発が疑われた。これまで発生した高温岩体地熱発電に

伴う 地震の中で、規模が最大であった理由でも注目を集めた。 本論文では、Pohang 地震の震

源の深さに焦点を当てた。地震計のデータから求めた震源の深さと、DInSAR のデータから求め

た震源の深さ がともに地下約 4.5km と求まった。この深さは、地下 4km にある井戸の注入口の

深さと空間的な相関がある。また、この地域で起こる標準的 な地震の深さである 12-15km よりも

非常に浅い。このような理由から、Pohang 地震は高温岩体発電に伴う水の注水で誘発された可

能性が高い ことを主張している。 最後に、注入した水の量と誘発地震のマグニチュードに関する

既存の関係式を使うと、Pohang 地震で予想されるマグニチュードが過小評価 されることを示した。 
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l 2018 年度第 7 回雑誌会 

日時：6 月 25 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者１：青田裕樹  

タイトル：Seafloor Geodesy  

著者：Roland Burgmann and David Chadwell  

雑誌：Annu. Rev. Earth Planet.Sci. 2014. 42:509-34 DOI：10.1146/annurev-earth-060313-054953  

要旨： この論文は海底測地学のさまざまな技術や、それらを適用して具体的にどのような観測結

果がもたらされたかを多くの例 を取り扱って説明した論文である。 海底測地技術は、陸上での測

地技術では計測することのできなかった、地球の 70%以上の地殻変動の計測を可能にした。 海

底測地技術には音響測距や圧力センサー、海底歪み、傾斜、重力計、マルチビームソナー、など

があり、それらによって 小さなスケールから広範囲の地殻変動まで、センチメーターレベルの精度

で求めることが可能になった。 日本の太平洋沖やカスカディア、ハワイで先駆的に行われた海底

測地が例として取り上げられており、これらの技術が海 洋地質プレートの運動や変形、地震サイク

ルにおける沈み込み帯の変形、さらには海底火山の変形に対する理解を深めるの に大いに役立

つものとなったと述べている。それらのほかに、斜面崩壊や海底での炭化水素またはその他の資

源の抽出によ って引き起こされる非構造の変動についても重要な対象であるとし、最近の技術的

進歩によって、海底測地システムの精度 向上、自動化そして低コスト化がもたらされると結論付け

ている。  
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発表者 2：伊藤秀晟  

タイトル：Testing the accelerating moment release (AMR) hypothesis in areas of high stress  

著者：Aurélie Guilhem, Roland Bürgmann, Andrew M. Freed and Syed Tabrez Al  

雑誌：Geophysical Journal International, Volume 195, Issue 2, 1 November 2013, Pages 785-798  

要旨： 過去に行われたいくつかの地震予知の分析において、近年の多数の大地震の発生前にモ

ーメントリリースの大幅な増加が生 じていることが考えられてきた。しかし、加速度的モーメントリリ

ース(AMR)の調査結果は、(1)マグニチュードの範囲(2) 震源域を取り囲んでいると考えられている

地域(3)大地震前の時間の間隔、の３つのパラメータの選択に大いに依存してい る。結果として、

AMR による分析は、新たな予知能力を持たない地震後のデータ適合演習であるとして批判され

てきた。本 研究では AMR の有用性を検証するために、1955~2005 年にカリフォルニア州南部

で発生した大地震を用いている。検証に おいて、独自の値として c-value という値を導入してい

る。c-value が 1 よりも小さいほど、地震の数が加速度的に増えてい るといえる。c-value も 

AMR と同様に３つのパラメータに依存する。検証を行うにあたり、先行研究で算出された c-value 

と 新たに設定したときの c-value との変化、そして応力の分布と c-value 分布の時間の関係に

着目している。パラメータを変化 させた場合では、モーメントリリースが加速度的に増長していると

は言い難いことが判明した。また、応力の分布に着目し た場合においても、時間変化における関

係性は見られなかった。本研究の検証の結果では、地震予知の手段として AMR を用 いること

は難しいことが示された。  

  



 17 

発表者３：田中 良  

タイトル：Degassing during quiescence as a trigger of magma ascent and volcanic eruptions  

著者：Társilo Girona, Fidel Costa, and Gerald Schubert  

雑誌：Scientific Reports 2015, 5, 18212; doi: 10.1038/srep18212  

要旨： いくつかの火山では，深さ数 km 程度のマグマ溜まりの膨張を示唆する地盤変動がしばし

ば観測される．著者らは，このよ うな膨張イベントが始まるメカニズムに着目した．多くの先行研究

では，より深部のマグマ溜まりの過剰圧がなんらかの原 因によって蓄積することによって，浅部マ

グマ溜まりへマグマが供給され，膨張イベントが開始するという bottom-up メカ ニズムが考えられ

ている．しかし，著者らは，非噴火時における地表面（火口など）からの活発なガス放出により，浅

部マ グマ溜まりの圧力が減少することで，深部マグマ溜まりとの圧力差が増加し，浅部マグマ溜ま

りへのマグマ供給が開始され るという top-down メカニズムを提案している．著者らは，数値計算

により，このような top-down メカニズムが発生する条 件を検討した．その結果，現実的なパラメー

タの範囲においても，top-down メカニズムによる，浅部マグマ溜まりの膨張が 引き起こされうるこ

とを明らかにした． 
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l 2018 年度第 8 回雑誌会 

日時：7 月 2 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者１：柘植鮎太  

タイトル：El Cobreloa: A geyser with two distinct eruption styles  

著者：Atsuko Namiki, Carolina Munoz-Seaz, and Micheal Manga  

雑誌：Journal of Geophysical Research: Solid Earth DOI : 10.1002/2014JB011009  

要旨： チリの El Tatio と呼ばれる地域は南米でも有数の地熱地帯の１つで、間欠泉や湯沼を含

めて熱水湧出箇所は 100 を超える．El Tatio にある 幾つかの間欠泉のうち，El Cobreloa と呼ば

れる間欠泉が本研究の対象である． El Cobreloa は小さい噴出と大きい噴出の異なる 2 つの噴

出スタイルを認める．さらに，大きい噴出は液相が卓越した噴出で始まり、この噴 出が数分間続い

た後、気相が卓越した噴出に移行するという特徴がある． 噴出スタイルの特徴と噴出過程を理解

するために，目視観測，音響測定，温度測定の 3 つの観測を行なった．観測の結果，次のような

特徴 が認められた．①小さい噴出は約 4 分間継続し，約 14 分間隔で規則的に起こる．②小

さい噴出は大きい噴出に向けて次第に勢いが強くなる． ③大きい噴出は液相が卓越した噴出が

約 10 分，気相が卓越した噴出が約 50 分の計１時間継続し，約 4 時間 40 分間隔で規則的

に起こる． 著者は上記で述べたような 2 つの噴出が規則的に起こることを説明するためには，2 

つの Reservoir が必要であると考えた．また，El Tatio の地下構造においては不透水層を境に 2 

つの帯水層が存在していることがわかっていたため，そのことに基づいて El Cobreloa の噴出機

構を考 案した．その噴出機構では，間欠泉の道管は地表から約 300m まで深さのある Conduit, 

Conduit に熱水を供給する Reservoir,さらに Reservoir に熱水を供給する Source の 3 つの領

域に分かれている．また，Conduit と Reservoir の間には半透水性を持った層が存在する．通常

時は Source から Reservoir へのより高温な熱水が供給され，Reservoir から Conduit へは熱水

は移動せずに周りの帯水層に流れていくが，Reservoir の温度が上昇し沸点に達すると気体の生

成により浮力が生じ，半透水性の層を超えて Conduit への熱水の移動が起こる．そこで生じた気

泡が 地表に達することで小さい噴出が起こる．そして，小さい噴出を繰り返し Conduit の温度が

上昇して沸点に達すると，Conduit 内の熱水が噴出 を始める．これが大きな噴出である．Conduit 

内の熱水が噴出してしまうと，周りの帯水層からの温度の低い熱水が流入することで沸騰が終わ 

り，最初に戻るというサイクルである． また，著者らはこの噴出機構からいくつかのモデル式を立て，

数値計算により小さい噴出の規則性の説明を試みた．その結果，Conduit と Reservoir の存在が

小さい噴出を引き起こし，その噴出が大きい噴出の前駆過程として機能している可能性を強めた． 

El Cobreloa の小さい噴出は，他の様々な間欠泉において見られている，噴出する直前に小さく熱

水が吹き出すような，噴出の前駆過程と見 られる現象に似ているが，それが規則的に起こるという

点で他の間欠泉とは異なっていると結論づけている．  

 

発表者２：深谷俊太朗  
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タイトル：Complex multifault rupture during the 2016 Mw7.8 Kaikoura earthquake, New Zealand  

著者：Ian J. Hamling,* Sigrún Hreinsdóttir, Kate Clark, John Elliott, Cunren Liang, Eric Fielding, 

Nicola Litchfield, Pilar Villamor, Laura Wallace, Tim J. Wright, Elisabetta D’Anastasio, Stephen 

Bannister, David Burbidge, Paul Denys, Paula Gentle, Jamie Howarth, Christof Mueller, Neville 

Palmer, Chris Pearson, William Power, Philip Barnes, David J. A. Barrell, Russ Van Dissen, Robert 

Langridge, Tim Little, Andrew Nicol, Jarg Pettinga, Julie Rowland, Mark Stirling  

雑誌：Science 356, eaam7194(2017) DOI：10.1126/science.aam7194  

要旨： 2016 年 11 月 14 日にニュージーランド南島の北東地域はマグニチュード 7.8 の地震

に襲われた。その地震は二つの明確な地震学的構造域（収 縮している北カンタベリー断層地帯と、

横ずれ断層が優位的なマールボロ断層系）をまたいで、複数の断層を破壊した。このような複数の

断層 セグメントが一度の地震の間に破壊しうるかどうかは、私たちが地震の危険性や潜在的な最

大マグニチュードを評価するために重要である。 InSAR、GPS などを用いた解析によりこの地震

による断層破壊は 170 ㎞以上の距離を以前から認識されていた断層、認識されていなかった断 

層に沿って北へ向かって伝播していったことが分かった。また、地殻断層だけでなく、沈み込み帯

のプレート境界の滑りをモデリングに含める ことにより、グローバルモーメントテンソルをよく説明す

ることに成功した。従来考えられていたよりも長い断層間の距離を超えて伝播したカ イコウラ地震

での断層破壊は、地震のハザードモデルを再考するきっかけとなった。  
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発表者３：Karim Pacheco  

タイトル：Hypocenter estimation of induced earthquakes in Groningen  

著者： Jesper Spetzler and Bernard Dost  

雑誌：Geophys. J. Int. (2017) 209, 453-465 DOI：10.1093/gji/ggx020  

 

Summary In this article the authors apply a differential travel time method for P-waves to locate the 

source of induced earthquakes in Groningen, northeast of The Netherlands. In the first years since 

1986, analyses of the seismicity were limited because of a sparse seismological network with large 

station distances. The Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) used the traditional P- and 

S- waves to locate induced earthquakes using the hypocenter method and an average 1-D velocity 

model. However, it has proven difficult to resolve the depth of the events, and they set it by default to 

3 km, which is the average depth of the gas reservoir in Groningen. Using data from the recently 

improved seismological network by February 2016, the authors applied the differential travel time 

method where waveforms from one specific event are measured at several stations and the traveltime 

shift of the recorded waves between them is used to find the focus of the earthquake. They estimated 

the epicenter and depth of 87 induced earthquakes from 2014 to July 2016. The newly estimated 

epicenters are close to the induced earthquake locations from the current method used by the KNMI 

and it is observed to take place at the reservoir level. I took some ideas from this paper for my own 

research and I am using the differential travel time approach because it allows us to avoid the origin 

time-depth trade off commonly observed in earthquake location processes. 
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l 2018 年度第 9 回雑誌会 

日時：7 月 9 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者１:楊瑚  

タイトル: Seismic attenuation, time delays, and raypath bending of teleseisms beneath Uturuncu 

volcano, Bolivia  

著者: Alexandra K. Farrell, Stephen R. McNutt, and Glenn Thompson  

雑誌: GEOSPHERE; v. 13, no. 3 DOI: 10.1130/GES01354.1  

要旨  

本論文はボリビアの Uturuncu 火山で遠地地震を使う研究である。遠地地震は比較的長い周期

であり、純粋に P 波を含み、垂直の入射角 を有するため、研究に適している。14 の研究対象で

あり、イベントの数量は少ないが、良好な信号雑音比と各イベントに非常に相似した波形を 有する

ので、到着時間と振幅の信頼性が高い。 したがって、Uturuncu 火山地域で遠地地震波の速度、

減衰、波線の指向性を検討し、火山の下、マグマの物性、位置、形状に制約を加え る。この研究

に地震波の減衰の評価は Qp(quality factor)によって達成される。今回の研究には Qp の値が低

い。しかし、そんな結果は前例があ り、高い多孔性の溶岩流だと考えられる。それ以外、速度と波

線の指向性を検討する方法も紹介している。  

 

  



 22 

発表者 2：渡部真実  

タイトル：Seismicity prior to the 2016 Kumamoto earthquake  

著者：Kazuyoshi Z. Nanjo , Jun Izutsu , Yoshiaki Orihara, Nobuhiro Furuse, Shoho Togo, Hidetoshi 

Nitta, Tomohiro Okada, Rika Tanaka, Masashi Kamogawa and Toshiyasu Nagao  

雑誌：Earth, Planets and Space (2016) 68:187 DOI：10.1186/s40623-016-0558-2  

要旨 現在、地震予測に関して様々な手法が提案されているが、決定的な一つの手法はまだない。

本論文では、現在地震予測の主要な手法とされる  b-value method、RTM-algorithm、z-value 

method、seismicity density analysis の 4 つの手法を用い、2016 年に発生した熊本地震の前兆

現象の 抽出を試みる。 結果として、b-value 以外の 3 つの手法で熊本地震の前に異常な値が

抽出できたが、その期間や最も異常が見られた場所は手法により異な るものもあった。ただ本研

究のように、異なる仮説やサンプル範囲、アルゴリズムに基づく複数の手法を用いることで、地震前

の異常が見つけ やすくなると筆者は述べている。  

 

発表者 3：西村裕一  

タイトル：Holocene Tsunamis in Avachinsky Bay, Kamchatka, Russia  

著者：T. Pinegina, L. Bazanova, E. Zelenin, J. Bourgeois, A. Kozhurin, I. Medvedev, and D. Vydrin  

雑誌：Pure Appl. Geophys. 175 (2018), 1485–1506  

要旨： ロシアカムチャッカ半島のアバチンスキー湾において火山灰を鍵層として津波堆積物の編

年と対比を行い，この地域の過去 4200 年の津波履歴 を明らかにした，という論文を紹介する．

対象地域は，北海道から北に続く千島ーカムチャッカ弧の北端にあたる．カムチャッカ半島の最大 

都市ペトロパブロフスク・カムチャッキーに近いこともあって，津波を伴う地震の長期評価が必要な

場所でもある．本研究ではまず，比較的 容易に認定可能な広域火山灰だけでなく，アバチンスキ

ー火山から降ったローカルな火山灰層をも識別してカタログ化した．これらの火山灰 層は 4200 

年分で 28 層に及んだ．次に，火山灰層を利用して津波堆積物の測線上および測線間の対比を

行った．結果として，過去 4200 年に堆 積物を残すような巨大津波が 33 回発生していることに

加え，各津波の遡上高と遡上距離も示すこともできた．全期間の平均発生間隔は 133 年，津波

の遡上高と遡上距離は，それぞれ 2-6m，150-450m であった．また，発生間隔と津波の規模には

相関があることもわかった．遡上高 5m 以上の津波は約 100 年おきに，一方，遡上高 8m 以上

の津波は約 280 年おきに発生している．著者らは，アバチンスキー湾周辺だけでな く，カムチャ

ッカ半島の広い範囲で長期にわたる津波の発生履歴を調べており，その地域性も見えてきたと述

べている．発表では，こうした 成果についても関連論文を紹介しながら少し言及する． 
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l 2018 年度第 10 回雑誌会 

日時：7 月 23 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

発表者１：清田興朔  

タイトル：Strain rate dependency of oceanic intraplate earthquake b-values at extremely low strain rates 

著者：Ryohei Sasajima, Takeo Ito  

雑誌：Journal of Geophysical Research: Solid Earth DOI：10.1002/2016JB013221.  

要旨：海洋プレート内地震の b 値が海洋リソスフェアの年代に明確に依存することが分か った。

2000 万年以上の年代を持つ海洋リソスフェアでは b 値が 1.5 にも上り、地球全体の 平均値で

ある 1.0 に比べてかなり高い。一方ひずみ速度が異常に高い値を示す Ninety EastSumatra 

orogen では b 値は 0.93 となり、同じ年代の海洋リソスフェアの b 値（1.9）に比 べて低くなった。

よって b 値の年代依存性の原因は熱構造ではなくひずみ速度であると考 え、極端に低いひず

み速度において b 値とひずみ速度の負の相関を発見した。古い海洋リ ソスフェアにおいて b 

値が高い値を示すことから、今後の観測技術の向上によって多くの 小規模な海洋プレート内地震

が観測可能になり、海洋リソスフェアの進化やプレートテク トニクスの研究に役立つことが予想され

る。  

 

発表者２：桑本涼成  

タイトル：Seismic hazard assessment in the megacity of Blida (Algeria)and its surrounding regions 

using parametric-historic procedure  

著者：Fouzi Bellalem, Abdelhak Talbi, Hamou Djellit, Hayet Ymmel, Mourad Mobarki  

雑誌：Springer Nature 2018 DOI：10.1007/s10950-018-9740-2  

要旨：本論文ではアルジェリア北部の  Blida 州という地震活動の活発な地域を対象に、 

「parametric-historic procedure」という手法を用いて地震災害の評価を行う。この手法では 調査地

域の地震活動を考慮することで、観測計器が利用される以前の過去の地震データに 対しても計

器データと同様にパラメータ計算を行い、最大マグニチュードを求めることが できる。 結果として 

PGA のハザードマップで対象地域を評価し、今後大きな地震災害が起こる可 能性が高い地域

が明らかになった。 
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l 2018 年度第 11 回雑誌会 

日時：10 月 1 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

紹介者：成田翔平  

タイトル：Understanding and forecasting phreatic eruptions driven by magmatic degassing  

著者：John Stix and J. Maarten de Moor  

雑誌：Earth Planets and Space (2018) 70:83 https://doi.org/10.1186/s40623-018-0855-z 

要旨： “Phreatic eruption”は, 本質物を放出しない噴火(non-juvenile eruption)に対して多く用い 

られる用語であるが, その定義は文献によってかなりまちまちである(e.g., Barberi et al., 1992; 

Browne and Lawless, 2001; 及川ほか , 2018). この論文では ,non-juvenile eruption = phreatic 

eruption とみなし, 6 火山の噴火事例を俯瞰することで phreatic eruption をさ らに二つのタイプ

に分け, その概念モデルを示している. タイプ 1 は, 深さ数 km の冷却・ 固結化しつつあるマグ

マから放出されたマグマ性流体が, 地下浅所に Seal された熱水系(阿 蘇, 御嶽, Ruapehu, 

Nevado del Ruiz, Turrialba)に突入し, その際の増圧がトリガーとなり 噴火に至るというモデルであ

る. タイプ 2 は, 火口湖のように天水が地表に豊富に蓄積し, 開放系火道をもつような火山(Poas)

において, 火口湖とマグマ性流体が接触することで水 が急激に沸騰・膨張し, 噴火に至るという

モデルである. 火道の閉塞構造(Sealing)があると 噴火前に熱水系が増圧するため, タイプ 1 の

噴火のほうが爆発性は強くなると考えられる. また, タイプ１と 2 の違いを生み出す主な要因も, 

Sealing の有無である. 著者らは, phreatic eruption に先行して発生する VLP, banded tremor, お

よび火山ガス組成変化に着 目することで, 各火山の熱水系が Sealing されているか否かを判断

している. 最後に, 爆発 性の強いタイプ 1 の噴火を予測するために, Sealing の場所・開始時

期・進行速度などに関 する基本的な知見を得ることの重要性を指摘して結びとしている.  
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紹介者：中垣達也  

タイトル：Effect of tide and source location on nearshore tsunami-induced currents  

著者：Aykut and Patrick J. Lynett  

雑誌：Journal of Geophysical Research: Oceans DOI：10.1002/2016JC012435  

要旨： 遠地で発生した津波では大規模な浸水や遡上がなくとも，通常とは異なる強い流れを引き 

起こし港湾施設や湾内の大型船などに被害をもたらすことが分かっている． 本研究はこの津波に

よって発生する港内の海水の流れについて，潮汐による動的な効果と 津波の進行方向による影

響を理解するための基礎を構築することを目的としたものである． まずアメリカ西海岸の 3 か所

の湾を対象とし，潮位を考慮した津波数値計算を行なった． 津波の第一波到達時の潮汐の位相

を変化させることによって潮位が津波によって発生する 流れの最大速度に与える影響を解析した．

結果として津波到達時の潮汐の位相変化による 湾内での最大流速の変化量は 25%にも上り，ま

た同じ湾内の近接している場所でも潮位に よる影響が異なることが分かった． 次に，3 か所の湾

のうちカリフォルニアの湾において津波の入射方向が港内での最大流速に 与える影響の評価を

行った．アラスカ，マリアナ，チリの 3 か所の沈み込み帯に対して対象 の湾の沖合での最大津波

波高がすべて 1m となるような断層モデルを仮定して港内での影 響を評価した．その結果，今回

調査対象とした港と波源では波源の方向と波長は港内での最 大流速に大きな影響を与えないこ

とが分かった． 最後に，潮汐が最大流速に与える変化を考慮する際には対象とする港ごとに本研

究と同じ 手法で評価を行うことを強く推奨すると筆者らは述べている． 
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l 2018 年度第 12 回雑誌会 

日時：10 月 15 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

紹介者：齊藤一真  

タイトル：Frequency dependence of delayed and instantaneous triggering on laboratory and simulated 

faults governed by rate‐state friction  

著者：Nicholas J. van der Elst and Heather M. Savage 

雑誌：Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 120, 3406-3429 DOI：10.1002/2014JB011611  

要旨： 地震波の通過に伴う一時的な応力変化による地震の誘発（ダイナミックトリガリング）が 広く

観測されている。しかし、地震波の通過と地震の誘発にタイムラグが存在すること（遅 れ誘発）など

ダイナミックトリガリングには未解明な側面が多い。遅れ誘発のメカニズムに 関して様々なものが

提案されている中、本論文ではすべり速度・状態依存摩擦法則（rate and state dependent frictional 

law）に基づいて遅れ誘発の説明を試みた。 本論文では、まずダイナミックトリガリングの状況を模

した室内実験を行った。断層面に 入射するパルスの周波数と継続時間を変えながら実験を行うこ

とで、以下の四つの特性が 観察された。 ①むきだしの花崗岩表面でも（ガウジがなくても）遅れ

誘発は起こる ②クーロンの破壊基準から予想されるタイミングより早く誘発は起こる ③入射する

パルスの振幅が同じであれば、高周波のパルスほど誘発に効く ④ガウジがある場合はパルスを

入射するタイミングに依らず誘発のタイミングが早まる 次に、すべり速度・状態依存摩擦法則に基

づいた数値計算によって、室内実験で観察され た上記の摩擦特性を再現することを目指した。具

体的には、状態変数の発展則としてスロー ネス則（Dieterich aging law）とすべり則（Ruina slip law）

の二つを仮定して数値計算を 行い応力・速度・状態の時間発展を推定した。その結果、スローネ

ス則を仮定した場合と、 摩擦パラメータである a が大きい場合のすべり則を仮定した場合に①の

特性を再現するこ とができた。また、a が小さい場合のすべり則を仮定することで②と③の特性を

再現するこ とができた。④の特性は考慮したモデルの範囲外なので議論できない。以上をまとめ

ると、 すべり速度・状態依存摩擦則に基づいた数値計算によって、①②③のそれぞれの特性を

再現 することができたが、①～④の特性を同時に再現することはできなかった。  
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紹介者：佐藤 彰紀  

タイトル：Calculation of the magnetic gradient tensor from total magnetic anomaly field based on 

regularized method in frequency domain  

著者：Gang Yin,, Yingtang Zhang, Songlin Mi, Hongbo Fan , Zhining Li 雑誌：Journal of Applied 

Geophysics Volume 134, November 2016, Pages 44-54  

要旨： 磁気探査において全磁力と比較して背景磁場の影響を受けづらい磁気勾配テンソルは有 

用であるが、全磁力測定は磁気勾配テンソル測定よりも発達しており、高い測定精度を持つ。 そ

こで著者らはポテンシャル場理論を用いて、既存の全磁気異常データから磁気勾配テン ソルを計

算するために、周波数領域の変換式を導出した。求めた２つの変換演算子は高周波 数領域を増

幅するフィルタ効果を持っており、計算結果の SN 比が低くなるため正規化を導 入し高周波数ノ

イズを抑制した。角柱状の磁気ソースを用いたモデルを正規化を行う場合 と行わない場合で計算

すると、正規化を行った場合の方が SN 比の改善が見られた。  
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紹介者：大島弘光  

タイトル：Generation, ascent and eruption of magma on the Moon: New insights into source depths, 

magma supply, intrusions and effusive/explosive eruptions (Part 1: Theory)  

著者：Lionel Wilson, James W. Head  

雑誌：Icarus 283 (2017) 146–175 DOI：10.1126/science.aam7194  

要旨： これは NASA が 2009 年に打ち上げた超高解像度カメラのほか 6 つの観測器機を搭

載し た衛星—Lunar Reconnaissance Orbiter(LRO)—による月探査の特集号に掲載されている論 

文である． 論文は Part I（Theory）と PartⅡ（Predicted emplacement processes and observations） に

別れており、PartⅠではダイク貫入モデルをベースに LRO で得られた詳細な月面地形、 地形形

態と構造のほか月探査衛星 GRAIL によって得られた最新の地殻密度と厚さなどの 研究成果と

あわせ、月の海を形成する玄武岩マグマの上昇と噴出をモデル化し、議論してい る． 玄武岩質

マグマに比べて GRAIL によって得られた月の地殻密度は至るところで小さく、 マグマが月表面

に噴出するためには地殻-マントル境界あるいはマントル内にあるマグマ内 に過剰圧が必要とされ

る．この過剰圧はマントル対流による圧力解放あるいはマントル内 に存在する放射性同位体の崩

壊熱の蓄積によって形成された部分溶融帯から浸み出して、 表面に向かって伸びたダイク内に

生じえるが、噴火が発生するときにはダイク貫入が始ま る深度での過剰圧は噴出するマグマ柱の

圧力を超えていなければならない．この過剰圧は 少なくとも地殻が薄いところで〜19±9MPa、地

殻が厚いところで〜29±15MPa でなけれ ばならない． 一方、過剰圧は部分溶融域の垂直方向

の広がりに依存し、垂直方向の広がりが小さい時、 地殻-マントル境界を貫いたダイクの上端は、

月表面に到達することができず、貫入岩体を 形成するにすぎない．部分溶融域の広がりが大きい

時、溶融体は月表面に到達し、地殻の薄 いとこでは噴出するが、厚いとこでは噴出することができ

ない．さらに部分溶融域の広がり が大きくなると、いたるところで噴出するようになる． マグマ噴出

が起こった場合、マグマの上昇速度は、幅が 100m 程度のダイクで 10〜数 10m/s であり、長さ 

1〜10km の割れ目火口の場合の体積噴出率は 105〜10６m3/s と推定さ れた．この体積噴出率

は、溶岩流の厚さや勾配から求められている 105 から 106m3/s、ある いはリル（裂溝）に対して

求められた 104 から 105m3/s という値にほぼ一致する．ただ、波 状リルを生じる噴火はマグマ

体積流束がやや小さく、部分溶融域から上方への浸透速度に よってマグマ供給率が制限されて

いるのかもしれない． 
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l 2018 年度第 13 回雑誌会 

日時：10 月 22 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

紹介者：小野夏生  

タイトル：Subsurface Fluid Pressure and Rock Deformation Monitoring Using Seismic Velocity 

Observations  

著者：Joseph Doetsch, Valentin S. Gischig , Linus Villiger, Hannes Krietsch, Morteza Nejati, Florian 

Amann, Mohammadreza Jalali, Claudio Madonna, Hansruedi Maurer, Stefan Wiemer, Thomas 

Driesner, Domenico Giardini  

雑誌：Geophysical Research Letters, 45 DOI：10.1029/2018GL079009  

要旨： 地殻内の流体の移動(migration)は有効応力に変化をもたらし，地震を引き起こす大きな要

因と なる．実際，地下への注水を伴うシェールガスの採掘や地熱開発にあわせて，地震活動の活

発化 が観測され，大きな注目を集めている．注水実験に伴い地震波速度の変化が観測され，そ

の要因 について流体圧との関連を示唆する先行研究はあるものの，流体圧やひずみの変化を直

接測定し た例はない． そこで筆者らは，アルプス山脈で行われた 1.25m3 の注水実験において 

20m スケールで地震計・ 圧力・歪み計を展開し，流体圧とひずみの観測と，注水実験前後のハ

ンマーとピエゾソースによ る人工地震の位相変化を求めた．その後，速度構造から走時トモグラフ

ィーを注入サイクルごと に求め，地震波速度の時間変化を求めた． その結果，地震波速度は流

体圧と強い相関があり，地震波速度変化を測定することで流体圧を予 測できるとした．また，体積

ひずみにおいても地震波速度変化と相関があるとしたが，一方剪断 変位との相関はなかったとし

た． この結果から筆者らは，地震波速度モニタリングにより，注水サイトだけでなく断層沿いや火 

山体においても深部の流体圧を推定できる可能性があるとしている．  
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発表者：不破智志  

タイトル：Geodetic observations of postseismic creep in the decade after the 1999 Izmit earthquake, 

Turkey: Implications for a shallow slip deficit  

雑 誌 ： Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2016, 121, 2980-3001 

doi:10.1002/2015JB012737  

要旨： 断層面上における非地震性のスリップと応力負荷の関係は，ひずみの蓄積過程と大地震

を起こ す潜在的な力の理解に重要な役割を果たす．そこで筆者らは 1999 年 Izmit 地震と 

Düzce 地震の 震源域をカバーする 2002 年から 2010 年の期間の InSAR 画像の時系列解析

を行い，西部北アナ トリア断層で発生した非地震性の断層クリープによる変位の時空間分布を調

べた．その結果，先 行研究で指摘されているように視線方向の変位速度の不連続境界が断層と

沿うように存在するこ と確認され，断層クリープが地表にまで達しており，断層上およそ 80km の

区間で~5mm/yr の右 横ずれの速度を持つことがわかった．断層を挟む観測点から得られた変位

時系列は速度・状態依 存摩擦則に基づいた余効すべりモデルと整合的であり，それによると地震

発生直後の 2.9±0.4mm/day での変位速度から地震発生 5 年後に観測されている定常的な変

位速度である ~5mm/year の断層クリープへの急激な速度の減衰が説明された．筆者らの本研究

で用いたモデル によると 200 年後の断層クリープによる累計変位は 1-1.3m になると予想され

たが，この値は先 行研究で見積もられた浅部の地震時すべり(2-3m)と比較すると過少の値となっ

た．筆者らは地下 数 km の浅部地殻での地震時の非弾性変形や地震間のすべり速度の遷移過

程が浅部断層でのすべ り欠損の発生メカニズムに重要な影響を果たしているのではないかと指

摘している．  
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紹介者：大園真子  

タイトル：Spatial-temporal evolution and corresponding mechanism of the far-field postseismic 

displacements following the 2011 Mw 9.0 Tohoku earthquake  

著者：Q. Zhao, G. Fu, W. Wu, T. Liu, L. Su, X. Su and N. V. Shestakov  

雑誌：Geophysical Journal International, 214, 1774-1782, 2018 DOI：10.1093/gji/ggy226  

要旨： 遠地の GPS データから，2011 年東北地方太平洋沖地震の余効変動シグナルを注意深く

抽出し，そ の粘弾性緩和成分からレオロジー構造を推定した．余効変動シグナル抽出のために，

応力擾乱の 元となる地震時の地殻変動を北東アジア地域に設置された 41 点の連続 GPS データ

から求め，先行 研究に基づく震源断層モデルを元に地震モーメントの再推定を行った．推定した

地震モーメント は 5.67×1022 Nm (Mw=9.1) となった．もっともらしい余効変動シグナルを抽出す

るためには，地 震間の速度を知る必要がある．連続点は地震前のデータが少ないため，地震前

に行った 100 点近く のキャンペーン GPS データを使って地震間の地殻変動速度を推定し，

Gaussian 型の空間補間を行 って，連続点での速度を推定した．その地震間の速度を差し引いて

得られた，地震後 2.5-4.5 年後 の 9 点の GPS 観測点の水平余効変動データからマントルの粘性

と有効弾性層の厚さを求めた．粘 弾性地球ディスロケーション理論に，修正した震源断層のすべ

りを適用して粘弾性緩和をモデル 化した結果，最適なマントルの粘性は 1.0×1019 Pa s，リソスフェ

ア (有効弾性層) の厚さは 30km となる．遠地の余効変動は，2.5 年後までは余効すべりと粘弾性

緩和によって発生し，4.5 年後以降 は粘弾性緩和が支配的となる．この結果は，地震直後であっ

ても，遠地のマントルの粘性緩和の 影響は無視できないことを意味する．加えて，遠地の余効変

動の研究は S/N 比の高い観測値がイン バージョンの精度に影響することを示す． 
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l 2018 年度第 14 回雑誌会 

日時：11 月 5 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

紹介者：Rinda Nita  

タイトル：Tsunami data assimilation of Cascadia seafloor pressure gauge records from the 2012 Haida 

Gwaii earthquake.  

雑誌： Geophys. Res. Lett., 43, 4189–4196 DOI：10.1002/2016GL068368.  

著者：Aditya Riadi Gusman, Anne F. Sheehan, Kenji Satake, Mohammad Heidarzadeh, Iyan Eka 

Mulia, and Takuto Maeda  

要旨： Recent addition of pressure gauges to ocean bottom seismometers (OBSs) provides alternative 

data for tsunami forecast simulation. Because OBSs are usually deployed in a dense array, they 

provide high-density tsunami observations as well. In the southern Cascadia subduction zone, ocean 

bottom seismometers deployed at nonpermanent locations were equipped with absolute pressure 

gauges (APGs) or differential pressure gauges (DPGs). In this paper, the authors used tsunami 

waveforms recorded on a dense array of seafloor pressure gauges offshore Oregon and California from 

the 2012 Haida Gwaii, Canada, earthquake to simulate the performance of two different real-time 

tsunami-forecasting methods. In the first method, the tsunami source is first estimated by inversion of 

recorded tsunami waveforms. In the second method, the array data are assimilated to reproduce 

tsunami wavefields. These estimates can be used for forecasting tsunami on the coast. The author 

demonstrates that tsunami records from the 2012 Haida Gwaii earthquake on a dense pressure gauge 

array in southern Cascadia can deliver both timely and accurate tsunami forecasts in the nearby coast. 

The tsunami forecast from the tsunami data assimilation method produces similar results as those from 

the conventional tsunami-forecasting method which starts from a fault model. The tsunami data 

assimilation method that we present can be run continuously in real time and does not require a tsunami 

source model. The method can be tested further for various configurations of tsunami source and coast 

to be implemented for future tsunami warning systems.  
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紹介者：村井芳夫  

タイトル：Upper-plate controls on co-seismic slip in the 2011 magnitude 9.0 Tohoku-oki earthquake  

著者：Dan Bassett, David T. Sandwell, Yuri Fialko & Anthony B. Watts  

雑誌：Nature, Vol.531, No.7592, 92–96 (03 March 2016)  

https://www.nature.com/articles/nature16945  

要旨: 2011 年東北沖地震は過去 50 年間で 2 番目に大きく、現代の地球物理学的手法で記録

された最 も新しい地震だった。しかし、どのような物理学的特性や構造特性が、この地震の破壊

領域やす べり量を規定していたのかということは明らかになっていない。この論文では、海底地形

と重力 異常からその海溝軸に直交する方向の変化の平均値を差し引いた地形残差（residual 

topography） と重力異常残差（residual gravity anomaly）を計算して、東北沖の上盤プレートの地

質構造に制 約を与えている。データから上盤プレート内の南西－北東方向の急激な構造境界が

明らかになり、 重力のモデリングから境界をはさんだ北側では南側より、上盤側の岩石の密度が 

150-200 kg/m3 増加していることが示された。著者らは、この構造境界が中央構造線の海域にお

ける延長部を表 し、北側は花こう岩質で南側は付加複合体から成る地質であることを示唆してい

る。この構造境 界を境にして、南側では中規模地震の発生が急になくなり、Mw>7.0 の大地震の

破壊域は北側だ けに分布し、2011 年東北沖地震のモーメント解放の大部分は北側で起こって

いて、北側では地震 間の断層固着が強かったことから、上盤プレートの構造と摩擦特性がプレー

ト間カップリングや 地震発生様式を支配していると著者らは提案している。 
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l 2018 年度第 15 回雑誌会 

日時：11 月 12 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

紹介者：井上真優 

タイトル：Data assimilation with dispersive tsunami model : a test for the Nankai Trough 

著者：Yuchen Wang, Kenji Satake, Takuto Maeda, Aditya Riadi Gusman 

雑誌；Earth, Planets and Space December 2018, 70:131  

DOI：10.1186/s40623-018-0905-6 

 

要旨： 

津波データ同化とは、津波初期波高を計算することなく、沖合観測データを数値シミュレーション

に同化させて津波波形を予測する方法である。実際の観測データを用いることで、精度の高い予

測ができる。しかし、これまでの研究では、線形長波モデルを用いて津波データ同化を行っており、

短波長成分が多い津波では、線形長波モデルでは正しく予測することができない。また、津波デ

ータ同化で波面を予測した後、フォワード計算で沿岸の津波を計算していたため、計算コストも非

常に高く、即時予測をするには適さない。そこで筆者は、同化プロセスを高速化するために、グリー

ン関数に基づく津波データ同化(GFTDA)を提案した。これは、グリーン関数を事前に計算している

ため、津波即時予測に有用である。 

本論文は、グリーン関数に基づく津波データ同化(GFTDA)を用いて線形分散モデルに基づいた

津波予測を行うことを目的とする。2004年の紀伊半島地震(M7.4)のソースモデルを用い、四国と九

州沿岸に沿った津波を計算した。また、線形長波モデルと線形分散モデルを用い、津波データ同

化による到着時間と最大高さの予測結果の観測と比較した。その結果、四国と九州の沿岸に沿っ

て最初の津波ピークの到着時間と最大高さを迅速に予測できることを示した。また、線形長波モデ

ルと線形分散モデルの両方で正確に津波の高さを予測できたが、線形分散モデルのほうがテスト

した地震に対して、より正確に津波到達時間を予測することができた。グリーン関数に基づく津波

データ同化(GFTDA)を用いることで、従来の津波データ同化より同化プロセスを簡単にすることが

できた。線形長波モデル以外にも複雑なモデルを適用できるようになり、より正確に津波予測をす

ることによって津波災害を緩和することができる。 

 

 

  



 35 

紹介者：渡部真実 

タイトル：Spatial distribution of the contemporary stress field in the Kurile Wadati-Benioff zone by 

inversion of earthquake focal mechanism 

著者: C.V.Christova 

雑誌：Journal of Geodynamics 83(2015)1-17 

DOI：10.1016/j.jog/2014.11.001 

 

要旨： 

千島和達ベニオフ帯は、太平洋プレートの北米プレートへの沈み込みによる地震の多発地帯であ

る。本論文では、応力インバージョンにより、千島和達ベニオフ帯の地下の応力状態を調べた。具

体的には、領域を19の細かい領域に区切り、個々のメカニズム解のP軸T 軸の方向から、それぞ

れのエリアの応力状態を求めた。 

応力インバージョンの結果はスラブ浅部の5つの領域では、最大主応力σ１は水平な傾きで海溝軸

に対して垂直な向きに示され、最小主応力軸σ３はスラブの沈み込みの傾きに海溝軸に垂直な向

きに示された。これらは一般的な沈み込み帯の応力状態と一致する。スラブ中間部では地震分布

が2重深発地震面になっており、細分した8つの領域全てにおいて、上面では最大主応力軸がスラ

ブに平行な向きに示され、下面では最小主応力軸がスラブに平行な向きであることが示された。例

外として択捉島下に伸びる破砕帯では2重深発地震面が見られなかった。スラブ深部の2２0㎞以

下の領域では、細分した5つの領域それぞれに特徴的な応力状態がみられた。その一つとして、

地下225㎞～380㎞に広がる領域V1ではマントル遷移層による応力場の変化が見つかった。 

本研究により今まで明らかになっていた浅部の応力状態に加え、スラブ中間、深部の応力状態の

考察が深まった。 
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紹介者：橋本武志 

タイトル：Introducing the Volcanic Unrest Index (VUI): a tool to quantify and communicate the 

intensity of volcanic unrest 

著者：Potter, S.H., B.J. Scott, G.E. Jolly, V.E. Neall and D.M. Johnston 

雑誌：Bulletin of Volcanology (2015) 77:77 

DOI：10.1007/s00445-015-0957-4 

 

要旨： 

火山活動において，"background", "typical", "baseline" などと形容される状態と "unrest" をどのよ

うに区別するかは難しい問題である．観測データに基づいて定量的評価を行う上で，多項目のデ

ータをどのように統合してひとつの指標にするか，これは，単一の火山におけるunrestの相対的評

価の場合でも，複数の火山間の相互比較（換言すればunrestの絶対評価）の場合でも難問である． 

ひとたびunrestが起こると，それが長引くにつれて社会的インパクトは大きくなり，それに対処す

るためには，unrestという曖昧な言葉を，定量的なだけでなく，"robust" で  "transferable" で 

"defendable" な形で定義し，研究者以外の他者に伝達するための指標が求められる．このような要

請に応えるためにNZで開発されたのが，Volcanic Unrest Index (VUI) である．VUIは，地震，地盤

変動，地熱とガスの３つのカテゴリ（計9細目）について，個々の火山についてあらかじめ定めてお

いた基準に従って，0～4の５段階でワークシートを用いて評価する．9細目の平均値を整数化した

ものが，ある火山のある時点におけるVUIとなる．VUIの評価基準にはソースの位置情報も使われ

ているので，震源決定や地盤変動源推定などのモデリングを内包している部分はあるが，できる限

りデータの解釈（Interpretation）による主観性を排除する立場をとっている．VUIの運用にあたって

は，あらかじめ，評価に用いるデータの空間的・時間的範囲を定め，一貫性を持たせることが重要

となる．VUIは，観測データに基づくコミュニケーション・ツールとしての利用の他にも，いわゆる

Volcanic Alert Level (VAL) の補助的情報としても使えるし，事象系統樹（イベント・ツリー）における

最初の分岐確率を与える根拠としても使える可能性がある．一方で，VUIは噴火や被害を予測す

るツールではないし，噴火開始後のことは埒外である．なお，本論文の姉妹論文（Potter et al., 

2015a; BV）では，NZタウポ地域の火山に対するVUIの適用事例が紹介されている． 
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l 2018 年度第 16 回雑誌会 

日時：11 月 19 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

紹介者：深谷俊太朗  

タイトル：Crustal Deformation Process in the Mid-Niigata Region of the Niigata-Kobe Tectonic Zone 

as Observed by Dense GPS Network Before, During, and After the TohokuOki Earthquake  

著者：A. Meneses-Gutierrez, T. Sagiya, S. Sekine  

雑 誌 ： Journal of Geophysical Research: Solid Earth Volume 123, Issue 7 DOI ：

10.1029/2018JB015567  

要旨： 新潟神戸ひずみ集中帯(NKTZ)は局所的に東西方向の収縮が大きい地域として以前から 

知られていた。この地域についていくつかの先行研究がなされてきたが、この局所的収縮の 起源

を定量的に説明したものはまだなかった。Meneses-Gutierrez&Sagiya, 2016 では NKTZ のうち新

潟県中部地方の東北沖地震前後の GEONET 観測点のデータを用いてこの局所的 収縮を非地

震性の断層すべりによる永続的な非弾性変形によるものと説明したが、 GEONET 観測点だけで

はデータの密度が限られるためこの地域の弾性、非弾性変形の起源 を完全に理解することはで

きなかった。 そこで本研究では新潟県中部地方の GPS 稠密観測から得られた東北沖地震時、

前後の地 殻変動データを用いてこの地域の局所的な弾性、非弾性変形のメカニズムを解明する

こと を目的とした。それぞれの期間におけるひずみ分布を長波長成分と短波長成分に分解し、地 

震時、地震前後の変動を最もよく説明する地殻モデル(非地震性の断層すべりによる非弾性 変形

の影響、弾性不均質性による弾性変形の影響を考慮)をグリッドサーチにより見積もった。ここで、

地震時と地震前後で堆積層の弾性定数を変化させることによって観測値をよく 説明することがで

きた。この弾性定数の違いは NKTZ の堆積層と基盤岩の間にデカップリ ングがあることを示した。 

このように稠密 GPS 観測は地殻浅部の変動過程を理解するためのキーポイントとなる。  
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紹介者：柘植鮎太  

タイトル：Dynamics within geyser conduits, and sensitivity to environmental perturbations: Insights 

from a periodic geyser in the El Tatio geyser field, Atacama Desert, Chile  

著者：Carolina Munoz-Saez, Michael Manga , Shaul Hurwitz, Maxwell L. Rudolph, Atsuko Namiki, 

Chi-YuenWang  

雑誌：Journal of Volcanology and Geothermal Research DOI：10.1016/j.jvolgeores.2015.01.002.  

要旨 間欠泉は 200 年以上前から研究されており，様々な噴出機構が提案されてきたが，未解 

決な問題を多く抱えている．中でも著者は 3 つの問題—どのように熱が運ばれるのか？； 地下の

構造が間欠機構にどのような役割をはたしているのか？；外部の影響（気圧，温度，地球潮汐，etc.）

に対してどのように反応するのか？—に着目し，チリの El Tatio にある”El Jefe 間欠泉”で，大気

圧，Conduit 内の水圧，外気温，Conduit 内の熱水温度，傾 斜変動および噴出した熱水総量の

観測を行った． Conduit 内の水圧と熱水温度は間欠噴出に呼応して周期的に繰り返し，それらの

変化パターンから，著者は間欠噴出の  1 サイクルを  Recharge，Pre-eruption，Eruption， 

Relaxation の 4 つのステージに区分した． Recharge ステージでは指数関数的に上昇率を減じ

ながら Conduit 内の水圧が上昇する．この水圧変化は，水位上昇率が圧力一定の Reservoir と 

Conduit 内の熱水による圧力 との差に比例するというモデルで説明された．Pre-eruption ステー

ジは Recharge に続 き，水圧と熱水温度が急上昇する，噴出の前駆過程と見なされ，0.5Hz 程

度の水圧振動が 観測された．この振動は，Conduit 内の下部に Bubble trap—水蒸気を蓄積し，

限界を超え ると Conduit 内に排出する構造—が存在し，Babble trap が排出する気泡の上昇に

よって引き起こされていると想定された．Eruption ステージは Conduit 内の熱水が沸騰噴出する

ステージである．沸騰は，Conduit 内の上部で始まり，沸騰によって熱水が噴出することに よって

水位が低下し，Conduit 内の圧力が下がって沸騰が下部まで伝播し，激しい沸騰噴 出が続く．著

者は Conduit 内の熱水が沸点に達する原因は，一定の熱が下部から供給されるのではなく，

Bubble trap が排出する水蒸気の熱が熱水を温めるからであると仮説を立てた．この仮説を検証す

るために，Conduit 内の気液二相流の音速から水蒸気の質量分率を 推定したところ，1.2×10-

3~1.7×10-3 と求められた．同時に，噴出中に Conduit 内の熱水 温度が約 3℃上昇していること

に着目し，3℃上昇させるために必要な熱量から水蒸気の質 量分率を推定すると，4.7×10-3 と求

められた．いずれも，質量分率にして~10-3 程度の水 蒸気があれば熱水温度を沸点にまで加熱

できることを示し，これらの推定は水蒸気供給源 としての Bubble trap の存在を支持する．その一

方，著者は音速による質量分率の推定は 不確かな部分が多く，強く主張できるものではないと述

べている．Relaxation ステージは  地表での噴出が終わるステージである．噴出が終わると 

Conduit 内の水圧と熱水温度が下 がり，Recharge ステージに戻る． 次に，El Jefe 間欠泉が外

部の影響を受けているかどうかを確かめるために，大気圧と気 温，地球潮汐，および噴出間隔

（IBE: Interval between eruptions）のスペクトルを比べ た．大気圧，気温，地球潮汐の卓越周波数

と IBE の周波数は大きく異なり，El Jefe 間欠泉 の噴出サイクルは外部の影響を受けているとは

言いがたく，内部の構造が支配的である． 
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l 2018 年度第 17 回雑誌会 

日時：11 月 26 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

紹介者：桑本涼成  

タイトル：Dissipative Intraplate Faulting During the 2016 Mw 6.2 Tottori, Japan Earthquake  

著者：Zachary E. Ross, Hiroo Kanamori, Egill Hauksson, and Naofumi Aso  

雑誌：Journal of Geophysical Research: Solid Earth DOI：10.1002/2017JB015077  

要旨： 2016 年 10 月 21 日に鳥取県中部を震源域とする地震により、その後 10 日間で数千

個の余震が発生した。本研究ではこの地域の断層破壊過程やエネルギー収支への理解を深める 

ことを目的とし一連の地震群を分析する。 まず Matched-filter を用いた手法により一万個以上の

余震を特定し、再配置を行った 結果、深さ８km よりも深い地震は本震の走向に対しほぼ平行に

局在していたのに対し、 浅い地震は本震の断層面の外にあり、数か所に拡散して点在していた。

次に経験的グリーン関数によって本震についての震源時間関数を求めた結果、長さ 2～４秒の振

幅の大きな パルスが見られた。また、滑り分布から地震モーメントの 93％が深さ 8 km よりも深い

場所 にあり、主に地震発生領域の深いところで断層破壊が起こったと考えられる。さらに、応力 

降下量に対し地震の放射エネルギーが小さい。その要因として滑り域がより成熟した断層 に比べ

て広く、地震放射エネルギーが散逸的であることが可能性として考えられ、これらの 結果は断層

帯の未成熟さと関係があると結論付けた。  

 

紹介者：清田興朔  

タイトル：A statistical assessment of current seismic quiescence along the North Anatolian Fault Zone: 

Earthquake precursors  

著者：Serkan ÖZTÜRK  

雑誌：Austrian Journal of Earth Sciences Volume 106/2,4-17,2013 要旨： 北アナトリア断層帯では 

2009 年の初頭に地震活動の変化が観測されており、本震の先駆 現象である静穏化現象ではな

いかと推測されている。そこで本研究では、北アナトリア断 層帯全域を対象に静穏化現象の統計

的な解析を行った。用いた地震データは６つの異なる カタログを結合したものであり、筆者の 

2009 年の論文の関係式をもとに  duration magnitude に統一されている。そのデータに 

Reasenberg(1985)に基づいてデクラスタリング処理を行った。解析には地震活動の空間的または時

間的な変化を解析できる ZMAP を用いた。その結果対象領域内の 8 か所の地域で静穏化が

観測され、そのいずれにおいても静穏化は 2005 年から始まっていた。また、そのうち 4 か所の

地域では静穏化現象が開始した 2005 年以降に地震が発生した。そのため筆者は北アナトリア断

層帯において地震活動の空間的または時間的な変化を観測し、地震に先立つとされる静穏化現

象を発見することが地震予知への手掛かりとなるのではないかと主張している。  
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紹介者：村上亮  

タイトル：Measurement of Seafloor Deformation in the Marine Sector of the Campi Flegrei Caldera 

(Italy)  

著者：Giovanni Iannaccone, Sergio Guardato, Gian Paolo Donnarumma, Prospero De Martino, Mario 

Dolce, Giovanni Macedonio, Francesco Chierici, and Laura Beranzoli  

雑 誌 ： Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 123, 66–83. https://doi.org/10.1002/ 

2017JB014852  

要旨： イタリア・ナポリ市近郊のカルデラ火山であるカンピ・フレグレイ（Campi Flegrei）は， およそ 

39,000 年前と 12,000 年前に，大規模な火砕流噴火を起こしたカルデラ火山地域で ある．その

後は，単性火山活動を繰り返し，スコリア丘を形成した 1538 年噴火を最後にマ グマ噴火を停止

させている．現在は，広く分布する噴気地帯で活発な熱活動が続いている． この地域では，極め

て大規模な地殻変動の継続的な進行が顕著であり，その存在は，ローマ 時代から知られている．

最近の研究によれば，この火山のマグマシステムの相当部分が海域 下に存在していると考えられ

ている．急速な隆起の進展や，地震活動の一時的な活発化が近 年も時折発生しており，ナポリ市

など人口密集地域の近傍であることもあって，噴火リスク が懸念されている． 著者らは，当カルデ

ラを抱えるポッツオーリ湾の海底上下地殻変動を観測する目的で，ＧＰＳと海底圧力計を組み合わ

せたシステムを開発し，2016 年から 2017 年にかけて，実証観測を実施した．この観測システム

では，鉄製のケーブルを経由して，ＧＰＳ装置を装着したブイを海底固定アンカーに連結させてい

る．システムの特徴は，ブイを海面に浮遊させるのではなく，常時，水面下に留まらせるように調整

することにある．その結果，ケーブルのテンションが維持され，ケーブルは疑似的に剛体とみなせる

状態が保たれている．この特徴により，ブイの位置は，ケーブル長を半径とし，海底の固定点を中

心とした球面に拘束され，その性質を利用して，ブイの鉛直方向の位置を世界測地系で決定され

る．さらに，ブイの位置の変化から逆算して，海底アンカーの上下位置の変動の追跡が達成可能と

されている．この水面近傍ブイには，ＧＰＳアンテナ，太陽電池，陸上との通信装置が装着されてい

る．一 方，海底にも，圧力計，低周波水中マイク，広帯域地震計から構成される観測モジュール

が 設置されている． 解析処理では，ＧＰＳに対しては，主として時間平均を取ることで精度向上が

図られ，一方，海底圧力計データに対しては，海水温度，塩分濃度，気圧などを考慮した補正が

なされている． 実証観測期間は，地殻変動が比較的活発な時期に当たっており，ＧＰＳ観測と海

底圧力計 観測結果が，一致して約 4.2±0.4cm の海底隆起を示した．また，陸上の GPS データ

のみを使用して推定した Mogi モデルによる海底の垂直変位もほぼ同一の隆起を予想した． 著

者らは，これらの結果から，適用水深が現時点では 100ｍ以浅に限定されるものの，この恒久的な 

GPS ブイのネットワークが、浅い水中の垂直な海底変形場を測定するための強力なツールになり

うると結論している．以下は，紹介者の私見であるが，比較的，簡便な装置で連続地殻変動観測を

可能とするこのシステムは，喜界カルデラ，小笠原硫黄島，姶良カルデラ，阿多カルデラなどのわ

が国の海底カルデラの観測にも有効かもしれない． 
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l 2018 年度第 18 回雑誌会 

日時：12 月 3 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

紹介者：伊藤秀晟  

タイトル：Evidence of Systematic Triggering at Teleseismic Distances Following Large Earthquakes  

著者：Robert T.O’Malley, Debashis Mondal, Chris Gordfinger & Michael J. Behrenfeld  

雑誌：SCIENTIFIC REPORTS DOI：10.1038/s41598-018-30019-2  

要旨： 地震は、応力の増加と解放というサイクルの一部である。近年、マグニチュードの大きな地

震の数が増加しており、発生した大地震が発生後に別の場所で大地震を誘発することがあるかど

うかという推論が生じることは珍しくない。また、地震の影響が作用する範囲も判明していない。しか

し近年の観測において、より大きなマグニチュードを伴う地震が多数の小さな地震を誘発すること

や、誘発された地震が生じる可能性が最も高い場所は地球の反対側であり 30°以内であること、

地震波の伝播から生じる小さな摂動による断層システムの励起など、遠方での地震と断層システム

との関係が明らかになっている。 本研究において、筆者は M≥5.0 の大地震と 1973 年 1 月 1 

日～2016 年 12 月 31 日の期間を３日間ごとの時間窓に区切って解析を行った。また、評価を

行うためにポアソン分布が成り立つことを考慮しながら、デクラスタリング処理を行った地震を用い

ると共に、相対比率 と p 値の２つの値を用いた数値実験を実施した。筆者は、本論文で実験結

果に基づいて地 質メカニズムに関係なく、地震活動の静穏化や地震の誘発に関する根拠を定量

的かつ視覚 的に表している。  

 

紹介者：青田裕樹  

タイトル：Interplate Coupling State at the Nansei-Shoto (Ryukyu) Trench, Japan, Deduced From 

Seafloor Crustal Deformation Measurements  

著者：Keiichi Tadokoro , Mamoru Nakamura , Masataka Ando , Hiroshi Kimura , Tsuyoshi Watanabe, 

and Kenjiro Matsuhiro  

雑誌：Geophysical Research Letters DOI：10.1029/2018gl078655  

要旨： 沖縄本島から南東沖にある南西諸島（琉球）海溝からおよそ 45km,70km の地点において

それぞれ 3 年,6 年の観測期間で,GNSS-A 技術を用いた海底地殻変動観測を実施した. 観測

から ,この  2 つの観測点は海溝とは反対である沖縄本島方向へ ,琉球弧に対してそれぞれ 

63mm/year,21mm/year の変動をしていることが分かった.このことから著者は,これらの観測点の周

辺でプレート間カップリングがあることが示唆されるとしている. そして,観測の結果カップリング率 

0.9-1.0,スラブの深さ 10-13km または,カップリング率 0.7-0.8,スラブの深さ 13km の範囲での強

いカップリングが明らかになった. 固着の要因や周辺の地下構造についての情報を踏まえて,最後

に筆者は,この強く固着したセグメントは,1971 年の M8.0 以上の地震による津波発生源と一致し

ていることから,将来的にこの地域で同様な規模の地震が発生する可能性があると結論付けている.  
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紹介者：高橋浩晃  

タイトル：Heat flow and geothermal gradients of the Campania region (Southern Italy) and their 

relationship to volcanism and tectonics  

著者：Stefano Carlino  

雑誌：Journal of Volcanology and Geothermal Research, 365, 23-37, 2018.  

要旨： ベスビオ火山や Campi-Flegrei カルデラを擁するイタリアのカンパ―ニア地方の井戸検 

層データから地温勾配と熱流量の調査を行った。利用した井戸は 40 本で、そのほとんどが深さ 

1km より深く最深は 4300m である。地温勾配から、岩石の熱伝導率を 1.5Wm-1 K-1 と仮定し

熱流量に変換した。Campi-Flegrei カルデラ内部の約 20km の領域では、カルデラ周辺部に比

べ急激に熱流量・温度勾配とも大きくなっており、熱流量は平均 150mWm-2 、温度勾配は最大 

200℃km-1 であった。この空間波長は、この地域のモホ面の深さとほぼ同じである。一方、近年の

火山活動が活発なベスビオ火山の周辺では、熱流量・温度勾配とも小さい。 これら火山地帯から、

カンパ―ニア平野からイタリア半島の脊梁をなすアペニン山脈に向かって、熱流量・地温勾配は一

般的な大陸地殻に近い値まで減少する。カンパ―ニア平野における急激な熱流量・温度勾配の

減少は、平野の底部にある炭酸塩岩を母岩とする地下水流動系が関係している可能性がある。温

度勾配を用いて、脆性―延性破壊境界の深さも見積もった。Campi-Flegrei 地域では、弾性層厚

が 4km 程度と非常に薄い。これを反映するように、この地域の地震のほとんどは深さ 5km 以浅

である。ベスビオ火山では、地震は 7km 以浅で発生している。この脆性―塑性深さは、温度勾配

測定値や、シルを仮定した熱伝導による温度勾配推定値と良い一致を示す。 
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l 2018 年度第 19 回雑誌会 

日時：12 月 17 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

紹介者：井上智裕  

タイトル：Imaging the magmatic system of Mono Basin, California, with magnetotellurics in three 

dimentions  

著者：J.R.Peacock, M.T.Mangan, D.McPhee, D.A.Ponce  

雑誌：Journal of Geophysical Research : Solid Earth DOI：10.1002/2015JB012071  

カリフォルニア州ロングバレーカルデラ北方の Mono 盆地には Mono 火口列(北から Panum 火

口，North Coulee 火口，South Coulee 火口)が南北方向に並んでいる．第四紀の火山活動のパタ

ーンから，ロングバレーカルデラでは Mono-Inyo 火口列にそって次の噴火の可能性があることが

提唱されている．火口列下のマグマ供給系を理解するために， Magnetotelluric 法による比抵抗

構造探査を行った．一般に，比抵抗値のみからでは物質の種類や状態を一意に決めることはでき

ない．そこで，本論文では比抵抗構造以外の制約として地質構造，地震波速度構造，重力異常，

磁気異常との比較を試みた． MT データ(インダクションベクトルとフェイズテンソル)の特徴から予

想されたように， 3D インバージョンによって，Mono 火口列沿いの 10~30km 深に 3-10Ωm の

各 300±50km3 の低比抵抗体 C1 と C3 が確認された．岩石学的情報から 775±25℃，含水率

を４-5wt %と 仮定すると，この比抵抗値は 15±5%のメルト分率のマッシュ状マグマと妥当であると

した． また，地震波速度構造のモデル(Vp/Vs 比)から見積もった値(メルト 20%，全体積 200- 

500km3)や低密度を示す重力異常や高温を示す低磁気異常からも C1 と C3 はマッシュ状マ 

グマ列と考えられる．さらに，1938 年に Mono 火口列を貫いて掘削されたトンネルでは， 多数の

ダイクが発見され，CO2 と温水が多量に噴出した観察事実と合わせると，本研究で推定されたマッ

シュ状マグマ (C1，C3)は South Coulee 火口と Panum 火口につながっていると考えられる．  
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紹介者：薄田 悠樹  

タイトル：Possible precursory signals in damage zone foreshocks  

著者：Heather M. Savage, Katie M. Keranen, David P. Schaff, Caitlin Dieck  

雑誌：Geophysical Research Letters 44, 5411-17, JUN 2017 doi：10.1002/2017GL073226  

要旨： 本震が発生する前にその震源の周辺で前震が観測されることがあり、前震が本震の前兆 

である可能性については多くの研究によって指摘されてきた。しかし、前震が本震にどのような影

響を与えるかについては明らかになっていない。また、この影響を議論するためには本震と前震の

位置関係や震源メカニズム解の精密な推定が必要不可欠である。 この研究では前震の本震への

影響を議論するために、アメリカ、オクラホマ州の Prague 近郊で 2011 年に発生した地震活動の

前震、本震、余震について精密な震源位置推定（推定誤差~10m）および精密な震源メカニズム解

の推定を行なった。その結果、前震が本震の破壊面を中心とした 300m の厚みを持つ空間に分

布しており、本震時に近づくにつれて本震の震源に近いより狭い（厚さ 100m 以下）領域に集中し

ていたことがわかった。このような微小地震の空間分布の局所化が本震の核形成過程の初期段階

に関係があると考えるならば精密な震源位置の再決定をリアルタイムで行うことで、この局所化を短

時間の地震予知の有用な指標として利用できる可能性がある。また、前震や余震が本震の破壊面

上だけでなく破壊面の周辺の領域でも多く発生していたことが明らかになった。このことから本震の

破壊面だけではなく本震の破壊面の周辺領域も本震の核形成過程に関与しているということがわ

かった。  
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紹介者：青山裕  

タイトル：Local, Regional, and Remote Seismo-acoustic Observations of the April 2015 VEI 4 

Eruption of Calbuco Volcano, Chile  

著者：Robin S. Matoza, David Fee, David N. Green, Alexis Le Pichon, Julien Vergoz, Matthew M. 

Haney, T. Dylan Mikesell, Luis Franco, O. Alberto Valderrama, Megan R. Kelley, Kathleen McKee, 

and Lars Ceranna  

雑誌：Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 123, 3814-3827, 2018.  

要旨： 2015 年 4 月 22〜23 日に発生したチリのカルブーコ火山のプリニー式噴火に伴って， 

CTBTO が運用するグローバル観測網 International Monitoring System (IMS) の数地点で 空振

記録がとらえられた．本研究は，IMS 空振記録の自動処理結果を，チリ国内や南米の地 震・空

振観測点（〜1540km）で得られたデータの解析結果と対比し，IMS データの自動処 理が大規模

噴火のモニタリングに有用であることを示したものである． IMS 観測点の空振データは，Cansi 

(1995) で提案された Progressive Multichannel Correlation (PMCC) アレイ解析アルゴリズムに従

って，各観測点での信号検出と到来方向 推定がなされている．Matoza et al. (2017) は，PMCC 

の結果からグリッドサーチ的に空振 の発信源を探索する手法を提案した．この手法をカルブーコ

火山の空振記録に適用したと ころ，カルブーコから 522km ほど北東に離れた地点に発信源が

推定された．成層圏での風 の影響を考慮した音波のレイトレーシングの結果を Matoza et al. 

(2017) の方法に組み入れ たところ，発信源の誤差が 172km へ減少して位置推定精度が向上

した． チリ国内や南米の観測点では，地震と空振の同時記録が得られている．これらの記録につ 

いて Ichihara et al. (2012) の方法に基づく地震波形と空振波形の相互相関解析から，噴火 に伴

う信号の出現時間と継続時間を決定した．その結果は波形の目視確認で決定した信号 出現時間

と継続時間とよく一致する．一方で，IMS データから推定される信号出現時間は 数分から 15 分

程度の誤差があり，継続時間については短めに推定されることが分かった． IMS は全球規模の

観測点のため，地域を問わず火山噴火のモニタリングに活用でき，周 辺人口が少ないような地域

では特に有用である．近傍の観測データを組み合わせて用いる ことで，位置や時間の推定精度

を向上させることが可能である． 
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l 2018 年度第 20 回雑誌会 

日時：1 月 7 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

紹介者：白木友貴  

タイトル：Repressurization following eruption from a magma chamber with a viscoelastic aureole  

著者：Paul Segall  

雑 誌 ： Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2016, 121, 8501–8522 

DOI:10.1002/2016JB013597  

要旨： 火山噴火活動に伴う付近の局地的な地表変形は, 地下浅部に位置するマグマの滞留域 

(マグマだまり)の膨張・収縮との相関がみられ, 典型的には, 噴火に伴う急激な沈降と, それに続

いて比較的長期 にわたる隆起がみられる. この地表変位を, マグマ供給系を模した物理数学的

なモデルを用いて解析することで, 噴火に先立つ火山活動への理解が深まり, 噴火予測に有益な

情報となる. しかしこれらのモデルにおいて, 地表隆起・沈降 (マグマだまりの膨張・収縮)の発生

原因まで考慮したものは少ない. 本論文では, 噴火後には深部のマグマ供給源からマグマだまり

内へ, 新たなマグマが供給されるシナリオをモデルに導入した. また半無限弾性媒質中の球状マ

グマだまりを, 粘弾性的に振る舞う球殻で覆うことで, マグマだまりからの熱伝導による, 周辺の母

岩の粘性の不均質性を表現した. 筆者はこのモデルを用いて,マグマだまりの圧力と地表変位の

解析解を導出することで, 噴火によって地表が急激に沈降 (マグマだまりの圧力が瞬時に低下)し

た後の, モデルの振る舞いを調べた. その結果, マグマだまり中の流体マグマの圧縮率と, 粘弾

性球殻の厚さ, 深部からのマグマ供給と粘弾性球殻の応力緩和のそれぞれの時定数の比が, モ

デルの振る舞いを支配することが分かった. 本論文で作成したモデルにおいては, マグマだまり中

のマグマが非圧縮性の場合は, 噴火後に新たなマグマの供給がなくても, 粘弾性球殻の緩和の

みによって地表隆起が現れることが示された. また粘弾性緩和の時定数が, マグマ供給のそれに

比べて十分短いときは, 球殻の応力緩和によって, マグマだまりの圧力が噴火直前の値に回復す

る前に, マグマだまりからダイク (地表面に向かう火道)が伸びて噴火が 発生する可能性が示され

た.  
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紹介者：富田 史章  

タイトル：The Accumulation of Slip Deficit in Subduction Zones in the Absence of Mechanical 

Coupling: Implications for the Behavior of Megathrust Earthquakes.  

著者：Herman, M. W., Furlong, K. P. & Govers, R.  

雑 誌 ： Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 123(9), 8260–8278, 2018. DOI: 

10.1029/2018JB016336  

要旨： 地震時の断層すべりは，地震間の固着（coupling/locking）によるひずみの蓄積の解放によ

って生じることが知られており，測地学的に求められた地震間固着分布と地震時すべり分布の対

応性を示した研究も非常に多い（例えば，Moreno et al., 2010）．地震間の固着とは，一般的に断層

間が力学的に固着している状態を指すと考えられる．その一方で，力学的に固着している領域の

周囲の領域も，力学的に固着している領域に引っ張られることによって，見かけ上の固着している

状態にある可能性が議論されてきた（例えば，Wang & Dixon, 2004）．著者らは，こういった「力学

的には」 固着していないが「見かけ上は」固着している状態を疑似固着（pseudo-coupling）と名付

け，沈み込み帯での疑似固着の影響を３次元有限要素法を用いた数値計算を通して考察を行っ

た．結果として，疑似固着はアスペリティの上端領域で生じやすく，海溝近くの上盤側プレートの端

は力学的な固着がなくとも下端域での地震時すべりに伴って大きくすべることが可能であることを

示した．また，複数のアスペリティが存在する際に一つのアスペリティのみ破壊した場合，周囲の他

のアスペリティの疑似固着によって，破壊したアスペリティに蓄積した全ての歪みが解放されずに

すべり残しが生じることを示した．なお，一度に破壊した領域の断層長が 250km 以上の場合は，

その領域に蓄積したほぼ全ての歪みを解放することも示した．一方で，測地学的に求められる地

震間固着分布は，原理的に疑似固着の影響を含むものであるため，地震時すべりの広がりの検討

には有用であるが，プレート境界の力学的特性を議論をする際には注意が必要である． 
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l 2018 年度第 20 回雑誌会 

日時：1 月 21 日（月）15:00-16:30  

場所：4 号館 207 講義室  

紹介者：伊藤ちひろ  

タイトル：Euler-Vector Clustering of GPS Velocities Defines Microplate Geometry in Southwest Japan  

著者：J. C. Savage  

雑誌：Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 123, 1954-1968 DOI：10.1002/2017JB014874  

要旨： 南海トラフや琉球海溝ではフィリピン海プレートがアムールプレートに沈み込み，地震活動

も活発である． また，中央構造線が横断しており，西南日本のテクトニクスは複雑である．この地

域におけるブロック境界 に関しては様々な手法を用いた研究がなされてきた．本研究ではオイラ

ーベクトルのクラスタリング解析に よりブロック境界の推定を行った．非階層クラスタリングの一種で

ある k-means 法を用い，GEONET 観測 点 469 点の水平速度をクラスタ(2~9 個)に分類した．

この方法には初期値依存性があり，初期値を変えてもっともらしい分類結果が得られるまで繰り返

し計算することが必要である．得られた各クラスタのオイラーベクトルを算出し，観測速度と理論速

度の差が最小になるクラスタを探す．従来のブロック境界モデルや地質学的特徴，地震活動など

を参考に，結果から新たなモデルを構築した．先行研究とは異なりプレート間カップリングなどは考

慮しておらず，GPS データのみを用いた解析であるため，精度は高いとは言えないが， 先行研

究によって推定されたモデルとよい一致が見られる部分もあり，ブロックモデル構築の手法の一種

と してオイラーベクトルを用いたクラスタリング解析の有用性を示すことができた．  
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紹介者：宇野 花蓮  

タイトル：Using Tsunami Waves Reflected at the Coast to Improve Offshore Earthquake Source 

Parameters: Application to the 2016 Mw 7.1 Te Araroa Earthquake, New Zealand  

著者：Tatsuya Kubota, Tatsuhiko Saito, Yoshihiro Ito, Yoshihiro Kaneko, Laura M. Wallace, Syuichi 

Suzuki, Ryota Hino, and Stuart Henrys  

雑誌：Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 8767-8779, 2018 DOI：10.1029/2018JB015832  

要旨： 津波の数値シミュレーションにおいて、浅水での非線形効果による複雑性のために沿岸反

射波を再現することは難しい。よって先行研究では沿岸反射波の特徴は述べられてきたが、地震

のソースパラメータの推定には用いられてこなかった。2016 年 9 月 2 日ニュージーランドの北東沖

合で発生した Te Araroa 地震（Mw 7.1）について、GCMT、USGS、および GeoNet による CMT 

解が推定されている。これらの深さ、走向、 傾斜、すべり角、地震モーメントの値は似ているが、水

平位置が大きく異なった。GCMT と USGS のセントロイドは沿岸から 80km 北東に位置している

が、互いに南北方向に 20km 離れている。GeoNet セントロイドは、GCMT と USGS のセントロ

イドよりもさらに 50km 北東にある。沖合で地震が起こると、観測点のカバレッジは通常弱く、地震

波形からセントロイド水平位置を拘束することは難しい。本研究では Te Araroa 地震のセントロイド

位置と震源断層の大きさを拘束するために、沖合の海底圧力計がとらえたソースからの直達波を

用いた。しかし直達波だけでは拘束が難しいため、先行研究では用いられてこなかった沿岸反射

波も加えた新しい手法で解析を行った。その結果、セントロイド位置の水平方向の広がりは 40km 

以内に制限され（直達波のみの場合は 100km 以内）、震源断層の大きさは沿岸反射波を加える

ことで、断層の長さが 30km 以下の極端に小さい断層は考えにくいことがわかった。さらに有限断

層インバージョンで得られたすべり分布に基づいて、典型的な地震と同程度の応力降下量も得ら

れた。本研究により、陸上の地震デー タだけでは振幅が小さいために拘束が難しい特に M~7 

の沖合の地震のセントロイド位置、震源断層の大きさ、応力降下量について、直達波に沿岸反射

波を加えたモデルを用いることで拘束することができると示された。  
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紹介者：大島弘光  

タイトル：Generation, ascent and eruption of magma on the Moon: New insights into source depths, 

magma supply, intrusions and effusive/explosive eruptions (Part 1: Theory)  

著者：Lionel Wilson, James W. Head  

雑誌：Icarus 283 (2017) 146–175 DOI：10.1126/science.aam7194  

要旨： これは NASA が 2009 年に打ち上げた超高解像度カメラのほか 6 つの観測器機を搭

載した衛星—Lunar Reconnaissance Orbiter(LRO)—による月探査の特集号に掲載されている論文

である． 論文は Part I（Theory）と PartⅡ（Predicted emplacement processes and observations）に別れ

ており、Part Ⅰではダイク貫入モデルをベースに LRO で得られた詳細な月面地形、地形形態と構

造のほか月探査衛星 GRAIL によって得られた最新の地殻密度と厚さなどの研究成果とあわせ、

月の海を形成する玄武岩マグマの 上昇と噴出をモデル化し、議論している． 玄武岩質マグマに

比べて GRAIL によって得られた月の地殻密度は至るところで小さく、マグマが月表面 に噴出す

るためには地殻-マントル境界あるいはマントル内にあるマグマ内に過剰圧が必要とされる．この過 

剰圧はマントル対流による圧力解放あるいはマントル内に存在する放射性同位体の崩壊熱の蓄積

によって形 成された部分溶融帯から浸み出して、表面に向かって伸びたダイク内に生じえるが、

噴火が発生するときに はダイク貫入が始まる深度での過剰圧は噴出するマグマ柱の圧力を超え

ていなければならない．この過剰圧 は少なくとも地殻が薄いところで〜19±9MPa、地殻が厚いとこ

ろで〜29±15MPa でなければならない． 一方、過剰圧は部分溶融域の垂直方向の広がりに依存

し、垂直方向の広がりが小さい時、地殻-マントル境 界を貫いたダイクの上端は、月表面に到達す

ることができず、貫入岩体を形成するにすぎない．部分溶融域 の広がりが大きい時、溶融体は月

表面に到達し、地殻の薄いとこでは噴出するが、厚いとこでは噴出することができない．さらに部分

溶融域の広がりが大きくなると、いたるところで噴出するようになる． マグマ噴出が起こった場合、

マグマの上昇速度は、幅が 100m 程度のダイクで 10〜数 10m/s であり、長さ 1〜10km の割れ目

火口の場合の体積噴出率は 105 〜10６m3 /s と推定された．この体積噴出率は、溶岩流の厚 さ

や勾配から求められている 105 から 106 m3 /s、あるいはリル（裂溝）に対して求められた 104 から

105 m3 /s という値にほぼ一致する．ただ、波状リルを生じる噴火はマグマ体積流束がやや小さく、

部分溶融域から上 方への浸透速度によってマグマ供給率が制限されているのかもしれない． 

 

 


