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地球熱学研究施設は,平成9年に火山研究施設邵可蘇)(昭和3年設立)と地球物理学研究施

設(別府)(大正 B年設立)が統合改組された理学研究科附属施設である.地球上で最大規模の

火山・地熱温泉活動域のひとつである中部九州地域を巨大な実験装置とみなして,野外観測や

室内実験などを中心に,造構運動・火山活動・地熱温泉活動など地球の熱的活動に関する地球

熱学の学問体系の構築をめざしている.この基本理念に立脚して,専門分野の異なる研究者が

弾力的に協力できるように大部門制を採り,以下の 5 つの研究分野が置かれている.地熱流体

論研究分野,地熱テクトニクス研究分野,火山構造論研究分野,火山活動論研究分野,地球熱

学情報研究分野(外国人客員)である.平成16年度には京都大学が法人化され,研究教育の効

率化さらには定員削減を余儀なくされる状況にある.平成22年度からはじまった第二期中期計

画では,施設運営のために,財政的に運営交付金に加えて競争的資金の確保が重要になってい

る.この懸案に対して,科学研究費などの競争的資金の獲得が顕著であり,その内容は,本年

報の研究費の項にまとめた

序

平成16年度に設置された施設運営協議会は平成29年度も5回開催され,理学研究科との連携

が実質化されている.学内での地球熱学研究施設の研究教育面での位置付けをより明確にする

ために,平成19年4月からは,教員の京都勤務が,理学研究科附属施設の京都分室の形で認め

られ,大学院生・学部学生の教育や研究科内での役割分担の課題に取り組みはじめ,年々実質

化の拡充がなされ,定常的に運用されるようになった.平成18年度設置され,24年度に更新さ

れた TV 会議システムはセミナーや特別講演を中心に活用され,遠隔地からの情報発信に大き

な役割を担っている.このような進歩著しい通信技術を積極的に活用した取り組みにより,京

都と遠隔地のコミュニケーションの距離は確実に縮まっており,遠隔地の課題をみすえながら

京大本部との有機的な連携を強化する努力がより一層必要となっている.また,京大の遠隔地

施設が公開講座等を一定期間に集中して実施する京大ウィークスに歩調を合わせて実施してい

る研究施設一般公開と講演会には,相変わらず多くの市民が参加している

人事面では,平成29年6月15日に外国人客員部門のコラド・チゴリニ氏が着任され,同年9

月15日に離任された.研究員(研究機関)では,平成29年4月1日に中西利典氏が採用され(別

府),カディジャ・アボーケビル氏が平成29年12月17日に離任,黄有志氏が平成29年12月

末をもって離任し,中華民国地震工学研究センター(國家地震工程研究中心)の副研究員に転出,

堀口桂香氏が平成30年3月末で研究官として気象庁気象研究所火山研究部第三研究室に転出し

た.また,教務補佐員の芳川雅子氏が,平成30年3月末日をもって籬職され,研究員として広



島大学へ転出された

長きにわたり地球熱学研究施設の運営に尽力された竹村恵二教授と鍵山恒臣教授が,平成 30

年3月末日をもって定年退職された.平成30年3月21日に行われた最終講義には,大学内外の

研究関係者・卒業生など多くの人々が出席し,ご両名の京都大学での最後の講義を拝聴した

京都キャンハスにおける地球熱学研究施設関連の教育環境の整備・充実は,ご両名の力に負う

ところが大きい.この場を借りてお礼申し上げる

年報にみられるとおり,国内・国外での多くの共同研究が実施され,別府・阿蕪をフィール

ドとした多目的観測サイト活動を 29年度も数多く実施した.これらの活動は,今後も地球惑星

科学専攻との協力,京大本部との協調によって積極的に継続されていくことが期待される.地

球熱学研究施設が,設立の志を受け継ぎ,京都大学の地域に開かれた窓として教育・研究上の

役割を果たしていく覚悟を新たにしている

平成30年6月

平成29年度地球熱学研究施設長

大沢信二



The lnstitute for Geothermal sciences was established in 1997 by combining the Beppu Geophysical

Research Laboratory (established in 1924) and the ASo volcan010gical Laboratory (established in 1928).

We regard central Kyushu, one of the most active volcanic and 8eothermal aelds in the world, as a

natural experimental faciHty. The lnstitute for Geothermal sciences is promoting a comprehensive

research on thermalstNcture and the dynamics ofthe Eadh's interior in terms ofvolcanism, geothermics,

and tectonics using fieldwork,1aboratory experiments, and theory. Based on the 員.1ndamentalscope ofour

research, a variety of research activities can aexibly cooperate within this interdisciplinary geothermal

Science research system. we have the f0110win8 five research units:8eothermal auids, geothermal

tectonics, volcanic structure, volcano・dynamics, and geotherma1 血te11igence (visiting research scholars

丘om abroad).1n fiscal year 2004, Kyoto university was reformed according to the juridical

Personalization of national universities. The situation puts us under pressure to provide effective

education and conduct ef丘Cientresearch with a limited staffand 6.1nds.

Preface

Five meetings ofthe steering commmee, established in fiscal year 2004, were held in fiscal year 2017

atthe Kyoto campus, and the cooperative relationshゆ beNeen our institute and the Graduate scho010f

Science was intensi丘ed.1n Apri1 2007, the Kyoto branch of our institute was established at the Kyoto

Campus, and the effort for intensive education for students and taking a role for Graduate school started.

The Kyoto branch was a good first step toward education for graduate students and now it is going to be

Operated steadily. The Tv meetin8 Systems connecting the Kyoto campus and the Aso and Beppu

Laboratories are used constantly for seminars and specia11ectures. such efforts to utilize the significant

advances in communications teC11rl010gy are cedainly reducing the communication distance between the

Kyoto campus and our institute. considering the subjects related to institutions remote from the main

Campus, we need to make efforts to intensify cooperative work with the headquarters ofKyoto university.

Many people stiⅡ annua11y visit our institute and attend lectures durin8 the of負Cial events of Kyoto

University," Kyodai(Kyoto university)圦leeks."

In personal affairs, Dr. conado clGOLINl from ltaly worked at Aso as a visiting professor from June

to septemberin 2017. As a postdoctoral associate, Dr. Toshimichi NAKANISHljoined us in Apri12017.

and Dr. Keika HORIGUCHlmoved to Meteor010gicalResearch lnstitute, Japan atthe end ofMarch 2018

In December 2017, Dr. Abbou・Kebir KHADIDJA and Dr. YU、chih Huang moved to Hiroshima

University and National center for Research on Earthquake Engineering in Tai、van, respectively. Dr.



Masako YOSHIKAWA resigned an Assistant Teaching staff and moved to Hiroshima university atthe

end ofMarch 2018.

Professor Keiji Takemura and professor Tsunemori Kagiyama, who had been instNmentalin

managing lnstitute for Geothermal sciences overthe years, were retired by the end ofMarch,2018・ 1n the

6na11ecture of them held on March 21,2018, many people including 8raduates of the institute and

Professors and researchers in and outside Kyoto university attended and listened to the fina11ectures of

both professors at Kyoto university. The improvement and the enhancement of the educational

environment related to lnstitute for Geothermal sciences in Kyoto campus owe itto both professors・ TO

take this opportunity,1、Nould like to express my sincere gratitude to prof. Takemura and prof Kagiyama・

As listed in the annual repod,

intemational organizations and science 8roups. our institute also made a great contribution as a fleld

Station of multi、purpose field sites for education and research in fiscal ye釘 2017. These activities wi11

C。ntinue in c011aboration with the Division of Earth and planetary sciences and the headquarters of

Kyoto university. we have to inheritthe spirit ofthe establiS1血ent ofour instiωte

We canied out much c011aborative research with domestic and

Kyoto, June 2018

Shinji oHSAWA,

Professorのirector of2017 fiscalyear
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教授

大倉敬宏

大沢信二*

鍵山恒臣

2018年3月

竹村恵二

2018年3月

*施設長 Director

Professors

Takahiro ohkura

Shinji ohsawa*

Tsuneomi Kagiyoma

31日定年退職

KeijiTakemura

31日定年退職

1.構成員

准教授

古川善紹

柴田智郎

Members

黄有志

2017年

堀口桂香

2018年3月

中西利典

2017年4月

助教

宇津木充

川本竜彦

横尾亮彦

Associale professors

Yoshitsugu Furukowa

Tomoo shibata

YU・chih Huang

12月31日雛任

Keika Horiguchi

31日離任

Toshimichi Nakonishi

1日採用

Assistant professors

Mitsuru utsugi

Tatsuhiko Kawarnoto

Akihiko Yokoo

外国人客=

チゴリニコラド

2017年6月

2017年9月

研究員1学振}

山田圭太郎

>isitin Facul

Corrado clgolini

15日着任

25日離任

大学院生

技術専門員

塩谷太郎

市村美沙

石井杏佳

岡崎健人

小川幸輝

栗原剛志

黒川俊哉

庠田△ι

谷協至

JSPS Research Fe110W PD

Ke什oro Yomodo

(理学研究科技術部)

馬渡秀夫 Hideo Mawotori

士川慎 Shin Yoshikawa

Graduate student

Taro shiotani

Misa lchimuro

Kyoka lshii

Taketo okazaki

Koukiogawo

Takeshi Kurihara

Shunyo Kurokawa

Tatsu Kishida

Kyoji Tanl

Technlcal professionals

技術職員

(理学研究科技術部)

井上寛之 Hiroyukilnoue

三島壮智 Takefoshi Mishirna

Technical sta仟

研究員研究機関 Researchers Researchor anizalion

折'イジャアポ→'ビ)レ Abbou・Kebir Khadidjo

2017年12月17日離任

教務補佐⇔

芳川雅子

2018年3月

事務補佐員

一万田歩

宮田美保

土井有紀

AssistantTeachin stof

Masako Yoshikawa

31日雛任

ASS酎ant Adminislrotive S1α什

Ayumilchirnanda

Miho Miyato

Yuki Doi

研究支援推進員 Reseachsu ortsta什

小山晴子

臨時用務員

山崎咲代

Seiko Koyoma

SU IJan什or

Sakiyo Yom



Sden1柳C moniloring of holsprings in Beppu (VI)

2.研究活動 ResearchAC"V什ies

2.1.機関内共同研究 lnS1廿Utionc011aboration

Exploitalion of holsprings (drⅢings of holspring we11S) in Beppu city starled mainly in

the lowland areas as early as the 1880S, and by lhe 1920s the number of we11S had

increosed to about looo. According lo Yusa et al.{2000}, this caused lhe piezometric

head of the therrnal groundwater to drow down. A second flurry of expl0什otion

Occurred during around the 1960S, by ~vhich "rne lhere were over 230o we11S, and ↑he

rηαSs ond heatflows had increased due moinly to the discharge of high-temperalure

Chloride wolers in the highland areas. This caused a deC11ne in piezomelric head 0什he

deep chloride water, a decline in lhe subsurfoce flow of chloride Υノ0ler towords the

10wlands, and intrusion of steam・healed sha110w water lnto the chloride waler loyer

{Yuso et al.,2000}.

A什er the accident 01 1he Fukushima Daiichi Nucleor power plant in 2011, the

necesS汁y ofincreasing the powersupply using renewable energy was widely discussed

in Japon. srnα11・scale geotherrnal power generoting foci1什ies W什h 三20ookw capoC汁y

Were assessed as a renewable energy resource.1n Beppu・onsen holspring, where high

ternperoture hotsprings discharge through a wide area, smα11・scale geolhermol power

generation S↑αrted as early oS 2013. As shown in Fig.1, almost 011Sma11・scale geothermal

Power P1αnts are S什Uated in the upper parts of fl0い/ palhs of high・temperalure

Sodium、chloride (NO・CI) thermal waler. Before fU11・fledged implementation of

Srna11、scale geothermal power generation from Jonuory 2014, we started geochemiCα1

monitoring of holsprlng waler dt hot spring we11S in January 2013 (Fig.1). Almosl a1けhe

rηon什oring S汁es are neor the areo ofintensive developmen↑ of geothermalresources.

Monけoring data (discharge temperature, PH, EC, ORP, concentralions of Na, K, Mg, CO,

CI, S04, HC03, elc.} ore being c011ected once o rnonlh.

yve invesligated lhe obtained dota in this research by referring to existing data such

Shinjiohsawa, TakefoshiMishima, and KemTakemura



Che拠IcalwP邑ofth急卿alwat剖

hi鷲h・1亡打IP Na.CI

'獣""凶剖ル、',,

C誕.M冬・HC03

Fig.1 Five geochemicol monitoring site (A to E) for hotsprings provided by us W什h

geothermol powerstolions and flow paths of underground thermol watersin lhe

Beppu・onsen hotspring area.

Ka-HC03

(;eother『閲I P^er引引10n

B伽oty

女U11'ιCI"U村}σ'0始1 "OW)
^ MW・SI:Qlc tyP巴

・S04
〔丁τ二

・Na・C↓

OS The chemislry Magazine of Hot springsin 0什α(0什0・ken・kosen・shi) ond The Hot spring

Analysis Reports lonsen・bunseki・sho). As o resUけ, no signlficant chonges were observed

0IS什es B, c and D, ond the results at sites A ond E WⅢ be described below.

R、M チ{コ.f'1

《
^

N

SA什hough there is an inlerruption 0什he obserVα打on halfway, hotspring we110IS什e A

is o boiling spring in Vゾhich Kyoto university has been conlinuously rnonitoring

Concentrations of cl and HC03 Since 1972. As shoVゾn in Fig,2, since 2013, Mg

Concenlrolion, which had been decreasing unti11he end of 2016, decreased rapidly

from lhe beginning of 2017, and as i什o respond to the change, cl concentrolion and

PH which hod been decreased moderalely begon lo increose. concenlrations of HC03,

Which is known to be complemenloryto cl,seernsto have stopped o graduolincrease

from this time.

巽PPI」園

The holspring vJe11 alS什e E was drⅢed in 2015 in the vicinity of o hot spring we11 Which

Was seen lo chonge concentrotion of dissolved components by the pressure drop of cl

type therm01 い/aler. vve st0けed rnonitoring in March 2016 a什er drⅢing of lhe we11 Was

Cornpleled. As sho~vn in Fig.3, there are noticeoble changes in concentrotions of

almosl a1けhe chemical components, regardless 0什he short period of abouttwo years.

In 1αte 2017,1here vvas o chonge in Mg, which was gradUα11y increasing the

げ



Fig.2 Tirne varialions of concentralions of chemicol components in boiling waler

discharged from hotspring Yve11 designaled forthe min酎ering site A.

Concenlration. Atthe some time,increoses in C1 αnd ca concentralions, which showed

2013 2014 2015

a downword trend untilthen, were observed. HC03 Vψas gradua11y reduced, whereas

S04 gradua11y increased. PH decreased by o.5 Un什S and seemsto be changing to tune

W汁h the s04 Concentration.

2016 2017 2018 2019

Ye3r

Fig.4 Showslemporol changes of underground thermalwalertemperolures atS什es A

and E, estimated using the K・Mg geochernica什hermometer{Giggenbach,1988}. A什he

11mes 0什he changes of geochemiCσI porameters around lhe end of 2016 forS汁e A and

in 1αte 2017 forS汁e E, respectively, as menlioned above, the underground temperolures

0什he thermolwatersseem to become increasing.

2013 2014/ 2015

Bolh of decrease in cl concenlralion and increase in HC03 Concenlration with a

decrease in pH, which WⅢ meon increase ofthe add什ion of c02, by the end of 2016 al

Site A and decreose in cl concenlration and increase in s04 Concentrotion Wけh pH

decreose, which Vゾi11 rnean lncrease of lhe addition of H2S, at S什e E by lale in 2017 Con

be seen asthe e什ed of extraclion of a large amount of cl・type hydrothermal water on

the eslablishmenl of geotherrnal power stotions. on lhe other hond, the recent

2016 2017

Year

2018 2019
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increases in cl concentration and the temperoture of underground therrnal water moy

refleC竹he e什ects 0什he recentregulationsto the geolherrnol developrnent

Salinify and NO/K ra"os ofsubduc"on zone "uids

Tafsuhiko Kawamofo、 Jun.ichi Kimura, Qing chang (JAMSTEC), Masako Yoshikawa,

Mltsuru okuno (Fukuoka universily), and Telsuo Kobayashi(Kagoshima unlV引Sily)

John Requa H0110way and l hod worked on lhe me什ing ternperature of H20・salurated

man11e peridot什e and found thα11here was no void in the quenched experimentdl

Produclsthat conloin >50 wt% H20 at 5 Gpa {Kawamot0 σnd H0110way ]997 Science}

This finding suggests thal U11rarnofic me11S and aqueousfluids can mix together a15 GPO

Synchrotron x、roy radiography a110wed us to delermine the cr什icol endpoinls between

aqueous fluids and perid0榊e, basa什, high・Mg andeS什e, ond sediment at 2.5-37 Gpa

(Mibe et α1.2007 JGR,20n pNAS, Kowam010 et 01.2012 PNAS). This pressure ronge ls

Sha110Vゾerthan or close lo the depth ofsubducling oceonlc plale undemeath volcanic

fronts. This indicates lhat slab・derived fluids can be under supercr什ical fluids ond

Seporate into aqueous fluids and silico・rich rne11S in the rnan11e wedge. vve suggest lhat

Such separalion can exP1αin lhe decoupling of slab・rne什 ond fluid cornponen↑S

Part汁ioning of olkali and alkoli eorlh elements ond pb belween aqueous fluids ond

haplogranite/jode什e melts suggesls lhat Sα11ne fluids are likely lo deliver those lroce

elemenls to the portial me什ing source (Kawamoto et al.2016 Earth P1αnel space). This

experimenlal suggestion is consislent W什h observation of saline fluid inclusions in man11e

Peridot什e xenoliths ond jaditites in serpentine rn61ange {4-5 WI% Nocl equivolenl:

Kawarnoto el 01.2013 PNAS, Kumagai el al.2014 CMP, Fukuyoma e1 α1.2017 J Minerα1

Petrol sci, Kawarnoto et 01.2018 Lithos). Recently we deterrnine lhe Na/K ratios ofsulfate

bearing saline fluld inclusions in pinotubo horzburgけe xen01汁hs {Kowomoto el al.2018

JPGu abstrocl). The oblained Na/K ralios (Na73K27) ore comparoble W什h those of

Oqueous flulds in lhe generation of lhe Mariana lrough (back・arc) magmos lNa82K18、

Stolper ond Newman 1995 EPSL), H20・rich cornponents in Mt. shasto lN077K23' Grove et 01.



2002 CMP}, and between two H20・rich components in Mt. shosto {Na70K30of me什 or

Supercriticalfluid componenls and Na釘K130f aqueous fluid cornponenls, Le >oyer et al.

2010, J petr01}. These saline fluids can be formed through seawater・rock interoclion.

Degassing of c02 hom the HO"ta・Asamigawa faU11Sin Beppu geothermalarea

Aclive faU什S have been considered to provide paths for lhe terreslrial gases to

escope lo the atmosphere. several v01α側es in soil goses ond spring gases have been

reported lo be anomα10usly high olsome active faU11Zones even during lheir quiescent

Periods. Kennedy et 01.099刀 Presented lhalrnantle・derived helium and c02 in spring

and we1げIuids are releosed on the san Andreas faU什, and lhe degassing rnechonisms

are dependenl on underground slructures such as ge010gicolstrala, faU什S ond fissures.

Here, we have rneasured fluxes and carbon isotopic compoS什ions ofsoil c02010ng lhe

Horila・Asomigowa faultsin Beppu geotherm01 αrea, Jopan.

Beppu is localed on easl end of subsidence of the Beppu・shimabora Graben in

Kyushu lsland, soulhwesl Japan (Matsumoto, 1979), and is a famous area os o

geolhermalsyslem. The geolherrnal syslem is situated on the eastem f1αnks of lhe

Tsurumi・Garondake volcanic center and spread unli11he coasMne lo the east. The

geotherrnal ocliV什y is moS11y concentraled in two areas, on the northern and southern

Sides 0什he fan deposit.

Flux of c02 Wos measured by lhe chamber method which occurηUlates emission gas

in the chamber placed on the soil. The con1αined gas ~vos circulated through the

Chamber and o u・COR L1820 (WEST syslem c0 けd.) infrored gos analyzer. pressure and

ternperoture Vゾere coinciden"y measured by a pressure transducer and o lhermorneter,

respedively. The gos was desiccaled W汁h Mg{CI04}2 before entering the onalyzer. The

flux is estirnoled by the gradient of c02 Concentralion in lhe charnber. soil gas sample

Were c011ecled for corbon is010pic onolyseS σt 30-50 cm deplh in pre-evacualed lo rnl

Viols. S1αble carbon is010pe ralios for c02 Were measured by conlinuous・flow rnoss

T. shibala, K. ogowa, H. sumino (univ. Tokyo) and K. Tokemura



SpectrometⅣ(Finnigan MAT De什a s) at university ofTokyo.

Distribution of c02 e什Iux is shown in Fig. 1, and anomalies are observed along the

Horito・Asamigawo foUけS and its northem porls. The a13C values of soil gas vary from

・16.フ%0 10 -8.3 %0, suggesting mixture between man"e・derived and biogenic c02. AⅢS

Ond Yusa {1989} have reporled that thermalfluid inlrudes ond flows in fault zone.

Therefore,some goses can be transported from lhe montle through lhe faUけ fractures.

Reference

A11is R.G., Yusa Y.{1989} Fluid fl0Υノ Processes in lhe Beppu geothermal syslem, japan.

Geothermics,18,743-759.

Kennedy B.M., Kharako Y.K., Evans YV.C., E11Wood A., Depo010 D.」., Thordsen J., Ambats

G., Mariner R.H.{199刀 Mantle fluids in the san Andreos faUけ System, colifomio,

Science,278,1278 -1281, d0門 0.1] 26/science.278.5341.1278

Matsumoto Y.0979) some problems on volcanic actiV汁ies and depression struclure in

Kyushu, Japan. The memoirs 0什he Ge010gical society of Japan,16,127-139.
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Paleoenvironmenland sedimenla"on rate change 0什he latest pleislocene lo H010cene

deposils around lhe Beppu Bay, cenlral Kyushu, Japan.

1.1nlroduc"on

Headquaters for Earthquake Research promotion of Japan was perforrned aboU11he

recurrence inlervals of paleoseismic events for long terrn ossessmen! of future seismic

disoster around the Beppu Bay {Min酎ry of Educolion, culture, sports, science and

Techn010gy, ond Kyoto univerS什y,201刀. These resU什S Vゾere presenled a1 αCademic

Conferences ond compiled lhem as arficles. As parl of that, in order to obtain the

ge010gicalinformation of Funaifault, KUO-1 Core wos c011ecled from the subsidence

Slde lNakonishi et α1.,201刀. This result was inlroduced in below

Ke加 Takemura and Toshimichi Nakanishi

2. paleoenvironmenls 0什he o"a plain and leclonic movemenl0什he FunaifaU11

Sedirnentary facies, m011Usc assernblages, and radiocarbon (14C) ages of 25 terreslriα1

Plonls and 16 marine carbonates from a drⅢing core,70 meterlength, was determined

10 estirnate the actiV什y of Funaifoult, a porl of lhe 0汁O plain・Yufuin Fault zone, norrn01

faultS α10ng southern morgin 0什he tectonic basin. Bosed on lhe onalysis, six sedirnen1αry

facies, a broided river channel, estuary, prode什α, delta front, delta ploin, ond artifid01

Soil, were identified in ascending order. The averoge vertical slip rate of Funaifault ~VOS

Calculated t0 2.6-27 rnrn/yr based on lhe displocements of braided river channel

Sediments in the 1αSl g1αCiol and base of Kikai・Akayoya tephra. The results were

Suggested in Figure l. Moreover,14C reservoir ages were determined from marine she11

and terrestrial P1αnt pairs in lhe sediments of estuary, prodelto ond de11a front, and the

eight values were 280 土150 Wけhin 210 士 70 t0580 土 70 years during 6200-10950 COI BP

Reference

Nakonishi, T., Takemuro, K., Molsuyorna, H., shimoyarno, S., Hong, yv. ond okuno M.

{201刀. ActiV什y of the Funaifoult and radiocarbon age offsels of she11 and plant

Pairs from the 1αlesl pleistocene to H010cene sedirnents beneoth lhe oila ploin,

Westem Japon.尺adiocarbon,59(6), P.1737-1748.

Minislry of Educotion, culture, sports, science ond Techn010gy, Ky010 university {201刀



Comprehensive Reseorch projectf0けhe Beppu・Honeyama FOU11Zone {East part of

0什a P1αln ・ Yufuin Fault zone},526P.
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Velodly slruclures derived from an ambienlseismic noise sludy in lheSha110w crustal

Aso caldera

2.2.研究報告 Sden1市CReports

The ASO volcano is locoted in cenlrol Kyushu and four coldero・forrning mega

eruptions have occurred W什hin 266-89 ka and creoled recent caldera. vve derived the

Shα110W 6・km・deep cruS1αI S・wave veloC什y {>S} struclures underneoth the Aso coldero

through onalysis of ambienlseismic noise signals. Daily vertical components of ~4 years

Were c011ected from 25 Selsmic stolions employing thirleen broadband (BB) ond lwelve

Short・period {SP} seisrnometers (Fig.1}. Daily cross・corre1αtion functions {CCFS) of BB and

Sp station pairs were calculaled separately W什h a loo s lag lirne in the l-10 s period

band for the BB station pairs and lhe 02-5 S period band forthe sp slation pairs. Daily

CCFs exhib什ing high simi1αrities were stacked into rnonthly ccFs to further measure

Rayleigh・VJave phose・veloC什y dispersion curves ond to construct l-5 S phase・veloC什y

maps W什h a o.05゜ grid spacing.

Figs.2 αnd 3 Show lhe obtained >S S↑ructures and are sensitive lo hydrothermalfluid

dislributions. The post・caldera central cones are dominaled by high veloC什ies from lhe

Surface lo l krn depth.1n the west ofthe crater area on Mt. Nakadake,10w velocities

Prevail at the surface and exlend to mojor anornalies 010 depth of l-3 km. These

10W・veloC什y anomalies can be ossurned to be shα110w hydrothermalreservoirs, which

might be replenished by preciP什ations and hydrographic networks W什hin the coldera

floors. High velocilies prevoil beloW 3 km and can be considered lo correspond to

Consolidoted igneous rock. However,1he low veloC什les observed at a depth of 5-6 krn

Under lhe post・caldero cenlral cones might indicale the lops of deep hydrotherm01

reservoirs or magrna chambers. LOW・veloC什y be什SS什Uated at depths between 2 αnd 5

km are likely pathways for hydrothermalfluids, volcanic gases, or rnelting magma giving

tronsi什o lhe surfoce.

γ.C. Huang, T. ohkura, T. Kagiyama, S.γOshikawa, and H.1noue

an easy

The AS0 >a11ey shows obvious laleral veloC什y varialions across seclions. To the wesl

and northvvesl of the Aso caldera, rother thick low・>S anornalies appear near the
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Fig.2 Four >S pr0側es transeclthe Aso caldera in the sh0110W 6 krn depths.{0}

L01什Ude 32.9゜N across crater orea on MI. Nakadake;(b) Long什Ude 131.1゜E across

Croter area on Mt. Nakadake;(C) Lα1什Ude 3295゜N acrosslhe AS0 >a11ey;(d)

Longilude 131.05゜E across post・caldera central cones near Mt. Eboshidake. Dash

Iines rnark lhe boundaries 0什he Aso caldero relote to the pr0例es and crosses rnark

the localions of o.05゜ grid points. H I・H3 and LI・L40re the veloC什y onomalies

discussed in the texls.
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A new polen"al dala inversion melhod based on sparse regulariza"on

ecentry, sorne new potentialfield data insersion rnethods were proposed to reveα1

Ihe subsurface slruclure. some ot lhese were bosed on so・Cα11ed sparse regulorizotion,

Which is lo restrict the number of non・zero model elemenls to be sm011. By introducing

the sparse regU1αrization, especia11y in the case 0什he potentialfield dato inversion,1he

Ombiguity of the solulion due to lhe Ⅲ・posedness of the problem is reduced, ond the

Obtained rnodelis tend to be constructed W什h only lhe rnodel elernents lhat are truly

necessary lo reproduce the observed potential dato.

In lhis sludy, a ne~v inversion melhod of lineor simUけαneous equations syslem is

Proposed. The objedive funclion which is minimized by our inversion scheme is lhe

f0110wing funC110nal which involves Ll ond L2 norrn ofsolulion vedor:

ι

~vhere y is lhe observolion veclor, x is a kernel matrix of the linear equalions system

~vhich isto be solved, ond is lhe solulion veclor. The poramelerS 入 l and 入2 are the

regU1αtrizotion pararneters for Ll and L2 norm pen0什y, respeclively. By inlroducing lhe

Pena汁y ofthe Ll norm oflhe solulion vedor,什 is prom愉ng th01 α model which has a

Sparse nolure is obtained. However, because い norrn penα什y is not di什erenlioble, the

Solulion which rninimizes eq.(1) cannot be obtained by lhe conventionalinversion

method. Therefore,in lhis sludy we inlroduced a new lechnique lo divide the solulion

into positive and negotive parls. Tholis,β is sP1什ted into positive and negolive part:β= U

V,{U > 0, V > 0} where u = max(β,の ond v = m鯉(・β,の. By this modification, eq.(1) is

rewi什en as

11 y - Xβ 1仟+入 1 β 1,+入 11 βげ

M. ufsugi

ν.ー

This functionalis lstric"y} convex, smooth, and differenliable, ond 什 Can be solved by

Convention0けechnique for non・negatiV什y constroined quadratic programrning.1n this

Study, GPSRIGrodient projeclion for sporse Reconstruction, Figueiredo et al.,200刀 WOS

Used. Figure l shows the result of o syhthelic tesl of lhe magnelic inversion. on this

CalcU1αtion, three rnagnelized blocks are assurned. The dimensions of lwo sha110W

SubjeC什O U > 0, V > 0
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Fig.1 Cross sedion of the syhthetic model ue州 and obtoined rnodel by sporse

regulorized inversion 川gh" through the x = o km pr0側e

blocks are 75 × 75 × 75 m and thot 0什he deep block is loo × 100 × 10o m. The center of

each blocks are localed on (o km,・025 km,・0.075 km},{o krn,025 km,・0.075 km), and

10 krn, o km,・025 km}. A cartesian coordinate system isintroduced, and x and y axes are

d什ecled toVゾard north and easl, and z・axis is d什ected up、vord, respectively. An area

・0.5 km く X く 0.5 km,・0.5 krn く y く 0.5 krn ond ・0.5 く Z く 0 km is divided inl080 × 80 × 40 grid

Ce11S, ond magnetic declinolion and inclinotion of each ce1ΠS assumed to be on uniform

direclion ゛=500, D=N70~V}. Thus, model parameleris the intenS什y of the rnagnetizotion

Of each ce11. Fig.1 Shows the cross sections through the X 案 o km profile 0什he syhlhetic

rηodel and resultant model obtained by the proposed sparse regulorized inversion. AS

Can be seen in lhis figure, resU什ant rnodelrecovered lhe lrue rnodel very we11, not only

Ihe rnagnetization intensity but also lhe dimension and location of the rnognelized

blocks, and this resU11 Shows thalthe proposed inversion scherne is e什icient to lhe

magnetic inversion
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Pb is010pc ra"os of cruslal xenolilhs in Kinpo volcanic rock from Kyushu, japan

16

>αrious crustol xenoliths were observed in pleislocene calc・olkali andesite frorn Kinpo

Masak0 γOshikawa, M. Miyoshi(Fukui univ.), Abbou・Kebir,κ.,

and Tomoyuki shibata (Hiroshima unlv.)



Volcano, which is located at easlside of Ariake seo (Yokose and Yarnamoto, 1996;

Yokose et al.,1999}. vve obtained whole rock pb isotopic dato of lwo gabbro xen01汁hs

by double・spike methods f0110wing Abbou・Kebir el al.(2016). The pb isotopic ratios of

these xen01什hs pl0什ed on a mixing line between shikoku Basin basa什 and philippine sea

Plale sediments and di什erlo lhose 0什he oki・Dog010wer cruslal xen01什hs (Fig.1).
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市村美沙,横尾亮彦,鍵山恒臣,吉川慎,井上寛之,連続微動から推定される阿蘇火山における小規
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模噴火に向けた火道開口過程:20Π年5月と2014年1月のビく小規模な噴火,地球惑星科学連

合 2017年大会 S>C47-05 (千葉市幕張メッセ,2017年5月20日~5月25日)

石井杏佳,横尾亮彦,鍵山恒臣,大倉敬宏,吉川慎,井上寛之,阿蘇火山ストロンボリ式噴火の発生機

構:スラグ上昇・破裂モデル,地球惑星科学連合2017年大会S>C47、P16(千葉市幕張メッセ,2017

年5月20日~5月25 田

石井杏佳、横尾亮彦、鍵山恒臣、大倉敬宏、吉川慎、井上寛之、阿蘇火山ストロンボリ式噴火の空

Sludy in lhe Aso caldera. Japannolse



振シグナルの時間変動

池原研.加三千宣・入野智久・山本正伸・竹村恵二・山田圭太郎・原口強:別府湾最奥部の"イ

ベント層"の示すもの.日本地質学会(9月松山)

池原研.入野智久.竹村恵二・山田圭太郎・原口強・加三千宣:別府湾最奥部のイベント堆積物

の示すもの:どの程度の地震であれば別府湾最深部にイベント層を形成できるか?。日本第四紀学

(8月福岡)

入野智久.丸山亜伊莉・池原研・山本正伸・加三千宣・竹村恵二.完新世別府湾堆積物中砕屑物の鉱

物組成に基づく供給源推定.日本地球化学会(9月)

鍵山恒臣,中部九州の活構造と阿蘇火山の活動,平成28年度ConductiV汁yAnomaly 研究会(東京大

学地震研究所,2018年1月9日~1月10日)(招待)

鍵山恒臣,吉川慎,霧島火山群周辺の表層電気伝導度分布と火山活動,平成29年度京都大学防災研

究所研究発表講演会(京都大学宇治おうばくプラザ,2018年2月20日~2月21日)

鍵山恒臣,吉川慎,宇津木充,表層電気伝導度から示唆される阿蘇火山の活動様式と中部九州の活

構造,

鍵山恒臣,

日本火山学会秋季大会 A3-14 (熊本大学,2017年9月21日~9月23日)

吉川慎,大沢信二,三島壮智,HuangY.C,霧島火山群硫黄山周辺の温泉・地中温度の繰り

返し調査(2),地球惑星科学連合 2017年大会 S>C48・P11(千葉市幕張メッセ,2017年5月20

日~5月25日)

加三千宣.山本正伸.別府湾海底コア研究グループ(竹村恵二を含む):別府湾海底堆積物の魚鱗記

録からみた後期完新世のイワシ類の長期動態.日本第四紀学会(8月福岡)

川本竜彦,地球内部の水とマグマ私の運鈍根細本鉱物科学会賞第17回受賞者受賞記念講演),日

本鉱物科学会年会,2017年9月12日,愛媛大学,松山市

川本竜彦,木村純一,海水に似た塩濃度を持っマントルウェッジの塩水流体は堆積物の間隙水起源の

蛇紋岩の脱水流体,地殻ダイナミクス研究集会,2017年9月26日,鳥取県米子市

Kowarnoto, T., Yoshikawo, M., Mitsuru okuno, Tetsuo Kobayashi, sulf0↑e in fluid inclusions 0什he

Pinotubo harzburg汁e xen0Ⅲhs asS1αb・derived oxidiserln the montle wedge,2017年5月22

日,東京べイ幕張ホーノレ,千葉市

川本竜彦,木村純一,常青,芳川雅子,奥野充,小林哲夫,ヒナツボ火山 1991年噴出物のマントル

捕獲岩に含まれる塩水包有物のナトリウムとカリウムの比,火山学会秋季大会,2017年9月22日,

熊本大学,熊本市

木村治夫.中西利典.大木理江花(2017)地中レーダ探査とボーリング調査からみた伊豆半島の早霽

湖断層群の極浅部地下構造.活断層学会,0-15,広島大学東千田未来創生センター,2017年羽

月

Kobayashi, M., Hirochika surnino, Keisuke Nogao, saloko lshirnaru, shoji Arai, Yoshikawo, M.
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Kawam010, T., Yoshitaka Kumagoi, Telsuo Kobayoshi, Roy Burgess, chris Bα11entine,>01σtile

elernentfransporlWけhin o closed system conslroined by hα10gens and noble gasesin

man11e wedge perid0榊es,2017年5月22日,幕張メッセ,千葉市

南拓人,宇津木充,2014年11月阿蘇山マグマ噴火前後のACT1>E観測結果を説明する三次元比抵抗構

造推定の試み,JPGU・AGujoint meeting (千葉市,2017年5月)

南拓人,宇津木充,ACTⅣE観測を用いた2014年Π月の阿蘇中岳マグマ噴火に伴う比抵抗構造変化の

推定,火山学会 2017年秋季大会偵E本市,2017年10月)

宮縁育夫、前野深、中田節也、長井雅史、飯塚義之、星住英夫、田中明子、伊藤順一、川辺禎久、

大石雅之、横尾亮彦、大倉敬宏、阿蘇火山中岳における 2016年10月7日~8日噴火とその噴出

物

宮下雄次,濱元栄起,山田誠,谷口真人,先名重樹,西島潤,成富絢斗,三島壮智,柴田智郎,大沢

(2017)別府温泉の流動経路と微動アレイ探査によるS速度分布との関係.日本地球惑星科

学連合2017年大会(千葉市,2017年5月)

森田花織、松島健、内田和也、宮町廩太郎、手操佳子、藤田詩織、中元真美、清水洋、森済2、村

瀬雅之、大倉敬宏、井上寛之、横尾亮彦、精密水準測量で検出された霧島・硫黄山の上下変動

(2012年3月~2016年1】月)

森田雅明、森俊哉、横尾亮彦、大倉敬宏、森田裕一、阿蘇火山 2016年10月噴火に先行する士壌

拡散 C02放出量変動

長岡優、西田究、青木陽介、武尾実、大倉敬宏、吉川慎、地震波干渉法による霧島山の表面波速

度構造の推定

長岡優、西田究、青木陽介、武尾実、大倉敬宏、吉川慎、脈動記録を用いた霧島山の表面波速

度構造の推定

中村隆太,士'山明,三宅亮,瓏川晶,高山亜紀子,中野司,上杉健太郎,竹内晃久,川本竜彦,マント

ル捕獲岩(ピナツボ火山)中のかんらん石に含まれる流体包有物としての負晶の3次元形状,2017

年5月22日,幕張メッセ,千葉市

中尾茂、松島健、田部井隆雄、大久保慎人、山品匡史、大倉敬宏、西村卓也、澁谷拓郎、寺石眞弘、

伊藤武男、鷺谷威、松廣健二郎、加藤照之、福田淳一、渡邉篤志、三浦哲、太田雄策、出町知

嗣、高橋浩晃、大園真子、山口照寛、岡田和見、 2016年熊本地震後の GNSS による地殻変動観測、

日本測地学会第】28回講演会(2017年10月,瑞浪市)

中尾茂、松島健、田部井隆雄、大久保慎人、山品匡史、大倉敬宏、西村卓也、澁谷拓郎、寺石眞弘、

伊藤武男、鷺谷威、松廣健二郎、加藤照之、福田淳一、渡邉篤志、三浦哲、太田雄策、出町知

嗣、高橋浩晃、大園真子、山口照寛、岡田和見、 POSI・seismic deformation of2016 Kumomoto

Earthquake by continuous GNss nelwork

区



中西利典・木村治夫・松山尚典・ホンワン・堀川義之・越後智雄・北田奈緒子・竹村恵二:群列ボー

リング調査と地中レーダ探査による伏在活断層の活動履歴の検討一大分平野西部の府内断層の例

日本第四紀学会(8月福岡)

中西利典・木村治夫・堀川義之・山崎圭二・堤浩之・ホンワン・奥野充(2017)島原半島唐比低

地の湿地堆積物に記録された千々石断層の完新世の活動.応用地質学会九州支部研究発表会,PI,

別府ビーコンプラザ,2017年11月

中西利典・竹村恵二・松山尚典・ホンワン・木村治夫:別府一万年山重点調査の成果:陸域・海域・

の分布.陸水物理研究会研究発表会 2017年度(第39 回)奈良大会(奈良市,2017年11月)

大倉敬宏、宇津木充、横尾亮彦、吉川慎、井上寛之、鍵山恒臣山本希、及川純、阿蕪火山 2014

・2016年の噴火活動について
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伏在部の活断層と活断層の活動履歴調査法の進展日本地震学会(10月鹿児島、県民交流セ

ンター)

中西利典・竹村恵二・松山尚典・木村治夫・堀川義之(2017)群列ボーリング調査と地中レーダ探査

による府内断層の活動履歴の検討.国際火山噴火史情報研究集会,2017川,2-01,福岡大学七隈

キャンハス,2017年6月

中西利典・堀川義之・奥野充・ホンワン・ハクギュジュン・佐藤鋭(2017)隠岐諸島における

テフラ認定と放射性炭素海洋りザーバー効果.第四紀学会,福岡大学七隈キャンハス, P・31,講演

要旨集, P.Π5,2017年8月

中西利典・堀川義之・奥野充・香月興太・ホンワン・イ左藤鋭一(201刀隠岐諸島における膨陵島

起源テフラの検出と古環境変遷の検討.隠岐世界ジオハーク学術研究発表会,隠岐文化会館,西郷,

2018年3月

Ogawa, K., shiboto, T., Mishirηα, T., Takernura, K. and ohsowo, S.: Flux rneasuremenls of

Carbon dioxide at Beppu geotherma1 αrea by o p0けable non・dispersive infrared (NDIR)

gas analyzer. JPGU 20171Chiba, May}

奥野充・石原与四郎・遠田晋次・鳥井真之・黒木貴一・中西利典・米田穣(2017)第四紀研究か

ら防災・減災への多角的なアプローチについて.国際火山噴火史情報研究集会,2017(1), 1-01,

福岡大学七隈キャンハス,2017年6月

小川幸輝,柴田智郎,三島壮智,竹村恵二,大沢信二(2017) Flux measuremenls ofcarbon dioxide

al Beppu geolherm010rea using a porlable non・dispersive infrared (NDIR) gas analyzer

日本地球惑星科学連合2017年大会(千葉市,2017年5月)

小川幸輝,柴田智郎,三島壮智,竹村恵二,大沢信二(2017)別府南部地域で放出される二酸化炭素

の分布.2017年度日本地球化学会第64回年会(東京都,2017年9月)

小川幸輝,柴田智郎,ご島壮智,竹村恵二,大沢信二(2017)別府南部地域における二酸化炭素flux



大倉敬宏、吉川慎、井上寛之、阿蘇火山において 2016年10月8日の爆発的噴火に先行した地殻

変動について

大沢信二,網田和宏(2017)有馬型熱水と水質がよく似た起源の異なる温泉一兵庫県の吉川温泉

<SMP43-08>日本地球惑星科学連合大会,5月20日~25日,幕張メッセ,千葉県

大沢信二,齋藤武士,網田和宏(2017)阿蘇火山の火口湖「湯だまり」の水同位体組成.第82回日本

陸水学会,9月28日~10月]日,田沢湖高原温泉郷・駒ケ岳グランドホテル,秋田県仙北市

太田賢翔,西島潤,大沢信二,藤光康宏,茂木透(2017)別府における温泉水生産量の持続可能性評

価に向けた自然状態シミュレーション.地熱学会平成29年函館大会, 10月18日~20日,函館ア

リーナ,北海道函館市

岡崎健人,鍵山恒臣,溶岩流地形を用いたマグマ噴出時の半占性率の推定(2)日本火山学会秋季大会

P110 (熊本大学,2017年9月21日~9月23 田

岡崎健人,鍵山恒臣,溶岩流地形を用いたマグマ噴出時の粘性率の推定,地球惑星科学連合2017年大

会 S>C47・P35 (千葉市幕張メッセ,2017年5月20日~5月25 田

柴田智郎,高畑直人,イ左野有司(2017) Helium meosuremenfs by passive d1仟Usion samplers hanged

in o borehole in Beppu,Japan.日本地球惑星科学連合 2017年大会(千葉市,2017年5月)

柴田智郎,高畑直人,佐野有司(2017) 2016年熊本地震に伴う別府温泉水中のへりウム同位体比の変

化.2017年度日本地球化学会第 64回年会(東京都,2017年9月)

S川geno, M., Yosushi Mori, Kowamoto, K., Tadao Nishiyama, Mojor componenls and solinity of

S1αb・derived fluids:insights from fluid inclusions in jadeilites and jadeite、quartz rocks,2017

年5月20日,幕張メッセ,千葉市

進藤辰郎,大沢信二,三島壮智,渡邉裕美子,田上高広(2017)洪水情報が石筍中に記録される過程

の解明・大分県稲積水中鍾乳洞の場合・<MIS23-14>日本地球惑星科学連合大会 5月20日~25

日,幕張メッセ,千葉県

篠原宏志、風早竜之介、下司信夫、横尾亮彦、大倉敬宏、寺田暁彦、阿蘇中岳の火山ガス組成変化と

マグマ・熱水系相互作用

志藤あ司'さ、松本聡、大倉敬宏、 seismic wove 0竹enuation and locol depth ofseismogenic

Iayerin the crust beneath Kyushu, Japan

鈴木晴彦・松山尚典・田原道崇・谷田貝淳・竹村惠二

査日本地震学会(10月鹿児島、県民交流センター)

竹村惠二:中部九州のテクトニクス:地震・火山活動によるストレス発散の歴史と現在

(公開講座)。日本火山学会(9月熊本)

竹村惠二:九州のテクトニクスからみた熊本地震.日本第四紀学会(8月福岡)

竹村惠二・別府一万年山断層帯(大分平野一由布院断層帯東部)の重点的調査観測メンバー

別府一万年山断層帯近傍における常時微動探
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万年山断層帯(大分平野一由布院断層帯東部)における重点的な調査観測一2016年度調査一.日

本地球惑星科学連合大会(5月千葉)

竹村惠二.別府一万年山断層帯重点的観測調査グループ:中部九州のテクトニクスと別府一万年山断

層帯,日奈久一布田川断層。日本地震学会

谷協至、大倉敬宏、山本希、久家慶子、 2016年

筒井智樹、井口正人、中道治久、為栗健、大島弘光、青山裕、山本希、野上健治、大湊隆雄、前

田裕太、大倉敬宏、清水洋、松島健、八木原寛、宮町宏樹、小林励司、平原聡、辻浩、渡、

篤志、堀川信一郎、園田忠臣、吉川慎、竹中悠亮、平野舟一郎、枷澤宏彰、菅井明、井手和彦

長山泰淳、滿永大輔、小窪則夫、重信有三、渡辺茂、畠山康憲、桜島火山における反復地震探査

(最終回)

宇津木充,電磁気学データから見た阿蘇火山2014年噴火及びそれ以降の火山活動にっいて,火山学会

2017年秋季大会偵E本市,2017年10月)

宇津木充,橋本武志,城森敦善,ドローンを用いた空中磁気観測システムの開発,JPGU・AGujoinl

(10月鹿児島、県民交流センター)

10月の阿蘇火山の爆発的噴火に先行した長周期ハル

meeting 【千葉市,2017年5月)

山田千聡,細野高啓,中田晴彦,石井絵理,阿草哲郎,柴田智郎,先名重樹,奥村梓,嶋田純(2017

熊本地震後の地下水位上昇と酸素・水素同位体比の比較検討.日本地下水学会2017年秋季講演会

何厶前市,2017年10月)

山田圭太郎.加三千宣.池原研・山本正伸・原口強・竹村惠一:別府湾における過去7300年間の

イベント記録とその頻度.日本第四紀学会(8月福岡)

Yamada, Kリ Nakagawo, T., SI0什, R., Kitobo,1リ K什ogawa, J., Takemura, K. and sG14 Corlng

mernbers: Teclonic e>ents recorded in the varved sedirnents of Loke suigetsu, Fukui,

CenlralJapon. JPGU 2017 1Chiba, May)

山本希、大倉敬宏、金嶋聡、地震計アレイ定常観測による阿蘇山連続微動の解析

山本希、大倉敬宏、金嶋聰、川勝均、阿蘇山長周期微動の振動特性時間変動に関する考察

山本圭吾、松島健、吉川慎、内田和也、井上寛之、大倉敬宏、園田忠臣、竹中悠亮、中本幹大、荒

上夏奈、手操佳子、森田花織、末次秀規、滿永大輔、長山泰淳、水準測量によって測疋された桜

島火山における2015年8月ダイク貫入イベント以降の地盤上下変動

山本圭吾、大倉敬宏、横尾亮彦、為栗健、園田忠臣、井上寛之、 2014年及び 2015年口永良部島

火山噴火の前後の水準測量結果

Yamamoto, M., Kuwae, Mリ Segowo, Y.,Ⅲno, T.,1keharo, K. and Tokemura, K.:Late H010cene

flooding historyreconstructed frorn GDGTsin Beppu Bay sedirnenls {別府湾堆積物中の

GDGT組成から復元した後期完新世洪水記録).JPGU2017{chiba, Moy}
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横尾亮彦、石井杏佳、大倉敬宏、風間卓仁、阿蘇山噴火でみられたモノトニック空振活動

芳川雅子,錦蛇真理,田村明弘,柴田知之, Khedr,M.Z.,荒井章司,オマーンオフィオライトの中部

Saromi・vvuqbah ブロックと南部VvadiToyin ブロックの基底部かんらん岩の岩石学・地球化学

的特徴,日本地質学会学術大会(松山市,2017年9月)

吉見雅行・三宅弘恵・安藤亮輔・今西和俊・竹村惠二:強震動評価のための別府一万年山断層帯(大

分平野一由布院断層帯東部)の震源モデル化。日本地震学会

吉見雅行・松山尚典・鈴木晴彦・谷田貝淳・林田拓己・松島信一・竹中博士・三宅弘恵・竹村恵二

強震動計算のための大分県域の3次元速度構造モデル.日本地球惑星科学連合大会(5月千葉)

国際(1ntemation01)

Kogiyamo, T., Monitoring of volcanic octlV什y ond m什igation of volcanic hazards

For geothermal actlV什y dorninanlvolconoes -, central vveather Bureau Foreign

Technical councilin 2017 (Toipei, Taiwon 2017年6月10日~15日) 1nvited

Paleoenvironmental change ond paleoselsmic history evaluoted by core onolysis and

ground penetrating radar cross・sectionsin Beppu ond 0什ααrea, western Jopan. ASQUA,

Kawamoto, T., Jun・1Chi Klmura, Qing chang, Masako Yoshikawo, M什Suru okuno, Telsuo

Kobayashi, An oxidizing agent 0什he wedge man11e: sulfote in soline fluid inclusions in

harzburg什e xenolilhs from pinatubo,1A>CE12017 Sceintific Assembly,2017年8月15日,

Oregon convenlion cenler, P0けland, oregon, U. S. A

Kawomoto, T., Jun・1Chi Kirnuro, Qing chang, Masako Yoshikawa, M什Suru okuno, Tetsuo

(10月鹿児島、県民交流センタ

Kobayashi, An oxidizing agenl 0什he wedge mantle: sulfote in saline fluid inclusionsin

horzburgile xen01什hsfrom pinotubo,アメリカ地球物理学連合,2017年12月13日, New

0"eons Ernesl N. Morial convention center, New orleans, Louisiana, U. S. A.

MoritG, Kリ Takeshi MATSUSHIMA, Kazunari ucHIDA, Rintoro MIYAMACHI, Yoshik0 花GURI, shiori

FUJITA, Manarni NAKAMOTO, Hiroshi sHIMIZU, Hitoshi MORI, Masayuki MURASE, ohkuro, Tリ

Inoue, H. ond Yokoo, A.,>ertical ground deforrnolion of loyoma, Kirishima volconoes

measured by precise leveling survey {during June.2015 ・ Feb.201刀

Nakanishi, T., Yoshiyuki Horikawa, Milsuru okuno, vvan Hong, Gyujun park, shinichi sato, Tephro

identifica村on ond radiocorbon marine reservoir e什ects from a sedimenl core in the oki

IS1αnds, westem Japan. AMS・14,0什awo, canoda, Augusl,2017

Nakanishi,T., Tokemura, K., Matsuyamo, H., Katsuki, M., W. Hong, H. Kirnura, H., Horikowa, Y.:



Jeju, Koreo, september,2017
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国内①omeslic)

鍵山恒臣,京都大学生存圏研究所(火山活動研究センター),研究担当

鍵山恒臣,京都大学防災研究所(火山活動研究センター),研究担当

大倉敬宏,鍵山恒臣,横尾亮彦,吉川慎,産業技術総合研究所との共同研究,「中部九州の火山

活動評価に関する共同研究(活断層・火山研究部門・首席研究員・篠原宏志)」

大倉敬宏,京都大学防災研究所,研究担当

竹村恵二,京都大学防災研究所,研究担当

竹村恵二,災害科学研究所,研究担当

宇津木充,京都大学防災研究所(火山活動研究センター),研究担当

横尾亮彦,京都大学防災研究所(火山活動研究センター),研究担当

2.4.共同研究 Ust of c011abora"ons

国際(1nlemolion01)

大倉敬宏,JICA・JST 地球規模課題対応国際科学技術協力事業,「火山噴出物に伴う災害の軽減

に関する総合的研究プロジェクト」

大沢信二,大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所未来設計プロジェクト

「アジア環太平洋地域の人間環境安全保障一水・エネルギー・食料連環」共同研究員

柴田智郎,大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所未来設計プロジェクト,

「アジア環太平洋地域の人間環境安全保障一水・エネルギー・食糧連鎖」

竹木寸恵二, 1CDp project, rLake Biwa and Lake suigetsu: Recorders of Glob01

Paleoenvironments and lslond Arc Tectonicsj
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科学研究費補助金

川本竜彦(代表),新学術領域研究1研究領域提案型},沈み込み帯マントルウェツジ捕獲岩中の

塩水包有物に溶存するイオンの定量分析,1,100千円

川本竜彦(代表),基盤研究{引,沈み込むスラブからマントルウェッジへの水流体の化学組成の

変化,1,900 千円

大倉敬宏(分担),特別研究促進費 2018年草津白根火山噴火に関する総合調査(代表者:小川

康雄),930 千円

大沢信二(代表),基盤研究(C),「浅海の生物生産性と温泉成分の関係解明を目指した海底温

泉湧出探査手法の構築」, 1,170千円

竹村恵二(分担),基盤研究{A},別府湾柱状堆積物の解析にもとづく過去8000年間の太平洋十

年規模変動の復元(代表:北海道大学・山本正伸)

芳川雅子(代表),基盤研究(C),「オマーンオフィオライトで観察する沈み込み帯マントルで

のスラブ由来成分付加過程」, 1,430千円

3.研究費 Funding

受託研究

大倉敬宏,火山研究人材育成コンソーシアム構築事業,刀9千円

大倉敬宏,災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究,5,744千円

大沢信二,原子力規制委員会原子力規制庁平成29年度原子力施設等防災対策等委託費(火山

影響評価に係る技術的知見の整備) 2次受託費,5,000千円

竹村恵二(代表),平成25年度(2013年)10月~平成30年3月文部科学省「地域防災対策

支援研究プロジェクト」代表:三村衛(京大工学研究科教授)

呼学寄付金等

34



学位審査

鍵山恒臣

4.教育活動 Educa"on

4.1.学位・授業 Academics

大倉敬宏

(主査)

(主査)

(主査)

(審査員)

(審査員)

(審査員)

(審査員)

(審査員)

(主査)

(審査員)

(審査員)

(審査員)

(審査員)

(審査員)

大沢信二

岡崎健人

石井杏佳

栗原剛志

黒川俊哉

岡崎健人

石井杏佳

吉田健太

長谷川航

黒川俊哉

岡崎健人

石井杏香

栗原剛志

笛田凌史

石井杏佳

(修士

q彦士

(修士

(修士

q彦士

(修士

(博士

(博士

(修士

(修士

(修士

(修士

(修士

(修士横尾亮彦

京都大学大学院理学研究科)

京都大学大学院理学研究科)

京都大学大学院理学研究科)

京都大学大学院理学研究科)

京都大学大学院理学研究科)

京都大学大学院理学研究科)

京都大学大学院理学研究科)

京都大学大学院理学研究科)

京都大学大学院理学研究科)

京都大学大学院理学研究科)

京都大学大学院理学研究科)

京都大学大学院理学研究科)

京都大学大学院理学研究科)

京都大学大学院理学研究科)

講義・ゼミナーノレ

[至逐ヨ
ILASセミナー

フィールド地球科学

地球の物理

固体地球物理学A

地球熱学

火山物理学

観測地球物理学演習A

熊本地震と阿蘇山噴火

大倉敬宏,鍵山恒臣,宇津木充,横尾亮彦

石川尚人,平島崇男,大倉敬宏ほか

鍵山恒臣,平原和朗,大沢信二ほか

鍵山恒臣,中西一郎

竹村恵二,鍵山恒臣,大沢信二,柴田智郎,川本竜彦

鍵山恒臣,大倉敬宏,宇津木充,横尾亮彦,井口正人

鍵山恒臣,大倉敬宏,宇津木充,横尾亮彦,宮崎真一

齋藤昭則,風間卓人

竹村恵二,大沢信二,柴田智郎,川本竜彦観測地球物理学演習B
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陸水学

地球惑星科学課題演習DA

地球惑星科学課題演習DC

(マグマの発生から噴火まで)

(活構造)

(地震学)

地球惑星科学課題演習DD

地球惑星科学課題研究TI

地球惑星科学課題研究T2

地球惑星科学課題研究T3

大沢信二,柴田智郎,秋友和典,松浦純生

福田洋一,林愛明,久家慶子,宮崎真一,大倉敬宏,

風間卓人ほか

鍵山恒臣,川本竜彦,柴田智郎,宇津木充,横尾亮彦

堤浩之,岩田知孝,竹村恵二

平原和朗,久家慶子,大倉敬宏,加納靖之

大沢信二

宇津木充ほか

大沢信二,柴田智郎ほか

上の3人以外の教員全員ほか

大学院修士課程

地球熱学・地熱流体学A

地球熱学・地熱流体学B

火山物理学・火山流体学A

火山物理学・火山流体学A

第四紀地質学

応用地球電磁気学 11A,11B

地球惑星科学特殊研究(修士論文)

大学院修士課程および博士後期課程

地球熱学・地熱流体学ゼミナールA,B, C, D

竹村恵二,鍵山恒臣,大沢信二,柴田智郎,川本竜彦

火山物理・火山流体学ゼミナールA,B, C, D

鍵山恒臣,竹村恵二,大倉敬宏,柴田智郎,川本竜彦,宇津木充,横尾亮彦

酒井治孝,山路敦,松岡廣繁,前田晴良,竹村恵二地球生物圏史セミナー11A,11B

地震学ゼミナール11A,11B,11C,11D 平原和朗,中西一郎,久家慶子,大倉敬宏

固体地球物理学ゼミナーノレA,B, C,D福田洋一,宮崎真一,竹村恵一

竹村恵二活構造論ゼミナールA,B,C, D

応用地球電磁気学ゼミナールA,B,C,D 鍵山恒臣,宇津木充

水圏地球物理学ゼミナールⅢA,ⅢB,111C,ⅢD

柴田智郎

竹村恵二,

竹村恵二,

鍵山恒臣,

鍵山恒臣,

竹村恵二

鍵山恒臣

全教員

鍵山恒臣,大沢信二,柴田智郎

鍵山恒臣,大沢信二,柴田智郎

大倉敬宏,井口正人,宇津木充,

大倉敬宏,井口正人,宇津木充,

横尾亮彦

横尾亮彦
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野外実習

ILASセミナー:熊本地震と阿蘇山噴火阿蘇実習

(阿蘇,8月22日~ 24日) 大倉敬宏

観測地球物理学演習B

(別府,8月31日~9月2 田

観測地球物理学演習A

(阿蘇,8月31日~9月3 田

課題演習 DC (マグマから噴火まで)

(9月16日~19日)

課題演習 DC (地球の鼓動を探る)

(阿蘇,8月27日~30 田

課題演習DD別府実習

(別府,8月18日) 大沢信二

火山物理学・火山流体学 B (STEPI0対応)

邵可蘇, 11月12日~16 田 鍵山恒臣,大倉敬宏,宇津木充,横尾亮彦,井口正人

(協力:吉川慎,井上寛之)

竹村恵二,大沢信二,柴田智郎,川本竜彦

(協力:馬渡秀夫,三島壮智,芳川雅子,中西利典,堀口桂香)

宮崎真一,斉藤昭則,堀口光章,風間卓仁,大倉敬宏,

鍵山恒臣,宇津木充,横尾亮彦(協力:吉川慎,井上寛之)

別府・阿蘇実習

鍵山恒臣,宇津木充,柴田智郎,横尾亮彦(協力:井上寛之)

阿蘇実習

大倉敬宏,久家慶子,吉川慎,井上寛之

その他

川本竜彦,

川本竜彦,

竹村恵二,

柴田智郎,

芳川雅子,

竹村恵二)

大阪市立大学大学院理学研究科地球学科修士課程集中講義,平成29年度

島根大学総合理工学部地球科学科非常勤講師,平成29年度

北海道大学環境学研究科,非常勤講師,平成29年度

大分スーハーサイエンスフェスタ,講師,2017年7月

別府大学,非常勤講師,2017年8月

火山物理学・火山流体学ゼミナール(地球熱学セミナー)

2017年4月Π日

4.2.セミナー

竹村恵二「九州の火山噴出物の年代」(施設内共同研究 q弌表

報告)

Seminars



2017年4月25日

2017年5月9日

2017年5月30日

2017年6月6日

大沢信二「別府温泉の現状と変化に関する調査研究その5[2016FY]」(施

設内共同研究(代表:大沢信二)報告)

柴田智郎「地震に伴う温泉のへりウム同位体比の変化」(施設内共同研究

(代表:柴田智郎)報告)

中西利典「別府一万年山断層帯の活動履歴の検討」

川本竜彦「ピナツボ火山マントル捕獲岩中の塩水包有物に硫酸イオンが

あった」(施設内共同研究(代表:川本竜彦)報告)

芳川雅子「オマーンオフィオライトで観察する沈み込み帯マントルでの

スラブ由来成分付加過程」

大倉敬宏耶可蘇火山の火山活動 2014~2017」(施設内共同研究報告)

Corrodo cigolini ron the radon properties and 什S signa1 α10ctive

Volcanoes: deteding deep hydrothermalsystems and lheir

dynamicsj

Huong YU、chih rsh0110w crustal velocity structures suggested frorn

ambientseismic noise studiesin the Aso caldera ond Talun

2017年6月27日

2017年7月4日

2017年7月25日

2017年10月10日

2017年10月24日

2017年11月7日

2017年12月5日

>olcano Groupj

鍵山恒臣「森島火山群硫黄山周辺の熱的活動の推移」

宇津木充「LI・L2正則化によるスパース推定法を用いた磁場変化3次元

構造イメージング」

堀口桂香耶可蘇カルデラ北西部三重塚(本塚火山)周辺域に湧出する赤い

水の稠密調査とその結果」

横尾亮彦「FDTD法による空振伝播計算」

山田圭太良Ⅲ花粉安定同位体比変動に基づく,新たな古気候復元手法の開

発とその応用」

2017年12月26日

2018年1月9日

地球熱学・地球熱流体ゼミナール(金曜セミナー)

Sate11汁e2017年4月21 e zokeria shnizo r chornan active faU11 Study using

menogeries on geophysicolrnethodsj

黒川俊哉「地震による斜面崩壊の地形的解析栓016年熊本地震を例

岡崎健人「溶岩流地形を用いたマグマ噴出時の半占性率の推定」2017年4月28日

日向洋「Backsca什ering characteristic of volcanic eruplions bosed2017年5月12日

On uDAR observotion around sakurajirn0 >olcono (桜島火山近イ労

LIDAR観測による火山噴出物の散乱特性)」

38



2017年5月19日

2017年5月26日

谷協至耶可蘇山の爆発的噴火に先行する長周期パルス{LPP}について」

石井杏佳耶可蘇火山ストロンボリ式噴火の発生機キ青スラグ上昇・破裂モ

デノレ」

進藤辰郎「石筍中の茶色い縞々の観察結果とその考察について・大分県稲

積洞の場合・」

山田圭太郎「福井県水月湖の年縞堆積物に記録された断層イベント

(Tedonic evenlsrecorded in the vorved sediments of Lake

Suigelsu, Fukui, centrol Japan}」

岸田立「ラドン曳航調査による別府湾沿岸における海底温泉湧出の検出」

谷協至耶可蕪山の爆発的噴火に伴う長周期パルス(LPP)について」

木村育磨「阿蘇地殻構造と研究目標」

瀧下恒星「ディスドロメータを用いた火山灰の粒径・速度の観測」

栗原剛志「桜島の火山活動に伴う地盤変動と重力値変化」

石井杏佳「阿蘇火山ストロンボリ式噴火の空振シグナルの時間変動」

岡崎健人「溶岩流地形を用いたマグマ噴出時の粘性率の推定」

小川幸輝「別府南部地域の C02fluXの測定」

山下陽寛「湯布院盆地の水収支から見る深部流体の寄与」

岡崎健人「溶岩流地形を用いたマグマ噴出時の粘性率の推定」

石井杏佳耶可蕪火山ストロンボリ式噴火発生時の地震・空振シグナノレ」

小川幸輝「別府地域南部における C02fluXの測定とその分布」

進藤辰郎「色彩学的、水文学的、地球化学的アプローチによる石筍中の茶

色い縞々の形成過程の解明」

栗原剛志「2015年8月15日桜島膨張イベント時の地殻変動と重力変化

によるモデリング」

黒川俊哉「斜面崩壊発生箇所の誘因による地形的観点からの比較」

木村育磨耶可蘇および別府地域における地下減衰構造の推定に向けて」

瀧下恒星「レーザー式雨量計 Parsive1を用いた 2017年5月から 6月の降

灰観測」

谷協至耶可蕪山の爆発的噴火に先行する長周期パルス化PP)について」

岸田立「ラドン曳航調査による別府湾沿岸におけるSGDの検出」

石井杏佳印可蘇火山におけるストロンボリ式噴火発生モデルの推定」

栗原剛志「相対重力および地殻変動データから推定した 2015年8月

島急膨張イベントの圧力源」

2017年6月3日

2017年6月9日

2017年6月16日

2017年6月30日

2017年7月7日

2017年7月14日

2017年7月28日

2017年7月28日

2017年10月13日

2017年10月20日

2017年10月27日

2017年11月10日

2017年】1月17日

2017年12月]日

2017年12月8日

2017年12月15日

2017年12月22日

2018年1月5日

2018年1月12日
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2018年1月19日

2018年1月26日

黒川俊哉

岡崎健人

木村育磨

瀧下恒星

の解釈」

特別セミナー(別府)

2018年2月19日

「地形データ解析に基づいた降雨と地震による斜面崩壊の比較」

「溶岩流地形解析によるマグマ噴出時の粘性率の推定」

「別府地域における地下地震波減衰構造の推定に向けて」

「レーザー式雨量計Parsive1で観測した火山灰の粒径・落下速度

吉屋一美「冥王代疑似環境の熱水活動域における二次変成鉱物の生成と分

子進化の解明」

施設長

施設責任者

教務

事務・経理等

43.学内委員

図書

情報セキュリティー

年報担当

環境・安全

大沢信二

竹村恵二,大沢信二,鍵山恒臣

竹村恵二,大沢信二,川本竜彦,芳川雅子,大倉敬宏,宇津木充

竹村恵二,大沢信二,馬渡秀夫,一万田歩,宮田美保

鍵山恒臣,大倉敬宏,吉川慎,小山晴子,士井有紀

川本竜彦,宮田美保,鍵山恒臣,小山晴子

竹村恵二,柴田智郎,馬渡秀夫,=島壮智,大倉敬宏

吉川慎,井上寛之

大沢信二,芳川雅子

大沢信二,柴田智郎,馬渡秀夫,三島壮智,一万田歩,

宮田美保,大倉敬宏,吉川慎,井上寛之

全教職員

Commi廿ee

施設公開

専攻・研究科

専攻長会議・専攻運営委員会

施設運営協議会

理学部教育委員会

理学部1号館建物管理運営委員会

理学研究科環境・安全委員会

大沢信二

鍵山恒臣,竹村恵二,大沢信二,大倉敬宏,古川善紹,柴田智郎

大沢信二

大沢信二

柴田智郎
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理学研究科放射線委員会 川本竜彦

理学研究科将来計画委員会 大倉敬宏

理学研究科自己点検・評価委員会 鍵山恒臣

理学研究科情報セキュリティー委員会 竹村恵二,

大学院分科世話人 大沢信二

文化財総合研究センター協議員会

防災研究所附属火山活動研究センター運営協議会

防災研究所附属斜面災害研究センター運営協議会

大倉敬宏

(地球熱学),大倉敬宏(火山物理)

竹村恵二

大倉敬宏

竹村恵二



5.学外活動

鍵山恒臣

大倉敬宏

大沢信二

AdiV什iesin sdent市C sodeties

日本火山学会国際委員

火山学会学校教育担当理事

竹村恵二

日本温泉科学会評議員

日本陸水学会評議員

川本竜彦

日本第四紀学会評議員

地球惑星科学連合理事

固体地球系評議員

日本鉱物科学会理事

日本鉱物科学会渉外委員長

日本鉱物科学会賞選考委員長

日本地球惑星科学連合固体地球科学セクションボ

日本学術振興会科学研究費補助金書面審査員

芳川雅子 日本学術振興会科学研究費委員会専門委員
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各種委員等

鍵山恒臣

6.社会活動 Public Relations

火山噴火予知連絡会委員

火山活動評価検討委員会委員

霧島火山防災協議会委員

鶴見岳・伽藍岳火山防災協議会委員

九重火山防災協議会委員

阿蘇火山防災協議会委員

東京大学地震・火山噴火予知研究協議会委員

国士交通省九州地方整備局緊急災害対策派遣ドクタ

阿蘇火山博物館九木文化財団学術専門委員会委員

大倉敬宏 原子力規制庁原子炉安全専門審査会臨時委員

「災害の軽減に貢献するための地震火山噴火観測研究計画」

火山計画推進部会・部会長

次世代火山研究

火山噴火予知連絡会委員

火山噴火予知連絡会火山活動評価検討会委員

火山噴火予知連絡会草津白根山部会委員

阿蘇火山ガス安全対策専門委員会委員

大沢信二

人材育成総合プロジェクト

火山噴火緊急観測検討作業部会委員

大分県温泉調査研究会理事

大分県温泉監視調査委員会委員

大分県環境審議会温泉部会委員

経済産業省九州鉱山保安協議会委員

九重町地熱発電事業検討委員会委員長

大分県温泉基本計画策定委員会委員

大分県地熱関係運用指針策定委員会委員長

大分県温泉モニタリング調査事業業務委託審査員

別府市別府版「生涯活躍のまち」研究会委員
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大分県防災会議委員

文化庁「大規模地震による天然記念物保全対策検討委員会」委員長

文部科学省「熊本地震を踏まえた総合的な活断層調査」運営委員会委員

原子力規制庁「廃炉等に伴う放射性廃棄物の規制に関する検討チーム」委員

九重山火山防災協議会委員

大分県豊後大野市文化的景観保存計画策定委員会委員

大分県姫島村文化的景観保存計画策定委員会委員長

KG・R (KG・NET・関西圏地盤研究会)第4期研究委員長

大分県名勝調査委員会(「国東半島田染耶馬における名勝」)委員

大分鶴見岳・伽藍岳火山防災協議会委員

大分県防災対策推進委員会有識者会議被害想定部会部会長

<文部科学大臣及び文化庁長官諮問機関>文化審議会専門委員

(文化財分科会)<天然記念物担当>

国宝臼杵磨崖仏保存修理委員会委員

大分県ジオパーク構想アドバイザー

大分県環境審議会委員岫然環境部会、温泉部会)

講演等

大倉敬宏

2017年7月

2017年8月

2017年9月

14日熊本県自治体病院協議会定時総会講演「平成28年熊本地震と阿蘇火山への

影響等」

9-10日地震火山こどもサマースクール講師

30日阿蘇ガイド養成講座講師耶可蘇・中岳の近年の活動とその特徴」

鍵山恒臣

2017年9月24日日本火山学会公開講座「2016年熊本地震と阿蘇山噴火」講演耶可蘇は活発

だけれども不思議な火山一桜島・別府との違い」偵E本大学)

2017年11月8日第49回砂防学会シンポジウム「来るべき地震も視野に入れた火山地域の士

砂災害と対策」基調講演「中部九州における地震・火山と災害」(別府市公会堂)

2018年2月17日京都大学地球物理学教室同窓会講演「九艸1・台湾における火山活動・地熱

活動の研究」
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竹村恵一

2017年5月13日放送大学面接講座

2017年7月6日別府市中央公民館講座

2017年8月2日溝部学園温泉コンシェルジュ講座

2017年8月23日大分市ナイトスクール講座

2017年9月11日別府市中部公民館講座

2017年"月6日関西地盤研究会(KG・R)勉強会講師

2017年Π月30日全国博物館協会シンホジウム分科会コーディネータ

2017年12月7日別府市中央公民館講座

2017年12月8日京都大学国際シンホジウム講演

2018年1月7日大分地質学会講演

2018年2月17日京都大学地球物理学教室同窓会講演

2018年3月4日姫島ジオハークシンポジウム講演・シンポジウム

2018年3月5日法政大学現地実習講義

2018年3月Π日大分県先哲資料館特別講座およびシンホジウム

川本竜彦

2017年6月2 e Experimental ond naluralsubduction・zone fluids:1mplication for

Subduction・zone magmatism,セミナー,大阪大学理学研究科宇宙地球科学

科,大阪府豊中市,

2017年9月18日地球の中のマグマと水を観てみよう,少年少女科学体験スヘース 0、Lobo(オ

ーラボ),大分市,

2017年10月20 e sulfates (S042・)in saline fluid inclusions of montle wedge perid0愉e

Xenoliths, seminorin chinese university of science and Techn010gy, Hefei,

People'S Republic of china

2017年10月24 e Geochemicolfeatures ofsubduction・zone fluids bosed on in、S什U

Observalion of "uids and meけS under high・pressure ond high・temperoture

Condi"ons, seminarin chinese university of science and Techn010gy,

Hefei, people'S Republic of china.

20]7年11月1日共焦点ラマン顕微鏡でみる鉱物中の流体, WITecworkshoP2017:共焦点ラ

マン顕微鏡ワークショップ,かながわサイェンスハーク,神奈川県川崎市,

2018年1月19 e sulfates {S042、}in saline fluid inclusions of mantle wedge perid0榊e

Xen01什hs, serninorin Guangzhou lnst什Ute of Geochemislry, chinese
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Acodemy of sciences, Guongzhou, people'S Republic of chlna

2018年1月26 e Geocherηicolfeatures ofsubduction・zone fluids based on in・S汁U

Observalion 0什Iuids and melts under hlgh・pressure and high・ternperature

Conditions, seminarin Guangzhou lnstitute of Geochemistry, chinese

Acaderny of sciences,26 January,2018, Guangzhou, people'S Republic

Of china

2018年2月12日 0、Labo (オーラボ)サイェンス講座「岩石の薄片を偏光顕微鏡を使って観

察する会」,京都大学理学研究科地球熱学研究施設,別府市,
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フブ_般公開報告(別府)

京大ウィークス 2017研究施設一般公開事業として、 2017年10月28日(士) 10時~16時に施

設公開と研究内容の紹介を行った、また、大学や当施設の活動に関する公開講演会を、10月28日

(士) 14時~16時に別府市男女共同参画センターあす・べっぷにて行った。 10月27日(金)と

10月28日(士曜田両日の 18時30分~20時には登録有形文化財建物である研究施設本館建物の

ライトアップ展示を行った。期間中、台風が接近したため悪天候で、予定していた起震車による地

震体験コーナーと地獄ハイキングは中止とした。

施設公開では、各教職員・研究員による研究紹介や出展物、実験・体験などを実施し、地元住人

に対し、大学および当施設の活動を広めた。公開講演会では理学研究科中西一郎教授による「1596

年伊予・豊後地震と地滑り」と当施設柴田智郎准教

、ξ'谷6、ラむ
授による「温泉水の変化をみる」と地元地域に関わ

る2つの公演を行い、市民からの多くの質問を受け

た。ライトアップでは赤煉瓦の洋館を照らした。
めノ28 ◆.

実施の告知活動は、別府市報への掲載、各新聞へ
^

(土)

の掲載、チラシの作成と配布、別府温泉地球博物館
●^

,

や研究施設のホームページへの掲載などである

研究施設一般公開に67名、公開講演会に22名(ラ 10/27. め々8
(金) (土)

イトアップは計数せず),のべ89名の参加人数とな..
.

つた

フ.一般公開報告 Openhouse

・研究内容紹介の概要

1 常設展示(岩石、地図、ボーリングコア)

2 地球をみる(地球科学データの4次元表示)

3 大分・別府の地質と災害

4 温泉の不思議

5 氷の分子模型

6 屋外実験・体験(七輪マグマ実験と熱映像、起震

車)

図 1:配布用チラシ

尋
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、

図2:施設公開および公開講演会、ライトアップの様子

施設公開.講演会でアンケートが実施され、多くの方にご協力いただいた(表 1~3)今後の施設

公開実施の際に活用していきたい

、

"イ

、、

多クら
杉

表 1:施設公開に関するアンケート結果

1別府市内
大分市内どこからお越しです

3大分県内か?

4大分外

①10歳未満
10~15

316~18

④18~20 代
30歳代

年代を教えて下さい2
60

50

8 0 代

970 代

0 以上

「京大ウィークス?017」に 1はい
3

ついてご存知ですか?いいえ

①京大ホームページ

「京大ウィークス2017」②施設ホームページ
4 を1可でお知りになりまし加大ウ'ウカし,"・ル

たか? 4

2016年以前もお越しに
5

なりましたか?

「京大ウィークス?017」を何でお知り1こ

なりましたか?

10

5 2016年以前もお越しになりましたか?

表2

6 今年の公聞謂演の悪想をお聞かせ下さい

研設の一公開(日開)に、
7

参加いただけましたか?

公開公園に関するアンケート結果

別府内

大分市内

大分県内

大分県外

10 未満

10~15

16~1B

18~20 代

30歳代

代40

代50

代60

代70

80歳以上

はい

いいえ

京大ホームベージ

施設ホームヘージ
大ウィーウスJ(ンコレ学ト

新

その他

はい

いいえ

わかりやすかった

わかり1こくかった

はい
いいー

どちらからお越しですか?

6

今年の一般公開の全
体的な印叡を教えて下
さい

の

①はい
いいえ

非常に良かった

かった

くない

E常に良くない

6 の他

2年代を教えて下さい

3
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京大ウィークスについてご存ぞですか?
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1 地球をみる

2 大分・別府の地質と災害

3 温泉の不思議

4 氷の分子模型

5 屋外験・体験

表3:研究内容の紹介や実験・体験ごとのアンケートの講評

一般公開事業実施にあたり、関係各位にお世話になりました。記して感謝いたします。

平成29年度地球熱学研究施設(別府)一般公開担当者

①大変良かった②良かった
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公開報告(阿蘇)
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京大ウィークス火山研究センターー般見学会(阿蕪)

1 はじめに

京大ウィークスの一環として、 2017年10月21日(士)に坂梨仮研究棟(熊本県阿蕪市)

で一般見学会を開催した。2016年4月に発生した熊本地震の影響によりセンター本館が被災

し、昨年度は開催中止せざるをえなかったが、今年度は移転先の仮研究棟にて2年ぶりに開

催する事が出来た。

当日は、台風の影響であいにくの天候にもかかわらず、多くの来場者があった。会場には、

研究紹介ポスター展示をはじめ、子供向けの実験や体験コーナーを設置した。

⑤わからない

2.内容

●ポスター展示による研究内容およびセンターの歴史紹介・火山学の一般向け解説

●公開実験・体験

「七輪マグマ実験」

「サーモトレーサー体験」

「カルデラ実験」

「電気伝導度計を使った水の実験」

吐也震計を使った振動体験」

「噴火VR映像体験」

●視覚的展示物

「伸縮計模型展示」

邪可蘇火山の噴出物薄片展示」

「ダジッック・アース展示」

「地震波形モニター展示」

伺

③普通
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・耶可蘇の四季動画」

火山に関する書籍の閲覧供与

見学者パンフレットを配布

来場者向け休憩室を設置

3.社会告知の方法

● A1版ポスター・チラシを配布

阿蘇市教育委員会・阿蘇火山博物館・阿蘇市立図書館

●個人向けダイレクトメール

●掲載依頼

朝日新聞・熊本日日新聞・西日本新聞・毎日新聞・読売新聞・KAB熊本朝日放送・KKT

熊本県民テレビ・NHK熊本放送局・RKK熊本放送・TKUテレビ熊本

● Webページ関連

熊本県観光サイトなごみ紀行・京大ウィークス・理学研究科・火山研究センタ

来場者の感想

ダジック.アースに興味を持ちました。すごいです。中学の授業に活用してみたいです。

初めて参加しましたが、大変興味深い内容でした。特にダジック・アースのコーナーでは、

ソフトや風船をいただき、ぜひ中学校での授業に活用します。ありがとうございました。

難しい地球科学の分野も子どもたちが少しでも親しむ経験をすれば興味を持ってくれる

と思う。地球の勉強は大切なことだと思う。

現役の研究者の方々から直接にお話をうかがえるのは大変に興味深く意義深いことだと

思います。

実験やポスター展示、わかりやすい説明でよかったです

小一中学生、理科の指導者にぜひ見てほしい内容でした

要望・今後の改善点

道の駅阿蘇などの公共での案内等あればいいと思います。パンフレットに熊本地震との関

連を加えてほしい・

一般公開の情報を早めに教えてほしい

国道から、駐車場までがわかりにくかったです

パンフレットに展示の内容の簡単な説明がちょっとあると面白いと思います。

5 当日の様子
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阿蕪

2017年

5月1日

5月11日

8.来訪者 ViS汁ors

5月19日

6月12日

文科省計画課補佐、京都大学施設部長他2名

原子力規制庁高橋正史氏他4名来訪

東工大名誉教授平林順一氏

坂梨仮研究棟披露式

阿蘇市長、南阿蕪村村長、他 12名

文科省2名

京都大学理学研究科長他4名

京都大学事務部8名

阿蘇医療センター井野孝文氏、藤本雅也氏

原子力規制庁大野佳史氏、矢野諭氏

阿蘇火山博物館池辺伸一郎氏

阿蘇地域振興局新木公一氏

阿蘇市理科教員8名

阿蘇市教育委員会佐藤伸敏氏など

防災研究所火山活動研究センター井口正人氏、為栗健

阿蕪学会2名

創造熊本木村仁氏、村上栄太氏

熊本県立大学澤田道夫氏

京大理学部風間卓人氏、宮内佑典氏

台湾成功大学頼文基教授

課題演習 DC「マグマから噴火まで」受講生5名

熊本県砂防課2名

理学研究科技術部技師長

東北大学・山本氏、Jieming NiU 氏

京都大学総務部渉外課細川明宏氏、川畑まゆみ氏

京大防災研防災研熊本巡検火山研究センターへ来訪

原子力規制庁大野佳史氏、矢野諭氏

応用地震計測梶原氏

次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト西垣隆氏

6月27日

7月3日

7月28日

7月31日

8月1日

8目2日

8月17日

8月17日

8月21-23日

9月15日

9月16日~18日

9月28日

10月12日

10月13日~17日

10月21日

10月24日

10月25日

10月26日

11月7日
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11月12日~16日

11月24日

11月26日

11月26日

12月14-15日

火山物理学・火山流体学B受講生5名

桜町区の方々40名程度、坂梨保育園

人間・環境学研究科酒井敏氏

熊本大学グローバル教育カレッジ LondersimS氏他インドネシアから10名

文部科学省森安伸介氏、

京大施設企画課:速水室長、小田掛長、岡崎主任

整備課:角森補佐管理課:田村掛長

北部構内事務部:大塚課長、加藤掛員、久保掛員

2018年

1月9日

】月21日

1月29日

2月1-2日

3月5日

四国電力大野裕記氏、西坂直樹氏、辻智大氏

次世代火山研究・人材育成総合フロジェクト西垣隆氏

原子力規制庁大野佳史氏熊谷和宣氏

北部構内事務部加藤掛員他2名

阿蘇市総務課宮岡千尋氏

阿蘇テレワークセンター古川望美氏他 1名

研究推進部小倉一夫氏、山下絵里子氏、永井麗子氏

北部事務古田事務長、小西副事務長、上原課長、藤村課長補佐

阿蕪地域振興局新木公一氏他2名

3月6日

別府

2017年4月18日~4月19日

2017年5月17日

2017年5月17日

2017年6月19日~6月20日

2017年6月22日~6月24日

2017年6月24日~6月26日

2017年6月28日~6月30日

2017年7月3日~7月7日

2017年7月5日~7月7日

2017年7月16日~7月17日

2017年7月4日~7月22日

2017年8月8日

2017年8月17日~8月18日

3月19日
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七山・杉山産総研ほ

大分県職員

広島大学柴田

総合生存科学生6名

加ほか8名愛媛大学

田上ほか4名京都大学

京都大学地鉱教室 1名

沢村 信州大

加ほか5名愛媛大学

新正 東京経済大学

京都大学小川

木村治夫電中研

山下陽寛京都大学



2017年8月20日~8月25日

2017年8月22日~25日

2017年8月24日

2017年8月30日~8月31日

2017年8月31日~9月2日

2017年9月9日

2017年9月11日~9月13日

2017年9月18日~9月19日

2017年9月15日~9月20日

2017年10月24日~10月28日

2017年10月27日~10月31日

2017年11月6日~Π月17日

2017年12月6日~12月7日

2017年12月1日~12月2日

2017年12月13日~12月15日

2018年2月11日

2018年2月11日~2月12日

2018年2月12日

2018年2月14日~2月15日

2018年2月19日

2018年2月22日~2月23日

2018年3月1日~3月2日

2018年3月4日~3月8日

2018月3月5日~3月7日

2018月3月5日

2018年3月5日~3月9日

2018月3月6日~3月7日

京都大学小川

課題演習DC 「マグマから噴火まで」学生5名

別府大学学生3名

中本雷人・野崎浩亜・福永大喜京都大学

京都大学学生16名

立正大学 25名

PeterSほか3名京都大学国際高等教育院

京都大学学生5名

信州大学澤村

京都大学庠田

京都大学小川

京都大学進藤

佐野ほか2名東京大学ほか

活断層関連の研究打ち合わせ

木村・湯川電力中央研究所

堀田善治九州大学

柴田広島大学

中・高校生 16名0-1ab0 参加者

木村電力中央研究所

吉屋一美東京工業大学

山下陽寛京都大学

広島大学柴田

田上ほか京都大学・地質科学野外巡検11参加者14名

加ほか3名愛媛大学

法政大学学生

京都大学・探索型地球科学演習参加者

別府湾堆積物研究会 12名
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Geophysical Monilo"ng under opera"on at AVL

ASo volcan010gical Laboralory

Permanenlsta"ons

9.定常観測

Nakadakemon什orin nelwork

Seismic stotions: HNT, PEL, KSM, SUN, KAE, KAE, KAN, UMA, TAK {microwave telemetry}

Tiltmeters: HNT (wolert淋 3・comp.), SUN, KAE, NAR, UMA, KAK (on・S什e logging)

Exlensometers: HNT (invar 3・cornp.)

Microphone: HND {microwave telemetry}

Geomagnelic stotions: C I, C3, SO, VV I, CS, NGD, FFI (proton; on・S什e logging)

C223 (fluxg0↑e 3・cornp.; on・S汁e), newC223 {fluxgale 3・cornp.; online}

FF2 (proton; online)

Ground Temperalure: KAK (boreholes of 70 and 150 m deep; microwave telemelry)

Routine observa"ons

Seismic, geode打C and geomagnetic slotions in lhe central part of ASO
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Central K ushu re ional network

Seismic Sナaガ0ns: A>L{6}, MAK, NBR, MKN, HDK, TAT, MGR, KBM {online lelemetry}
ASJ, HNY, SKM

0

131
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装置

【別府】

ICP発光分光分析装置

エネルギー分散型電子プロープマイクロアナライザ

粉末X線回折装置

液体シンチレーションシステム

イオンクロマトグラフ

自動滴定装置

ガスクロマトグラフ

ビストンシリンダー型高圧発生装置

外熱式ダイアモンドアンビル

ラマン顕微鏡

フーリエ変換型近赤外分光光度計

赤外顕微鏡

加熱・冷却ステージ

装置・設備10.

Inshumenls

Instrumenls and FaCⅡi"es

【阿蘇】

阿蘇,九重火山連続ナ也震観測システム

【Beppu】

Icp emission speclrometer

Energy dispersive electron microprobe analyzer
Powderx・ray dif什αClometer

Liquidsscin削αlion system

10n chromalogrophy

Gos chrom010grophy

Automatic tihation system

Piston cylinder Npe high pressure apparalus

Exlema11y heated diamond anvilce11

Raman microscope

FT・NIR spectrometer

IR microscope

Heating ond cooling stage

地殻変動観測坑道

プロトン磁力計,フラックスゲート磁力計

地磁気絶対測定システム

イ頃斜計

可搬型地震計(帯域,短周期)

重力計

ナ也磁気地電流測定装置(広帯域型ULF, ELF,>LF型)

光波測距儀

水準測量システム伯動読み)

設備 Fac"ilies

【ASO】

Conlinuousseismic mon汁odng syslem

forAso and KujU >olcanoes

Obselvation tunnelfor ground deformolion

Pr010n ond fluxgale magnetometers

Geomagnelic absolute rneasurernenlsyslem
刊lmeters

Por卜oble seismomelers

(broadband and sh0けPe"od)
Gravimeters

Magnelo・Te11U"c rneasurementsystem

(broad・band Npe, ULF, ELF,>LF・band)

Electronic dstance rneasurementsyslem

Leveling survey syslem (outomatic reading)

部"蘇】

地下観測堤首("可蘇火山地殻変動観測堤首)

,可蘇中岳第一火口から南西lkmの,地下30mに設けられた,直角三角形の水平ザ誼で,1987年度に竣

工した.現在は,水管傾斜計(25m),伸縮計(⑳,25m),矧司期"^十,長周期地震十,広帯域"包薪十,

およて門金廊十が設置されている

火山研究センター構内"セ震観測システム

火山研究センター構内では,従来からトリハタイトによる貸セ震観測を行ってきたが,平成13年度に,ノイ

ズイ氏減の為,約2⑳mのボーリング孔を4^削し,孑岻にガ三廊+を導入した.これにより,S/N比は大

幅に改善され,従燕哉"1」できなかった中岳の長周期微動が検出されるようになった.また,ボーリングコア

を採取したことにより,研究センターの丘,高野尾羽根け幼Ⅵ)おぱ刈火山にっいて地質学豹に新たな知

見が得られつつぁる.これは,f可蘇中央火口丘のn貢火史を研究する上でも貴重な資料である
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Telephone:+81-967-22-5000
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