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地球熱学研究施設は,平成9年に火山研究施設印可蘇)(昭和3年設立)と地球物理字研究施

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.地球上で取大規模の

火山.地熱温泉活動域のひとっ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字

の学問体系の構築をめざしてぃる.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.地熱流体ヨ冊研究刀

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,地球熱字侑報研究

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,研究教月の効竿化さらに

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30年度も8回開催され,理字研究科との連

携が実質化されてぃる.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面

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

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,遠隔地からの侑報発信に

大きな役割を担ってぃる.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籬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,川本竜彦助教が平成30年10月末に退職し,静岡大学理学部地球科字科の教授と

して異動された.また,平成31年3月1日横尾亮彦助教が火山研究センターの准教授に升任し

た.外国人客員部門では,平成30年6月1日にダニエル・ピンチ氏が別府に着任し,同年8月

31日に離任された.研究員(研究機関)では,平成30年7月1日にサブリ'アブドアラー氏が,

平成31年2月1日には梁煕俊(ヤン・ヒジュン)氏がそれぞれ阿蘇と別府に採用され,中西利

典氏が平成 30年10月31日をもって雛任し,国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃



料'バツクエンド研究開発部門東濃地科学センター地層科学研究部ネオテクトニクス研究グル

ープ特定課題推進員に転出した

この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平成 30年度も数多く実施した.これらの活動は△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ぃくことが期待され

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ぃる

令和元年6月

平成30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 cenn・alKyushu, one ofthe most active volca11ic and geothermalfields in the worl , as a na a

experimental facility. The lnsti加te for Geothermal sciences is promoting a comprehensive research on

thermalstNcture and the dynamics ofthe Earth'sinteriorin terms ofvolcanism, geothermics, andtectonics
Of our research, aUsing fieldwork,1aboratory experiments, and theory. Based on the 員ltldamental scope

Varietyofresearchactivities can aexiblycooperate withinthisinterdisciplinary geothermalscience researc

圦le have the f0110wing five research units: geothermal auids, geothermaltectonics, volcanicSystem.

St川Ct{Ⅱe, volcano、dynamics, and geothermaHnte11igence (visit血g research scholarS 丑'om abroaの・1n fiscal

year2004, Kyotouniversitywasreformed according to thej11ridicalpersonalizationofnationaluniversities・

The sit11ation puts us under pressure to provide e丘'ective education and conduct e伍Cientresearc wit a

Ii加ted staffand 6.1nds.

Preface

Eight meetings ofthe steering c011血ittee, established in fiscalyear 2004, were held 血丘Scalyear 2018
and the Graduate scho010fatthe Kyoto campus, and the cooperative relationship between our instit11te

Science was intensified.1n Apd12007, the Kyoto branch of 011r institute was established at the Kyoto

and the effort for intensive education for students and taMng a role for Graduate school started・Calnpus,

The Ky。to branch was a good 丘rststep toward educauon fbr gaduate students and now itis going to e
and the Aso and BeppuOperated steadily. The Tv meeting systems c0伽ecting the Kyoto campus

Lab。ratories are used constantly for senlinars and specia11ectures. such e丘'ods to utiHze the signilcan

Con血Unication distance between theadvances in con血Unications teC1111010gy are certainly reducing the

and our institute. considedng the subjects related to institιltions remote 6'om the mainKyoto campus

Campus, we need to make e丘odst0 血tensify cooperative workwith the headquarters ofKyoto university・

Many people sti11 annua11y visit our institute and attend lectⅧes d11ring the of6Cial events o yo o

University," Kyodai(Kyoto university) weeks."

In pers。nal a任airs, Assistant prof Tatsuhiko KAWAMOTo moved to shizuoka universlty as a

Pr。fessor atthe end ofoctober,2018, andAssistant prof Akihiko YOKoo was promoted as an associate

Pr。fess。r。fAVL丘、omatthebegi血ingofMarch,2019. prof DanieleplNT1丘omcanadaworkedatBeppu

as a visiting professor 丘・om June to August in 2018. As a postdoctoral associate, Dr・ sabry ABDALL

丘。mEgypt and Dr. Heej如YANG 丘om Koreajoined usin July 2018 and in FebNary 2018,respective y・



Dr. Toshi加Chi NAKへ、NISHl moved to TONO Geoscience center, sector of Nuclear Fuel,

Dec0卿nissioning and waste Management Teclm010gy Development, JapanAtomic EnergyAgency atthe

end ofoctober,2018.

As listed in the a血Ual repod, we canied out much c011aborative research with domestic and

intemationalorganizations and science groups.0山 institute also made a greatcon訂、ibution as a field station

Ofmulti・purpose 負eld sites for education and research 血丘Scalyear 2018. These activities wi11Continue in

C011aboration with the Division ofEarth and planetary sciences and the headquaders ofKyoto university

We have to i血eritthe spirit ofthe establishment of011r institute.

Kyoto, J如e 2019

Shinji oHSAWA,

Professorのirector of2018 丘Scalyear
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教授

大倉敬宏 Tokahiro ohkura

大沢信二* shinjiohsawa*

*施設長 Director

Professors

准教授

古川善紹

柴田智郎

1.構成員 Members

助教

Associate professors

宇津木充 M什Suruutsugi

川本竜彦 Tatsuhiko Kawamoto

2018年10月31日離任

横尾亮彦 Akihiko Yokoo

2019年3月1日准教授へ昇任

Yoshitsugu Furuka、,va

Tomoo shibato

Assistant professors

研究員(研究機関)

Reseorch or anization

中西利典 Toshimichi Nakanishi

2018年10月31日離任

アブドアラー・サブリ SabryAbd011ah

2018年7月1日採用

梁煕俊 HeejunYang

2019年2月1日採用

外国人客員

ヒンチダニエノレ Danielepinti

2018年6月1 着任,

2018年8月31日離任

Reseorchers

>isilin Facult

技林テ専門員 Technicalprofessionals

(理学研究科技術部)

馬渡秀夫 Hideo Mowatori

吉川慎 Shin Yoshikowa

大学院生

石井杏佳

岡崎健人

平良真純
rJJ ^

序田 y

谷協至

内田雅喜

木村育磨

技術職員

Graduate sludent

(理学研究科技術部)

井上寛之 Hiroyukilnoue

三島壮智 Takeloshi Mishima

Kyoka lshii

Taketo okazaki

Masumi Hiroyoshi

Tatsu Kishido

Kyoji Tani

Mosoki uchida

Ikuma Kimuro

Technlcalsta仟

事務ネ削左員 Assistant Admin酎rotive sta什

一万田歩

宮田美保

士井有紀

Ayumilchimanda

Miho Miya1α

Yuki Doi

研究支援推進員 Reseachsu

小山晴子

臨時用務員

山崎咲代

Seiko Koyama

SUPP1> Janitor

Sakiyo Yamasoki

Ort sta什



Walerlevel moniloring in lwo lhermcl・waler we11S

2.研究活動 Research AdiV什ies

2.1.機関内共同研究 lnst什Ulionc011abora"on

Thermal woter is the rnost precious tourism resources for Beppu geotherm01 0rea,

Japan. Therrn01・WO!er sysfems are dynamic ond odjusl conlinua11y to short・term ond

10ng・terrn changes in teclonism, climate, and ortificial use. Measuremenls of therrnα1・

Walerlevelsin we11S provide the mostfundomentolindicotor 0什he stalus 0什hisresource

and are criticolto meoningful evaluotions of the quon1什y and quality. Long・term

Syslematic meosurements of waler levels provide essenlial dato needed to evaluate

Chdngesin the resource overtime,10 develop lherm01・woler models ond forecasltrends,

and to design,implement, ond rnonilorthe e仟ediveness of woter management ond

Proteclion programs. Here,therm01・woterlevel measuremenls hove been made attwo

We11S in Beppu area since December 2014 (Fig.1).

The two we11S of BGL and oFc ore W什h the depth of30o m on southem and 350 m on

northem foult in Beppu, respectively (Yusa et α1.,1994; Dri11ing dola). The waterlevels are

Stotic conditions and ore automotica11y rneasured by pressure lransducers {KadeC21・

MZPT, North one co. Ltd) suspended below the watersurface atthe we11S, which hove

an accurocy of lo mm and meosurement

intervals of l or 2 minutes {Fig.2}. The we11S of BGL

Beppu BaOnd oFc ore locoted at on 0けitude of 79 m and 触

Kamegawa100】 56 m, ond wdlersurfoces ranges at α什itude of
Mキ.儲ranへi器巳 丁herma120ne

百Nミ'19-24 m and 89-99 m, respectively. The voriation

Of groundwaterlevel of BGL is influenced by its
.、、、.. Beppu

叫や松 'ミ善敬帥赴
erm31 ZOannuol cycle, barornetric pressure and Earth

飴li!'・.,...抄61・・."des, and the other we11, OFC,is also seen by
β塗,

Only annual cycle.

On the 2016 Kumamoto e0けhquake, the Fig. 1 Mop of observation we11S

groundwaterlevel of BGL changes by l.5 m in which is drown on the bases of by

Step・1ike increose, which conesponds to -63 X Yuso et 01.(1994).

T. shibafa and K. Takemura ιProf. Emerifus a, Kyofo univ.)

・
+



10-6 Volumetric strain using the response of groundwater level for M2 tide. The tidα1

response, which con be eslimoted bythe BAYTAP・G dnd GOTIC2 S0什Ware {Tomuro et al.

1991, Matsumoto et a1リ 2001),is 024士0.03 rnrn/nstrain. The olher hond, the volurnetric

Strain chonge of volumetric slroin in Beppu can also be colculoted by the fault model of

the earthquake {Yaraiet 01.,2016} and using Wけh okadds computercode (okoda,1992).

The estirnoted value is ・5.9 × 10-8 Volumetric stroin thatiS 20rdersrnα1けhon thol estirnated

by observation of groundwoterlevel. Therefore,1he step・1ike increase of groundwoter

Ievel could be suggested as coseismic chonges by movement of Yufuin・foult {Yoshida,

2016}.

28

24

＼＼＼ノー
20

16

100

BGL

＼96

92

Date

Hg.2 Long・term rneasurements of therm01・water levels at BGL dnd oFc we11S. The

Vゾaler levels ore calibroled to altitudes. The water surfoce of oFc we11is about 70 m

higherthan that of BGL V/e11.
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Reference:

Molsumoto, K., soto, T., Takanezowo, T., ooe, M.2001, J. Geodet. soci. Jpn,47,243-248.

Okada, Y.1992, BU11e. seisrn01. soci. Am.82,1018-1040.

Tamura, Y., soto, T., ooe, M.,1Shiguro, M.1991, Geophys. J.1nt.104,507-516.

Yoroi, H., Koboyashi, T., Morishita, Y., Fujiworo, S., Hiyama, Y. Kowarnoto, S., ueshibo, H.,

Miuro, Y. Miyahara, B.2016, J. Geospa.1nforma. Author. Jpn,128,169-176.

Yoshida, S.2016, Earth planets space,68:176, doo o.1186/S40623-016-05528.

YUSO, Y., K汁aoka K., Kamiyama, K., Tokemura, K.1994, J Balne01.1 Soci. Jpn,44,39-44.
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and ls010pic composi"ons of Fumarolic Gases hom Yakedake volcano,Chemic01

Japan

22.研究報告 Sden1市CRep0けS

Since the 1αlesl phreatic eruption in 1962-1963, Yakedake volcano has remained

dorrnont, but fumarolic octiV什y around the surnm什 areo hos continued steadily during

the past hundred yeors. Ternperalure, chemical, and isotopic compoS什ions 0什Umarolic

gaseS Ⅵ,ere oscertained for 2013-2017. Dischorge temperalures of the most aclive

fumarole were 113-123 C: much lowerlemperatureslhan those during the octive period.

Lower concentralions of HC1 αnd H2 and 010wer s02/H2S ratio coincide Vゾ汁h thisrelative

quiescence of lhe presenl Yakedoke volcano (Fig. 1). The opparent eqUⅢbrium

Iemperatures estirnated from the sulfur reactions were about 250-280゜C ,い/hich

decreased by aboU1200゜c sh0けly a什erthe lotesl eruption and which were lo、Ⅳerlhan

the cr什icaけemperoture of water, suggesting the formation of o volcanic hydrothermal

Syslern beneoth the summけ region. The isotopic compoS什ions of water(D,180) show thα1

the fumorolic fluids were probobly forrned by mixing of lhe rηagmalic fluids and loc01

meleoric water(Fig.2). The contribution of magmatic fluid to the sampled fumarolic fluids

Wos eslimated as about 80-90 %, which is higherthan the volues obtained shortly 0什er

Ihe latest eruplion. The eslimoted volcanic hydrothermalsystem underlhe volcano is

Possibly less influenced by locol meteoric v/ater, in sP什e of the low discharge

temperolure ond low concentrotions of gas species derived from high・temperature

Volconic gas.

T. saifo, S. sawamura, R. Tamura, S. seki(shinshu univ.),

κ. Amifa(Aki,a univ.), T. Mishima, S. ohsawa

196263 eruptions
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Fig.2 0xygen ond hydrogen isotope compoS汁ions of sleam condensote from

furnoroles and watersamplesfrom river, croterlake, and hotspring oround lhe volcono.

Dola from 1965-1977 Were referred frorn sugiuro and Mizuloni(1978).1n oddition, the

meteoric woter line (MVVL:6D=8 δ180+10), the box defining ondesile magrnalic fluid

{Giggenbach,1992}, ond the regression line calculated from 011Values {6D=3.56180-39}

are shown. A stor『epresents the meon value of water somples.1Sotopic fractionation

due lo incomplete condensation 0什Urnorolic gases wos calculoted a什he olmospheric

ternperatures ond is010pe cornpoS什ions with varying condensotion ralio ore shown os

Solid lines Wけh sm011 bars. Estimoted isotope cornposilions are denoted by open crosses.

{BU11.>olcon01. SOC. Jpn.,2019,64,1-9}
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Paleoseismic events of Asamigawa FaU叶, soulh margin of Beppu Fan, cenha1 κyushu,

Japan

1.1nhoduc"on

Headquaters for Earrhquoke Reseorch promotion of Japan was performed oboU11he

recurrence intervals of poleoseismic events for long term assessrnent of future seismic

disaster around the Beppu Bay {Ministry of Education, culture, sports, science and

Techn010gy, ond Kyoto university,2017). These results were presented ot acodemic

Conferences and compiled them as orticles. As par卜 of that,in order to obtain the

ge010gicalinforrnalion of Asomigo、vo foult, HMp ond YMp cores were c011ected from the

Subsidence side. And ground・penetroting rodar(GPR) pr0側e wosrecorded across one

0什hese dri11ing sites to improve our unders!anding of subsurface structures. These results

Were introduced in below.

κ. Takemura (prof. Emerifus af Kyofo univ.) and T. Nakanishi

2. paleoseismic events of Asamigawa FaU什

Analyses of sediment cores and GPR cross・section sho、Ⅳed the f0110wing sedirnenlary

focies: the Middle pleistocene 010boru lavo,α 10werfluvial sediment, marsh to sha110W

marine sediment, and an upperfluvialsediment,in ascending order, ond an overlying

10yer of orrificialsoil. The vertic010ffsets d什he faU什 of an uPⅢted marine tenoce and the

Kikoi・Akahoya volconic ash indicote on average verricalslip rate on the Asamigawa

foult of ca.5 mm/yr since 730O COI BP. Floodploin sediments obser>ed 3-4 m below

Present sea levelindicate thot the lateslfault slip probably occurred a什er 60o cal BP,

and rnay hove been related lo the 1596 CE Bungo・Keicho Earthquake {Fig.1}. Evidence

Of rapid accumulation offloodP1αin sedment and faU什ing・related ti什ing of strota neor

Ihe fault indicate thot the lolest foU什ing evenl wos at co.190O COI BP, so the minimum

interval between these two events was about130o years.
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Reference

Kirnura, H., Nokonishi, Tリ Kotsuki K., Hong, yl., Malsuyoma, H. ond Tokernuro, K.{2019}.

H010cene activity ofthe Asamigowo fault deteded frorn sedrnent cores ond ground、

Penetrating rodor cross・section in the Beppu oreo, southwestem Jopon. Quafernary
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3D magne"c struclure beneoth Honzuka, old volcanic bodies in Aso caldera
M. ufsugi

Conducled inAs par↑ 0什he studentlraining in 2012 and 2014, mognetic sulveys Vゾere

Ihe orea oround Honzuko, which consists of three old volconic bodies localed on the

nor卜h of Aso central cones

(Figure l). using lhis data, we

Constructed o rnognetic model

through lhe 3D magnelic

inversion bosed on LI・L2 norm1韓、t5Uk●
ノ

又1
砧

regulorizolion (utsugi,2019).'

..

To create an input doto for.

電.
H011一詠Ukき

the 3D magnelic inversion, theH●卜住U
.

UPVゾαrd continuotion method.,

゛'
亀 ..

(Nakotsuko and okumo,2005)基ι0'

. f

is applied to lhe observed doto.

In lhis method, many equivalent
Fig.10bservation points.

Sources, 1h01 0re verlic01
693692691

dipoles, are distributed below3649

the observalion surface, and

Ihe intenSけies of eoch

equivalenlsource is estimaled

to recoverthe observed data.什3648

'
is reported by Nokatsuko ond

that lhe{2005}Okumo

magnelic anornoly above the
3財7 Observotion surfoce produced

by these equivalent sources

Occurolely matches the octual

mognetic anomoly when lhe
3646

Spatiol density of lhe obselved
(nT) Points is enough dense.1n lhe

-300-150 0 150
Cose of lhe dato observed in

Fig.2 Mognetic onomoly above Honzuko areσ. equivalenlHonzuka, the

The coordinote system is uTM化m). Sources ore placed on 50 m

below of each observation poinls, ond magnetic anomoly was eslimoted α什he regular

grid on o flot P1αne W什h the a什ilude of 150 m. Figure 2 Shows the mognelic onomaly

.
、
.
F
.

f
'



Obove Honzuka areo oblained by lhe upward continualion, Vゾhich is olso applied the

Corredions of lopographic e什ecl ond lrend surface correction. using this dafa os on

input,3D mognelic inversion VゾαS performed using 口・L2 norrn regU1αrizolion melhod

(utsugi,2019).1n fhis colculolion, the region of NS 3km x EVV 3km, depth of up l01.5km,

Vvhich includes Honzuko,is divided int050m X 50m X 50m squore grid ce11S (thus,the folal

number of grid iS 60 × 60 × 3の, ond lhe magnelization intensity of eoch grid is eslimated

~vith assuming the magnelizotion direction is para11eけo that 0什he currenlgeomognetic

field(inc.= 4828, dec.=・フ.02 deg.). Figure 3 Sho、</s lhe subsurface magnetic model

derived by lhis inversion. From this resU什,什、ⅣOs revealed that a high mdgnelizotion region

exisfs beneσth the cenler of Kilo・tsuka, M010・tsuko ond Hoi・tsuko, and 汁 Continues lo o

depth of 200 10 60o m.什 may be considered th01,1his orea is corrsponding the old

Solidified magma th01~vas supplied by the pasl volcanic oclivity.

Ikm

Depth=om

3648

692

3648

Depth=40om

Depth=20om

692

(Nm) ^ー

0 2.5 5 7.5

Fig.3 Subsurfoce mognetic slruclure beneoth Honzuko area

Nakolsuko, T., and okurna, S.,2006, Reduclion of mognetic anomaly observations from

helicopler surveys at varying elevotions, Explor0打on Geophysics,37,] 21-128.

Ufsugi, M.,2019,3・D inversion of magne"c dota based on the u L2 norm regularizalion,

E.P.S.(accepted)

Depth=60om



Residence "me of unconfined groundwaterin Beppu a11Uvlalfan

Ground、、Ndter plays an impor↑αntrole in not onlywotercircU1αtion system bulalso water

resource, so lhot understanding of groundVゾaterfl0Υノis needed forresidence time and

Oppropridte usages of groundwater. The residence lirne is eslirnated by investigoting a

groundwoterleve1 αnd DarCゾSlaw

~ve meosured woterlables in unconfined groundwaterfrorn Aug.・201710 JUI.・2018 in

Beppu 011Uvialfan, Japon ond estimated o residence lime by combining prevlous

researches. They revealed thα什he groundwoterflowsfrom westem to easlern area,怜e

hydraulic grodient 、Ⅳas about o.03, ond the hydraulic conductivity woS 23幻0-5 m/s in

Ond 6.5幻0-4 m/s in lhe cenler and edge of lhe fan, respevdively. The 1什h010gy of the

Unconfined oquiferis consisted of gravel and sond layers {Nomitsu,1938; seno,1941; Yusa

el al.,1994}

CalcU1σted residence lime of the unconfined groundwoter ~VOS 48 士 22 year from

rechorge to discharge orea.11S velocity con be eslimoted by Darcy s law. Because of

10w hydroulic gradienland conductivily on lhe cenler orea,the veloC什ywasslowerlhan

Ihot on the edge. on the other hond, the >ノαtertobles deceased cornporing them ln

1970S. The calcU1αled residence tirne in 1970S、ⅣOS 31 士 18 year and 什 is fosterthan presenl

One.け Would be coused by difference of waler1αble.

The reason 0什he deceosing wotertable is considered tha什he evopotranspirotion hos

increased bythe increosing 0什he airlemperature and the rechorge rote has decreosed

due lo urbonization. Furlherinvesligotion is necessary to quon晰y the decreosing rote of

Ihe wolertable ond the rechorge rate

H. Yang and T. shibala
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膨張源および消磁源の特徴にっいて.日本地球惑星科学連合2018年大会(千葉市,2018

年5月)

畑真紀,松島喜雄,高倉伸一,宇津木充,橋本武志,上嶋誠,次元電気比抵抗モデルによって
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における相対重力変化:火山活動活発化松011-2016年)にイ半う影響.日本測地学会第 128回

講演会(高知市,2018年10月)
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中西利典,堤浩之,鳥井真之,藤木利之,山田圭太郎,鹿島薫,池原実,木村治夫,田代崇,エ

異.日本地球惑星科学連合 2018年大会, HCG25・P05,(千葉市,2018年5月)
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史情報研究集会,20180),2-41,(ふじのくにミュージアム,2018年7月)

中西利典,杉山真二,金原正子,七山太,竹村恵二,九州北東部地域における鬼界アカホヤ噴火

による植生・環境への影響と回復過程:大分平野コア(KUO-1)の花粉および植物珪酸体,

放射性炭素海洋りザーバーの検討.第四紀学会,P40,(首都大学東京,南大沢キャンパス

2018年8月)

第83 回日本陸水学会, P・3,

中西利典,堀川義之,奥野充,香月興太,ホンワン,佐藤鋭,隠岐諸島における畿陵島起源

テフラの検出と古環境変遷の検討.隠岐世界ジオパーク学術研究発表会,(至誠館,隠岐支

庁,西郷,2019年3月)

長岡優,西田究,青木陽介,武尾実,大倉敬宏,吉j1レ慎,地震波干渉法による霧島山の

>SV,>SH構造.日本地球惑星科学連合2018年大会(千葉市,2018年5月)

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 of 2016 Kurnam010 Earthquoke by conlinuous GNss network {2}

葉市,2018年5月)

寺石中尾茂,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,

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(3).日本測地学会第 128回講演会(高知市,2018年10月)

小川幸輝,柴田智郎,角里刊告史,竹村恵一, C02degassing 010ng the Hor什a・AsomigavJa

faultsin Beppu geothermaloreo,Jopan.日本地球惑星科学連合 2018年大会(千葉

市,2018年5月)

大倉敬宏,マグマ貫入レートから見る阿蘇火山の噴火活動.日本地球惑星科学連合2018年大

(千葉市,2018年5月)

大沢信二,網田和宏, HC1に富む酸性熱水活動の地球化学<SCG64-05>.日本地球惑星科学連

合 2018年大会(千葉市,2018年5月)

大沢信二,齋藤武士,網田和宏,阿蘇火山の火口湖「湯溜り」の水同位体組成の形成機構

<AHW25-05>.日本地球惑星科学連合2018年大会(千葉市,2018年5月)

大沢信二,齋藤武士,網田和宏,阿蘇火山の火口湖「湯溜り」の溶存成分収支から推疋される

湖底下熱水活動第83回日本陸水学会,3B15,(岡山大学創立五十周年記念館・環境理工

学部,2018年10月)

太田賢翔,西島潤,藤光康宏,大沢信二,茂木透,別府地域の温泉水生産量の持続可☆.性

評価のための数値シミュレーション.日本地熱学会平成30年東京大会, C07,(東京都,北

区,2018年11月)

柴田智郎,小川幸輝,竹村惠一,角野浩史,別府温泉堀田・朝見川断層における一酸化炭素の

脱ガス.日本温泉科学会第刀回大会(別府市,2018年9月)

柴田智郎,小川幸輝,竹村惠二,角野浩史,大分県別府温泉における C02の脱ガスにっいて.

(千

2018年度日本地球化学会第65回年会(沖縄県中頭郡西原町,2018年9月)

柴田智郎,別府群発地震時の温泉水位にっいて.陸水物理研究会研究発表会2018年度(第40

志藤あ,'さ,キ公本聡,大倉敬宏, Towards more appropriate mapping ofsca什ering

回)石垣大会(石垣市,2018年11月)

and inlrinsic 0什enuation in Kyushu.日本地球惑星科学連合 2018年大会(千葉市,2018

年5月)

竹本昌平,杉本亮,山田誠,本田尚美,三島壮智,大沢信二,小路淳,温泉排水由来のアン

モニア態窒素が別府地域の河川生態系に及ぼす影響<ACG42・P05>.日本地球惑星科学連

合 2018年大会(千葉市,2018年5月)

谷協至,大倉敬宏,山本希,久家慶子,2016年10月の阿蘇火山の爆発的噴火に先行した長周

期パルスその2.日本地球惑星科学連合2018年大会(千葉市,2018年5月)

草津白根火寺田暁彦,神田径,小川康雄,青山裕,山本希,筒井智樹,大倉敬宏,野口里奈,
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山・本白根山で2018年1月23日に発生した噴火一地球物理学的観測からの示唆一日本地

球惑星科学連合2018年大会(千葉市,2018年5月)

辻智大,七山太,山口龍彦,池田倫治,中西利典,近藤康生,前野深,本郷宙軌,木村一成,

四国南西部沿岸,宿毛ボーリングコアの概要および鬼界アカホヤ火山灰に伴うイベント堆

積物.地球惑星科学連合大会, MIS11・P18.日本地球惑星科学連合2018年大会(千葉市,

2018年5月)

宇津木充,神田径,小山崇夫,草津白根山の3次元磁化構造について.第 145回地球電磁気・

地球惑星圏学会(名古屋市,2018年11月)

山田誠,小路淳,杉本亮,大沢信二,別府市内の温泉利用が河川や沿岸生態系に及ぼす影響につ

いて.第83回日本陸水学会,3A・05,(岡山大学創立五十周年記念館・環境理工学部,2018

年10月)

山田誠,杉本亮,本田尚美,大沢信二,大分県別府市内の温泉水に含まれる栄養塩類の挙動第

83回日本陸水学会,3B17,(岡山大学創立玉十周年記念館・環境理工学部,2018年10

月)

山口龍彦,近藤康生,本郷宙軌,七山太,辻智大,池田倫治,中西利典,前野深,四国南西部

沿岸,宿毛コアのイベント堆積物に含まれる底生生物遺骸の特徴と津波起源の検証.地球

惑星科学連合大会, MIS11・P19,日本地球惑星科学連合 2018年大会(千葉市,2018年5

月)

山本圭吾,松島健,吉川慎,井上寛之,手操佳子,園田忠臣,波岸彩子,堀田耕平,市村美

沙,森田花織,小池碧,古賀勇輝,渡邉早姫,大倉敬宏,水準測量によって測定された桜

島火山の地盤上下変動(2016年11月~2017年11月)日本地球惑星科学連合 2018年

大会(千葉市,2018年5月)

湯浅雄平,松本聡,中尾茂,松島健,大倉敬宏, charocterislics0什he seismic gopinwesl

Part 0什he cenlral Kyushu,jopan

年5月)

1ヨ略(_(1nlernational)

Kawamoto Tリ Kimuro, J.・1., cang, Q., Yoshikawa, M., okuno, M., Kobayashi, T., NO/K

and s/H20 ratios 0仟Iuid inclusions in pinatubo harzburgite xen0揃hs. Miner01・Hosted

Me什 lnclusions. HOW Do vve Reod The storiesThey Have TO Te112 (ウッズホーノレ海洋研

究所, woods Hole,アメリカ合衆国,2018年8月)

Kawamoto T, solin什 and Na/K Rotios of subdudion zone Fluids, Goldschmidt

Conference

月)

日本地球惑星科学連合2018年大会(千葉市,2018

Kawornoto T, Jun・1Chi Kimuro, Qing chdng, Masoko Yoshikawa、 Mitsuru okuno、 Tetsuo

Koboyashi, soline Fluid lnclusions in pinotubo Mantle xen01けhs Linking subducled

(ハイネスコンベンションセンター,ボストン,アメリカ合衆国,2018年8



SeowoteけO Arc Mogmas、 The second lnternalionalsymposiurn on crustal

Dynomics (1SCD・2)・Toward integraled view ofiS1σnd arc seismogenesis・(京都大学防

災研究所,宇治市,2019年3月)

Nokanishi T., Tsuji, T., Nonoyamo, F., Yamoguchi, T.,1kedo, M., Kondo, Y. and Hong,~V.,

Radiocarbon oge offsets of plant ond she11in the H010cene sedirnenls from the

Sukumo ploin, southwest coost of shikoku, Jopan.23剛 lnlemolional Radiocarbon

Conference (Trondheim, N0則ay, June,2018)

Nokanishi Tリ Hong,~V., KU~vohata, M., sugiyorna, S., shimoyamo, Sリ 0hkushi, K.,

Yamoguchi, T., pork, J.H., park, G. ond Nonayama, F., Rodiocarbon age 0什Sets of

Plant and she11in the H010cene sedimen!s from the sukumo plain, soulh、ψゾest coast

Ofshikoku, Jopon.23剛 lnternationol Radiocarbon conference 仟rondheim, Norway,

June,2018)
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国内_①omeslic)

大倉敬宏,京都大学防災研究所(火山活動研究センター),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 Uslofc011abora"ons

玉,1 (1nlemationaD

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」
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科学研究費補助金

川本竜彦(代表),新学術領域研究公募研究,「沈み込み帯マントルウェッジ捕獲岩中の塩水包

有物に溶存するイオンの定量分析」, 1100千円

川本竜彦(代表),基盤研究(B),「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」,2100千円

中西利典(代表),基盤研究(B),「日本周辺の放射性炭素海洋りザーバー効果の時空間変化の検

討」,5,900 千円

中西利典(分キ助,基盤研究(C),「横ずれ活断層の極浅部三次元地下構造可視化に対する地中

レーダ探査の適用」,200千円

大倉敬宏(代表),基盤研究(C),「2016年熊本地震は阿蘇カルデラ噴火をトリガーするか?」,

1,500 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」, 1,690千円

柴田智郎(分キ動,基盤研究(C),「ハッシブサンフラーを用いた温泉水中溶存ガスの時空間分

布の観測 q弌表:東京大学・高畑直人)」,800千円

柴田智郎(分キ助,挑戦的研究(萌芽),「日本列島地殻流体へりウムバンク創設に向けた新たな

技術の開発 q弌表:北海道大学・高橋浩晃)」,2,500千円

柴田智郎(分担),特別研究促進費,「平成30年北海道胆振東部地震とその災害に関する総合

調査(代表:北海道大学・高橋浩晃)」,600千円

横尾亮彦(分担),基盤研究(C),火砕物の運動に関する包括的な数値モデルの開発,100千

円

3.研究費 Funding

受託研究,奨学寄付金等

中西利典(代表),隠岐世界ジオパーク協議会,「隠岐諸島における膨陵島起源のテフラの検出と

古環境変遷の検討」,200千円

大倉敬宏,文部科学省「火山研究人材育成コンソーシアム構築事業」,1,133 千円

大倉敬宏,文部科学省「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究」,フ,027千円

大沢信二,原子力規制委員会原子力規制庁平成30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,626076千円

横尾亮彦,京都大学教育研究振興財団,1,000千円
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学位審査

大倉敬宏

大沢信二

柴田智郎

4.教育活動 Education

4.1.学位・授業 Academics

i蒜義・ゼミナーノレ

(審査員)

(主査)

(審査員)

子邵

固体地球物理学A

火山物理学

陸水学

ルASセミナー

小池碧

序田〕ι

斥田 y

大倉敬宏,中西一郎

大倉敬宏,宇津木充,横尾亮彦,井口正人,大見士朗

大沢信二,秋友和典,松浦純生,柴田智郎

阿蕪で観る大地の営み

大倉敬宏,宇津木充,横尾亮彦

石川尚人,大倉敬宏ほか

大倉敬宏,宇津木充,横尾亮彦,宮崎真一,齋藤昭則,

風間卓人,坂崎貴俊,原田裕己,堀口光章

柴田智郎,吉川裕,大沢信二,川本竜彦

福田洋,林愛明,久家慶子,宮崎真一,大倉敬宏,

風間卓人

フィールド地球科学

観測地球物理学演習A

修士

修士

(修士

観測地球物理学演習B

課題演習DA

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)

地球惑星科学課題演習DC

(マグマの発生から噴火まで)

仕也震学)

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

大倉敬宏,川本竜彦,柴田智郎,宇津木充,横尾亮彦

久家慶子,大倉敬宏, ENESUCUBogdon

宇津木充ほか

大沢信二,柴田智郎ほか

大倉敬宏、川本竜彦、横尾亮彦ほか



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

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

大沢信一,柴田智郎,川本竜彦

水圏地球物理学ゼミナールⅢA,ⅢB,ⅢC,ⅢD

松浦純生,寺嶋智巳,斉藤隆志,大沢信二,柴田智郎

大沢信二,

大沢信二,

全教員

野外実習

柴田智郎

柴田智郎

観測地球物理学演習B

(別府,8月31日~9月2日)

観測地球物理学演習A

(別府,9月2日~9月5 田 大倉敬宏,宇津木充,横尾亮彦,宮崎真,齋藤昭則,

風間卓人,坂崎貴俊,原田裕己,堀口光章

(協力:吉川慎,井上寛之)

課題演習 DC (マグマから噴火まで)別府・阿蘇実習

大倉敬宏,宇津木充,柴田智郎,横尾亮彦(9月13日~17日)

課題演習DC け也球の鼓動を探る)阿蘇実習

大倉敬宏,吉川慎,井上寛之邵可蘇,9月26日~ 29 田

火山物理学・火山流体学 B (STEPI0対応)

大倉敬宏,宇津木充,横尾亮彦,井口正人,大見士郎印可蘇, 11月4日~8 田

柴田智郎,吉川裕,大沢信二,川本竜彦

(協力:馬渡秀夫,三島壮智,中西利典)
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火山物理学・火山流体学ゼミナール(地球熱学セミナー)

2018年4月24日柴田智郎「別府温泉の水位変化:施設温泉井戸の水位観測」(施設内共同

研究)

2018年5月8日川本竜彦「ピナツボノソレツバージャイト捕獲岩中の硫酸塩を含む流体包

有物のナトリウムとカリウムの比:島弧玄武岩の水流体コンポーネント

との比較」(施設内共同研究)

2018年6月5日 大沢信二「別府温泉の現状と変化に関する調査研究(その田一平成29

年度所内共同研究報告一」(施設内共同研究)

2018年6月12日中西利典「日本周辺における放射性炭素の海洋りザーバー効果の時空間

変化

2018年6月26 e Daniele pinti No counlryforfreshwaler atthe cerro prielo

geotherrnol Field, Mexicoj

2018年7月3日 大倉敬宏耶可蘇火山における地殻変動と火山活動にっいて」(施設内共同

研究)

2018年】0月9 e sobry Abda110h r3・D Modeling and interpretalion oflhe grounded

elecfrical・source oirborne transient eleclromognelic {GREATEM}

Survey field dataj

2018年10月30日宇津木充「2014年噴火に伴う中岳火口地下の比抵抗変化にっいて」

2018年Π月20日横尾亮彦印可蘇山2014-2015年噴火におけるモノクロマティック空振

2018年12月4日柴田智郎「平成28年熊本地震後の別府温泉の水位変化」

2018年12月11日宇津木充耶可蘇カルデラの比抵抗構造にっいて」

2018年12月25 e sabry Abda11ah r3D resislivily struclure of Kuju volcanoj

42.セミナー Seminars

地球熱学・地球熱流体ゼミナール(金曜セミナー)

2018年4月20日内田雅喜「日本周辺の近地地震モーメントテンソル解の比較:合成波形

による検証」

2018年4月27日仲井一穂「プレート境界面の固着を推定する試み」

2018年5月11日石井杏佳耶可蘇火山におけるストロンボリ式噴火発生時の気相上昇過程

の検討」

岡崎健人「溶岩流の地形解析によるマグマ噴出時の粘性率の推定」

2018年5月18日谷協至耶可蘇山の爆発的噴火に先行する長周期ハルス(LPP)にっいて」
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2018年6月1日

2018年6月8日

2018年6月15日

木村育磨「九州中部地域における3次元地震波減衰構造の推定に向け

て」

瀧下恒星「parsive1での火山灰観測に基づく火山灰移流過程の研究」

内田雅喜「レシーバ関数解析を用いた南九州下の地震波速度構造の推定

に向けて」

佐藤宏樹「りストヴェナイト中の、流体包有物の観察」

福島宏司「地下水位測定による地殻変動の推定に向けて」

石井杏佳「空振波形インバージョンによる気相フラックスの推定に向け

2018年6月22日

2018年6月29日

2018年7月6日

2018年7月13日

2018年7月20日

て」

谷協至耶可蘇山の爆発的噴火に先行する長周期ハルス仙PP)について」

仲井一穂「桜島及び姶良カルデラ周辺の広域地殻変動」

岸田立「ラドン曳航調査による別府湾沿岸における地下水の海底湧出

検出」

佐藤宏樹「りストヴェナイトの流体包有物の観察」

石井杏佳「3次元FDTDシミュレーションによる火口形状と空振振幅の関

係の検討」

谷協至印可蘇山の爆発的噴火に先行する長周期ハルス仙PP)にともなう

山体膨張について」

木村育磨「九州中部の火山地域における減衰構造の推定に向けて」

岸田立「ラドン曳航調査による別府湾沿岸における地下水の海底湧出

の検出(その 2)」

内田雅喜「レシーバ関数解析を用いた九州南部の沈み込み帯構造推定」

田中裕隆耶可蘇山の孤立型微動の震源決定に向けて」

福島宏司「熊本地震に伴う熊本市周辺の帯水層の水理特性変化」

谷協至耶可蘇山の爆発的噴火に先行する長周期パルス{LP円にともな

山体膨張について(その2)」

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(その 3)」

福島宏司「2016年熊本地震に伴う熊本市周辺の帯水層の水理特性の変化

について(その2)」

佐藤宏樹「りストヴェナイトの流体包有物の観察(その2)」

田中裕隆耶可蘇山の孤立型微動の震源決定に向けて(その2)

2018年10月19日

2018年10月26日

2018年11月2日

2018年12月7日

2018年12月14日

2018年12月21日

2018年12月28日

2019年1月11日

2019年1月18日

2019年1月25日
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特別セミナー

20]8年7月23日

2018年11月8日

2018年12月21日

Doniele pinli rDeep corbon in geotherrnalfields of Mexicoj

Marc0 >iccaro our hot{dnd co01} pldnel! The importance of

exploiling highgrade ond low・grade geothermalresourcesfor o

SUS1αinoble sociα1 αnd economic growlh 0什he Earlhj

Daniele L. pinti The bromine ond chlorine is010pic compoSけion of

the montle ond the h010gen cycling on Earthj
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施設

施設長

施設責任者

教務

事務・経理等

43.学内委員 Commi什ee

図室

情報セキュリティー

年報扣当

環境・安全

大沢信二

大沢信二,大倉敬宏

大沢信一,川本竜彦,大倉敬宏,宇津木充

大沢信一,馬渡秀夫,一万田歩,宮田美保

大倉敬宏,吉川慎,小山晴子,士井有紀

川本竜彦,宮田美保,小山晴子

柴田智郎,馬渡秀夫,一島壮智,大倉敬宏

吉川慎,井上寛之

横尾亮彦

大沢信二,柴田智郎,馬渡秀夫,一島壮智,一万田歩,

宮田美保,大倉敬宏,吉川慎,井上寛之

全教職員施設公開

専攻・研究科

大沢信二専攻長会議・専攻運営委員会

大沢信二,大倉敬宏,古川善紹,柴田智郎施設運営協議会

大沢信二理学部教育委員会

理学音田号館建物管理運営委員会大沢信二

柴田智郎理学研究科環境・安全委員会

川本竜彦理学研究科放射線委員会

大倉敬宏理学研究科将来計画委員会

理学研究科情報セキュリティー委員会大倉敬宏

大沢信二け也球熱学),大倉敬宏(火山物理)大学院分科世話人

大倉敬宏防災研究所附属火山活動研究センター運営協議会

大倉敬宏防災研究所附属斜面災害研究センター運営協議会
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各種委員等

川本竜彦

5.学会活動 Activi"esinsdent市C sodelies

大倉敬宏

日本鉱物科学会理事,渉外委員長,学会賞選考委員会委員長

日本地球惑星科学連合固体地球科学セクションボードメンバー

大沢信二

火山学会

阿蘇学会

柴田智郎

学校教育担当理事栓018年6月まで)

評議員

日本温泉科学会代議員

日本温泉科学会広報・交流員会委員

日本陸水物理学会編集委員



各種委員等

大倉敬宏

6.社会活動 Public Relalions

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・人材育成総合プロジェクト火山噴緊急観測検討

作業部会委員

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

阿蘇火山防災会議協議会委員

阿蘇火山ガス安全対策専門委員会委員

東京大学地震・火山噴火予知研究協議会委員

阿蘇火山博物館九木文化財団学術専門委員会委員

阿蘇ジオハーク推進協議会顧問

大沢信二 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(2019年1月より委員長)

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

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構地熱資源開発アド

バイザリー委員会・委員

柴田智郎

講演会等

川本竜彦

2018年9月26-27日

東京大学大気海洋研究所分析化学分野准教授人事選考委員会委員

九重町地熱発電事業検討委員会委員

富山大学都市デザイン学部集中講義
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大倉敬宏

2018年6月29日

2018年10月13日

柴田智郎

2018年7月21日

2018年】2月14日

阿蕪市立一の宮小学校4年生総合学習"防災にっいて考えよう"講師

東京地学協会特月1信蒜演会"マグマと活断層の上に生きる"

「九州の火山活動」

OSS フェスタ講師

地方独立行政法人北海道立総合研究機構環境・地質研究本部

地質研究所談話会講師「温泉と地殻活動」
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一般公開報告(別府)

京大ウィークス 2018研究施設一般公開事業として,2018年10月27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

27日(土) 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26日

(金)と 10月27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

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堤誉志雄教授による

「非線形微分方程式と特異性」と当施設大沢信二教授による「別府温泉における地熱開発への課

題」と地元地域に関わる2つの講演を行い,市民からの多くの質問を受けた.ライトアツプでは

赤煉瓦の洋館を照らした

実施の告知活動は,別府市報への掲載,各新聞への掲載,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ヘージへの掲載などである

研究施設般公開に 105名,公開講演会に22名(ライトアップは計数せず),のべ 127名の

参加人数となった

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①agikE0けh)

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 折り紙・地球儀作成

7 >R火ロツアー

8 噴出物を観測しよう

9 屋外実験・体験

0博,・、則

1^Ⅱ

図 1:配布用チラシとポスター
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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)

施設公開実施の際に活用していきたい

表 1:施設公開に関するアンケート結果

1 どちらからお越しですか?

2 郊代を教えて下さい

三膨身

3 京大ウィーウスについてご存ぞですか?

則府市内
大分市内
大分、内

10 未満
10~15

16~18

18~20 代
0代

0代
0代

60

0

以上0

はい

し、いえ

京大ホームページ 1
ハームページ!

京大ウィーウスJtンつレット 1

新聞
の

はい

L、いえ

わかりやすかった 1

わかりにくかうた

はい

し、いえ

4 「京大ウィークス2018」を何でお知りになりまし
たか?

5 2017年以前もお越しになりましたか?

6 今坪の公開鵠の想をお聞かせ下きい

研究施設の一公開(本日開催)1こご加い
7

ただけましたか?

別府市内
大分市内
大分内
大分

①10歳来満
硬)10~15
(,16~18

418~20 代
代0

代0

代0

信冶0 代
70

上

①はい
し、L、え

①京大ホームベージ
入設ホームベージ

1京文ウィーウス,{ンつレット
「京大ウィークス2018」を何でお知りになりまし
たか?

だこからお趙しですか?

年代を教えて下さい

今年の一般公聞の全体的な印を教えて下
さい

今後の

はい

'し、し、え

①非常に良かった
かった
通

④良くない

非常に良くない
6 の他

2017年以前もお越しになりましたか?

「京大ウィークス20IB」についてご存知ですか?



地球をみる
大分・別府の地質と災害

温泉の不思議

氷の分子模型

折り紙・地球儀作成

VR火ロツアー

噴出物を観察しよう
屋外実験・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

①大変良かった②良かった
2221

2718

2617

1924

2314

1421

2319

2220

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30年度地球熱学研究施設(別府)般公開担当者一同

③普通
5

7

9

6

5

6

7

5

京大ウィークス火山研究センターー般見学会(阿蘇)

④良くなかった⑤わからない

はじめに

京大ウィークスの一環として 2018年7月28日(士)に坂梨仮研究棟(熊本県阿蘇市)で

般見学会を開催した.夏休み期間中の開催となった今回は,天候も良く県内外から親子連

れを含めた多くの来場者があった.会場には研究紹介ホ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好評を博した

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」

「vR火口散歩体験」

●視覚的展示物

「伸縮計模型展示」
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阿蘇火山の噴出物薄片展示」

ダジック・アース展示」

「地震波形モニター展示」

耶可蕪の四季動画展示」

火山に関する書籍の閲覧供与

見学者ハンフレットを配布

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

阿蕪市教育委員会・阿蘇火山博物館・阿蘇市内小中学校

●個人向けダイレクトメール

●掲載依頼

地方自治体関係

阿蕪市広報・産山村広報・大津町広報・小国町広報・高森町広報

村広報・南小国町広報

報道関係

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.KKI

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・火山研究センター

.

4 アンケート結果

京都大学に対する興味

西原村広報・南阿蘇

●契った
●胎た女かった

どもらでも々、

火山研究センターに対する興味
50 武の'勺美

.
●井ウた

雌た右かうた

ピちらき毛ない

.

.

.



阿火山に対する味

5 来場者の感想

.難しい研究や火山活動を,わかりやすく興味が持てるよう工夫くださっているのがとても

ありがたかったです.リーフレット配布くださりありがとうございます

.マグマの仕組みにっいての事はとてもおもしろかった

.科学が進んでぃるのに驚きました.最新の機器でとてもわかりやすく詳しく説明されてあ

りました.おもしろかったです

.親しみやすぃ企画が多くて良いです.スタッフの方々のご対応も好感が持てます

ちょこちょこ出てくるキャラクターがかわいいですね

百聞は見にしかず.機器を実際見せていただく事で理解が深まりました.解説も丁尊に

してぃただき,分かりやすかったです.湯だまり観測も重要なことがわかりました.ありが

とうございました

色々な実験や展示を体験したり,見たり,触れたり出来てとても楽しかったです.そして

母校が京大の研究に使ってもらっているのでとてもうれしいです.ありがとうございまし

発った

穐た宅かうた

どちらでもない

来年も来たいと思いましたか

●はい
いい虞

わか与ない

.火山の事を色々知れたし,実験で火山が起こったときのことを知れてよかった.機械もい

ろいろなものがあることを知れて良かった.母校が使われていて嬉しかった

.地元に住んでぃるのでもう少し知識を持たねば・・と思いました.来訪して大変さがわか

りました.ありがとうございます.感謝します.地震計の展示はもう少しくわしく知りたか

つた

.初めて来ましたが,すごくためになりました.地味ではありますが、大切な活動だと思い

ました.研究がんばってください

初めて研究所内を見学させていただきました.阿蘇に生まれて阿蘇のことを知らないと改

めて感じました.また来年来たいと思います.ありがとうございました

.秋の開催に比べ,お子様が多くよかった.パンフレットに京大火山研究センターにっいて

記載があると良いかも

.大変勉強になりました.スタッフが良かった
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・現在取り組んでいる研究内容,大人向けの展示などあってもよいのでは(年齢層が上の人)

・各展示の説明がわかり易く親切な対応でした.ありがとうございました

・とても興味深く,人生感まで変わった感じです.おもしろいです.もっと多くの方に来て

ほしいです

・ジオガイドをしているのでとても興味深く見せていただきました

・教授を含めスタッフの皆様のていねいな説明に感謝しています.山岳や写真等に少々経験

有.何かお手伝いできることがあればご連絡願います

・水に対しての説明がおもしろかった.まだまだ知らないことが多い.また企画してくださ

い.ありがとうございました.火山のホストカードが欲しい

要望・今後の改善点

・学童向けのパンフレットがあったら良い.期間を1日だけでなくせめて士日の二日間にし

てはどうか

・広報の小・中学生へのアヒーノレをお願いします

・今回は一般向けだったと,思いますが,子供向けに解説などをお願いしたいです.子供は展

示だけでは興味を持ちませんでした.内容がわからず・・実験が面白かったようです.自分

の住んでいる所なので,積極的に調べて欲しいのは山々です・

・ハンフレットに実験の時間を追加して欲しい

7 当日の様子

七輪マグマ体験 伸縮計模型の展示
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以上

湧水を使った電気伝導度実験

、 、

ダジックァースを使った地球の解説
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別府

2018年 5月9日~5月10日

5月28日

6月21日

7月3日~7月5日

7月9日~7月14日

7月13日~7月19日

7月29日~7月31日

8月1日

8月8日~8月10日

8月20日~8月25日

8月28日

8月31日

8月31日~9月2日

9月10日

9月16日~9月17日

10月9日~10月13日

10月22日~10月28日

10月24日~10月26日

10月26日~10月31日

11月12日~Π月16日

11月26日

12月10日~12月14日

12月10日~12月14日

1月28日~1月29日

1月30日

3月3日~3月7日

8.来訪者 V愉10rs

加三千宣教授他9名 愛媛大学

東京大学佐野教授,スイスベルン大学トモナガ氏

大宰府まほろば歴史の会約30名

澤村俊 信州大学

序田y 京都大学

藤原,岡田 広島大学

丸岡准教授と学生 筑波大学

大分県立上野丘高校甲斐教諭他生徒10名

京都大学金相学研究室の学生9名

福島宏司 京都大学

鈴木副研究科長,安部技術長京都大学

京大防災研究所岩田教授

観測地球物理学演習に参加の京大学生20名

大分ケーブノレテレビ

京都大学DC演習に参加の学生5名

藤原 広島大学

福島宏司 京都大学

木村氏,湯川氏 電力中央研究所

1手田y 京都大学

澤村俊 信州大学

大分県高校教育研究会地理歴史公民部会

秋田大学長久保果恋

庠田〕ι 京都大学

川本教授 静岡大学

大阪市立大学原口准教授

田上教授, zwingmonn教授、

他京都大学地鉱教室の学生 11名

生形教授,他京都大学地鉱教室の学生9名

2019年

3月]8日~3月20日



阿蕪

2018年4月16日

4月17日

5月7日~5月10日

5月17日~5月18日

5月31日~6月3日

6月11日~6月12日

6月13日~6月14日

6月21日~6月22日

6月25日~6月26日

7月26日

8月3日

8月6日

8月20日~8月23日

8月25日~8月29日

8月26日~8月27日

8月27日

9月2日~9月5日

9月13日~9月16日

9月19日

9月26日~9月2日

9月30日~10月6日

10月14日~10月19日

10月23日

10月29日~11月1日

11月4日~11月8日

11月19日

11月29日

Π月30日

2019年1月8日

1月25日

1月21日

1月29~1月31日

3月4日

3月26~3月27日

河野ほか1名

渡辺

石塚ほか3名

石塚ほか3名

石塚ほか3名

石塚ほか3名

理学部施設部

南

寺石ほか4名

山口ほか学生3名

杉本

藤原ほか

ILASセミナー実習学生5名

産業総合研究所松島

鈴木副研究科長,阿部技術長

東京大学森

観測地球物理学演習A 学生23名

DC「マグマから噴火まで」学生4名

原子力規制庁佐藤

DC地震実習学生5名, TA1 名,久家

名大,九大ほか阿蕪水準観測 22名

東京大学南

原子力規制庁佐藤

産業総合研究所松島

STEPI0 学生 5名

後藤ほか3名

篠原

井口,中道

豊村

佐藤

施設安全課2名

松島

池辺

施設安全課2名

気象庁防災連絡事務所

愛護基金

北海道大学

北海道大学

北海道大学

北海道大学

東京大学

京大防災研宮崎観測所

大阪市立大

九州大学

九州大学

京大工学部

産業総合研究所

京大防災研(桜島)

阿蕪火山博物館

原子力規制庁
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Geophyslcal Mon什orlng under opera"on at AVL

ASo volcan010gica1 ιaboralory

Permanenlsla"ons

9.定常観測

Nokodakemonitorin network

Seismic stolions: HND, HON, KSM, SUN, KAE, KAF, KAFT, UMA, TAK, TAK2 {microwove

telemelry)

Tiけmeters: HON (Vゾater1計 3・comp.), SUN, HON, KSM (on・S汁e logging)

Extensomelers: HON ゛nvar 3・comp.)

Microphone: HND, KAF (microVゾ0ve telemetry)

Geomagnetic stalions: CI, C3, VVI (proton; on・S什e logging)

ROU"ne observa"ons

Seismic, geodetic ond geomognetic stotions in the central part of ASO.

J
^

ノ今
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Cenlral K ushu re ionol network

Seismic Sナaガ0ns: A>L, UMK, MAK, NBR, MKN, HDK, TAT, MGR, AKG, CJB, ASJ, HNY, SKM,

BEP, KKS, TSY, AMM, TRM (online lelernetry)

131゜

33゜

■

■

画

131゜

Seismic network in the central Kyushu.
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装置

【別府】

ICP発光分光分析装置

エネノレ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

ヒ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1}鯱寛

加熱・冷却ステージ

Inshuments

10.装置.設備 lnslrumenls and Facili"es

【阿蘇】

"可蘇,九重火山連続地震観測システム

【Beppu】

Icp emission spectromeler

Energy dispersive eleclron microprobe onolyzer
Powderx・raydi什roclomeler

Liquids scin訓otion system

10n chromatogrophy

AulornaliC 市rotion syslern

Gas chrornalogrophy

Pislon cylinder十ype high pressure opparolus

Extem011y heoted diamond anvilce11

Ramon microscope

FT・NIR spectromeler

IR rnicroscope

Heoting 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

ナ也磁気ホ敏寸測定システム

イ頃斜計

可搬型ナ也震計(広帯域,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)

【ASO】

Conlinuousseismic rnonitohng syslem

forAso ond KujU >olcanoes

Observalion lunnelfor ground def0脚olion

Pr010n and fluxgale mognelomelers

Geornagnetic obsolule measurementsyslem
刊lrnelers

Por卜oble seismometers

(broodbond and short pe"od)
Gravimeters

Magneto・Te11Uric rneosurernentsyslem

{brood・bond ヤype, ULF, ELF,>LF・bond}

Eleclronic dS1αnce rneosurernentsystem

Leveling sulvey system (automatic reoding)



設備 FaC耐ies

郡"蕉】

地下観浪1堤莨邵可蘇火山地.袈変^"堤旬

F可蘇中岳第一火口から南西lkrr1の,地下30mに設けられた,直角三角形の水平堤首で,1987年度に竣工
した.現在は,水管イ頃斜計(25m),伸織十(⑳,25m),矧司期j也震ヨ十,長周期ナ"^十,広帯矩工"セ厩十,
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負^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■也震観担柁行ってきたが,平成13年度に,ノイ

ズィ氏減の為,約Z刃mのボーリング孔を4^削し,孑U民にナせ^十を導入した.これにより, S/N比は大φ冨

に改善され,従頬棚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,研究ヒンターの丘,高野屠豺艮(たかのおばね)火山について地質判勺に新たな知見

が得られっつぁる.これは,β可蘇中央火口丘の噴火史を研究する上でも貴重な劃斗である
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Inst汁Ute for Geothermal sciences

Graduote scho010f science, Kyoto uni>ersity

京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設

AS0 >olcan010gicolLaboratory

Sakonashi, ASO, Kurnornot0869-26Π,

Jopan

Telephone:+81-967-22-5000

Focsimile:+81-967-22-5500

Beppu Geofhermal Reseorch Loboratory

Noguchiboru, Beppu, oita 874-0903,

Japon

Telephone:+81-97フ-22-0刀3

Facsimile:+81-97フ-22-0965

阿蘇(火山研究センター;坂梨仮研究棟),

〒8%・26Π熊本県阿蕪市一の宮町坂梨3028

電話:0967-22-5000

ファックス:0967-22-5500

Homepoge: h什Pゾ/WWW.OSO.vgs.kyoto・U.ac.jp/

別府

〒874-0903 大分県別府市野口原

電話:097フ-22-0刀3

ファックス:097フ-22-0965

Homepage: h什Pゾ/WWW.vgs.kyoto・U.ac.jp
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