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令和元年度（平成 31 年度）Conductivity Anomaly 研究会プログラム 
東京大学地震研究所共同利用研究集会 2019-W-07 代表：吉村令慧（京都大） 

「地球電磁気学研究における国際共同観測研究の現状と未来 -普遍性と地域性の理解のために-」 
 
開催日時：2020 年 1 月 9 日（木） 13 時－18 時（懇親会：18 時－20 時） 
          1 月 10 日（金） 9 時－16 時 40 分（研究打ち合わせ会：11 時 45 分－13 時 15 分） 
開催場所：第一会議室（2 号館 5 階： 口頭発表） 
     会議室（1 号館 3 階：ポスター発表, 懇親会） 
     第二会議室（2 号館 2 階：研究打ち合わせ会） 
 
1 月 9 日（木） 
13:00-13:05 開会挨拶 吉村令慧（京都大） 
 
■セッション 1 座長：馬場聖至（東京大） 
 
13:05-13:25 機械学習に基づく MT 法における見かけ比抵抗の品質推定 
(CA2019-A01)  ○今村尚人・Adam Schultz（オレゴン州立大） 
13:25-13:45 On the variation of MT responses triggered by Source Field 
(CA2019-A02)  ○佐藤真也(京都大)・後藤忠徳(兵庫県立大) 
 
■セッション 2 座長：多田訓子（JAMSTEC）・小森省吾（産総研） 
 
13:45-13:50 地球電磁気学研究における国際共同観測研究に関するセッション開催の趣旨 
   ○吉村令慧（京都大） 
13:50-14:10 フィリピン・タール火山におけるこれまでの電磁気観測について 
(CA2019-A03) ○山谷祐介（産総研）・笹井洋一（東海大）・Paul K. B. Alanis (Phivolcs) 

・竹内昭洋（東京大）・橋本武志（北海道大）・茂木 透（東工大） 
・長尾年恭（東海大） 

14:10-14:30 国際共同観測研究：台湾・大屯火山群の例 
(CA2019-A04)  ○小森省吾（産総研） 
14:30-14:50 中国における深部構造解明を目指した電磁気共同観測研究について 
(CA2019-A05)  ○上嶋 誠（東京大） 
14:50-15:10 NZ・ホワイトアイランドに於ける有人ヘリコプターを用いた空中磁気観測について 
(CA2019-A06)  ○宇津木充（京都大） 
 
15:10-15:25 休憩 
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■セッション 3 座長：吉村令慧（京都大） 
 
15:25-15:55 【招待】「エチオピアの大地で海洋底拡大現象を探る」エチオピア・アファール凹地で

の国際共同研究の実情報告 
(CA2019-A07)  ○石川尚人（富山大） 
15:55-16:25 【招待】約 40 年にわたるトルコ共和国での国際共同研究を振り返って 
(CA2019-A08)  ○大志万直人（京都大） 
 
16:25-18:00 ポスター発表コアタイム（1 号館会議室） 
 
18:00-20:00 懇親会（1 号館会議室） 
 
1 月 10 日（金） 
■セッション 4 座長：山谷祐介（産総研） 
 
09:00-09:20 インドネシア地熱地域での AMT 探査、その顛末と結果速報 
(CA2019-A09)  ○後藤忠徳（兵庫県立大）・山田勇次・小池克明（京都大） 
09:20-09:40 ホットスポットの成因解明に向けた南太平洋での日仏共同観測について 
(CA2019-A10)  ○多田訓子・末次大輔（JAMSTEC） 
09:40-10:00 日独共同観測研究：大西洋トリスタン・ダ・クーニャホットスポット 
(CA2019-A11)  ○馬場聖至（東京大） 
 
10:00-10:15 休憩 
 
■セッション 5 座長：上嶋 誠（東京大） 
 
10:15-10:45 【招待】NZ 北島沖合ヒクランギ沈み込み帯における，多様な断層すべりの発生メカニ

ズム解明への取り組み 
(CA2019-A12)  ○望月公廣（東京大） 
10:45-11:15 【招待】国際深海科学掘削計画（IODP)による地震発生帯掘削 
(CA2019-A13)  ○木下正高（東京大）・木村 学（東京海洋大）・NanTroSEIZE 研究者一同 
11:15-11:25 討論 
 
11:45-13:15 研究打ち合わせ会（2 号館第二会議室） 
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■セッション「比抵抗構造解釈の最前線 – 今、何がどこまでわかるのか ? –」 
 座長：南 拓人（名古屋大） 
 
13:30-13:35 セッション開催の趣旨 
  ○南 拓人（名古屋大） 
13:35-13:55 屈斜路カルデラ中の地震断層域における比抵抗・密度・地質構造の統合的解釈 
(CA2019-A14)  ○市原 寛・茂木 透（名古屋大） 
13:55-14:15 3 次元比抵抗モデルを基にした阿蘇カルデラのマグマ供給系の解釈 
(CA2019-A15)  ○畑 真紀（東京大） 
14:15-14:35 草津白根火山（本白根山）の地下構造から推定されるマグマ熱水系 
(CA2019-A16)  ○松永康生（東工大） 
 
14:35-14:50 休憩 
 
14:50-15:10 資源探査における電気・電磁探査法の使い方－比抵抗構造で何を知りたいのか？ 
(CA2019-A17)  ○高倉伸一（産総研） 
15:10-15:30 海底熱水域の低比抵抗異常の原因を岩石物理モデルから探る 
(CA2019-A18)  ○後藤忠徳（兵庫県立大）・石須慶一・大田優介（京都大） 
15:30-15:50 海洋上部マントルの電気伝導度構造の解釈 
(CA2019-A19)  ○馬場聖至（東京大） 
 
15:50-16:00 休憩 
 
16:00-16:35 討論 
 
16:35-16:40 閉会挨拶 山口 覚（大阪市大） 
 
 
ポスター発表 （コアタイムは 1月 9日 16時 25分－18時） 

 
CA2019-P01 海洋プレートを構成する MORB の電気伝導度測定 
 ○守屋知晃（大阪大）・芳野 極（岡山大）・藤田清士・鈴木賢紀 

・田中敏宏（大阪大） 
CA2019-P02 A new method for measuring very high resistances in dry rocks with high contact 

resistance 
  ○鈴木健士・吉村令慧・大志万直人・山崎健一（京都大） 
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CA2019-P03 薄層要素を組み込んだ有限要素法による３次元薄層球殻モデル計算プログラムの開発 

―薄層要素の構成手法に関する基礎的検討― 
  ○大志万直人（京都大） 
CA2019-P04 地球統計学に基づいたスタティックシフト補正法と布田川断層での AMT データへの

適用 
  ○山下 凪・後藤忠徳（兵庫県立大）・山口 覚（大阪市立大） 
CA2019-P05 特異スペクトル解析を用いた房総 MT データの改善の試み 
  ○金子 柊・服部克巳・茂木 透・吉野千恵（千葉大） 
CA2019-P06 日本海溝アウターライズ領域における太平洋プレートの比抵抗構造について 

 ○佐藤真也（京都大）・後藤忠徳（兵庫県立大）・笠谷貴史（JAMSTEC） 
・市原 寛（名古屋大）・山野 誠（東京大） 

CA2019-P07 御嶽山 MT 観測と既存データの 1 次元解析 
  ○西嶋就平・市原 寛（名古屋大） 
CA2019-P08 MT 法探査による雌阿寒岳山麓の 3 次元比抵抗構造解析 
  ○井上智裕・橋本武志・田中 良（北海道大） 
CA2019-P09 本白根山噴火後の自然電位観測 
  飯野英樹・○山崎 明・有田 真・下川 淳（気象庁地磁気観測所） 
CA2019-P10 弱磁場方式による地磁気絶対観測 
  ○浅利晴紀・仰木淳平（気象庁地磁気観測所） 
CA2019-P11 地磁気予測値計算手法の精度評価 
  ○高橋伸也・吉藤浩之・山口智也・越智久巳一（国土地理院） 
CA2019-P12 器材を持ち出しての海外での陸上 MT 観測の実際 －エチオピアでの調査を例にー 
  〇吉村令慧（京都大） 
 


