
（１）平成２８年度新規特別研究課題事前評価 【審議】 

①地形・地下構造を組み込んだ火山性地殻変動の力源推定に関する研究 

 

○委員長 それでは、早速議事に移らせていただくことにします。 

 最初に、①の地形・地下構造を組み込んだ火山性地殻変動の力源推定に関する研究、地

理院から説明をお願いします。 

○発表者 着席したまま説明させていただきます。 

 お手元の資料１－３のパワーポイントの資料で本研究提案の概要を説明させていただき

ます。 

 本研究は地形・地下構造を組み込んだ火山性地殻変動の力源推定に関する研究と題しま

して、平成28年度から30年度までの３年間の研究開発を計画しております。 

 スライド２をごらんください。御存じのように、近年、国内では火山活動が活発化して

いる状況が見受けられます。今年に入り、口永良部島の噴火、箱根大涌谷での火山活動の

活発化は記憶に新しいところです。また昨年、2014年９月、長野県御嶽山では噴火が発生

し、大きな人的被害を伴ったことも見逃すことはできません。これら活動を含めまして、

現在、国内の火山活動は活発でありまして、地殻変動、地震活動に関する多くの報告がな

されている状況の中、国内の火山噴火災害軽減に向けた対策の必要性がますます迫られて

おります。 

 スライド３をごらんください。こうした噴火災害を軽減するためには、地下にあるマグ

マなどの位置や挙動を事前に正確に把握することが必要不可欠となります。地殻変動は、

マグマなどの挙動を直接的に反映する観測量であり、火山活動を評価する上で最も重要な

要素の１つでございますが、こうした地殻変動の情報を使って的確な火山活動の評価をす

るには、その観測データを用いて地下のマグマ等の位置や挙動を推定する解析作業が重要

となってきます。観測、解析の両者が有機的に結びついて初めて火山活動の的確な評価に

つながって、災害の軽減に資すると期待されるわけです。 

 スライド４です。そのような中、火山観測の現在の状況を振り返りますと、観測環境、

観測技術は順調に高度化されていると言えると思います。例えば昨年には、陸域観測技術

衛星２号、通称だいち２号、ALOS-2という衛星が打ち上がりまして、現在順調に運用され

て、データも順調に配信されております。 

 スライドの例は、昨年の御嶽山のSAR干渉解析処理により捉えられた御嶽山噴火前後の地
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殻変動でございますが、山頂域の変動も高い空間分解能で明瞭に捉えられました。こうし

た空間分解能の高い観測は、前号機のALOS-1では非常に難しかったわけです。また、GNSS

観測では他機関のデータとの統合解析も含めまして、場所によっては山頂域から山麓まで

の観測が可能となっております。 

 また、観測データの高度化に関する技術開発も、こうした特別研究などによって順調に

進められております。このように、観測環境、観測能力が着実に向上している一方で、こ

うした高品質のデータを、地下を推定する解析側が十二分に生かし切れていない課題も発

生してきております。 

 スライド５です。現状の解析では、理論式を用いて力源の推定を行っております。しか

し、理論的な扱いには限界があります。その１つが半無限に広がる平たんな地形での扱い

となってしまうことです。力源が深部にあるような場合は、こうした平たんな地形とみな

した仮定での推定でも大きな誤差は生じにくいのですが、力源が浅い位置にあると、地形

の効果が無視しにくくなり、従来の理論的な解と実際のずれが大きくなります。観測技術

の高度化によって、山頂域の地殻変動も高精度に捉えられるようになった現在、高度化さ

れた観測データを十二分に生かすには、こうした地形を考慮する必要があります。 

 さらに深刻なのはマグマがごく浅部に貫入する場合だと思っております。既存の理論的

な解では、力源より低い位置の地表変動が計算することができません。すなわち、マグマ

が地表に接近するような緊迫した事態の際には、正確なマグマの位置等の推定に定量的な

把握が困難になってしまう問題が生じてしまうと考えております。 

 スライド６です。もう１つの理論解の限界は地下構造となります。実際の火山は、過去

の噴出物が重なるなどして、一般的には不均質な構造をしております。しかし、理論解で

は均質な媒質、つまり、同じ材質を仮定した取り扱いと通常なっております。これは変形

量から力源を推定する際に影響を与えることになります。 

 例えばスライド右上にお示ししていますように、同じ力でも硬い材質のものと柔らかい

材質の変形量は異なります。つまり、こうした地殻の材質、物理的には弾性定数となりま

すが、弾性定数を適切に与えなければ、地表の変形量から場所などを推定する際に誤差を

生んでしまうことになります。 

 スライド７です。理論的なこうした解を用いた地殻変動計算はその扱いが簡便で迅速に

対応でき、かつ理論的にも明瞭であります。力源推定を一部線形問題として扱える長所も

ございます。しかし、地形も地下構造も組み込むことができず、この問題を解決するには
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地殻変動を数値的に解くことになります。しかしながら、その代表的な計算法である差分

法であったり境界要素法といったものも、複雑な地形や構造を両方取り扱うことはできま

せん。このような背景のもと、実際の地形と不均質な地下構造を定量的に組み込んだ地殻

変動計算手法が望まれるところです。 

 スライド８です。このような背景のもと、本研究では有限要素法を用いた手法を火山性

地殻変動解析に適用することを試みます。有限要素法は、計算対象を多数の要素に分割し

て数値モデル化し、要素ごとの解析、要素ごとの計算を行うことで、全体の挙動の近似値

を求める手法です。細かな要素に分割するため、計算対象が複雑な形状や物性を持ってい

ても適用可能であることから、こうした今まで述べた問題、地形や不均質な構造の組み込

みが計算の中に簡便にすることができ、本問題に有効な手法であります。領域を自由に区

切れることから、力源の形状やサイズも自由に設定しながら、変形問題を解くというメリ

ットも発生します。 

 続きましてスライド９です。このような背景のもと、本研究では数値シミュレーション

による火山性地殻変動計算手法を高度化して、より正確にマグマ等の位置、挙動を推定可

能とすることを目標といたします。そのために、地形や地下構造を組み込んだ有限要素法

による地殻変動計算システムの開発を行い、現状の地殻変動計算環境の課題を克服いたし

ます。さらに、地形や地下構造の影響を組み込んだ変動データを利用した力源の推定手法

に関する研究開発も実施いたします。こうした技術開発の成果をもとに、地形や地下構造

が及ぼす影響の定量的評価や、過去の火山活動の際に得られた観測データに適用するなど

して地殻活動の再評価を行うなど、実際の火山性地殻変動研究への適用も試みます。 

 スライド10です。有限要素法は正確な地殻変動計算に最適である一方で、力源推定の応

用には幾つかの技術的課題があります。その１つが要素をどのように効率的に分割してい

くかということです。要素分割は有限要素法の中でも最も手間のかかる作業の１つで、か

つ計算の精度を左右する重要な作業となります。現状では分割による計算効率の悪さが力

源推定の大きな障害の１つとなっております。また、有限要素法で計算された地殻変動デ

ータを利用して力源パラメータを効率的に推定する手法も、いまだ発展途上という問題も

ございます。こうした技術的課題を克服して初めて高精度な力源推定が効率的に実施可能

となり、実利用に近づくこととなると考えております。本研究では、これらの課題に対し

て、まだ火山学には適用されたことのないような新規技術を試すなどして、効果的な力源

推定手法の開発に取り組んでいきたいと考えております。 
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 続きまして、スライド11には研究内容の概要を示しております。本研究では、有限要素

法を用いた数値シミュレーションによって、地形・地下構造を組み込んだ地殻変動計算技

術を開発し、さらにそれを用いた効率的な力源推定手法の開発を行いますが、これら解析

処理は一般的に複雑で、多くの中間処理を含むことから、迅速かつ確実に解析作業を実施

可能とするために、これらを総合的に処理できるような解析システムの構築を行う予定で

す。これにより、一般に高度な専門的技術や知識を要する有限要素法による地殻変動計算

を、視認性や操作性にすぐれた処理環境で、効率的かつ効果的に解析が実行可能となるよ

うなシステム開発を最終的に目指すことといたします。 

 最後のスライド12です。本研究において想定される成果といたしましては、実際の地形

及び最新の地下構造の知見を組み込んだ火山性地殻変動を計算する技術が開発され、より

正確なマグマの位置、挙動、マグマの蓄積量の推定が可能となります。また、一般的に複

雑かつ計算コストのかかる有限要素法の処理を、簡便かつ統合的に実行可能とするシステ

ム構築により、効率的に高精度な地殻変動計算及び正確性を増した力源推定が実施可能と

なります。これら開発の成果により得られるマグマ蓄積等の推定結果の情報が、噴火予知

連等の活動評価に生かされることが期待されると考えております。 

 簡単ではございますが、説明は以上です。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは次に、分科会での議論ということで、お願いします。 

○委員 ６月11日に測地分科会を開きまして、この研究について議論しました。 

 火山活動に伴う地殻変動の解釈は、従来は地形を無視して地下構造が一様であると仮定

して、球状の圧力源やダイクの貫入の組み合わせによって説明されるのが普通でありまし

た。しかし、火山活動に伴う地殻変動の力源は浅いところにあり、地形や地下構造が無視

できないことは従来からも指摘されておりました。しかしながら、計算の煩雑さや大変さ

から、これらを無視した計算で力源の推定を行っていたのが現実でした。この研究では、

地形・地下構造を組み込んだ火山性地殻変動の力源推定を行うシステムを構築するという

ことで、これは大変有用なことなので、この研究を推進したいというのが測地分科会の結

論です。よろしくお願いいたします。 

○委員長 どうもありがとうございました。それでは、委員の方から意見、質問等をお願

いします。 

○委員 火山は、最近非常にニュースでも取り上げられていますし、実際人命にかかわる
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ことでもありますから非常に重要だと思いますので、こういった研究はぜひ推進すべきだ

と思っています。 

 最近は結構ＩＴの分野でもM2MとかIoTとか、M2Mというのはマシン・ツー・マシンで、IoT

というのはインターネット・オブ・シングスの略で、結局、地上のあらゆるものにセンサ

ーをつけて全部ウェブで管理してしまおう。そういった動きが非常に強くなっていまして、

マーケット的にもそういった測定手段であるとかデータ解析手法がかなり普及しています

ので、そういうものを活用すると、この研究でも費用対効果という意味ではかなり活用で

きる技術があると思いますので、ぜひそういった面も考慮して進めていただければと思い

ます。 

 １点だけ質問ですが、例えば溶岩の粘性が高いとか低いとか、そういったことが火山の

爆発に対して非常に影響があるという話を聞いたことがあるのですが、そういったパラメ

ータも有限要素法の中で考慮されるのでしょうか。 

○発表者 まず１点目に関しまして、貴重な御意見、ありがとうございます。本研究では、

まずは基盤的な技術を開発していこうということで、将来的にはそういったことも加味し

ながら検討させていただきます。ありがとうございました。 

 次の粘性の問題でありますけれども、基本的には、地殻変動から得られるデータは、地

殻の中をどれくらいの力で押すかという圧力がわかるわけで、マグマ自体の粘性を一意に

推定することは、実は非常に難しいわけです。本課題に関しましては、その圧力変化を知

ることによって、いろいろな火山学的知見を用いて総合的に粘性が高いのか低いのかを判

断等をする材料の１つをここで提供していく形になるかと思います。 

○委員 圧力が重要だということですけれども、実際そういった深いところの圧力という

データは、何かとる手段とか、今後そういったものをとる計画はありますか。 

○発表者 直接その圧力変化を観測するのは非常に難しいので、まさにこういった地殻変

動を使って地下の圧力状態を知る、推定をすることが非常に重要なわけです。それをさら

に正確性を増してやっていこうというのがこの研究の大きな趣旨になっています。 

○委員 私も昔、有限要素法は使ったことがあるのですが、要するに、これは結構ブラッ

クボックスになっていて、計算結果は出るのだけれども、要因が何で、どういったことを

コントロールすればどういう結果になるかのような、そういう内部的なメカニズムが意外

となかなかわからなくて、それがわからないままに結果だけが、こういうパラメータを変

えれば、こうなりますというのが一人歩きしてしまっていて、本当にこれはいいのかなと
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いう印象を持ったことが大分あるので、そういった点はちょっと気をつけていただきたい

と思います。 

○発表者 貴重な御意見、ありがとうございます。有限要素法は非常に有用だということ

は昔から言われておりますが、なかなか進まない１つの問題はそういった精度の問題であ

ります。一般的には、解析解、まずフラットな地形がない状態、地下構造も複雑ではない

単純な状態で試行的な計算をして、どれだけ精度が高く計算できているかということを理

論解とチェックすることをまずはやっていきます。この研究を進めるに当たっても、そう

いったことはプロセスとして入ってきます。 

○委員 ありがとうございます。これは全然素人ですので、簡単に聞かせていただきます。 

 やりたいことは非常に明快で、しかも今までやっていないのもよくわかりますので、今

までもそうだから、やりたくてもできないことがここでいっぱいあるわけだから、みんな

思っている形では地形を考えなきゃいけないとか、地下の構造を考えなきゃいけないとい

うのはわかっていると思うのだけれども、では、どこが既にやっていて、どこがやってい

ないのか。そのような既存の研究のレビューとかがあると、この新規性とか、あるいは着

眼点がわかると思います。先ほどの質問はそうですけれども、以前にテレビで見て、桜島

の噴火とか、その下がどうなっているのか、今新しい観測手段を使って、これの中を探ろ

うとする技術とかもあるわけで、解析するだけでこれがわかるか。 

 もう１つ、地形はわかりやすく捉えると思うけれども、地殻変動のデータは、どのよう

なデータであれば、どの程度深くまでわかるのか。そういうのを教えていただけるといい

と思う。例えば１点だけでは当然わからないでしょう。３点ぐらいないと、地下の変動と

かそういうのは推定できないとか、そういう構造の不均質や本当にどこまでわかるのか教

えていただけますか。 

○発表者 まず１点目のどれくらい今までやられているかという点ですが、火山学でも10

年ぐらい前から有限要素法の重要性は指摘されており、コーン型等の極めて簡単な形を使

って、どれぐらいの地形の影響があるのかといった研究等がございますが、実際にはほと

んど進んでいないのが現状であります。その原因の1つが計算機能力の制約です。計算精度

を高くするには、メッシュを非常に細かく切る必要があるわけですが、メッシュを細かく

切れば切るほど、計算時間が非常にかかるというトレードオフの問題があります。そのた

め、並列計算をかなりきちっとさせないと、効率的に精度の高い計算ができません。しか

し、最近では計算機の向上、新しいソルバーも出てきており、こうした背景を受けて、こ
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こ数年、こういった力源推定にチャレンジをしている国際的な論文も散見されるようにな

ってきました。ただ、数はまだ少ないです。 

 次のどこまで深くということに関する答えですけれども、ケース・バイ・ケースなので

答えにくいところはありますが、国土地理院が運用しているGEONETという電子基準点を用

いると、非常に条件がよければ数㎜の地殻変動を求められることがあります。そうしたも

のを使って、例えば2011年の霧島の噴火の前に地下、大体５㎞～７㎞の深さでのマグマの

蓄積を捉えた例はございます。ですので、現状の観測能力でそういったものを捉えられる

場合もございます。 

○委員 そうすると、５～６㎞では、解析モデルにとって一体どうなのか、十分なのか。

本当はもっと四角のもの、表層は多分20～30㎞とかのものを使っているのもあると思いま

すけれども、どうですか。 

○発表者 この地形や地下構造を使った解析で有効になってくるのは、多分２～３㎞とか

浅いところになってきたところだと思います。先ほども言ったように、今までのフラット

な解析でも、遠いところで深部であれば、もうほとんど地形の影響が大きくは出てこない

ことが考えられますので、浅くなったときに有効と考えます。あと、火山体の地下構造も

浅ければ浅いほど不均質が卓越してくることがございますので、そういった浅いところに

マグマ溜まりがあって、膨張するなり収縮するなりといった場合に、こういった道具は非

常に有効に機能すると考えております。 

○委員長 ほかにはどうでしょうか。 

 教えてもらいたいのですが、火山の実地形というのですが、これは多分切峰面的なあれ

ですね。谷なんかの入った細かい地形まで入れようというのですか。 

○発表者 国土地理院が所有する数値標高モデル、ＤＥＭを組み込もうと考えております。 

○委員長 そうですか。有限要素法は斜面の安定解析にも使うのですけれども、これも先

ほどちょっと指摘があったように、物性をどう入れるかとか、区画をどういうふうに切る

かでかなり恣意的に数値が出てくることがあるので、注意していただきたいのです。そう

いうふうな細かいところまでやると。もう１つは、変形前と変形後の地形の比較か何かを

通して力源を推定するみたいなことになると思うのですが、変形も、少しどこかが膨隆し

たみたいなことのデータは何でとる予定でしょうか。 

○発表者 まず我々が対象とするような数㎞スケールで出てくるような地殻変動、規模に

すると、数㎝から数十㎝ぐらいと想定しております。そうしたものをだいち２号のような
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SARや電子基準点で捉えて入力データとしていこうと考えております。 

○委員長 ちょっとわからない。数㎞の範囲という意味ですか、それともメッシュの間隔

的なものが数㎞という意味ですか。 

○発表者 メッシュの間隔はケース・バイ・ケースですが、数十ｍ程度のメッシュだと思

います。数ｋｍというのはシグナルの空間スケールのことです。観測データがそれぐらい

の空間サイズを持ったものが主には対象となってくるであろうと考えています。 

○委員長 その場合、例えば今の口永良部島みたいに、天候が悪くてみたいなものだと、

レーダか何か使わないとデータが得られませんね。そういうことも考えてください。 

○発表者 現状では、観測データとしてSARもしくはGNSSを考えております。これら２つは

天候には左右されませんし夜間もデータがとれます。天候等の観測条件の点は、特段考慮

はしておりません。 

○委員長 あと１つ、これは地表が実際に地盤変動、あるいは地殻変動としてあらわれた

場合だけれども、大規模な地すべりとか、あるいは火砕流的な形で地形そのものが、変動

ではなくて、侵食堆積みたいな形で変化した場合は、どういうふうな除去をしていくかみ

たいなことは考えているのですか。 

○発表者 基本的には、このシステムで考えておりますのは、連続体の変形ですので、例

えば地形がごそっとなくなるような、要素が分断されるようなものは、想定してはおりま

せん。連続的に微小に変形するものから、深部の様子を探るのがこの研究の主な対象とな

っております。 

○委員 分科会でも１つ質問させていただいたのですけれども、確認です。ソースが浅く

なってくるのがこの研究の対象だとすると、それは、すなわち、噴火がもう間近に迫って

いるということだと思うのです。一方で、この手法は非常に計算量が多いということなの

で、解の迅速性という点についてはどういう見通しをお持ちですか。 

○発表者 まさにどういった形でやれば適当な時間効率で迅速にできるのかを探るのが、

この研究の１つ内容の目的だと思っております。１つ考えておりますのは、あらかじめい

ろいろな地殻変動パターンを計算しておくことを考えております。グリーン関数化してお

いて、それを使って、例えばダイクであれば、開口量を線形的にインバージョンしていく、

もしくは球状の膨張であれば、体積変化量を線形的に解くという形になるかと思います。

線形問題であれば大きな時間はかかりませんので、そうした工夫も必要と考えています。 

○委員 御説明どうもありがとうございました。お聞きしたいことは２点で、今までの御
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質問にも出てきたかと思うのですけれども、有限要素法の実質的な課題を見ていると、な

かなかいろいろな障害があることを書かれているかと思います。スライド19ページですね。

そこからいかに簡便かつ効率的なシステムを開発されていくのかというのが非常に気にな

りまして、先ほどの推定の迅速性を考えると、その辺をどういうふうに解消されていくの

かをお聞きしたいのが１点目。 

 ２点目としては、力源推定を可能にするということで、非常に大事なことだと思うので

すが、では、その推定結果の妥当性をどういうふうに検証されるのか。過去のデータとか

解析結果を用いて、そのシステムとか推定方法の検証法もあると思うのですが、それ以外

に何かお考えなのかお聞かせください。 

○発表者 まず１点目でございますが、例えば課題提案書の7.の(1)の1)、３行目に「自動

メッシュ生成機能や無限要素等を取り込んだ」と少し技術的なキーワードを入れさせてい

ただいております。一般的な計算だと、例えば火山が１つあるとした場合、実際の地球の

空間はほとんど無限に広がっていますが、計算するときにはどこかで区切らなければいけ

ないということで、一般的には計算したい火山体に対して、例えば20倍とか10倍とか広い

領域をとります。こうした広い領域をとって、ほぼ無限に広がっているという空間を仮想

的につくり出すことをします。しかし、こういうことをすると、周囲のメッシュは計算上、

実は無駄な空間です。そのため計算効率を悪くしてしまうという問題が１つあります。 

 そこで１つ考えておりますのは、無限要素の利用を考えています。例えば計算したい領

域の外側に、計算上、無限に広がるような、シグナルが減衰していくような特殊な要素を

配置することで、計算対象領域に対して２倍から３倍程度の広がりのものを計算すれば良

くなります。メッシュもそれほど細かく切らなくても良く、そうした技術を地殻変動計算

の解析に取り入れると有効なのではないかと考えており、そういったことも試していきた

いと考えております。 

 推定結果の検証でありますが、これは、実際には完全な解析解がないわけですので、検

証は一意には難しいとは思うのですけれども、先ほどお答えさせていただいたように、理

論解との比較計算をしっかり行い、精度をきちっと把握していくことが重要なことだと思

っています。 

○委員 メッシュを区切るところは非常に大事でもあると思いますので、その取り扱い方

にはぜひお気をつけいただけたらと思います。ありがとうございました。 

○委員 先ほどとも関連することになるのですが、有限要素法で計算することは、例えば
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材質をかなり均質の応力テンソルとして扱うようなのが一般的だと思います。火山は、例

えば火山灰が積もっているとか、そういうのは岩盤などとは全然違うわけですね。地形に

よって、例えば溶岩がどこに上っていきやすいかとか、そういったことが噴火の大きな要

因になると思います。そういったことと結びつけていかないと、余り実用的ではないと思

います。その場合、ただ１枚板の応力分析というのではなくて、かなり多面的な分析を組

み合わせて、こういう条件のときならば、次はこういう状況になるのではないかとか、そ

ういうかなり動的なシミュレーションみたいなものに近い解析が必要ではないかと思うの

ですけれども、いかがでしょうか。 

○発表者 ありがとうございます。御指摘のとおり、地下のマグマの動きを制御する原因

は幾つかございますけれども、その１つが基盤の構造です。そうしたデータは、もちろん

地殻変動ではなかなか得ることが難しいのですけれども、例えば地震探査によりＰ波速度

等を物理的に推定していく構造探査というのがあります。そうしたデータは残念ながら全

ての火山でそろっているわけではないのですが、幾つかの火山ではデータがございますの

で、そういった知見をここに取り込んで、実際に近い地下構造で計算していくことを想定

しております。 

 動的シミュレーションに関しましては究極の目標であります。現状ではなかなか難しい

ところもありますので、すぐに動的シミュレーションにするわけではなくて、まずは、本

研究のような静的な変形による情報等、いろいろなものを総合的に勘案しながら、どうい

った動的推移が考えられ得るかといった解釈の１つの材料をこの研究では御提供できれば

いいのかなと考えています。 

○委員長 ほかにはありませんか。 

 具体的にどこかの火山というか、モデルになるべき火山は想定していますか。 

○発表者 これから具体的には決めていこうと思っていますが、社会的に影響のある火山、

実際に活動度の高い火山、これは実際にデータがございますので、それを使って検証もで

きるという観点から、幾つかチャレンジはしていきたいなと考えております。その中には

富士山も、特に地形の影響が大きい代表例でありますので、考えていきたいと思っており

ます。 

○委員長 ほかにはありませんか。 

 有限要素法という新しい手法の開発も含めて研究しないといけないということだろうと

思いますが、重要な課題だと思います。鋭意進めていただくことになるのだろうと思いま
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すけれども、注意すべきことをいろいろ指摘されたようですので、どうもありがとうござ

いました。 
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