
STT58-01 会場:313 時間:4月 30日 16:15-16:30

地熱資源ポテンシャル評価を目指した空中物理探査
Regional Airborne Survey for the Evaluation of Geothermal Potential in Japan

島田忠明 1∗ ;高井克己 1 ;三宅一弘 1 ;久谷公一 1 ;當舎利行 1

SHIMADA, Tadaaki1∗ ; TAKAI, Katsumi1 ; MIYAKE, Kazuhiro1 ; HISATANI, Koichi1 ; TOSHA, Toshiyuki1

1 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
1Japan Oil, Gas and Metals National Corporation

2012年 8月の法律改正により、石油天然ガス・金属鉱物資源機構に地熱資源の開発を促進する業務が追加となった。
この業務は、地熱開発事業者が実施する地質構造調査における助成、探査段階における出資、開発における債務保証、自
主的な調査による情報提供、技術開発がある。その自主的な調査の一環として、広域的な空中物理探査を実施すること
とした。この調査により、地熱開発事業者が新規の地熱資源調査に着手する際に参考となる基礎的なデータの提供がで
きることになる。

地熱資源の多くは山岳地域にあり、その多くは国立・国定公園に指定されていることが多い。空中物理探査は、現地
へのアクセスが困難な地域や地表の改変許可を得るのが困難な地域において物理探査データが取得できる有効な調査
手法である。最新の技術である重力偏差法探査（Gravity Gradiometer method）および時間領域電磁探査（Time-Domain
Electromagnetic method）の手法によって、地熱資源ポテンシャル評価の基礎的な情報である地質構造の把握を主な目的
として空中物理探査を行うこととした。

重力偏差法探査は重力勾配計を用いた探査手法で、重力ポテンシャルの二次微分値を直接測定する。通常の重力探査
に比べ、高分解能で地下構造を把握することが可能である。一方、時間領域電磁探査は、周波数領域電磁探査と比べ地
下の比抵抗の変化に敏感であるという利点から高精度な測定が期待できる。また、使用する測定機器の仕様から探査深
度数百メートル程度を期待している。

ただし、空中重力偏差法探査および時間領域空中電磁探査とも、国内での実績がまだないことから、手法の検証も含
め、既往調査が多く行われている地域を対象に実施することとなった。

実際に空中物理探査を行うには、計測機器を航空機に搭載することになる。今般の探査では固定翼機ではなく、ヘリ
コプターに計測機器を搭載することとした。なお、航空機に計測機器を搭載するには、改造の許可を航空局より受ける
必要がある。この手続きに時間を要し、電磁探査は実施できなかったが、重力探査は実施することができた。

2013年 10月から 11月に九州のくじゅう地域および霧島地域において空中重力偏差法探査のみ実施した。くじゅう地
域では測線長約 2,200km、霧島地域では測線長約 500kmのデータを取得することができた。この空中物理探査の内容に
ついて報告する。

現地の調査にあたり、地元自治体および関係機関の各位に協力をいただいた。ここに謝意を表する。

キーワード: 空中物理探査,地熱,重力,重力探査,電磁探査
Keywords: airborne survey, geothermal resources, gravity, gravity survey, electromagnetic survey
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STT58-02 会場:313 時間:4月 30日 16:30-16:45

空中電磁探査技術を活用した深層崩壊の予測技術に関する研究
Study on the prediction of the deep catastrophic landslide using the Airborne Electromag-
netic Survey

河戸克志 1∗ ;木下篤彦 2 ;高原晃宙 2 ;一色弘充 2 ;石塚忠範 2 ;奥村稔 1 ;内田浩一 1

KAWATO, Katsushi1∗ ; KINOSHITA, Atsuhiko2 ; TAKAHARA, Teruyoshi2 ; ISSHIKI, Hiromitsu2 ; ISHIZUKA, Tadanori2 ;
OKUMURA, Minoru1 ; UCHIDA, Koichi1

1 大日本コンサルタント株式会社, 2 独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ火山・土石流チーム
1Nippon Engineering Consultants Co.,LTD.,2Public Works Research Institute

平成２３年台風１２号による紀伊半島の災害をはじめとして、近年、深層崩壊による災害が多発している。深層崩壊
による被害としては、崩壊そのものによって被害も大きなものになるが、河道が閉塞し天然ダムが形成された場合には
決壊により下流域に大きな被害が生じるおそれもある。このため、深層崩壊によるリスクを評価するための様々な取り
組みが行われている。特に国土交通省は、平成２２年に過去に深層崩壊が発生した箇所の第四紀隆起量と地質に着目し
た深層崩壊推定頻度マップを公表するとともに、平成２４年には深層崩壊渓流レベル評価マップ及び深層崩壊跡地密度
マップを公表している。今後は想定しうる深層崩壊対策をハード・ソフトの両面から実施するため、斜面スケールでの
リスク評価が求められている。斜面スケールでのリスク評価手法として、これまでレーザ計測による微地形要素の抽出
などが主流であったが、最近になって空中電磁探査がクローズアップされている。空中電磁探査のメリットとして、深
層崩壊に関連する地質境界が明らかとなる可能性があること、地下の水文特性が明らかとなる可能性があること、など
が挙げられる。一方で、地質境界の比抵抗値や地下水の賦存箇所の決定方法が明確でないなどの不確定要素もある。本
研究では、これまでに空中電磁探査が実施された深層崩壊発生箇所を対象に、空中電磁探査、地質調査、水文調査等の結
果を整理し、深層崩壊の発生の恐れがある箇所での鉛直方向の比抵抗パターンの特徴や、深層崩壊のすべり面となる可
能性の高い地質境界での比抵抗値のしきい値の設定方法について検討を行った。
　研究対象は、別府田野川流域（約４．４ｋｍ２）、富士川流域（約３．７ｋｍ２）、姫川流域（約１５．２ｋｍ２）、熊

野川流域（約１０．１ｋｍ２）の４地域である。これらの地域は、いずれも深層崩壊の発生実績があり、かつ空中電磁
探査による広域調査が実施されている。なお、別府田野川流域・富士川流域・熊野川流域の地質は四万十帯の砂岩・頁
岩であり、姫川流域の地質は火山岩類が優勢である。
　本研究では、先ず、空中電磁探査による地域ごとの比抵抗特性について検討した。対象地域に出現する比抵抗値の

範囲は、別府田野川流域と富士川流域では１～４００Ω・ｍであるのに対し、姫川流域では１～１,２００Ω・ｍ、熊野
川流域では１～２，４００Ω・ｍを示し、地質や地域によって比抵抗値の分布に差があることが分かった。一方、深層
崩壊の発生の恐れがある箇所での地表から深部への鉛直方向の比抵抗パターンに着目すると、低比抵抗から高比抵抗に
変わるパターン、高比抵抗から低比抵抗に変わるパターン、高比抵抗から低比抵抗に変わりさらに高比抵抗に変わるパ
ターンの３パターンがあることが分かった。このことから、鉛直方向に比抵抗値が変化する深度が深層崩壊の基底部とな
る可能性がある。別府田野川流域、富士川流域、姫川流域ではボーリング調査が実施され、ボーリングコアの観察から
風化部と新鮮部の地質境界が認定されている。この地質境界に対応する比抵抗値は、別府田野川流域では１００Ω・ｍ
が、富士川流域では７０Ω・ｍが、姫川流域では５００Ω・ｍ、６８０Ω・ｍ、１,０００Ω・ｍであった。
これらのことから、比抵抗値の出現頻度や地質境界に該当する比抵抗値は、地域や地質によって異なることが確認さ

れた。したがって、空中電磁探査を実施する際には代表箇所でボーリング調査を併せて実施し地質と比抵抗値の関係を
整理した上で深層崩壊のリスク評価を実施する必要がある。
なお、熊野川流域の深層崩壊箇所では、尾根から谷部に連続する低比抵抗ゾーンや鉛直方向の低比抵抗ゾーンが共通

して確認され、水文調査結果による地下水状況と一致している。このことから、今後、深層崩壊に関連する比抵抗構造
についてもデータを蓄積し、深層崩壊の発生の恐れがある箇所の抽出方法、崩壊深・土砂量の推定方法を検討していき
たいと考えている。

キーワード: 空中電磁探査,深層崩壊
Keywords: Airborne Electromagnetic Survey, deep catastrophic landslide
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STT58-03 会場:313 時間:4月 30日 16:45-17:00

空中電磁探査技術を活用した火山体における大規模崩壊予測技術に関する研究
Study on the prediction of the large landslides of the volcanoes using the Airborne Elec-
tromagnetic Survey

木下篤彦 1∗ ;高原晃宙 1 ;一色弘充 1 ;石塚忠範 1 ;大平知秀 2 ;大森徹治 3 ;山根宏之 3 ;荒井健一 4 ;清野耕史 5 ;辻
岡秀樹 6

KINOSHITA, Atsuhiko1∗ ; TAKAHARA, Teruyoshi1 ; ISSHIKI, Hiromitsu1 ; ISHIZUKA, Tadanori1 ; OODAIRA, Tomohide2

; OMORI, Tetsuji3 ; YAMANE, Hiroyuki 3 ; ARAI, Kenichi4 ; KIYONO, Koji 5 ; TSUJIOKA, Hideki6

1独立行政法人土木研究所土砂管理研究グループ火山・土石流チーム, 2国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所, 3

国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所, 4アジア航測株式会社, 5大日本コンサルタント株式会社, 6応用地質株式会社
1Public Works Research Institute,2Fukushima River and National Highway Office,3Fuji Sabo Office,4Asia Air Survey Co,.
ltd., 5Nippon Engineering Consultants Co,. ltd.,6OYO Corporation

活動が活発な火山の下流域では常に土砂災害が発生する危険性がある。特に豪雨時に大規模な山体崩壊が発生した場
合には崩壊土砂が土石流化し下流域で土砂堆積や氾濫により大きな被害が発生する恐れがある。これまで例えば深層崩
壊地などで空中電磁探査を用いて風化土層厚を推定する手法が提案されている。一方で、豪雨時等に崩壊の可能性があ
る斜面を予測するには、崩壊面を推定する手法を確立すること、斜面における水文過程を推定すること、等が必要であ
るが、現在のところこれらについて十分に検討されているとは言い難い状況である。そこで本研究では吾妻山、富士山
を事例とし、空中電磁探査を実施し併せて実施した地質調査や水質調査の結果から崩壊面の推定手法及び水文過程を予
測する手法について検討を行った。
本研究では、まず、吾妻山、富士山において、地形・地質の特徴、土砂災害の実績、火山活動履歴等の文献調査を行っ

た。次に現地調査を行い、大規模土砂移動に関連した土質構造の確認、土砂移動の原因となる熱水変質状況の確認、湧
水・温泉湧出状況の確認を行った。これらの結果を参考にして空中電磁探査のエリア等を検討した。探査対象は山体の
頂部や代表的な火口が含まれ、大規模な崩壊が起こりうる 15°以上の勾配を含むエリアとした。探査エリアは吾妻山が
約 18km2、富士山が約 120km2であった。空中電磁探査の結果は深度ごとに平面的に整理するとともに火口や地下水位
が高い箇所等土砂災害の発生が予想される箇所については測線を引いて深度方向の比抵抗値も縦断的に把握できるよう
2次元的に整理した。これらの低比抵抗値結果を従来の地形・地質の調査結果と照らし合わせ空中電磁探査の結果との
適合性を検証した。また、さらに詳細に空中電磁探査の結果の適合性を確認する目的で、吾妻山では周辺の 10渓流で水
文・水質調査を行った。調査項目は、流量・電気伝導度・pH・水温・イオン状シリカ濃度などであった。また、富士山
では、空中電磁探査による比抵抗値と地質との関係を調べる目的でボーリング調査も実施した。
これらの調査結果から、火山地域で空中電磁探査を用いることにより、地質区分をおよそ推定できること、地下の水文

状況を把握できることが分かった。このことから、空中電磁探査を用いれば豪雨時に崩壊する可能性がある斜面をおよそ
予測することが可能である。一方で、空中電磁探査のみであると崩壊深や崩壊土砂量などを詳細に推定することはでき
ない。これらを推定するには、空中電磁探査の結果から危険な箇所を推定すること、その箇所でボーリング調査や地上
での物理探査を実施すること、水質・水文調査を実施することなどその他の調査を実施することによって空中電磁探査
の結果を補足する必要がある。今後はモデル的にいくつかの火山で空中電磁探査を含む調査を実施し、データを蓄積し
ていくことにより火山地域での崩壊危険箇所の推定技術、崩壊深・土砂量の推定手法を確立していきたいと考えている。

キーワード: 空中電磁探査,大規模崩壊,火山
Keywords: airborne electromagnetic survey, large landslide, volcano
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STT58-04 会場:313 時間:4月 30日 17:00-17:15

空中磁気測量データ解析にもとづくトンネル地質構造とその検証
Verification of the tunnel geological structure based on the helicopter-borne magnetome-
try data analysis

岡崎健治 1∗ ;伊東佳彦 1

OKAZAKI, Kenji 1∗ ; ITO, Yoshihiko1

1（独）土木研究所寒地土木研究所
1CERI, PWRI

１．はじめに
トンネル建設では、地質工学情報の精度向上が、工程管理や事前のリスク回避にとって重要である。特に、付加体のよ

うな複雑な地質地域では、より正確な情報がトンネル建設において求められる。筆者らは、北海道東部の付加体堆積物分
布地域の山岳トンネルを対象に空中磁気探査を実施し、地表踏査やボーリング調査など事前の地質調査結果と、その後の
トンネル掘削で明らかとなった地質情報を比較検討することで本調査地域における適用性を明らかにしたので報告する。

２．調査概要
調査地は北海道東部における山岳地帯である。調査対象トンネルは、延長 910m、最大土被り厚さ 150mの道路トンネ

ルである。トンネルの地質は、付加体堆積物である緑色岩類、火山砕屑性堆積岩、ハイアロクラスタイト、枕状溶岩、
チャート、石灰岩（以上、仁頃層群）ならびに正常堆積物である白亜系の主に礫岩および砂岩（佐呂間層群）からなる。
また、調査地周辺では、付加体形成時およびその後の構造運動で形成されたと考えられる断層破砕帯が多数発達する。
空中磁気探査では調査範囲の相対的な磁力強度分布を求めた。トンネル地山の地質構造は、計測した磁気データをも

とにMag2dc (Cooper, 2003)によって推定した。この事前調査で推定した地質モデルを、実際のトンネル建設で判明した
地質状況と比較し、本調査手法のトンネル地質調査への適用性について検討した。なお、検討に先立ち、磁気データが
示す基本的な情報を把握するため、特定の磁気異常体を設定して、その角度、傾斜、幅、深さ位置および帯磁率の違いに
よる磁気異常体の検出の違いや傾向について確認した。

３．調査結果
北海道の付加体地域のトンネル地山を対象に空中電磁探査を行い、他の地質調査結果と比較検討し、トンネル地質調

査における適用性を明らかにした。
１）空中磁気探査によって求めた磁気強度分布と地表踏査などで推定した地質構造から逆解析により地質モデルを構

築した。対比にあたっては、岩石サンプルでの磁気強度計測結果を参考に、高い磁気強度は佐呂間層群の堆積岩、断層
が発達する水冷破砕岩、塊状玄武岩の分布箇所、低い磁気強度はチャートや石灰岩の分布箇所であると推定してモデル
を構築した。
２）事前に構築した地質モデルを、トンネル掘削直前の先進ボーリングのコア調査結果を対比したところ、地質モデ

ルは概ね対応していることが判明した。

本地域での検討の結果、空中磁気探査による磁気強度の分布は、地質の分布状況を検討するために有効であり、また、
事前に構築した地質モデルは、概略的な検討に活用できることがわかった。これらの岩石の分布をトンネルの掘削前に
把握することができれば、地質に起因する問題点を検討するための情報として有効といえる。

キーワード: 空中磁気探査,磁気異常,付加体,道路トンネル
Keywords: helicopter-borne magnetic survey, magnetic anomalies, accretionary complex, road tunnel
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STT58-05 会場:313 時間:4月 30日 17:15-17:30

2011年東北地方太平洋沖地震に伴う津波浸水域の磁気構造
Magnetic structure of the tsunami inundation area of the 2011 off the Pacific coast of
Tohoku Earthquake

大熊茂雄 1∗ ;上田匠 1 ;中塚正 1 ;光畑裕司 1 ;神宮司元治 1 ;内田利弘 1

OKUMA, Shigeo1∗ ; UEDA, Takumi1 ; NAKATSUKA, Tadashi1 ; MITSUHATA, Yuji 1 ; JINGUUJI, Motohara1 ; UCHIDA,
Toshihiro1

1 産業技術総合研究所地質調査総合センター
1Geological Survey of Japan, AIST

仙台平野南部地域および福島県松川浦地域の 2011年東北地方太平洋沖地震に伴う津波浸水域では，津波浸水の影響を
評価することを主目的に 2012年 6月に空中電磁探査を実施している．その際，地下の比抵抗分布に対応した電磁応答の
測定（電磁探査）とは別に，高感度空中磁力計により地磁気全磁力の測定（磁気探査）も行っている（Okuma et al., 2013）．
電磁探査による可探深度は当該地域において高々 100m程度である一方，磁気探査ではより深部の調査も可能であり，対
象とする物性は異なるものの地下構造解釈の点で相補的な利用が見込める．そこで，今回観測した地磁気全磁力データ
の処理と解析を行ったので，この結果について発表する．
空中磁気探査は電磁バードの中央に収容されたセシウム磁力計センサーにより，空中電磁探査と同様に 10Hzのサンプ

リング周期で実施された．調査地域には，住宅地や工場，沿岸域の臨時ゴミ集積場，焼却場などがあり，これらに伴う
人工的な磁気異常も観測されている．加えて，今回観測磁気データに通常の処理を行ったところ，いわゆる Herringbone
effectと呼ばれる矢筈模様の磁気異常が検出された．これは，機体磁気による影響と考えられ，約 20nT程度の方位誤差
が認められた．この誤差は，当該地域が概ね磁気異常の静穏域であることから，決して無視できない大きさである．磁
気センサーを収容した電磁バードは機体から 30m下方につり下げられているものの，使用した機体が比較的磁気ノイズ
が大きいことで知られている AS350B3であったため，その影響が地磁気に重畳して観測されたものと考えられる．
機体磁気の影響を軽減するため，日変化補正，IGRF残差計算を行った後，拡張交点コントロール法（Nakatsuka and

Okuma, 2006）を観測地磁気データに適用し，滑らかな観測面上の全磁力異常図を作成した．この結果，機体磁気による
方位誤差の影響が軽減され，以降通常の磁気異常の解析が可能となった．
磁気図を参照すると，仙台平野南部地域では，磁気異常は人工起源と考えられるものを除くと，割山山地の白亜紀花崗

岩類露出地域において分布する高磁気異常が顕著である．付近では，高磁化率（10−2 SI以上）の花崗岩試料が採取され
ており（日本列島基盤岩類物性 DB：PB-Rock21），当該花崗岩が磁気異常源と推定される．一方，沿岸部の鳥の海南方
および牛橋河口北方とにおいて，長波長の高磁気異常が各々分布する．これらの高磁気異常は帯状に南西方に延び，割
山山地の高磁気異常に連続しているように見える．したがって，沿岸部の高磁気異常源としては花崗岩の可能性がある．
一方，松川浦地域では，松川浦の北東端付近において高磁気異常が分布する．当該地域には磁気異常源と考えられる

露頭は分布しない．しかし，付近で行われた温泉ボーリングの結果，深度約 300m付近で花崗岩に到達し，その磁化率が
高い（10−2 SI以上；PB-Rock21）ことから，当該の花崗岩体が磁気異常源であると推定される．
上述のように，当該地域の磁気異常は孤立型の磁気異常源を想定できるものではなく，高磁性の基盤岩類の隆起に対応

するようなものであるため，磁気異常源の構造を推定するために，3Dイメージング（Nakatsuka and Okuma, 2013）を適
用した．予備的な解析の結果，割山山地において南北性のほぼ直立した高磁性の構造がイメージングされた．また，仙
台平野南部沿岸部において高磁化強度域が解析され東方に向かって深度が浅くなることが分かった．一方，松川浦地域
では松川浦の北東端で顕著な高磁化強度域が解析され，その深度は温泉ボーリングで確認された花崗岩の賦存深度と調
和的であった．

キーワード: 空中電磁探査,津波,地下水環境,空中磁気探査,磁気構造,基盤
Keywords: airborne EM survey, tsunami, groundwater environment, aeromagnetic survey, magnetic structure, basement
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STT58-06 会場:313 時間:4月 30日 17:30-17:45

無人ヘリによる新燃岳における繰り返し空中磁気測量
Repeated aeromagnetic surveys in Shinmoedake volcano, Japan, by using an unmanned
helicopter

小山崇夫 1∗ ;金子隆之 1 ;大湊隆雄 1 ;渡邉篤志 1 ;武尾実 1 ;柳澤孝寿 2 ;本多嘉明 3

KOYAMA, Takao1∗ ; KANEKO, Takayuki1 ; OHMINATO, Takao1 ; WATANABE, Atsushi1 ; TAKEO, Minoru1 ; YANAGI-
SAWA, Takatoshi2 ; HONDA, Yoshiaki3

1東京大学地震研究所, 2海洋研究開発機構　地球内部ダイナミクス領域, 3千葉大学環境リモートセンシング研究センター
1Earthquake Research Institute, University of Tokyo,2Institute for Research on Earth Evolution, Japan Agency for Marine-Earth
Science and Technology,3Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University

After the 2011 eruptions of Shinmoedake volcano in Japan, we conducted three repeated aeromagnetic surveys around this
area, by using an autonomously driven unmanned helicopter. Shinmoedake volcano had sub-Plinian eruptions in the end of
January 2011 and its vent was filled by uprising intrusive lavas. After that, some Vulcanian eruptions followed, and then volcanic
activities were decreasing gradually up to the beginning of April 2011.

After these events, we conducted aeromagnetic surveys in the end of May 2011, the beginning of November 2011, and the end
of October 2013. The Yamaha RMAX-G1 unmanned helicopter was used for our surveys, which was usually used to spray the
agricultural chemicals to fields, and can make flights following the programmed tracks within about 1 m precision. Availability
of precise flights are a great advantage for repeated surveys in order to detect easily the changes of circumstances, such as,
geomagnetic changes due to volcanic activities by measuring at the same positions. Almost 85 km flights in total were made in
every survey with a flight speed of about 10 m/s. Flight heights above the ground were almost kept in 100 m.

As the result of some data processing, we clearly detected the change of the magnetic fields around the vent of Shinmoedake,
which has a kind of a dipolar pattern with positive changes in South and negative changes in North. This indicates a region
around the vent got magnetization due to cooling. The intrusive lava is supposed to be the source of magnetization, and 2.0x10ˆ7
Amˆ2 magnetization of lava is evaluated at the second survey (0.5yr) and 4.8x10ˆ7 Amˆ2 is evaluated at the third survey (2.5yr),
compared with the first survey. This means the magnetizing rate is almost related to a square root of the elapsed time and it leads
to an implication that the lava cooling is dominantly made gradually by thermal diffusion, not by other cooling processes such as
thermal convection. The common thermal diffusivity of rocks, however, is too small by one order of magnitude to explain this
cooling rate, and intrusion of water in lava, say, rainfall water, may play an important role to raise the effective thermal diffusivity
to make the lava cool.
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STT58-P01 会場:3階ポスター会場 時間:4月 30日 18:15-19:30

L1正則化によるスパース推定法を用いた磁場 3次元構造イメージング
The 3D magnetic imaging using the L1 regularization and variable selection procedure.

宇津木充 1∗

UTSUGI, Mitsuru1∗

1 京都大学大学院理学研究科
1Graduate School of Science, Kyoto Univ.

近年、重力・磁場などのポテンシャルデータから 3次元の地下構造を求める為の解析手法がいくつか提案されている。そ
れらのうちにはスパースな解を求める為の制約を課した解析手法が用いられている (例えばPortniaguine and Zhdanov,1999、
Silva et al.,2007）。一般に重力や磁場のポテンシャルデータから地下構造を求めた場合、その非一意性から滑らかな、従っ
て実際の構造をぼかしたような unfocusedな解が得られてしまう。上記の解析方法は、データを再現できるよりシンプ
ルな解（即ち少ない非ゼロの説明変数）が得られるような制約を課し、結果解像度の高い解を得ようとするものである。
ところで近年、Lasso(Tibshirani,1995)と呼ばれるスパース推定方が注目され機械学習、画像解析やゲノム情報解析など
の分野で用いられている。この方法は線形回帰に L1罰則項を加えた罰則付き最適化を行うことで疎な (多くの係数が真
に 0となる)解を求めるための方法である。Lassoでは選択でき得る (非ゼロな)解の次元が観測データの次元以下に制約
されるが、これに L2正則化項を加え p>>n問題にも適用できるようにしたのが Elastic Net(Zou and Hastie,2005)である。
本研究ではこうしたスパース推定法を磁化構造解析に適用した結果を報告する。

キーワード: ポテンシャル,地球磁場,磁化構造, L1正則化法
Keywords: potential, geomagnetism, magnetic structure, L-1 norm regularization
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STT58-P02 会場:3階ポスター会場 時間:4月 30日 18:15-19:30

無人航空機磁気探査をもとにしたデセプション島北部の磁化構造
Magnetic structure of the north part of Deception Island based on the aeromagnetic survey
by a small unmanned airplane

坂中伸也 1∗ ;船木實 2 ;東野伸一郎 3 ;中村教博 4 ;岩田尚能 5 ;小原徳昭 6 ;桑原幹夫 7

SAKANAKA, Shin’ya1∗ ; FUNAKI, Minoru2 ; HIGASHINO, Shin-ichiro3 ; NAKAMURA, Norihiro 4 ; IWATA, Naoyoshi5 ;
OBARA, Noriaki6 ; KUWABARA, Mikio 7

1 秋田大学, 2 国立極地研究所, 3 九州大学, 4 東北大学, 5 山形大学, 6 ロボティスタ, 7RCサービス
1Akita Univ., 2NIPR,3Kyushu Univ.,4Tohoku Univ.,5Yamagata Univ.,6Robotista,7RC Service

Aerial magnetic survey was carried out in the part of the flight project of the autonomous unmanned aerial vehicles (UAV).
The project was incorporated with National Institute of Polar Research (Japan), Korea Polar Research Institute, Chile Antarctic
Institute, Bulgarian Antarctic research and Spanish Antarctic team. Magnetic anomaly data were aquired over the northern part
of Deception Island (within South Shetland islands) in Bransfield Strait. It was the first time to succeed to get the geophysical
data by a long-flight unmanned aerial vehicle (UAV) in the area of Antarctica as already reported by our team. Due to the severe
weather the flight was canceled over the southern half of the Deception Island and its surrounding sae area.

The flight altitude is about 780m averaged. The main survey lines are directed east-west and the intervals of the lines are
about 1000m. Longest length of the main survey line is about 18km. Probably due to the unstable atitude of the UAV body by
strong wind, some east-west lines are shortcuted regardless of pre-programmed 18km length courses. The flight courses were
overlapped on the survey lines along the latitude of 62 degree 53 minute and the longitude of -60 degree 28 minute. On these lines
each direction of the flight is opposite. Some unnatural unduration was seen around overlapped lines. These kinds of unduration
are occurred due to the difference of the observed magnetic field on each line. These differences have to be corrected, now we
have the torerable data for estimate the structure of the Deception Island.

Outstanding high magnetic anomaly is recognized over the eastern peak of the island. Preparing topographic digital data of the
Deception Island and bathymetric data on surrounding sea area, we estimated the distribution and the intensity of magnetization.

キーワード: 南極,デセプション島,無人航空機,磁気探査,サウスシェトランド諸島
Keywords: Antarctica, Deception Island, Unmanned Aerial Vehicle, Magnetic Survey, South Shetland Islands
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STT58-P03 会場:3階ポスター会場 時間:4月 30日 18:15-19:30

Three dimensional inversion for the Grounded Electrical-Source Airborne Transient Elec-
tromagnetic (GREATEM) data
Three dimensional inversion for the Grounded Electrical-Source Airborne Transient Elec-
tromagnetic (GREATEM) data

ABD ALLAH, Sabry1∗ ; MOGI, Toru1 ; KIM, Hee2 ; FOMENKO, Elena3

ABD ALLAH, Sabry1∗ ; MOGI, Toru1 ; KIM, Hee2 ; FOMENKO, Elena3

1Institute of Seismology and Volcanology, Hokkaido University,2Departments of Environmental Exploration Engineering, Puky-
ong National University, Busan, Korea,3Nova Scotia Community College, Halifax, NV, Canada
1Institute of Seismology and Volcanology, Hokkaido University,2Departments of Environmental Exploration Engineering, Puky-
ong National University, Busan, Korea,3Nova Scotia Community College, Halifax, NV, Canada

Previous studies conducted by the Grounded Electrical-Source Airborne Transient Electromagnetic (GREATEM) have shown
that, this system is a promising method for modelling 3D resistivity structures in coastal areas, in addition to inaccessible area
such as volcano, mountainous area covered by deep forest. To expand the application of the GREATEM system in the future for
studying hazardous wastes, sea water incursion,geothermal exploration and hydrocarbon exploration, a 3D-resistivity modelling
that considers large lateral resistivity variations is required in case of large resistivity contrasts between land and sea in surveys
of coastal areas where 1D resistivity model that assumes a horizontally layered structure might be inaccurate. In this abstract
we present the preparation for developing a consistent three dimensional electromagnetic inversion algorithm to calculate the
EM response over arbitrary 3D conductivity structure using GREATEM system. In forward modelling the second order partial
differential equations for scalar and vector potential are discretized on a staggered-grid finite difference method (Fomenko and
Mogi, 2002, Mogi et al., 2011). In the inversion method the 3D model discretized into a large number of rectangular cells of con-
stant conductivity and the final solution is obtained by minimizing a global objective function composed of the model objective
function and data misfit. To deal with a huge number of grids and wide range of frequencies in air borne datasets, a method for
approximating sensitivities is introduced for the efficient 3-D inversion. Approximate sensitivities are derived by replacing ad-
joint secondary electric fields with those computed in the previous iteration. These sensitivities can reduce the computation time,
without significant loss of accuracy when constructing a full sensitivity matrix for 3-D inversion, based on the Gauss?Newton
method (Han, N.et al., 2008).

Firstly, we started testing the algorithm in the frequency domain electromagnetic response of synthetic model considering a
3D conductor embedded in uniform half space. In the second step we tested more complex synthetic model, considering vertical
contact between two different high and low resistivity quarter-spaces and a conductor embedded in a high resistive quarter-space.
Frequency-domain computation is executed at frequencies of five equal logarithm spacings in one decade in the frequency range
of (105-10−2) Hz. After the computation, we transformed into time domain using FFT and compared forward value with inverted
value.The inverted results in case of the simple model, appear to highlight a conductive zone of potential interest within the re-
sistive region. In addition, in case of two quarter spaces model, it was able to the reveal the clear resistivity contrast between
the two quarters spaces and highlight a conductive zone within the high resistive quarter space. Both of the forward and inverted
models have almost the same EM response which can confirm the accuracy of the inverted method. The next step for preparing
this algorithm will be using the field data from previous GREATEM surveys to demonstrate this technique

キーワード: 3D EM inversion, GREATEM, Numerical approximations, Airborne Electromagnetic
Keywords: 3D EM inversion, GREATEM, Numerical approximations, Airborne Electromagnetic
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STT58-P04 会場:3階ポスター会場 時間:4月 30日 18:15-19:30

移動体用重力探査システムにおけるデータ解析手法に関する研究
An Advanced Method of Data Analysis for Gravity Exploration System on a Mobile Ve-
hicle

小倉祐美子 1 ;松田滋夫 2 ;横井勇 3 ;須田治夫 3 ;木間貞治 3 ;盛川仁 1∗ ;佐伯昌之 4 ;鈴木拓也 4 ;駒澤正夫 5
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SAEKI, Masayuki4 ; SUZUKI, Takuya4 ; KOMAZAWA, Masao5

1 東工大　総理工, 2 クローバーテック株式会社, 3 株式会社東京測振, 4 東京理科大学, 5 応用地質株式会社
1Tokyo Institute of Technology,2Clover Tech . Inc.,3Tokyo Sokushin Co.,Ltd.,,4Tokyo University of Science,5OYO Corpora-
tion

A model of ground structure is very important to estimate earthquake ground motions. Gravity survey is one of exploration
methods. We can estimate ground structure by using information of gravity anomaly which comes from heterogeneous density
structure of the ground. Generally speaking, there are high correlation between density and velocity structure of the ground.
Thus, the gravity survey is comparatively easier than other exploration method to estimate the ground structure, so that it is very
suitable for the aspect of the seismic hazard projection.

For gravity survey, spring-type relative gravimeter is usually used. This type of gravimeter can provide accurate data, however,
it is very expensive and difficult to handle. Furthermore, it takes much time to obtain adequate data. We, thus, began to develop a
simple and inexpensive sensor which can measure gravity anomaly on a moving vehicle, such as air, land, and sea vehicles, that
is, airplanes, motor vehicles, and ships. In a case where a gravimeter is used with a moving vehicle, we may survey the gravity
over larger area in shorter time than using conventional survey techniques.

Generally, the gravity should be measured with resolution of 10 micro Gal at least for survey to estimate ground structure.
However, the signal obtained from sensor is contaminated by various noise such as vibration of a moving vehicle etc. This means
that a sensor with high resolution and large dynamic range is required. This is difficult to realize because resolution and dy-
namic range are conflicting requirement. To solve this problem, we have developed a sensor with a new feedback system, which
has high resolution and large dynamic range.The performance of this sensor is examined in this study, and we also propose a
technique of data processing based on the combination of second order blind identification (SOBI) and Hilbert Huang transform
(HHT) technique.For this two different type of observations are carried out.

First, we set the sensor statically in a tunnel to confirm whether the sensor can respond to the gravitational effects caused by
earth tides. From this observation, it is found that the sensor is affected by atmosphere. The effect is can be removed by applying
second order blind identification (SOBI).

Second, the ship survey is carried out.Through a technique of data processing based,the observed data provide quite good
agreement with theoretical gravity in phase and period of the signal.

Keywords: gravity survey, Hilbert-Huang Transform, Second Order Blind Identification
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