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薩摩硫黄島は，近年マグマを噴出する噴火がない

にも関わらず，最高温度が 900 度にも達する高温の

火山ガスが大量にかつ継続的に放出されている世

界でも類を見ない火山です．産総研ではこの火山

の火山ガスの観測を約 30 年に渡り続けており，本

稿ではその調査の様子をご紹介いたします．なお，

以前の調査の内容や結果については篠原他（1993；

2008）などにもまとめられていますので，詳しくは

そちらもご覧ください．

薩摩硫黄島は鹿児島市からフェリーで 4 時間ほ

ど，薩摩半島南端から南に 40 km ほどにある東西

約 6 km 南北約 4 km の小さな火山島です（図 1）．

薩摩硫黄島は約 7300 年前に鬼界－アカホヤの大規

模火砕流噴火を生じた鬼界カルデラの西縁にあり

ます．島の北から西にかけてカルデラの縁があり，

その内側に流紋岩質の硫黄岳と玄武岩質の稲村岳

があります（写真 1，2）．硫黄岳も稲村岳もカルデ

ラ噴火の後に成長した火山であり，稲村岳は 3000

年ほど前，硫黄岳は 1000 年ほど前まで噴火し成長

してきたと考えられています．薩摩硫黄島の島内

では噴火の歴史記録は残っていませんが，1934-35

年には，薩摩硫黄島の東約 2 km で海底噴火が起き，

昭和硫黄島という小さな新しい島ができました．そ

れ以降，鬼界カルデラ周辺でマグマの噴出を伴う噴

火は起きてはいませんが，硫黄岳の山頂では高温の

火山ガスが大量に放出され続けていて，遠くからも

大きな噴煙が確認できます（写真 1）．
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高温の火山ガスを放出する噴気孔は，硫黄岳の

山頂火口の内側および火口縁の周囲に主に分布し

ています（写真 3）．火山ガスの主成分（90％以上）

は水です．大量の火山ガスが放出され，濃厚な火山

ガスが漂っている山頂火口の周辺は，水の凝縮のた

めに常に霧が立ち込めた状態で視界が悪く慎重な

行動が必要です．写真 3 でも山頂火口内は霞んで見

えますが，これでも硫黄岳の山頂火口としては視界

は良好であり，火口全体がこのように見渡せる機会

は滅多にありません．湿度の高い日などは噴気地帯

の周辺では濃い霧が立ち込め，特に視界が悪くなり

ます．

高温の火山ガスが放出されている一帯は，酸性で

高温の火山ガスのために岩石がもろくなり，灰白色

の灰のような状態に変質しています（写真 4）．高

温の火山ガス中には様々な金属元素なども含まれ

図 1　薩摩硫黄島の位置（左）と地形図（右）．

写真 2　永良部崎から望むカルデラの縁にある矢筈岳
（右）および長浜・硫黄島港（中央）．港からも温泉が流
出しており港の中は赤褐色の変色海水が広がっています．
港の西（向かって左）側の崖は，カルデラ壁にある長浜
溶岩．

写真 1　永良部崎から望む噴煙を上げる硫黄岳（右）と
稲村岳（左）．海岸線は流出した温泉が海水と混ざること
により生じた沈殿物で変色している（変色海水）．手前は
鹿児島市と島を結ぶフェリーみしま
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ており，噴気孔の周囲に金属を含む昇華物（ガスか

ら析出した固体）が見られることもあります．写

真 4 に見られる鮮やかな青色は，モリブデンブルー

と呼ばれる金属の昇華物です．100-200 度程度の温

度の噴気孔の周辺には火山ガスから析出した黄色

い硫黄が集積していることが，一般的によく見られ

ます．硫黄岳の山頂火口でも，地面の多くの部分に

は硫黄が溜まっています．しかし，硫黄は高温の

噴気地帯では再び蒸発してしまいます．そのため，

灰白色に変質した高温噴気地帯とその周囲の硫黄

が分布した黄色の地面の色の違いでも温度の分布

が判断できます（写真 4）．

硫黄岳は日本で最も噴気孔の温度が高い場所で

す．我々は 30 年来繰り返し調査を行なっています

が，その間噴気孔の温度の最高値は常に概ね 800

度以上であり，温度は安定しています．温度が 800

度にもなると，噴気孔の中は日中でも赤熱して見え

ることがあります（写真 5）．硫黄岳や昭和硫黄島

の流紋岩質マグマの温度は 960-970 度と推定されて

写真 3　硫黄岳山頂火口（火口の南東縁から北西側に山頂を望む；2004 年 10 月）．火口の直径は約 300 m．

写真 4　高温噴気地帯での調査風景．青く見えるのは，
高温の噴気孔周囲に特徴的に見られるモリブデンブルー
と呼ばれる昇華物．

写真 5　高温噴気孔の赤熱した内部．
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います（篠原他，2008）．それに対して，今までに

測定された噴気孔温度の最高値は 902 度です．火山

ガスは元々マグマに溶けていたガス成分が，マグマ

から放出されたものです．硫黄岳の火山ガスの温度

がマグマの温度に非常に近いということは，火山ガ

スはマグマから放出されてすぐに地表の噴気孔に

到達した，つまりマグマは非常に浅い場所にある，

ということを示しています．

我々は火山活動や地下の状態の変化を調べるた

めに，火山ガスを採取して，化学組成や同位体組成

を分析しています．火山ガスを採取するためには，

噴気孔に近づかなければいけません．しかし，噴気

孔の温度は 800 度以上の高温，周囲からも高温で酸

性のガスが吹き付ける状況で作業を行うには，ガス

マスクやゴーグル，底の厚い登山靴などのしっかり

した装備が必要です．通常の通気性のある服では，

酸性のガスが侵入して肌を傷めますので，雨が降っ

ていなくともレインスーツを着用しガスの侵入も

防いでいます（写真 6）．夏の暑い日でも雨具の着

用は必要で，夏の暑さと噴気地帯の熱気で汗まみれ

になりながら作業することもあります．

火山ガスは主成分の水の他に，二酸化炭素，二酸

化硫黄，塩化水素，硫化水素などの酸性ガス成分，

水素，窒素，一酸化炭素，ヘリウムなどの不活性ガ

ス成分が含まれています．これらを正確に分析する

ために，火山ガスを噴気孔からガラス容器に導き

採取します．火山ガスは高温かつ酸性で腐食性が

高いため，採取には耐食性の高いチタンのパイプ

や石英ガラスを使います（写真 6）．ゴム管を経由

して手元まで導いたガスは，冷却して主成分の水

を凝縮させて凝縮水として採取したり，Giggenbach 

Bottle と呼ばれるガラス容器に吸引して採取します

（写真 7）．Giggenbach Bottle は真空コック付きのガ

ラス容器にアルカリ溶液を入れ，中の空気を排気し

たものであり，吸引された火山ガスは，その主成

分である水蒸気は水として凝縮し，酸性ガスはア

ルカリ溶液に吸収されます．その結果，Giggenbach 

Bottle には微量の不活性ガスが容器の空間を満たす

まで，分析に十分な量の火山ガスを吸引捕集するこ

とができます．

写真 7　火山ガス採取に用いられる Giggebach Bottle．

写真 6　火山ガス凝縮水の採取風景．右側端の噴気孔に
差し込んだチタン製パイプからゴム管を経由して，手元
まで火山ガスを引き込み，ガラス容器に採取します．プ
ラスチック容器の中には氷水が入っていて，ガラス容器
に引き込まれた火山ガスを冷却して試料を採取していま
す．
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火山ガスの組成は，マグマから火山ガスが放出さ

れる条件や地表までに上昇する間の温度・圧力など

の変化に応じて変化します．硫黄岳には，最高温度

800 度以上の高温の噴気孔から，100 度前後の低温

の噴気孔まで様々な温度の噴気孔があり，それらの

火山ガスの組成も温度の違いを反映して様々です．

しかし，高温の火山ガスの組成は，我々が観測を開

始して以来約三十年間，ほぼ一定で変化はほとんど

見られません．高温の火山ガスはマグマに直接由来

すると考えられますので，組成に変化がないこと

は，30 年間同じ組成のマグマから同じ条件（特に

圧力）で火山ガスが放出され続けていることを意味

します．火山ガスが高温であることは，マグマが地

下の浅い部分まで到達していることを示しており，

しかしながら 30 年間にわたり地表近くにあるマグ

マが安定して火山ガスを放出しているのが薩摩硫

黄島での火山活動の特徴であることがわかります．

我々は，火山ガスの組成や放出量などの調査結果を

もとに，地下でのマグマの活動，特に火山ガスの供

給過程などの研究を進めております．

引用文献
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新人研究紹介 Crystal clocks: measuring the timing of volcanic eruptions

Chris Conway （Volcanic Activity Research Group）

1. Introduction

A common question for the many people who live 

within the surrounding areas of the 111 active volcanoes 

of Japan must be: “when will the next eruption occur?”. 

My research aims to address this question from two 

perspectives. On the long-term scale, the past eruption 

frequency of a volcano can be determined by using the 
40Ar/39Ar dating technique. On the short-term scale, 

the possible warning times to be expected before an 

eruption occurs can be determined by using the diffusion 

chronometry technique. Both techniques rely on using 

volcanic crystals as “clocks”, which have recorded the 

timing of previous volcanic events. I will outline the 

background of each technique and how I am applying 

them to investigate volcanoes in Japan.

2. 40Ar/39Ar dating

Material such as ash and lava are sequentially 

deposited on the fl anks of active volcanoes as eruptions 

occur throughout their lifetimes. These layers of 

material thereby provide stratigraphic records of the 

eruption histories of volcanoes. Using geochronological 

techniques, the ages of the deposits can be measured and 

the long-term eruption frequency of individual volcanoes 

can be determined. In order to be prepared for future 

eruptions, accurate and precise constraints on the timing 

of past volcanic activity are required (Yamamoto et al., 

2018).

The 40Ar/39Ar (“argon-argon”) geochronological 

technique is particularly useful for measuring the 

eruption ages of Quaternary lava fl ows at arc volcanoes. 

Such lavas commonly contain moderate amounts 

of potassium, of which the isotope 40K undergoes 

radioactive decay to the 40Ar isotope of argon. The decay 

occurs at a known rate after a lava flow cools to form 

a hard rock following the eruption of hot magma. By 

measuring the argon isotopic composition of a sample, 

the time since decay has occurred can be measured and 

the age of the rock can be determined. 

In the case of 40Ar/39Ar dating of lava, the mineral 

feldspar acts as a “crystal clock”. During the cooling 

of a lava flow following its eruption, small crystals 

of feldspar form and incorporate potassium into their 

structure, some of which then decays to 40Ar. Samples 

collected from lava fl ows are crushed so that the feldspar 

can be picked out and prepared for analysis. During 

analysis at the GSJ 40Ar/39Ar geochronology facility (Fig. 

1), feldspar aliquots from lava samples are incrementally 

heated by a CO2 laser to cause the crystals to melt and 

release the argon gas that that they have entrapped. The 

extracted gas passes through a series of purifi cation steps 

before its argon isotopic composition is measured by a 

mass spectrometer. The data are used to calculate the 

amount of radiogenic 40Ar produced within the crystals, 

which tells us when the lava-forming eruption occurred.

Figure 1. The GSJ 40Ar/39Ar geochronology facility. 
Samples are heated by a CO2 laser (within brown box, 
left) and gas is extracted into the mass spectrometer 
(grey box, centre) via the vacuum and purifi cation system 
between them.
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I am currently preparing lava samples from Mount 

Chokai volcano for 40Ar/39Ar dating. This large mountain 

has been built up over ~500,000 years by effusive and 

explosive eruptions (Ban et al., 2001). A section of 

lava stratigraphy is well-exposed along the west-facing 

sector collapse scar, which was produced during a large 

debris avalanche event ~2,500 years ago (Minami et al., 

2019; Fig. 2). I have collected samples from this site 

and other such locations on the mountain. The samples 

will be prepared and analyzed at the GSJ 40Ar/39Ar 

geochronology facility in order to determine the 

frequency of eruptions at this active volcano. Defining 

the eruption history of the volcano will also allow us to 

investigate how crustal magma systems evolve over time, 

and how they respond to depressurization events such as 

large-scale sector collapses.

3. Diffusion chronometry

Numerous studies have shown that magma mixing 

is a typical process of open-system plumbing systems, 

which commonly occurs immediately prior to eruptions 

at active arc volcanoes in Japan. The occurrence of 

magma mixing as an eruption precursor has two major 

consequences: (1) the introduction of new magma 

induces changes to seismicity, ground deformation 

and gas chemistry that can be recorded by monitoring 

equipment; and (2) the hybridization of two magmas 

results in chemical zonation of crystals derived from 

each magma type. Comparing the records provided by 

monitoring and petrology is necessary to advance our 

understanding of the types and timescales of processes 

that trigger volcanic eruptions. 

A simplified scenario of magma mixing and the 

impacts on crystal zonation is outlined in Figure 3. In 

panels A and B, the changes over time to the zonation 

of crystals derived from relatively Mg-rich and Fe-rich 

magmas are shown. Prior to mixing (t1), the crystals are 

in equilibrium with their host magmas. Immediately after 

magma mixing (t2) the crystals grow rims that refl ect the 

composition of the hybridized magma. The boundaries 

between core and rim of these crystals are initially 

sharp (lower B), but they become diffuse as chemical 

re-equilibration between the adjacent zones occurs at 

magmatic temperatures (upper B).Figure 2. A series of lava fl ows exposed on Mount Chokai 
volcano. People on the upper left ridge can be seen for 
scale.

Figure 3. Cartoon of magma mixing (A) and the result on crystal zonation patterns (B).
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Diffusion ceases when the magma is erupted, and 

the zonation patterns of crystals are then preserved 

after this time (t3). The time that it takes for the shape 

of the compositional gradient to change from sharp (at 

mixing) to diffuse (at eruption) can be determined using 

a modeling technique, called diffusion chronometry. The 

rate of Fe-Mg diffusion in olivine and orthopyroxene is 

well-known, thus, these crystals can be used as “clocks” 

to tell us how much time passes between magma 

mixing and eruption. Constraining the timescales over 

which magmatic processes trigger eruptions is critical 

to interpreting geophysical monitoring signals and 

preparing for future hazards at active volcanoes.

Saito et al. (2010) and Tomiya et al. (2013) applied 

diffusion chronometry modeling of olivine and 

magnetite, respectively, for the recent eruptions of 

Miyakejima in 2000 and Shinmoedake in 2011, and 

estimated that magma mixing occurred a few days before 

the eruptions. Recent studies have shown that accounting 

for diffusion anisotropy within volcanic crystals is a 

critical step in such investigations. Their results should 

be reexamined in light of this, as well as expanding the 

number of mineral types and chemical elements that can 

be measured and modeled. I have collected samples from 

the deposits of these eruptions in order to extract olivine 

and orthopyroxene phenocrysts from the pyroclastic 

material. Crystal orientation and multi-element chemical 

data will be collected and applied to diffusion models 

to determine the timing between magma mixing and 

eruption for these case studies.  In order to obtain 

accurate diffusion timescales, chemical profiles should be 

collected with careful evaluation of crystal orientation. 

For example, to determine accurate diffusion timescales 

for orthopyroxene from lava flows erupted at Ruapehu 

volcano in New Zealand, we obtained compositional 

profiles perpendicular to the c-axis of orthopyroxene. 

The profile shows a perfect fit with a modelled diffusion 

profile, which gives us a precise timescale of 5.1 days 

(Fig. 4; unpublished data).
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Figure 4. An example of using diffusion chronometry to determine magma mixing timescales for lava 
fl ows from Ruapehu volcano, New Zealand. A reverse-zoned orthopyroxene crystal is shown in the 
left panel. This back-scattered electron image shows a dark, Mg-rich rim. The middle panel shows the 
orientation of the crystal. The selected direction of the compositional profi le (red arrow) is perpendicular 
to the crystal c-axis (001). The right panel shows the match between compositional data and the 
model, which is used to calculate a timescale for the Fe-Mg diffusion within the crystal (t = 5.1 days).
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研究紹介　地震研究への AI 技術の導入
内出崇彦（地震テクトニクス研究グループ）

私が「人工知能（AI）」という言葉に初めて触れ

たのは，1990 年にファミリーコンピュータ用ゲー

ムソフトの「ドラゴンクエスト IV」が発売された

際に「AI 搭載」と銘打たれていたのを見たときで

した．この時期は，第 2 次 AI ブームの後の「冬の

時代」の始まりでした．そもそも「AI」という言

葉が使われるようになったのは，1955 年のダート

マス会議（人工知能に関するダートマス夏期研究

会）でした．それから，現実問題の複雑性と計算機

の性能の限界という壁の前に，ブームと冬の時代を

繰り返しながら，AI 技術は発展してきました．

生物の神経系をモデルにしたニューラルネッ

トワークのアイディアは昔からありましたが

（McCulloch and Pitts, 1943），それを重層化しても

パフォーマンスが上がらず，計算処理もできない

という問題がありました．その状況を打破したの

が Hinton and Salakhutdinov（2006）による畳み込み

ニューラルネットワークでした．深層学習が可能と

なり，第 3 次 AI ブームに火が付きました．最近で

は技術的な面での進展速度は緩み，ブームも終わり

つつあると考える人たちもいますが，現実問題への

適用という点では，まだ伸びしろがあると思いま

す．

ニューラルネットワークは極めて単純な計算を

行うパーセプションを大量に並べて，つなげて構成

したものです．そのパラメータをデータに合うよう

に調整することで，問題を解けるようにするという

ものです．そのため，問題についての専門知識がな

くても問題を解くことができると考えられてきま

した．しかし，どのようなデータをどのように利用

することが有効であるかといった専門知識がやは

り必要であると考えられるようになりつつありま

す．

AI を使った地震研究の動向

AI を活用した地震研究は，アメリカを中心にし

て，世界中で行われ始めています．その主なものは，

地震波形から P 波や S 波などの到達時刻を読み取

り（Ross et al., 2018; Zhu and Beroza, 2019）といっ

た，従来手動で行われていた地震波形検測をニュー

ラルネットワークで置き換えるものです．

このほかには，強震動予測式（距離減衰式とも呼

ばれます）を AI によって構成するという試みも行

われています．これは，地震動の大きさをマグニ

チュードや震源・観測点距離などといった数少ない

特徴量によって記述する式で，強震動の大きさを簡

易的に予測するためのものです．

産総研における地震研究への AI 技術の導入

産総研においては人工知能研究センターを設置

したり，深層学習向けのスーパーコンピュータ

「ABCI」を開発したりするなど（産総研 LINK 2018

年 9 月号参照），AI 研究と利用に力を入れておりま

す．地質調査総合センター（GSJ）においても，一

部の研究者が自らの研究に AI 技術を取り入れ始め

ています（長尾ほか，2018; 板木，2019）．

活断層・火山研究部門 地震テクトニクス研究グ

ループにおいては，産総研エッジランナーズ及び公

益財団法人 三菱財団の支援を得て，人工知能研究

センターと協力して，地震波形を用いた地震研究に

AI 技術を取り入れ始めています．

これまでも，地震を起こす活断層の物理的性質

（例えば，活断層にかかる応力や活断層の強度）を，

そこで発生する微小地震の性質を用いて研究を進

めて参りました（図 1）．微小地震の並びによって，

地下の断層構造を推定することができます．微小地

震の発震機構によって，断層にかかる応力を知るこ
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とができます．微小地震の応力降下量が，断層強度

など断層の何らかの物理的性質と結びつくかどう

か，検討しております（Uchide et al., 2014）．

当グループでは地震発生ポテンシャル評価に向

けた研究の一環として，大量の微小地震の発震機構

から，10 km スケールの詳細な地殻応力場を明らか

にする取り組みを行っております．関東地方につい

ては既に今西ほか（2019）によって報告しておりま

す．発震機構を推定する際に必要なのが，各観測点

における P 波の初動の上下動成分が上を向いてい

るか，下を向いているかという「P 波初動極性」で

す（図2）．これまでP波初動極性を人の目で読み取っ

てきており，大量のデータを処理するために膨大な

時間がかかっています．そこで，当グループでは，

AI 技術を活用した自動読み取り技術を開発してい

ます．同様の研究は国内外でも実施されております

が（Ross et al., 2018; Hara et al., 2019），当グループ

では，実際の微小地震の研究に応用して，地殻応

力場やその他の研究に生かすことに主眼を置いて，

研究を進めていきたいと考えております（Uchide, 

2019）．

わが国には，微小地震を捉える定常地震観測点が

1500 点程度設置されています．気象庁による検測

結果が公開されており，研究に活用されています．

特定の地域の微小地震に着目した場合，より密な臨

時地震観測が必要になる場合があります（例えば，

内出ほか，2015; 今西ほか，2016）．その場合課題

となるのは，地震波形データの検測です．これは自

前で行うほかないわけですが，非常に手間がかかり

ます．そこで当グループでは，複数の地震観測点の

データを用いて，地震を検出する技術も開発してお

ります．臨時地震観測のデータ処理の負担を軽減す

ることで，臨時地震観測データの有効活用はもちろ

んのこと，臨時地震観測を今まで以上に実施しやす

くするように努めてまいります．

AI を使った研究の落とし穴

AI を使った研究の中には，その技術的欠陥を指

摘されるものも出てきました．特に注意を要するの

が，手持ちのデータをどのように訓練データ，検

証データ，テストデータに分割するかという問題で

す．

教師あり学習と呼ばれる方法では，入力データと

「正解の出力」の組を用意しておいて，それに適合

するようにニューラルネットワーク上のパラメー

タを調整します．これがニューラルネットワーク

を訓練するということで，その際に用いられるデー

タセットを訓練データと呼びます．

図 1　微小地震を用いた地震発生場の研究．
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AI を用いた研究で最も気を付けなければならな

いのが，過学習です．これは，ニューラルネット

ワークが与えた訓練データばかりに適合するよう

になってしまい，それ以外の新しいデータには適切

な結果を出力しなくなるという問題です．過学習に

なっていないかどうかを確認するために，訓練デー

タとは別のデータセットを用います．これが検証

データです．検証データに適合するようなモデルパ

ラメータの調整は一切しません．検証データを用い

た確認は，訓練の最中に随時行います．

訓練が終了したモデルの実力も測っておかなけ

ればなりません．そのため，訓練データ．検証デー

タとはまたさらに別のデータセットが必要になり

ます．これがテストデータです．

すなわち，所望のニューラルネットワークモデ

ルを得るためには，中身の異なる 3 つのデータセッ

トが必要になるのです．同じデータセットを使って

しまうと，適切な訓練や評価ができなくなってしま

います．

微小地震の解析の場合，ほぼ同じ場所で発生した

地震の地震波形を同じ観測点で記録した場合，ほぼ

同じデータが出来上がります．これらはもちろん

別のデータなのですが，実質的に同じデータになっ

てしまうという危険性があります．ノイズが違うか

ら違うデータと考えることもできるかもしれませ

ん．AI を用いた地震波形解析の「べからず集」は，

まだ十分に整備されていません．このような基礎研

究も，AI 技術の適切な導入のために必要ではない

かと考えております．

AI を用いた地震学研究の今後

現在は，手動で行われている地震波形検測を

ニューラルネットワークで置き換えるという研究

が進められています．これまでも自動検測の研究は

行われてきましたが，手動検測ほどの信頼性はない

と考えられてきました．実際のデータへの適用など

を通して，今後，AI による自動検測の実力を見極

図 2　（a）P 波初動極性の例．（b）P 波初動極性と断層面・すべりの方向との関係．
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めていくことになると考えております．

一方で，これまで知られていなかったデータや観

測可能量同士の関連が発見するような研究を進め

ていけないかとも考えております．地球科学のみ

ならず，各研究分野においてそのような取り組み

が進んでくることで，科学全体がこれまでとは違っ

た進み方をする可能性もあります．具体的な道筋は

まだ検討している段階ですが，当グループとしても

挑戦を続けていきたいと考えております．
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8 月の地震活動について検討・評価した．評価文は
下記にて公表．

2019 年 9 月 25 日
日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会

（岡村出席 / 内閣府）
日本海溝・千島海溝沿いの地震・津波について

【10-11 月】
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地震調査委員会長期評価部会（岡村，宍倉出席 / 文
科省）
日本海南西部の活断層評価について
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南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会，地震防
災対策強化地域判定会（松本（則），板場出席 / 気
象庁）
各機関の最近 1 ヶ月の観測データを持ち寄り，南
海トラフ沿いの地震に関する地殻活動モニタリン
グの評価検討を行った .

2019 年 10 月 9 日
地震調査委員会（宮下出席 / 文科省）
9 月の地震活動について検討・評価した．評価文は
下記にて公表．
http://www.jishin.go.jp/evaluation/seismicity_
monthly/
http://www.jishin.go.jp/

2019 年 10 月 23 日
東京都環境影響評価審議会第二部会（宮越出席 / 都
庁）

2019 年 11 月 1 日
東京都環境影響評価審議会総会（宮越出席 / 都庁）

2019 年 11 月 8 日
南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会，地震防
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象庁）
各機関の最近 1 ヶ月の観測データを持ち寄り，南
海トラフ沿いの地震に関する地殻活動モニタリン
グの評価検討を行った .

2019 年 11 月 18 日
東京都環境影響評価審議会第二部会（宮越出席 / 都
庁）

2019 年 11 月 27 日
原子力規制庁原子炉火山部会（篠原出席 / 原子力規
制庁）（篠原出席 / 原子力規制庁）
原子炉の運用に関する火山活動の評価

2019 年 11 月 29 日
東京都環境影響評価審議会総会（宮越出席 / 都庁）

外部委員会等 活動報告（2019年10月～11月）
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