
平成 25年度年次報告

課題番号：0101

（１）実施機関名：

（独）情報通信研究機構

（２）研究課題（または観測項目）名：

航空機等からの先端リモートセンシング技術（SAR等）を用いた地表面変動の把握技術の開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（2）宇宙技術等の利用の高度化

イ．リモートセンシング技術

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　新規に開発した航空機 SARの高分解能性を利用し、地表面の変動を高精度に 3次元的に計測する手

法を開発しシミュレーション実験等を通して実用に向けた評価を行う。また、実際の災害発生時には、

本システムを用いた観測を実施し災害予測等に役立てる。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　新規に開発した航空機 SARは、これまでのシステムに比べ分解能が飛躍的に向上している。また航

空機上において本格的な SAR処理を行い、緊急時にデータを即時に配布する技術の開発もすすめてい

る。この新航空機 SARを用いて、地震および火山噴火における予知のための観測研究に必要な要素技

術の開発と実用化に向けた評価を進めるとともに、国内の幅広い地域での観測を実施し、変動把握の

ベースとなるデータの蓄積及び公開を進める。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成 18年度から平成 22年度にかけて、分解能（30cm）の航空機搭載合成開口レーダ (Pi-SAR2)を

開発した。平成 22年度末に発生した新燃岳の噴火及び東日本大震災時には被害状況の把握のための観

測を行いデータを公開したが、データの活用に課題を残した。平成 23年度には、上記の課題を踏まえ

て、迅速なデータ提供を目指すため、観測後の処理システム、アルゴリズムを改善し基本的な SAR画

像処理の高速化と、高次処理（インターフェロメトリによる高さ計測及びポラリメトリによる表面状

況の詳細解析）を含め平成 23年度末には、震災前の技術に比べ約 10倍の高速な処理を実現した。

この成果を踏まえて、平成 24年度では機上処理の高速化を進め、観測後約 15分で従前では、単偏波

のモノクロの画像でしかなかったものをポラリメトリ処理を含む画像化が可能となった。これにより

土砂崩れ領域等の判読が容易になった。また、インターフェロメトリによる地形高度計測についても、

アルゴリズムの改善により地上処理においてルーティン的に解析が可能となった。

　さらに、今後、新たに火山、地震災害が発生した場合に、被災箇所の迅速な特定を図るために、災害

発生前のデータを整備しておくことを目的として、東海・東南海・南海の沿岸地域を中心とした Pi-SAR2

データ取得を進めている。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：



Kobayashi, T., T. Umehara, J. Uemoto, M.Satake, S.Kojima, T.Matsuoka, A.Nadai, S.Uratsuka, Volcanic

Monitoring by the airborne SAR (Pi-SAR2), 9th European Conference on Synthetic Aperture Radar,2012.

Kobayashi, T., T. Umehara, J. Uemoto, M.Satake, S.Kojima, T.Matsuoka, A.Nadai, S.Uratsuka, PERFOR-

MANCE EVALUATION ON CROSS-TRACK INTERFEROMETRIC SAR FUNCTION OF THE AIR-

BORNE SAR SYSTEM (PI-SAR2) OF NICT, IGARSS 2012 proceedings,2012.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
電磁波計測研究所センシングシステム研究室

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：情報通信研究機構広報部

電話：042-327-5322

e-mail：publicity@nict.go.jp

URL：http://www.nict.go.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：浦塚清峰 　

所属：情報通信研究機構電磁波計測研究所センシングシステム研究室

図 1：航空機 SAR（Pi-SAR2）で観測した、土砂崩れ地域（紀伊半島 2011）の画像
単偏波 (VV)の画像（左図）では容易に判読できなかった土砂崩壊の様子が、ポラリメトリによるカラー画像化 (右
図)では、明瞭になっている。機上で観測パスの間隔は約 15分。この間に処理できる能力を大幅に改善した結果、
機上で右図のような画像を確認することが可能である。



平成 25年度年次報告

課題番号：1001

（１）実施機関名：

北海道大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

全国ひずみ・傾斜データの流通と一元化

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　ひずみ計や傾斜計などは，数週間以内の周期帯においては GPSよりも高感度なセンサーであり，地

震発生に至るプレスリップやスロースリップの検出において大きな役割を果たすものである．また，

そのセンサーの特性は，津波地震や連動型地震など広帯域地震計でも計測が困難ながら，甚大な被害

を及ぼすような地震の観測を直接行える唯一の機器である．このような特徴をもつひずみ・傾斜計の

データを統一フォーマットで全国流通・一元化・公開して日本列島全域にわたるアレー観測網を構築

し，データ同化や地震発生先行過程などの研究を推進するのに利用しやすいようなデータベースを構

築する．また，一元化されたデータを用いて，連動型地震や津波地震にも対応したリアルタイム量的

津波予測システムの開発を目指すとともに，ひずみ地震動の超広帯域性を生かして特異な地震の震源

特性解明についても試行する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては，関連研究機関によるデータ流通の基本となる統一フォーマット策定を行う．

また，データ利用規約の策定とその発効作業を行う．

　平成 22年度においては，データの試験流通実験およびデータベースの試験運用を開始する．データ

収録用ＰＣを北日本地域・中日本地域・南日本地域に設置する．

　平成 23年度においては，試験運用で明らかになった問題点の改良を行うとともに，過去のデータの

アーカイブ方法について検討を開始する．

　平成 24年度においては，本格運用に移行する．このネットワークを用いたモニタリングシステム

（主に連動型地震即時パラメータ決定による津波予測）の設計概念について検討する．

　平成 25年度においては，本格運用における問題点を改良してシステムの安定運用をはかるととも

に，上記モニタリングシステムのプロトタイプの開発を目指す．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：



　全国の大学等が実施している地殻変動連続観測等データのリアルタイム全国流通と一元化システム

の開発を実施した．関係機関での協議を経て平成 24年度に「関係機関より提供を受けた地殻変動連続

観測等データの流通及び利用に関するガイドラインについて」および「地殻変動連続観測等データの

流通及び利用に関する協定書」が発効し，データの流通および利用に関する枠組みが整備された．協

定機関は北海道大学・東北大学・国立天文台水沢VLBI観測所・東京大学地震研究所・名古屋大学・九

州大学・京都大学防災研究所・鹿児島大学・北海道立総合研究機構地質研究所・神奈川県温泉地学研究

所・気象庁気象研究所・財団法人地震予知総合研究振興会東濃地震科学研究所である．データの全国

流通に関しては，全国地震観測データ流通システム（JDXnet）のスキームを用いた試験流通により明

らかになった技術的な問題点を解決したのち平成 24年度から本流通に移行し平成 25年度まで特段の

問題なく運用されている．平成 25年 2月現在 108観測点 525チャネルのデータが流通している．ユー

ザー登録を行うことで，協定機関に限らず全国すべての大学を含む研究機関と行政機関で全国の地殻

変動連続観測等データをほぼリアルタイムで利用することが可能となった．また，JDX網に接続して

いる機関は流通しているデータパケットを直接受信することが可能であり，即時解析システム等への

応用が技術的に可能となっている．

　流通データの一元的な収集とアーカイブ・簡易解析を行うためのデータベースサーバーの開発を実

施し試験流通以降のデータが集約された．地殻変動連続観測等の 100Hzから年単位までの幅広な時間

軸データの簡易的な解析を行うためのプラグインを開発し，任意の時間軸に対応したデータ表示機能・

フィルタリング・ステップ補正・トレンド補正・潮汐解析・ひずみ解析・ひずみストリーミング解析・

理論ひずみ計算・スペクトル解析・振幅自乗積算・粒子軌道解析・傾斜解析が可能となったほか，平

成 25年度には傾斜と変位の理論地殻変動解析機能と１分値での潮汐解析機能が付加された．ユーザー

は，これらの解析機能を備えたデータベースサーバーにクライアントとしてアクセスすることで一元化

データを用いた解析やデータのダウンロードを日本に限らず世界中から行うことが可能である．サー

バーは不測のトラフィック障害や災害等に対応するため北海道大学と鹿児島大学での２中枢体制で運

用され，北海道大学では正副の２機体制とされた．また，開発されたプロフラムは東北大学・東京大

学地震研究所・東濃地震科学研究所等に移植され，各観測センターでのデータ処理作業に活用されて

いる．データダウンロードに対応するフォーマットは画像のほか win・csv・テキストに加え平成 25年

度には miniseedと SACが加えられ汎用性が拡張された．また，関連データ表示機能として，主な地震

のひずみ地震動波形・気象庁震源・活断層・CMT解・すべり量分布・国土地理院 GEONETの変位ベ

クトル表示・金沢大学重力データベース表示などが実装され，多項目の地球物理観測データを一元的

に閲覧できる機能が開発された．

　ひずみ計や傾斜計の広帯域な特性を活用し，流通データを用いた地震や火山噴火にともなうひずみ・

傾斜・水位の監視や，津波荷重によるひずみ傾斜変化，連動型地震の震源パラメータ決定に向けた機

器パフォーマンス特性の検討などが実施された．遠地地震波形の検討では，広帯域地震計よりも高精

度かつ低ノイズでひずみ地震動が記録されていることが確認されたほか，津波荷重の検討ではひずみ

計が波高数 cmから数mの津波まで広帯域かつ高精度で津波が実測され，港湾設置型計測装置の計測

限界を超える超巨大津波に対しても振り切れなく津波を観測できる可能性が示された．巨大地震の即

時各種パラメータ推定に向けた近地で発生した有感地震の地震帯域でのひずみ計の動的・静的応答特

性について実データに基づいた検討が行われた．火山活動に関連する検討も実施された．雌阿寒岳の

群発地震活動に伴った水位変化の解析からそのメカニズムの検討が行われた．2011年霧島新燃岳噴火

では気象庁噴火予知連絡会の要請を受けて本研究成果を応用した噴火監視用サーバーを緊急に構築し

関係機関データの一元化を行うことで噴火監視に貢献した．また，新燃岳噴火では GPSでは検知でき

ない微小なひずみ変化が観測され，プリニー式噴火にともなうマグマの挙動に関する重要な情報が得

られた．携帯端末を用いた公衆パケット通信網による機動的観測データのデータ流通の実証実験が行

われ技術的な可能性についての検討がなされた．平成 25年度にはこれらの研究成果を総括し，次世代

型データ流通解析システムについての制度設計がなされ，より多項目かつ多様な接続方式のデータへ

の対応や，低頻度である地震火山現象解明のために必要な過去データの長期間の保管管理，災害軽減



への貢献が見込まれる即時解析機能の付加に向けた技術的な検討を実施した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
大久保慎人・板場智史・伊藤武男・加納靖之, 2013,ひずみ地震動（S波）記録をもちいた発震機構解

の推定,日本測地学会第 120回講演会, 12．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター 　高橋浩晃

他機関との共同研究の有無：有

国立天文台水沢 VERA観測所 　田村良明

東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知観測研究センター 　太田雄策

東京大学地震研究所 　三浦哲，新谷昌人，加藤照之

名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山・防災研究センター 　鷺谷威，伊藤武男

京都大学防災研究所附属地震予知研究センター 　山崎健一，森井亙，加納靖之

九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター 　松島健

鹿児島大学大学院理工学研究科地球環境科学専攻 　中尾茂

財団法人地震予知総合研究振興会東濃地震科学研究所 　浅井康広

北海道立総合研究機構地質研究所 　柴田智郎

神奈川県温泉地学研究所 　本多亮，原田昌武

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター

電話：011-706-3212

e-mail：isv-web@mail.sci.hokudai.ac.jp

URL：http://www.sci.hokudai.ac.jp/grp/isv/isv-web/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：高橋浩晃 　

所属：北海道大学大学院理学研究院



図１

地殻変動連続観測等データの流通一元化公開が実施されている観測点分布．

図２

流通一元化が開始された 2012年以降の名古屋大学稲武観測点のひずみ計記録．



図３

次世代多項目データ流通システムの設計概念図．今後，灰色で色付けされた機能が望まれる．



平成 25年度年次報告

課題番号：1002

（１）実施機関名：

北海道大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

北海道周辺の超巨大地震の発生サイクル及び震源過程の解明・プレート運動の解明による衝突帯モ

デルの構築

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（1）超巨大地震とそれに起因する現象の解明のための観測研究

ア．超巨大地震の発生サイクルの解明

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ア．列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場

オ．地震発生サイクルと長期地殻ひずみ

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本課題は、北海道周辺のプレート衝突帯を理解するために地殻変動観測等から周辺テクトニクスの

解明を進めると同時に、様々な地球物理学的手法・地質学的手法を用いて千島海溝沈み込み帯で発生

するプレート境界連動型巨大地震の発生過程を解明し、更に将来発生する連動型巨大地震の発生準備

過程のモニタリング手法を開発することを５か年の目標とする。この総合的研究は下記に示す４つの

柱から構成される。

●アムールプレート及びそれから派生するテクトニックブロックの運動やその境界を GPS観測による

地殻変動データや地震観測データから推定し、それらが衝突している日本海東縁部から北海道・サハ

リンにかけてのテクトニクスモデルを構築する。

●北海道・東北・千島列島沿岸で津波堆積物を含む地質学的調査を行い、その結果を津波数値計算に

よりモデル化し、過去の連動型巨大地震の震源域・規模の詳細を明らかにする。さらに、海底構造調

査により連動型巨大地震の際に破壊されると考えられる千島海溝近傍のプレート境界の詳細構造を明

らかにし、巨大津波の励起過程を明らかにする。

●連動型巨大地震のモニタリング手法の開発としてコーダ Qの解析から震源域での応力変化を推定す

る手法を開発する。更に地磁気観測からピエゾマグネ応力変化理論に基づき地殻内応力変化をモニタ

リングする手法を高度化する。

●横穴式ひずみ計・ボアホール式多成分ひずみ計等の連続ひずみ観測データを高精度で解析し、連動

型巨大地震のプレスリップを捕える手法の高度化を進めるとともに、これらひずみ計の広帯域地震計

としての性能を活用し、リアルタイム津波予測システムの手法開発を目指す。

（６）本課題の５か年計画の概要：



21年度：ロシア極東地域に展開されているGPS観測及びサハリン南部に展開されている地震観測を継

続する。前計画で実施した南千島の津波堆積物調査サンプルの解析を進めるとともに、南千島・サハ

リン・北海道太平洋での巨大津波調査を継続して行う。津波数値計算を用いて過去の巨大地震の震源

過程を推定するとともに、津波堆積物調査結果を数値計算に取り入れてモデル化する手法の開発を行

う。コーダ Qの解析から応力変化を推定する手法の開発に着手する。地磁気観測を継続し、応力変化

モニタリング手法について検討する。ひずみ計データを高精度で解析する手法の開発に着手する。

22年度：ロシア極東地域GPS観測・サハリン地震観測を継続、南千島・サハリンでの津波堆積物デー

タ解析、過去の巨大地震の震源過程推定、海底地震観測、応力変化推定手法の開発、地磁気観測の継

続、ひずみ計データ解析手法の開発を行う。

23年度：ロシア極東地域 GPS観測・サハリン地震観測を継続しこれまでの観測結果を解析、南千島・

サハリンでの津波堆積物データ解析、過去の巨大地震の震源過程推定、海底地震観測結果の解析、応

力変化推定手法の開発、地磁気観測による地殻内応力変化モニタリング手法高度化、ひずみ計データ

解析手法の開発及び解析を行う。

24年度：ロシア極東地域 GPS観測・サハリン地震観測を継続しこれまでの観測結果を解析、北海道・

東北地方沿岸での津波堆積物調査を実施よよびデータ解析、過去の巨大地震の震源過程推定、海底構

造探査の実施、応力変化推定手法の開発と応用、地磁気観測による地殻内応力変化モニタリング手法

高度化、ひずみ計データ解析手法の開発及びリアルタイム津波予測への手法開発を行う。

25年度：ロシア極東地域GPS観測・サハリン地震観測結果からテクトニックモデル構築、北海道・東

北地方沿岸での津波堆積物調査を継続しそれらのデータ解析から超巨大地震の発生サイクル・震源過

程推定し海底構造探査の結果と合わせて巨大地震・津波発生過程を解明、地殻内応力変化モニタリン

グ手法の確立、ひずみ計データ解析手法の開発及びリアルタイム津波予測への手法の確立。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
●ロシア極東地方での地震・GPS観測による成果
　ロシア極東域に展開されている地球物理観測データから広域テクトニクス場の検討を実施した．2011

年東北沖地震前のデータから，アムールプレート運度速度が極めて小さいこと，日本海東縁部の北方

延長であるサハリン中軸部では収束が見られることが明らかにされた．2011年東北沖地震ではコサイ

スミックおよび余効的地殻変動が北東アジアの広域で検出され，当該地域のテクトニクスの検討に太

平洋プレート沈み込み帯で発生する巨大地震や緩和の影響を考慮する必要性が新たに提起された．

　平成 25年度にはオホーツク海で発生した観測史上最大の深発地震の地殻変動を GPS観測データか

ら検出し断層モデルを推定した (図１)．この地震による変位はサハリンをはじめ大陸域まで及んでい

ることが確認され，アムールプレート運動の推定には深発地震の影響も考慮する必要性が示された．ま

た，2011年東北沖地震の余効変動についても引き続き観測と解析が実施され日本海下上部マントル粘

性率の推定が進められた．

●北海道太平洋沿岸での津波堆積物調査による成果

　北海道東部太平洋沿岸の 5測線（浦幌，キナシベツ，音別，厚岸，根室）および根室海峡沿岸の別

海の泥炭地で掘削調査をおこなった結果，17～18世紀の一連のテフラ（Ta-a，Ko-c2,Ta-c）と 2500年

前の Ta-cの間に多く見積もって 8層の津波砂層が存在することが明らかとなった（図２）。

　単一の測線内においては，1/16φスケールでの高精度粒度分析結果と鉱物組成にもとづいて津波堆

積物の対比が可能である。内陸細粒化や上方細粒化によって，単一の津波砂層であっても粒度組成が

変化することがある。また，内陸に堆積した層ほど軽鉱物の比率が高くなる傾向がある。しかし，イ

ベント毎の粒度組成の違いのほうがより大きく，対比の有効な示標となった。これは，堆積物の供給

源となった，津波発生時の海岸付近の環境がそれぞれ異なっていたことによると考えられる。

　現時点では，離れた地域の津波砂層を対比する手法は確立されていないが，規模の大きな津波ほど広

域に堆積物を形成したと仮定すると，相対的大規模津波堆積物の測線間での対比も可能となる。まず，

太平洋岸の 5地点に共通して，Ko-c2/Ta-bと B-Tmの間にある津波堆積物はそれぞれ 2枚（図２）であ



り，それぞれ同一のイベント堆積物と考えるのが自然である。次に，B-Tmと Ta-cの間には，浦幌で 6

層，根室で 5層の津波堆積物があるが（図２），浦幌の Ur-TS5と Ur-TS8，根室の Nm-TS4，Nm-TS7

は相対的に規模の大きなイベントであり他地域に対比される可能性が高い。すなわち，音別のOn-TS3，

On-TS4，別海の Bk-TS2に相当すると思われる。これらの対比は，それぞれの砂層とテフラの層位，

および泥炭の層厚を考慮しても矛盾しない。以上より，2500年前から 350年前の間には，北海道東部

の太平洋沿岸を襲う大規模な津波が４回にわたって発生したと考えられる。

　平成 25年度には上記の中で根室海峡沿岸の別海町から標津町にかけての臨海低地において古津波堆
積物の掘削調査をおこなった。2011年 3月 11日の津波は，北海道の太平洋沿岸を襲っただけでなく，

根室海峡にも進入し，標津町標津漁港において波高 2.1～2.2mに達した。したがって，この沿岸地域

においても古津波が到達していた可能性，さらには将来の大規模イベントによって津波被害を受ける

可能性がある。津波堆積物調査の結果，古津波堆積物の可能性の高い砂層を 2層（Bk-TS1，Bk-TS2）

記載した。Bk-TS1は，駒ヶ岳 c2火山灰（1694年噴火）の直下の層準にある細砂～中砂サイズの砂層，

Bk-TS2は，樽前 c火山灰（約 2500年前）の上方数 cmにある中砂～粗砂サイズの砂層である（図３）。

いずれも，円磨された軽石粒を多く含む。別海町ライトコタン川下流の低地では，Bk-TS1は現在の

海岸から約 130m，標高 1.61mまで，Bk-TS2は現在の海岸から約 70m，標高 1.51mまで分布している

(図３)。Bk-TS1および Bk-TS2は，根室から十勝の諸地域で記載されている古津波堆積物に対比され

ると考えられる（図２）。

●津波による堆積物の運搬・堆積をモデル化した津波数値計算手法の開発

　津波堆積物分布から巨大津波を発生させた地震の震源過程を評価するために，津波遡上数値計算だ

けでなく，その津波による砂移動をモデル化し津波数値計算に取り込んだ．砂移動のモデルを２次元

に拡張し，実際のデータとの比較を行った．用いたデータは 2004年スマトラ巨大地震によって発生し

た津波によって堆積されたスマトラ島北部の津波堆積物の詳細な調査結果である．まず，既存の断層

モデルから津波遡上数値計算を実施し，調査地域での津波遡上高が再現できることを確認した．この

津波遡上数値計算結果を用いて，砂の移動を 2次元的に数値計算する．この時砂は海底の全ての部分

に存在するものとして数値計算を実施する．図４に調査測線上の津波の砂移動の数値計算結果と調査

結果の比較を示す．津波の堆積物分布は調査結果が計算結果に比べると滑らかではあるが，厚さはほ

ぼ同程度であり，ある程度再現できているのが分かった．砂移動の数値計算はまだ改善の余地はある

が，ある程度は上手くいっていると考えられる．しかし、津波による砂移動はその場の微地形に大き

く影響を受けることが分かった．過去の微地形を知ることは困難で、有史以前の津波堆積物への応用

には、まだ解決すべき問題が多いことが分かった．

●千島沿いに発生した過去の巨大地震の震源過程

　津波波形インバージョン解析により、1958年択捉島沖巨大地震、1963年ウルップ島沖巨大地震とそ

の最大余震（津波地震）、1969年色丹島沖巨大地震のすべり量分布を推定した。1958年択捉島沖巨大

地震はスラブ内地震であることが分かった。図５には 1958年択捉島沖地震を除く、残り 3地震のすべ

り量分布と 2006年中千島沖巨大地震や 1973年根室半島沖巨大地震のすべり量分布を合わせて示す。

中千島から北海道沖までプレート境界は隙間なく破壊されていることが分かった。

上記津波堆積物調査研究により、17世紀の巨大津波は根室市別当賀で沿岸からの側線で 15mの高さま

で確認できることが明らかになった。これまで、17世紀の巨大津波を説明する断層モデルは、生花苗

沼・馬主来沼・床譚・霧多布・南部沼での津波堆積物調査によって明らかになった平地での津波到達

範囲を説明することで推定されており、十勝沖と根室沖の連動型のプレート境界型地震（M8.5）とさ

れてきた。しかし、生花苗沼等の沿岸近傍の海岸段丘上（最高 18m）で発見されていた津波堆積物等

は説明することはできていなかった。本研究では、これまで得られた根室市別当賀の津波到達地点や

沿岸近くの海岸段丘上（最高 18m）の津波到達地点を説明し、かつ津波到達範囲の全てを説明できる

断層モデルを推定した。その結果、Satake et al.(2008)が推定した通常のプレート境界型断層モデルに

加えて、海溝近傍のプレート境界に幅 30?ですべり量 25mの断層が動いたとすると上手く津波到達範

囲を説明できることが明らかになった（図６）。その結果、17世紀の巨大地震の地震モーメントは１.7



× 1022 Nm (Mw 8.8)と推定された。これは、17世紀に北海道太平洋沖巨大地震が 2011年東北地方太

平洋沖巨大地震と同じように海溝近傍のプレート境界が非常に大きくすべったことを示す。将来、北

海道太平洋沖でも 2011年東北地方太平洋沖巨大地震と同様の地震が発生する可能性があることを示す

非常に重要な研究成果である。

平成 25年度には昨年度に津波堆積物調査で明らかになった釧路での津波堆積物調査結果や今年度調査
を実施した別海での津波堆積物調査を含めて 17世紀の巨大地震の断層モデルを評価した結果、上記に

示した断層モデルで調査結果が説明できることが分かった。昨年度推定した 17世紀の巨大地震の断層

モデルを補強する結果となった。

●十勝沖～根室沖における海底構造探査の結果

　平成 22年 8月に北海道の十勝沖から根室沖にかけての海域において，エアガンを制御震源に用い

て地殻構造探査を実施した．測線の全長は 240kmで，1973年根室半島沖地震（M7.4）と 2003年十勝

沖地震（M8.0）の震源域に挟まれ，1952年十勝沖地震（M8.2）の際に 7m以上の大きいすべりが生じ

た領域（アスペリティ）を通っているが，その領域は 1952年十勝沖地震以来破壊されていない地震

ギャップになっている（図７）．この地震ギャップは，1952年十勝沖地震時には，2003年十勝沖地震

に対応したアスペリティの破壊に付随してすべったと考えられる．

　海底地震計で収録されたエアガン波形記録から走時情報を読み取り，初動走時からは初動走時イン

バージョン法（Fujie et al., 2000）を用いて P波速度構造を推定した．さらに，反射波に関して走時マッ

ピング法（Fujie et al., 2006）を適用して，反射点の空間分布を調べた．得られた P波速度構造を図８

に示す．深さ 14km付近で急激な速度変化が見られ，この深さ付近がプレート境界面であると解釈さ

れた．

　プレート境界面にマッピングされた反射点の空間分布と 1952年十勝沖地震のすべり量分布を比較す

ると，地震ギャップを含む本震時のすべりが大きい領域で，1973年根室半島沖地震の震源域に比べて

反射性が高いことがわかった．隣接したアスペリティ破壊に付随してすべった地震ギャップでプレー

ト境界面の反射が強いことは，地震ギャップのプレート境界面が条件付き安定領域で，1973年根室半

島沖地震や 2003年十勝沖地震のような典型的なプレート境界型地震とは異なるすべり特性を持ってい

ることを示唆している．このように，1952年十勝沖地震は津波地震的な要素も持ち合わせた，複雑な

地震だった可能性がある．

●根室沖での海底地震観測から得られた地震活動とコーダQ
　根室沖では，根室半島沖アスペリティとその周辺に海底地震計 10台を平成 20年 11月に設置し，平

成 21年 6月，平成 22年 6月および平成 23年 7月にそれぞれ海底地震計の入れかえ作業を行い，平

成 24年 5月まで地震観測を行った．震源決定が終わった 2008年 11月 9日から 2010年 8月 31日ま

での震央分布図を図９に観測期間別に示す．根室半島沖アスペリティでは活動が静穏であるが，その

周辺では 2009年 4月 28日 20時 21分に，釧路沖の北緯 42.6度，東経 145.1度で M5.4の地震が発生

し，その余震活動が見られる．これらの震源は気象庁一元化震源より浅く決まっていて，その深さは

沈み込む太平洋プレート上面の深さとよく一致している．観測期間全体を通して，地震は主に水深が

2000mより浅い陸寄りの海域で発生している．観測網周辺の地震は，震源の深さが気象庁一元化震源

より浅く決まっていて，主にプレート境界と上盤側で発生している．

　平成 25年度には、平成 22年 6月と平成 23年 7月に回収されたデータを用いて震源決定を行った．

すなわち、図９の（ｂ）と（ｃ）を作成した。

　2008年 11月 9日から 2009年 6月 16日までの期間の観測点近傍の地震波形を用いて，コーダQ（Qc

）の推定を行った．解析では，震央距離 20km以内，深さ 30km以浅の地震の 3成分それぞれの波形

をバンドパス・フィルター（中心周波数，4，6，8，12，16，24，32Hz，バンド幅，2，3，4，6，8，

12，16Hz）に通し，Takahara and Yomogida (1992)の方法を用いてQcを求めた．解析区間は直達 S波

の走時の 2倍から，振幅がノイズレベルの 2倍になるまでとした．地震活動が静穏であったため 10個

以上の地震波形からQcを求めることができた観測点は NM.S01, S02の 2点だけだった．得られたQc
−1

の周波数依存性を図 10に示す．それぞれの点は平均値で，エラー・バーは標準偏差を表す．3成分そ



れぞれの波形から推定されたQcはエラー・バーの範囲で同様の値が得られた（水平動は互いに直交す

る 2成分）．これらの値を世界各地で求められた値と比較すると，日本の内陸地殻浅部の地震から得

られた値と近い値になっていた．また，推定値の数が非常に少ないが，上下動成分の波形から得られ

たQc
−1は，1973年根室半島沖地震のアスペリティ上の観測点では，その外の観測点より小さい傾向

が見られた．

平成 25年度には，上記解析の中で、水平成分による解析を実施し、上記の結論を得ることができた。
●中規模地震の応力降下量からプレート境界面の摩擦特性を把握するための検討

平成 25年度開始
北海道南東沖の太平洋プレートの沈み込み境界面上の強度と動摩擦応力の不均質性の空間分布を明ら

かにすることを目的として，2002年 6月から 2012年 12月に北海道南東沖で発生した 330個の中規

模地震（4.2≦M≦ 5.0）の応力降下量を解析した (図１１)．解析には Hi-netの波形データを利用し，

M3.0前後の小地震の波形を経験的グリーン関数として用いることにより，応力降下量の解析において

最も大きな懸念事項である非弾性減衰の効果などの補正を行っている．解析の結果，応力降下量は 3.0

× 10−1 MPaから 2.0× 102 MPaと求められ，規模依存性は見られなかった．また，2004年釧路沖地

震震源域において中規模地震の応力降下量が大きく，2003年十勝沖地震の余効すべり域で起きた地震

は応力降下量が小さかった．これは大地震時のすべり量に対応しており，中規模地震の応力降下量が

プレート面上の摩擦特性の空間分布を反映していることを示している．さらに，1973年根室沖地震の

震源域では，深部に比べて浅部の地震の応力降下量が大きかった．この結果は，2011年東北地方太平

洋沖地震に見られたような浅部での大すべりが，将来の根室沖地震でも起きる可能性を示唆している

のかもしれない．

●ひずみ計による即時Mw推定に向けた機器特性の検討
　ひずみ計は，年単位のゆっくりした変動から強震帯域まで単一のセンサーで補正なしに記録可能で

ある．地殻変動連続観測等で取得される 100Hzから数年単位までの幅広な時間軸をもつデータに対応

したデータベースサーバーの開発を実施した．波形表示や潮汐解析・フィルタリングなどの解析機能

も付加され，海溝で発生する様々な現象を高精度かつ簡便にモニタリングすることが可能となった．

平成 25年度には理論地殻変動解析機能や多種フォーマットへの対応機能を実装した．千島海溝で発生
する巨大地震の即時震源パラメータ推定をめざし，近地ひずみ地震動波形を用いてひずみ計の動的・静

的応答特性を検討し，条件が整えば強震帯域においても地動を忠実に記録していることが確認された．
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図１

2012年 5月に発生した深発地震（Mw8.5）による地殻変動場．



図２

北海道東部太平洋沿岸（浦幌，キナシベツ，音別，厚岸，根室）および根室海峡沿岸（別海）における古津波堆積物

の層序と対比。それぞれの測線において典型的な層序を示す掘削地点の層序をしめす。津波堆積物の名称は，地点

（測線）名の略号に，TS番号を組み合わせたものとする（たとえば，浦幌測線の最上位の津波堆積物は”Ur-TS1”
とする）．火山灰の略号は Ta-a：樽前 a火山灰（西暦 1739年），Ko-c2：駒ヶ岳 c2火山灰（西暦 1694年），Ta-b：
樽前 b火山灰（西暦 1667年），B-Tm：白頭山苫小牧火山灰（約 1000年前），Ta-c：樽前 c火山灰（約 2500年前），
Ma-d：摩周ｄ軽石（約 3000年前）



図３

根室海峡沿岸（別海町）および十勝，根室における古津波堆積物の層序と対比。

D：海岸からの距離，H：標高，TS：津波堆積物（番号は地点ごとに異なる）。
火山灰の略号は図２と同様．

図４

調査により得られた津波堆積物の厚さ（赤丸）と数値計算により推定された津波堆積物の分布（Final Bed）の比較



図５

津波波形インバージョンにより推定した 1963年ウルップ島沖巨大地震，その最大余震（津波地震），1969年色丹
島沖巨大地震，1973年根室半島沖地震，2006年中千島沖巨大地震のすべり量分布の比較

図６

津波堆積物調査結果から推定した北海道太平洋沖で発生した 17世紀巨大地震の断層モデル



図７

地殻構造探査を実施した測線（Azuma et al., 2012）と 1952年十勝沖地震，1973年根室半島沖地震，2003年十勝
沖地震の破壊域（Hirata et al., 2003; Yamanaka and Kikuchi, 2002, 2003）．

図８

得られた P波速度構造（Azuma et al., 2012）．波線が通っていない領域には影を付けている．黄色い丸は海底地
震計の設置点を表す．1952年十勝沖地震（Hirata et al., 2003）と 1973年根室半島沖地震（Yamanaka and Kikuchi,
2002）の破壊域を，黒と青の直線でそれぞれ図の上部に示す．双曲線状の黒い線は，走時マッピング法（Fujie et
al., 2006）によって反射波走時から得られた反射点分布を表す．



図９

観測点分布（三角）と 2008年 11月 9日から 2010年 8月 31日までの震央分布．灰色の領域は 1973年根室半島沖
地震の破壊域（Yamanaka and Kikuchi, 2002）．(a) 2008年 11月 9日から 2009年 6月 16日まで．(b) 2009年 7月
1日から 2010年 4月 30日まで．NM.S05, S10の 2点のデータは未使用．(c) 2010年 6月 7日から 8月 31日まで．
NM.S05, S06, S10の 3点のテータは未使用．

図 10
観測点 NM.S01, S02の地震波形から求められた Qc-1の周波数依存性．

図１１

（a）330個の中規模地震（4.2＜M＜ 5.0）に対し推定された応力降下量．（b）平均応力降下量分布．0.1°刻みで
0.2°ｘ 0.2°のエリアの平均値．コンターは巨大地震のすべり量分布（1952年十勝沖、1973年根室半島沖、2003
年十勝沖、2004年釧路沖）
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課題番号：1003

（１）実施機関名：

北海道大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

衝突帯における火山フロントでの地殻強度異常場のモデル化

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

エ．地震活動と火山活動の相互作用

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　北海道東部の活動的火山の間には，東北地方と違って脊梁山脈や火山をつなぐような活断層が存在

せず，内陸地震はカルデラ内部にのみに集中して発生するという特徴がある．このような特徴を生み

出すメカニズムを，弟子屈・屈斜路カルデラ地域をテストフィールドとして高密度・高精度な震源分

布・地殻構造・地殻変動・重力構造・地質地形・熱構造データから明らかにする．内陸部のひずみ蓄

積過程に大きな影響を及ぼすと考えられる海溝域でのプレート間カップリングの不均質性やセグメン

テーションについても検討するほか，対象地域が活動的なカルデラであることからマグマ蓄積過程と

内陸地震の発生環境についても視野に入れたモデル化を目指す．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年においては，ひずみ蓄積マッピングを行うための GPS観測を 6点程度において開始する．

また，既存地震観測点のうち 1箇所を広帯域化するとともに，1938年屈斜路地震断層を横切る測線で

ＭＴ探査を実施する．また，地震観測点の配置状況について検討し新たな観測点設置にむけた机上調

査を実施する．

　平成 22年度においては，GPS観測を継続するとともに，1938年屈斜路地震断層の航空写真による

変動地形調査および基本的な地表地質調査を実施する．新たな地震観測点設置に向けた現地調査を実

施し，可能であれば設置作業を行う．

　平成 23年度においては，GPS観測を継続するとともに，既存の重力・熱構造データに観測で得られ

たひずみ場や震源分布のデータを加味して地下構造の初期モデルを作成する．また，1938年屈斜路地

震の断層モデルの推定を行う．



　平成 24年度においては，GPSデータの本解析を行うとともに，解析範囲を北海道東部の広域に拡大

し，根室沖でのプレートカップリングを加味したひずみ蓄積モデルの構築を目指す．また，1938年屈

斜路地震地表断層においてトレンチ調査を実施し，その断層パラメータについての情報を得る．

　平成 25年度においては，上記データを統合して，屈斜路地域に集中して地震が発生することを説明

し得るモデルを作成する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　北海道東部の火山フロントに位置する屈斜路カルデラは，1938年以降にM6クラスの地震が 4回集

中して発生している特異な地域である．地震が集中して発生した原因を検討するため，地球物理学的・

地質学的・地球化学的調査と有限要素法を用いた地殻変動特性の検討を実施した．

　カルデラ周辺の詳細な地下構造を明らかにするため高密度のMT探査・重力探査を実施し上部地殻

の三次元的比抵抗構造とブーゲ異常を推定した．MT構造探査では上部地殻の３次元的比抵抗構造が

推定され，表層の火山噴出物に相当する高比抵抗層に続き第三紀層に相当する低比抵抗域，その下部

に高比抵抗域を示す構造となっていることが明らかにされた．また，屈斜路カルデラ内に形成された

後カルデラ火山であるアトサヌプリカルデラ直下の下部高比抵抗層の中に顕著な幅 10km程度の低比

抵抗を示す領域が推定された．この低比抵抗領域は，マグマなどの火山性流体の存在を示唆するもの

である．アトサヌプリカルデラでは，1994年に顕著な群発地震が発生したが，国土地理院による衛星

干渉 SARの解析により同時期にマグマ溜りの膨張を示唆する膨張とそれに引き続く収縮を示す地殻変

動が検出された．これらの結果は，アトサヌプリ火山下の上部地殻内にマグマ溜りの存在を強く示唆

し，その内部圧力変化は周辺の応力場を変化させるため，地震発生の誘因となる可能性がある．

　MT構造探査の結果から，1938年屈斜路地震の震源域が低比抵抗域と高比抵抗域の境界に位置して

いることが明らかになった．重力データ解析によるブーゲ異常からは，カルデラの基盤構造を示す同

心円状の顕著な低重力異常構造が詳細に明らかにされ，1938年屈斜路地震の震源域では特に大きな重

力勾配となっていて広域的な基盤構造の境界となっている可能性が示された．また，より浅部の地下

構造をターゲットとした基盤地質構造の調査を実施し，深さ 1000m程度までの新第三系の陥没構造や

貫入岩体の分布などの幾何形状を詳細に明らかにした．1938年屈斜路地震時に現れた地表断層の地形

地質学的調査と地下レーダー探査を実施したが，同一断層での繰り返しを示唆するようなデータは得

られず，明瞭な断層を示すリニアメントや地下構造が抽出されなかったことからトレンチ調査は見送っ

た．また，1959年弟子屈地震の波形解析から震源メカニズム推定を実施し，これまで知られていた横

ずれ型ではなく逆断層型であったことを明らかにした．この情報を参考に平成 25年度に 1938年屈斜

路地震時に湖岸で観察された地殻変動を用いた断層モデルの検討を行ったが，単一断層モデルでは観

測値を再現することが困難であった．地殻の弾性的性質に大きな影響を与える浅部熱構造の推定に関

連する地下水流動系を明らかにするため，平成 25年度に水素・酸素同位体比測定および地下水流動モ

デリングを実施した．その結果，カルデラ内を起源とする流動系とカルデラ外を起源とする系の２系

統が存在することが明らかになった．

　地震発生ポテンシャルの指標のひとつであるひずみ場を明らかにするために，屈斜路カルデラで GPS

機動観測を実施するとともに，国土地理院GEONETデータを含めた解析を実施して地殻変動場を求め

た．また，広域的なひずみ場の特徴について検討するため，国土地理院 GEONETの F3解を用いたひ

ずみ場解析を実施した．半無限弾性体を仮定した太平洋プレート固着による広域的なひずみ場のモデ

ル計算からは，北海道東部上盤側プレートでのひずみ速度が大きな領域は火山フロント付近にそって

帯状に分布することが期待された．一方，観測データによるひずみ速度場からは，屈斜路カルデラ周

辺に収縮ひずみが集中していることが明らかにされた．この傾向は特に面積ひずみで顕著であり，地

下構造の不均質性がひずみ速度場の空間特性に影響を与えていることが示唆された．また，GPS機動

観測により求められた詳細な地殻変動場からは，カルデラ内部に伸長場と収縮場が混在していて複雑

な変形様式を呈することが明らかになった．アトサヌプリ火山周辺の観測点では特に大きな収縮速度

が得られており，地下構造探査の結果明らかにされたマグマ溜り等の火山性流体の活動に関連してい



る可能性がある．

　平成 25年度はこれまでに得られた地下構造データを用いて，カルデラ構造が応力場に与える影響

を地殻変動のモデリングにより検討した．モデル計算には 2次元の有限要素法を利用し，弾性体媒質

を仮定してカルデラの陥没構造形状と弾性定数を変化させた場合の応力分布の空間特性について検討

したほか，地下構造探査で見出されたマグマ溜りの影響についても検討を行った．カルデラの形状は

比抵抗構造・ブーゲ異常・基盤地質モデルを参考に設定し，カルデラ内部には堆積層を仮定したうえ，

カルデラ底面の深さを変化させて応力分布の空間変化を計算した．弾性定数は地震波速度構造をベー

スにして，カルデラ充鎮堆積物と基盤岩について試行錯誤的に組み合わせを変化させた．マグマ溜り

は弾性定数を小さくすることで表現した．境界条件は，千島海溝での太平洋プレートの固着を想定し

た一定変位を解析領域右端のノードに与え，領域下端と左端境界の変位は固定し地表は自由表面とし

た．この条件による２次元断面での応力分布を観察したところ，応力分布の空間特性は陥没構造の幾

何学的な形状に大きく依存すること，カルデラ縁辺部に応力の集中が見られること，弾性定数の変化

は応力の空間分布に大きな影響を与えないものの相対的な値には変化が見られること，マグマ溜りを

仮定した場合にも応力の空間分布には顕著な変化は見られないこと等が明らかにされた．これらの結

果から，カルデラ生成による基盤岩の落ち込みで特徴づけられる幾何学的形状が応力集中の空間特性

に大きな影響を与えている可能性が示された．また，応力集中が見られたカルデラ縁辺部はこの地域

で発生した地震の震源域と一致することから，カルデラという特異な構造が応力集中の素因となって

いる可能性が示唆された．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Ohzono, M., H. Takahashi, Spatiotemporal strain distribution around Kussharo caldera, eastern Hokkaido,

Japan, measured by GPS, IAVCEI, 1W 2F-P18, Kagohsima, Japan, July 21, 2013.
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図１

地下水流動モデリングおよび水素酸素同位体比から推定された屈斜路カルデラの地下水流動系．

図２

２次元有限要素法によるカルデラの陥没構造による水平方向応力の空間分布．カルデラ縁部に応力の集中が見ら

れる．



平成 25年度年次報告

課題番号：1004

（１）実施機関名：

北海道大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

活動的火山の噴火履歴と噴出物の物質科学的解析による噴火準備過程の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

イ．噴火履歴とマグマの発達過程

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　噴火予測に関する研究は活動中の火山に地球物理学・地球化学的観測網を整備して，マグマとその

移動の検出に主眼がおかれてきた．これらの研究は直前噴火予測においては大きな成果をあげてきた

が，近代的な観測が始められてからまだ 100年余りしか経過しておらず，過去に起こった大規模噴火，

多様な噴火様式に対する経験が絶対的に不足している．また国内の活火山の全てに観測網を整備する

ことは現実的ではないが，個々の活火山の将来の噴火ポテンシャルを何らかの方法で評価しておくこ

とは不可欠である．社会的要請の大きい中長期噴火予測及び噴火推移予測のためには，地質学的手法

による噴火履歴の解明や過去の噴火推移の理解が不可欠であり，それに加えて噴出物の物質科学的解

析によるマグマ発達過程を明らかにすることも必要である．

　本課題ではまず活動が特に活発で近い将来に噴火すると考えられ，また噴火シナリオ作成予定であ

り長期集中観測実施予定の他の研究課題でも対象とする，伊豆大島，桜島及び有珠山を集中的な研究

対象とする．これらの火山では，まず地質学的手法により噴火履歴の高精度の解明を目指す．桜島で

は噴火履歴解明の精度を上げるために，特にトレンチ調査もあわせて実施する予定である．またこれ

らをもとに噴火履歴及び噴火推移に沿った組織的な試料採取を行い，物質科学的手法によって，地球

物理学的観測では追跡不可能な長期にわたる，マグマ系の発達過程及び個々の噴火プロセスの変化を

明らかにして，マグマ系の現状を推定する．そして，これらのマグマ系の発達に関するデータを，地球

物理学的観測データと融合することによって，噴火準備過程の高精度なモデルを構築し，解明するこ

とを目指す．このために他の計画との連携を重視し，特に噴火シナリオ作成に貢献することを目指す．

　それ以外の活火山についても，できるだけ多くの火山での基礎的データの蓄積に努める．噴火様式

や噴火間隔が様々な活火山で，低い噴出率の火山として蔵王山と十勝岳，歴史時代において噴火頻度

は高いが最近の噴火頻度が低下している火山として樽前山，そして表面現象はなく長い休止期にある

火山の摩周において，主として研究を実施する．これらの火山について噴火履歴を高精度に求め，噴



出物の岩石学的解析を行うことによってマグマ発達過程も長期にわたり明らかにする．一方，日本と

比べて噴火頻度の高い海外の火山、特にカムチャッカの火山についてもロシアとの共同研究でマグマ

発達過程を検討し，国内の火山との比較を行う．それらを用いてそれぞれの火山の噴火ポテンシャル

を評価し，中長期の噴火予測を行うことを目的とする．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　５か年の計画は以下のとおりである．

　平成 21年度においては，桜島ではこれまでの研究を総括するとともに，地表踏査を実施し，トレ

ンチ地点の選定を行うことを主目的とする．有珠山においては，長期のマグマ進化を解明するための

試料採取に重点を置く．伊豆大島では文献による噴火記録と地表踏査による噴火推移の対比に試みる．

それ以外の火山でもこれまでの研究の総括を行い，それを踏まえた地表踏査を行うことに重点がおか

れる．

　平成 22年度においては，桜島でトレンチ調査を実施する．さらに，その結果を踏まえて，次年度の

トレンチ地点の選定を行う．有珠山では試料の岩石学的検討を行う．伊豆大島では地表踏査を継続す

る．それ以外の火山でも地表踏査を継続する．またカムチャッカのクリチェフスコヤ火山において試

料採取を行う．

　平成 23年度においては，桜島でトレンチ調査を実施するとともに試料の岩石学的検討を行う．さ

らに採取試料の岩石学的検討を行う．有珠山においては岩石学的検討を継続するとともに，関連する

ボーリング探査にも参画する．伊豆大島では岩石学的検討に重点をおく．それ以外の火山でも岩石学

的検討を行う．カムチャッカのクリチェフスコヤ火山において試料採取を行うとともに，物質科学的

解析をおこなう．

　平成 24年度においては，桜島では試料の岩石学的検討を行うとともに地表踏査も行う．有珠山では

ボーリング探査の資料も加え岩石学的検討を行う．伊豆大島及びその他の火山では岩石学的検討を行

うとともに，追加の地表踏査を行う．カムチャッカのクリチェフスコヤ火山において物質科学的解析

を行い，マグマ系の検討と日本の活火山との比較を行う．

　平成 25年度においては，研究の取りまとめを行い，投稿論文作成を重視する．特に桜島，有珠山及

び伊豆大島では噴火シナリオ作成にも協力する．また，複数の火山で中長期噴火予測を試みる．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
以下の１～3の項目に分けて計画期間中の成果についてまとめる．

１．桜島火山研究成果

〇歴史時代噴火マグマ供給系の変遷に関する研究

15世紀から 18世紀の安永の陸上噴火までは，デイサイト質マグマ（Sマグマ）に安山岩質マグマ（A

マグマ）が混合した 2端成分マグマ混合の産物が活動していたことが明らかになった．そして 25年度

には安永水中噴火では噴火直前に玄武岩質マグマ（B1）が少量混合していたこと，大正噴火では安永

とは別の玄武岩質マグマ（B2）が大量に混合したことがわかった（図１）．それ以降，現在まで B2マ

グマが S+Aの混合マグマに混合する 3端成分マグマ混合物が活動している．このように安永噴火の後

半から玄武岩質マグマの関与がはじまり，特に大正噴火からその関与が顕著になり，噴火様式が変化

したと考えられる．さらに 1955年から中～小噴火が頻発した時期の噴出物を検討したところ，B2タ

イプの玄武岩質マグマが多く混合した場合に活動が活発になっていたことが明らかになった．つまり

桜島火山の 20世紀以降の噴火の頻度と規模は，D+Aの混合マグマ系への B2マグマ混合の規模と頻度

によって支配されている可能性がある．この結果は地球物理学的観測結果の解釈に重要な制約を与え

ると考えられる．

〇 2006年以降の噴火現象の物質科学的モニタリング

2006年以降の噴火で放出された火山灰および噴石の物質科学的解析を行っている．その結果，2009年

9月以降に新鮮なガラス物質が含まれるようになり，その時期から本格的なマグマ噴火に移行したこ



と，またそのマグマは大正噴火以降の噴火と同様に D+Aマグマに玄武岩質マグマが混合していること

が明らかになった．そのマグマ物質の時間変化を追跡したところ，噴出マグマ中の玄武岩質マグマの

影響が大きいほど活動が活発化していること，2009年 9月～2010年 4月が活動のピークであり，その

時期の噴出物が最も玄武岩質マグマの影響を受けていることが明らかになった（図２）．噴出物への

玄武岩質マグマの影響は 2010年 4月以降から時間とともに減少し，それに対応して噴火活動度が低下

していることが明らかになった．この結果から噴出物の物質科学的解析が活動的火山の噴火活動評価

あるいは噴火推移予測に重要であることを示せた．

〇噴火履歴に関する研究

地表踏査に加え，トレンチ掘削，ボーリングおよび潜水調査を実施した（図３）．歴史時代の噴出物

については，特に大正噴火と安永噴火の火砕流堆積物の分布の概略が判明した．文明噴火では溶岩の

新たな分布域を確認できた．天平宝字噴火では，海中に溶岩が広く分布することを確認し，マグマの

噴出量がそれ以降の大噴火とくらべ遜色ないことを明らかにした．これらの成果は火山地質図として

出版された．また安永噴火については島への上陸調査および海底試料採取を行った．過去 2.5万年間

の噴火履歴についても再検討を行い，姶良カルデラ以降の大規模噴火および南岳成長期のテフラ層序

を検討した．これらの調査では同時にサンプルを系統的に採取し物質科学的解析を行った．

〇桜島火山の長期マグマ系進化に関する研究

　姶良カルデラ形成直後から現在までの約 2.5万年間の桜島火山のマグマ系の変遷を検討した．地表

踏査およびボーリングによる試料のうち，数千年前以前のサンプル（軽石）は風化変質が著しく，全

岩組成分析ができない．そこで斑晶鉱物組成，メルト包有物および LA-ICP分析による単斜輝石の希

土類元素組成を検討した．その結果，過去 2.6万年間で 3種類のマグマ供給系が存在していたことが

わかった．これらのマグマ供給系はいずれもデイサイト質な珪長質マグマに，安山岩質マグマが混合

している．その中で 26-24kaおよび歴史時代では，安山岩質マグマに加え玄武岩質マグマも関与した

3端成分マグマ混合であることがわかった．さらにこのマグマ供給系の変化は，桜島の中で長い休止

期が想定される時期を挟んで起こっていたことも明らかになった（図４）．

２．その他の活火山の噴火履歴・物質科学的解析に関する研究成果

１）樽前山

　火山地質および噴火史の再検討を行い火山地質図として刊行した．さらに 17世紀以降の歴史時代噴

火について物質科学的解析を行い，結晶に富んだ珪長質マグマ（デイサイト～安山岩境界付近の組成）

に玄武岩質マグマ注入して噴火活動が開始したこと，その後に成層マグマ溜りが形成され，そこに玄

武岩質マグマが繰り返し貫入して噴火活動が続いていることが明らかになった．そして 250年間の活

動で，成層マグマ溜り中の主要なマグマタイプであった珪長質マグマが枯渇して，現在は少量の安山

岩質混合マグマのみが存在している可能性を指摘した．

２）十勝岳

十勝岳について火山地質および噴火史の再検討を行い火山地質図として刊行した．

３）有珠山

17世紀以降の歴史時代噴火について物質科学的解析を行った．その結果，珪長質マグマに玄武岩質マ

グマ注入して噴火活動が開始したこと，その後に成層マグマ溜りが形成されていたことが明らかになっ

た．しかしながら珪長質マグマは 3の異なるマグマ溜りを形成しており，1667年，17世紀後半～1853

年，そして 1910年～2000年でそれぞれのマグマ系が活動していることを明らかにした．また 25年度

にはそれぞれの噴火年代の噴出物が物質科学的に識別できることを用いて，溶岩ドームの形成年代の

再検討を行い，最初期の 1663年噴火では溶岩ドームが形成されていない可能性があること，それ以降

の全ての噴火では溶岩ドームが形成されたことを新たに明らかにした．

４）北海道駒ヶ岳

25年度に 17世紀以降の歴史時代噴火について，最初期の 1640年噴火とその次の 1694年の物質科学

的解析を行い，結晶に富んだ珪長質マグマ（デイサイト～安山岩境界付近の組成）に玄武岩質マグマ

注入して噴火活動が開始したこと，その後に成層マグマ溜りが形成されたことが明らかになった．し



かしそれぞれのマグマの密度を検討した結果，下部に結晶に富んだ珪長質マグマ，その上位に無斑晶

質の玄武岩質マグマという，組成的に逆に累帯していたことが明らかになった．そして 1694年では玄

武岩質マグマの新たな注入なしに，この逆成層マグマ溜りから噴火したことを指摘した．これは噴火

の引き金を考えるうえで重要な指摘である．

５）蔵王

蔵王山の最新活動期について，層序を確立し，試料の岩石学的解析を基にマグマ供給系の発達過程を

検討した．噴出物は 5つのユニットに分けられる．何れの場合も浅部マグマ溜まりに深部からの高温

マグマが注入することによって噴火が引き起こされた．熊野岳火砕岩，五色岳火砕岩では，噴火が進

行するにつれて深部マグマの寄与率が増加した．他の 3つのユニットでは，ユニット内の活動期間に

よって供給系，特に浅部マグマ溜まりの発達様式が異なる．また，25年度には得られた結果を基に，

想定される噴火推移を検討した（図５）．

６）伊豆大島 　

本研究では伊豆大島火山下のマグマプロセスを明らかにするため，1777-78年，1950-51年，1986年

噴出物を対象に，岩石学的・地球化学的解析を行った．特に 25年度では 1777-78年噴出物，1950-51

年噴出物，1986年噴出物の代表的な試料を対象に，高精度の微量元素濃度測定を行った．その結果，

1986年の B・C火口の噴出物は SiO2量の増加とともに Eu異常（= 2× Eu*/(Sm* + Gd*)）が 0.965か

ら 0.909まで系統的に減少していることが明らかとなり（図６），それらの噴出物の全岩組成トレンド

は，斜長石を主とする結晶の分別，もしくは Euの負の異常が小さい低 SiO2量のマグマと Euの負の

異常が大きい高 SiO2量のマグマとの混合によって説明できることが分かった．また，斜長石斑晶に富

む 1777-78年の高 Al2O3量の噴出物には，有意な Eu異常が認められないことが分かった．このこと

は，その結果，従来の研究によって指摘されてきたような，マグマ溜まり内における斜長石斑晶の浮

上・集積作用が起きていなかった可能性を明らかにした．これは，(1)伊豆大島の玄武岩質マグマの含

水量が 5 wt.%以上であることから，マグマの上昇に伴って減圧されても（＝メルト中の水の飽和溶解

度が低下しても）メルトの密度が斜長石の密度を上回ることができない点，そして (2)斜長石斑晶に

顕著に富む 1777-78年の噴出物が Euの正の異常をもたない点から示唆される．

３．歴史史料の解読による噴火推移の検討

　伊豆大島 1777年安永噴火，桜島 1779年安永噴火，浅間山 1783年天明噴火（図７），および青ヶ島

火山，有珠山，そして 25年度には北海道駒ヶ岳の噴火履歴の高精度化をめざして，主に古文書の収集，

その成立過程と信頼度の吟味，記録内容の整理を行ない，噴火推移と噴出物の見直しを行なった．ま

た，噴火シナリオ作成の基礎データとして活用した．その成果を学会で発表するとともに日本火山学

会誌「火山」論説，と噴火史料集として公表した。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Ban, M., Ohba, T., Fujinawa, A. (2013) B0l: Active Volcanoes in Northeast Japan, 2013 IAVCEI Field Trip

Guide. Bull. Volcanol. Soc. Jpn. 58, B1-1-34. CD BOOK.

伴雅雄 (2013)蔵王火山．日本地質学会巡検案内書．地質雑，119，補遺，120-133．

Ban, M., Matsui, R., Yamamoto, T., Iwata, N., Fujinawa, A., Nakashima, K. (in press) Petrologic character-

istics of the newest stage in Azuma volcano group, Northeast Japan. International Journal of Eruptive

History and Informatics

Hasegawa, T., Nakagawa, M. and Kishimoto, H. (2013) Calderas and active volcanoes in central to eastern
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図１．桜島歴史時代噴火噴出物の SiO2-MgO図．
1779陸上噴火までは珪長質マグマ（S）と安山岩質マグマ（A）の混合マグマ．1779年海底噴火からはそれに B1
玄武岩質マグマ，大正噴火からは B2玄武岩質マグマが混合している．



図 2．桜島火山の 2006年以降の噴出物中のマグマ物質の基質ガラス組成の時間変化と南岳深部の膨張源の推定堆
積の時間変化（最上部の図）．

SiO2が低く，MgOが高いと玄武岩質マグマの関与が大きい．



図 3．桜島火山のテフラ層序と年代・噴出量．
テフラ年代は奥野（2002）および小林（2010）による．単位の cal kaは暦年構成した年代で 1000年前の意味．

図 4．桜島火山のマグマ供給系の長期進化モデル．
R：流紋岩質マグマ,D：デイサイト質マグマ,A：安山岩質マグマ，B：玄武岩質マグマ．2.6万年間にマグマ供給系
は 2回更新された．



図 5．蔵王火山の噴火履歴および物質科学的解析結果から見た噴火シナリオ

図 6．伊豆大島の最近の噴出物の全岩化学組成，および代表的な試料の Eu異常の値．
Eu異常は，Eu* x 2 / (Sm* + Gd*)で定義される（アスタリスクは Sun and MacDonough (1989)のコンドライトの
値で規格化した濃度を表す）



図 7．浅間山天明三年（1783）の降灰分布



平成 25年度年次報告

課題番号：1005

（１）実施機関名：

北海道大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

地震に関連する電磁気現象の観測研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

イ．先行現象の発生機構の解明

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地震発生時やそれに先行する電磁気現象が世界各地で観測されているが、そのメカニズムを説明す

る物理的なモデルは、いろいろ提案はされてはいるが、検証されたものはほとんどない。本研究では、

北海道地域を中心に以下の観測研究を行い、それぞれの電磁気現象発生のメカニズムを説明するモデ

ルの構築をめざした観測研究を行う。これまでの観測実績を考慮して、以下の４項目について観測研

究を進める。

A.ＵＬＦ帯で電磁気現象

　この現象は、地表で地磁気や地電位の変動を観測することにより行うが、その発生メカニズムとし

ては、震源域での流体の移動による比抵抗変化または流動電位や結晶破壊による異常電界の発生が考

えられている。どちらにしても震源のある地下数 km－数十 kmで起こる異常が地表で観測可能な変化

として検出されるかが最大の問題である。特殊な比抵抗構造に対しては、地表に大きな変動が引き出

される可能性もあるので、震源域の比抵抗構造も観測して、その特徴を明らかにするとともに異常の

伝播モデルの解明を目指す。

B.電波伝播異常

　VHF帯の電波が見通し外に伝播する現象が地震に先行して起こることが内外で観測されている。北

海道大学でも 2002年から道内の地震頻発地域で観測開始している。これまでは、異常の検出の有無を

統計的に見てきたが、次期計画では見通し外に伝播させる散乱体の検出、その直下の地表での地電位



変動観測、大気電場観測により、地表の変動が空間の電波伝播に与えている影響を重点的に観測する

ことにより、伝播異常と地震との関連を説明するモデルの提案をめざす。

C.電離圏との相互作用

　地震時あるいはその先行現象として、電離圏にも異常が生じることが観測されている。電離圏の変

動過程は非常に複雑で安易に地表の現象とのカップリングがあるかどうかを議論することは難しいが、

GPS衛星を使った TEC（総電子数）観測等電離層の状況をモニタリングする観測も可能となったので、

このような観測により大地震と電離層の変化との相互作用について調べる。

D.応力変動による地磁気変化

　いわゆる圧磁気効果により、地下の応力変化が地磁気の変化となって観測される可能性が指摘され、

その観測可能性についてモデルシミュレーションも行われている。その結果によると、地下の磁化強

度分布が観測変化量を左右していることが分かってきた。従って、構造を知った上で、震源付近での

応力変化どのようなパターンで観測されるのかモデル計算を中心に研究を進める。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、

A.道東地域での地磁気、地電位の観測は引き続き行い、地震活動に伴う変動の観測を行う。また、道

北、えりも、弟子屈地域等の比抵抗構造について検討を行い、地震発生地域の比抵抗構造について議

論する。

B.日高、道東地域における VHF帯電波伝播異常観測は継続し、散乱体の方位の探知をめざすととも

に伝搬メカニズムのモデル計算を試みる。また、道北地域に観測点を設置する。

C.地震に伴う電離層総電子数（TEC）の変化や大気圏での変化を GPS衛星データを用いて調べる。

D.道東で行っている地磁気変動観測を継続すると共に、A.の地磁気観測で行っている 3成分地磁気の

変化についても検討を行う。また、地磁気の絶対値測定を行う。

　平成 22年度においては、

A.道東地域での地磁気、地電位の観測は引き続き行い、地震活動に伴う変動の観測を行う。また、地

震発生地域の比抵抗構造について検討を行う。

B.日高、道東、道北地域におけるVHF帯電波伝播異常観測は継続し、伝搬メカニズムの解明を試みる。

C.地震に伴う電離層総電子数（TEC）の変化や大気圏での変化を GPS衛星データを用いて調べる。

D.道東で行っている地磁気変動観測を継続すると共に、A.の地磁気観測で行っている 3成分地磁気の

変化についても検討を行う。地磁気の絶対値測定を行う。

　平成 23年度においては、

A.道東地域での地磁気、地電位の観測は引き続き行い、地震活動に伴う変動の観測を行う。また、地

震発生地域の比抵抗構造について検討を行う。

B.日高、道東地域における VHF帯電波伝播異常観測は継続し、散乱体の方位の探知をめざすととも

に伝搬メカニズムの解明を試みる。

C.地震に伴う電離層総電子数（TEC）の変化や大気圏での変化を GPS衛星データを用いて調べる。

D.道東で行っている地磁気変動観測を継続すると共に、A.の地磁気観測で行っている 3成分地磁気の

変化についても検討を行う。また、地磁気の絶対値測定を行う。

　平成 24年度においては、

A.道東地域での地磁気、地電位の観測は引き続き行い、地震活動に伴う変動の観測を行う。また、地

震発生地域の比抵抗構造について検討を行い、それらのデータを基に地震に伴う地磁気、地電位変化

の可能性について議論する。

B.日高、道東地域における VHF帯電波伝播異常観測は継続し、伝搬メカニズムの解明を試みる。

C.地震に伴う電離層総電子数（TEC）の変化や大気圏での変化を GPS衛星データを用いて調べる。

D.道東で行っている地磁気変動観測を継続すると共に、A.の地磁気観測で行っている 3成分地磁気の

変化についても検討を行う。また、地磁気の絶対値測定を行う。



　平成 25年度においては、

A.道東地域での地磁気、地電位の観測は引き続き行い、地震活動に伴う変動の観測を行う。また、地

震発生地域の比抵抗構造について検討を行い、それらのデータを基に地震に伴う地磁気、地電位変化

の可能性について議論する。

B.日高、道東地域における VHF帯電波伝播異常観測は継続し、伝搬メカニズムの解明を試み、その

地震予知への適用性について検討する。

C.地震に伴う電離層総電子数（TEC）の変化や大気圏での変化を GPS衛星データを用いて調べ、地震

予知への適用性について検討する。

D.道東で行っている地磁気変動観測を継続すると共に、A.の地磁気観測で行っている 3成分地磁気の

変化についても検討を行う。データを基に応力蓄積過程の解明の可能性について議論する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
A. ULF帯で電磁気現象

1. 津波に伴う地電位変動

道東地域において、地磁気地電位変動観測を継続してきた。研究期間中に発生した東北太平洋沖地震

に伴い、津波が北海道東部地域にも達し、それに伴う地電位変動が観測された。えりも観測点では、地

震波到着時には地磁気、地電位の変動が観測され、また、潮位計で観測された潮位の変動と相関のあ

る地電位変動が観測された（図１）。この変動や潮位の変動が大きかった第 1波到達後 20時間ほど継

続して観測された。2方向の地電位変動を基に電流の流れた方向を推定すると、津波の到来方向と直

交していることが分かった。このような変化は、海岸にある厚岸や根室観測点でも観測された。

2. 地震発生域での比抵抗構造

地震発生地域の比抵抗構造を調べ、その特徴を明らかにするとともに地震発生時前後の比抵抗構造の

変化を検出する可能性について調べるために、2003年十勝沖地震の震源域を含む日高山脈南部での３

次元比抵抗構造を求めた。MT法による観測は 2004年に行われたが、本研究期間中に 3次元インバー

ジョンにより比抵抗構造を求めた。3次元比抵抗構造を得るためには、海の影響やモデルのグリッドの

方向等の影響の検討も行った。日高山脈の直下では、日高衝上断層直下のプレートの上面付近で地震

が頻発するところがあるが、そこから地表浅部に達する柱状の低比抵抗域があることが示された（図

2）。この地域で行われた地震波トモグラフィー (Kita et al, 2010)により得られた S波速度構造と比較

したところ、日高山脈の地殻に分布する低速度域の東端に位置していることが分かった。このようす

から低比抵抗域は、千島弧と東北日本弧の衝突域に破砕域が生じ、深部から流体が供給される通路と

なっている可能性が指摘できる。

B. VHF帯電波伝播異常

1. 統計的考察

　VHF帯の電波が見通し外に伝播する現象が地震に先行して起こることが内外で観測されている。北

海道大学でも 2002年から道内の地震頻発地域で観測開始している。これまでは、異常の検出につい

て特有の異常を探してきたが、結局、いろいろなタイプの変化があることがわかってきたので、統計

的に先行現象としての発生確率調べてみた。広尾町 FM放送局からの電波を日高山脈の反対側にある

えりも町で、2012年 6月から 2013年 12月までの間に観測された電波強度のデータを対象とした（図

3）。その間データ全体の中央値からの標準偏差σを基準に一定以上大きな強度を閾値として、それ以

上の強度で観測されたものを異常と定義し、その異常が 10分以上継続するものについて、地震発生と

の関係を調べた。限られた期間でのデータであるが、異常の閾値を大きくすると空振りは少なくなる

が見逃がしは多くなる傾向後見られ、地震との関連を議論する基礎データが得られた（表 1）。また、

現段階では、夏季におけるスポラディック E層や雷の影響などものぞいていないので、そういうノイ

ズを合理的に除く方法についても今後研究を進める必要がある。

2. 電波伝搬異常発生メカニズム

地震に先行するVHF電波伝播異常のような大気圏での異常や電離圏での電子密度異常が発生するメカ



ニズムについては、Pulinet and Ouzounov(2011)によるラドン仮説がある。その仮説によると、地震の

準備過程で発生するラドンガスが大気と反応することにより、帯電エアロゾルのような電波散乱性物

質を生じ、それに伴い大気電場が変化すると考えられている。そのような変化が VHF伝播異常と関

連するかどうかを調べるために、道東地域の弟子屈美留和、根室市別当賀、落石および日高地域の広

尾、えりもの観測点において、VHF電波伝播異常観測とフィールドミルによる大気電場との同時観測

を行った。その結果、明瞭なものは数例ではあるが、電波伝播異常と大気電場変動に相関がみられた

（図 4）。

また、えりも地域では近接した４地点で電波伝播異常観測を行ったところ、一例として、地震の 4日

前に観測された異常は、それぞれの観測点で少し時間がずれて異常が発生していて、一定の方向に散

乱体が移動していったと考えてもよいデータが得られた（図 5）。このようなデータを集めることによ

り電波伝播異常の発生メカニズムについての議論が可能となろう。

C.GPSTEC（電離圏総電子数）の観測

1. 直前に起こった電離圏全電子数の正の異常

2011年東北地方太平洋沖地震 (Mw9.0)に際し、地震約 40分前から震源域上空の電離圏で最大一割近

くに達する全電子数 (TEC)の正の異常が観測された（図 6、Heki, 2011)。これは我が国に多数展開さ

れた全地球測位システム (GPS)のキャリア位相差の時系列から得られたもので、データの入手と解析

はともに簡単で追試が容易である。今回注目したのは、地震の約 40分前に始まって地震波が電離圏に

到達するまで継続する TECの正異常である。異常分は地上局と衛星を結ぶ視線ベクトルが電離圏の最

大電子密度高度 (約 300 km)を貫く点 (その地上投影点を SIPと呼ぶ)が震源上空にある GPS点で大き

く (鉛直 TECで 2TECU程度)、震源から離れるに従って小さくなる。また震源から十分に離れた電離

圏では逆に TECの負異常が見られる。なお TEC異常は CIDが治まった後に元にもどっている。この

ような地震直前の TEC変化に関して、地震に伴う異常部分 (UT5.2-6.0)を除いて推定したモデルから

の差を鉛直 TECの異常に換算すると、地震直前の時点で明瞭な正の TEC異常が震源近傍上空に分布

している。同様の前兆変化は 2010年 2月のチリ地震、2004年 12月のスマトラ地震、および 1994年

北海道東方沖地震においても見出されており、巨大地震に普遍的なものである可能性が高い。

2. 東北地方太平洋沖地震後の Total Electron Content（TEC）変動について

2011年 3月 11日に発生した東北太平洋沖地震は巨大な津波を引き起こした。この津波は東北地方太

平洋沿岸に押し寄せるとともに、強い大気波動を励起した。その波動は熱圏まで到達し、電離圏プラ

ズマの擾乱を引き起こした。この様子は Global Positioning System（GPS）を用いて観測された Total

Electron Content（TEC）を用いた観測で数々報告されている。津波によって励起された音波が電離圏

に到達し、鋭い TEC上昇を見せたのち、海面・地面と上層大気の間で共鳴を起こし、一定周期の変動

を見せる一方、全く上昇を伴わず、TEC減少から変動が開始する現象も見つかった（図 7、Kakinami

et al., 2012）。それに引き続いて、津波発生領域上空を中心とした半径 100 kmの範囲で数 TECU程度

の TEC減少していることが分かった。同様の TEC減少が 2004年スマトラ島沖地震と 2010年チリ地

震でも見つかった。一方で、これらの現象は津波の発生していない 1999年台湾チチ地震では現れな

かった。以上のことから津波発生後に見られる現象であると考えられ、津波の早期警報に役立てられ

ると期待される。

なお、１と２は同じデータで異なる解析結果が得られたものであり、地震前の TEC増加を異常とみる

か、地震後の TECの減少を異常とみるか論争が続いている。

3. 地震に伴って発生する電離圏電子密度異常の伝搬

　2011年東北太平洋沖地震に伴う地震時の電離圏異常（Coseismic ionospheric disturbances略してCIDs)

について GPSTECと地震波データを用いて調べた。速度約 3km/sで伝播する高速CIDは西から南西方

向だけにみられ、速度約 1.2km/s伝播する低速 CIDは、津波ソースから同心円状に広がっている（図

8）。伝播速度や振動数を考えると、高速 CIDは Rayleigh波によるものであり、低速 CIDは音波や重

力波に伴うものであると考えられる。Rayleigh波に伴うCIDの伝播の南北非対称性は、Rayleigh波が

音波の点震源としてふるまっているものではないことを示唆する。したがって、重なり合った音波の



wave frontは Rayleigh波によって励起されたものであり、高速 CIDの伝播の南北非対称性は地磁気の

伏角の影響によると考えられる。

D.道東地域での地磁気観測

　道東地域にある 8地点の磁気点では、1970年代より地磁気強度の繰り返し測定、1994年から連続測

定を行ってきているが、2009年からは地磁気三成分絶対観測を実施している。2011年までに、既設の

8箇所の磁気点すべてにおいて絶対観測を実施した。この観測は、地磁気観測所の協力を得て、偏角、

伏角の観測には地磁気観測所所有の FT型磁気儀を使用し、全磁力の観測には絶対観測点、参照点と

も北海道大学所有のオーバーハウザー磁力計 (OHM)を使用した。絶対観測点と参照点との全磁力地点

差は、FT型磁気儀での観測前後に OHMを用いて観測した。

この結果を用いて、各磁気点の地磁気偏角・伏角の違いに起因する見かけの全磁力永年変化（オリエン

テーション効果）を見積もり、観測された永年変化にどの程度見かけの変動が混入しているかを議論

した（図 9）。その結果、地点によっては、参照点である女満別の伏角・偏角との間に大きな隔たりが

あり、オリエンテーション効果は無視すべきでないことが明らかになった。ただし、推定されたオリ

エンテーション効果は、実際に観測されてきた永年変化の傾向とは逆センスであり、この効果を補正

すると、実際の永年変化場は、補正前に比べて若干大きいものと考えられた。また、全磁力 Fは 2010

年から 2年間で 60～100nT程度大きくなっており，その間水平成分はあまり変化しておらず、その増

加は主に伏角が増加しｚ成分が大きくなったためであることがわかった。このような観測を続けてい

くことにより，磁場の変化のようすが詳細に示され，プレート運動による地殻中での応力に変化に伴

う応力磁気効果仮説の検証に貢献できると考えられる．
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図１．2011年 3月 11日の津波到達時の東西方向のひずみ、潮位、地電位の変動



図２．日高山脈地域の比抵抗構造

広尾～えりもを結ぶ北東（右）ー南西（左）方向の断面。ドットは地震の震源分布。

図３．えりもで観測された広尾 FM放送局からの電波強度



表１．閾値によるヒット数（15日以内に地震があった）、空振り数（15日以内に地震がなかった）、見逃し数（21
個の地震に対して 15日以内に異常がなかった場合の数）

図４．VHF帯電波伝播異常と相関する大気電場（EMF）の例（2010年 10月 10日冬島観測点の記録。10月 14日
日高山脈で M5.5の地震が発生した）



図５．電波伝播異常の移動。冬島、留崎、えりもと東へ行くほど異常の発生時刻が遅くなった例

図６．東北太平洋沖地震直前の GPS-TECの変化



図７．東北太平洋沖地震直後の GPS-TECの変化。津波による海面変化が重力波が電離圏に達し TECの変動を起
こした。

図８．地震波および GPSTECの走時ダイアグラム．
(a) 地震波および (b)10 分のハイパスフィルターをかけた津波ソース (北緯 48 度, 東経 138 度) と同じ緯度での
GPSTECの走時ダイアグラム．(c),(d)は，震央から西南西方向 (北緯 35度,東経 136度)での GPSTEC走時でそれ
ぞれ PRN15および PRN26衛星による観測．黒の斜め線は速度を示し，垂直な破線は地震の発生時間を示す．



図９．1996年から 2011年までの女満別地磁気観測点との差の変化。青点：単純な差、水色点：各点での偏角、伏
角の違いによる見かけの全磁力変化（DI効果）を評価した変化、赤点；地磁気標準磁場の変化
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課題番号：1006

（１）実施機関名：

北海道大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

超巨大地震により発生する巨大津波の即時予測に向けた津波解析手法開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（2）超巨大地震とそれに起因する現象の予測のための観測研究

ウ．超巨大地震から発生する津波の予測

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

イ．強震動・津波の生成過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　現在の津波解析及び津波波高予測は地震波データ等から推定される地震断層モデルを利用して行わ

れる。しかし、海底地滑りや海底噴火等、津波の励起は地震波の励起から予測することが難しい場合

がある。本研究では、地震断層モデルを用いるのではなく、観測された津波波形から直接海面変動を

推定し、津波波高を予測する手法を開発する。さらに、リアルタイムで予測を行うために、観測津波

波形の増加とともに再推定を行い、津波波高の予測精度を逐次に改善していく手法を開発する。最後

に、巨大津波被害発生時には津波予測改善を目指し、国際協力研究として緊急津波調査研究を実施す

る場合がある。

　北海道太平洋沿岸では津波堆積物調査研究等により、400-500年に一度、超巨大津波に襲われてき

たことが明らかになってきた。最近は 17世紀前半に発生したとされており、北海道太平洋沿岸では巨

大津波に対する津波災害対策が緊急の課題となっている。本課題は、超巨大地震による津波予測の精

度向上を目標として、リアルタイムで直接太平洋沿岸の津波の高さや浸水域を予測する手法の開発を

行う。さらに即時予測の推定時間短縮と予測精度向上のため最も有効な海底津波観測点の検討も行う。

また、最近、2011年東北地方太平洋沖地震による巨大津波の影響で震源域上空の電離圏が乱され、そ

れが GPS連続観測網（GEONET）のデータから解析される全電子数（TEC）の時系列で捕らえられて

いたことが分かってきた。つまり TECの時系列解析により巨大津波が面的に捕らえることができる可

能性がある。本課題では、TECの時系列データから津波波高分布を得るための解析手法の開発を実施

する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

21年度

　近地津波に対し日本沿岸の観測津波波形から海面変動を予測し、沿岸での津波波高を予測する手法

を開発する。



22年度

　開発された手法を 2003年十勝沖地震により発生した津波に適用し、実際の津波予測が適切にできる

よう改善する。

23年度

　遠地津波に対し太平洋での観測津波波形から海面変動を予測し、日本沿岸での津波波高を予測する

手法を開発する。

24年度

　北海道太平洋沖で発生すると考えられる超巨大地震による巨大津波が発生した場合に、即時に推定

された断層モデルから太平洋沿岸での津波を早期に予測するための研究を実施する。具体的には、想

定されている北海道太平洋沖超巨大地震の断層モデルで計算される津波を実際に発生する津波と仮定

し、津波波形の比較により、即時的に平洋沿岸での津波の浸水予測を実施する手法を開発する。また、

GPS連続観測網（GEONET）のデータから解析される TECの時系列から津波波高を推定するための

手法を開発する。

25年度

　北海道太平洋沖の超巨大地震に対して釧路沖の海底津波計を用いた手法開発を実施する。それに加

えて、将来さらなる津波予測精度の向上と予測時間短縮のために海底津波計が増設されることを考え、

それらを利用した手法を開発する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
●超巨大地震により発生する巨大津波の即時浸水予測に向けた津波解析手法の開発

　近地津波に対し日本沿岸の観測波形から海面変動を予測する手法を開発し，2009年 8月 11日に発

生した駿河湾地震（M6.4）に適用し，海面変動予測を行った．駿河湾地震は深さ 20kmで発生した逆

断層型地震であったため，全体的に海面が上昇すると予想されていたにも関わらず，焼津検潮所の津

波記録は大きな引き波から始まっていた．その原因を探るため，津波波形インバージョンにより海面

変動を推定した．陸よりの海面上昇により津波波形が説明可能であることが分かった（図１）．

　上記海面変動を予測し沿岸での津波波高を予測する手法を 2005年宮城沖地震に適用することを試み

た．震源近傍の宮古・釜石・大船渡・鮎川の検潮記録，石巻・大船渡湾内・大船渡湾口・釜石に設置さ

れた港湾技術研究所ナウファスの海底設置式波浪計，釜石沖に設置された２台のケーブル式海底圧力

計の津波波形データを使用して津波早期予測の実験を行う．図２に地震発生から 35分の津波波形を用

いて各観測点での予測を実施した結果を示す．津波の第１波が大船渡・鮎川に到達しているのが分か

る．この時点になって津波波形を含めて全ての観測点で比較的良く予測できていることが分かる．以

上より，ケーブル式津波計で津波の第１波のピークが捕らえられた時点で津波の高さや波形がある程

度予測可能であることが分かった．

　東北地方太平洋沖巨大地震の発生を受けて，巨大津波の予測は，地震発生から津波遡上高の予測ま

でリアルタイムで予測する手法を開発することが重要であることが明らかになった．東北地方太平洋

沖地震による津波遡上高分布を見ても明らかなように津波高はローカルな地形の影響を受け大きくば

らつく．本研究では巨大地震の震源が決まってからリアルタイムで津波遡上高と遡上域を推定する手

法の研究開発を実施した．本手法は超巨大地震の震源が決まると同時に１）Wフェーズを利用したイ

ンバージョンを実施し地震メカニズム・地震モーメント・セントロイドを推定，２）それを基に Hanks

and Bakun(2001)の式を用いて断層幅Wと断層長 L＝ 2Wを決め矩形断層モデルを作成，３）推定断

層モデルを用いて津波数値計算を実施し，津波遡上域・津波遡上高を予測することとした．まず，東

北地方太平洋巨大地震に適用し，その有効性を評価した．地震発生後５分間に F-Netで観測されたW

フェーズの地震波形 10観測点を用いて地震メカニズム・地震モーメント・セントロイドを推定し，断

層モデルを推定した（図３黄緑）．走行が 221度と少し実際の走行からずれて推定されたが Mwは 9.0

と良好に推定された．次に地震発生後 10分間の地震波形（18観測点）を用いて同様に地震メカニズ

ム・断層モデルを推定した（図３青）．走行 207度，Mwは 9.0と比較的良好な結果が得られた．図３



には遠地波形を含めた 69観測点の地震波形を用いた解析結果も赤で示す．図４には図３で推定された

断層モデルから南三陸町で計算された津波遡上域と津波高を示す．走行のずれから地震発生後５分間

の地震波形を用いた解析では津波高は少し過小評価になっているが津波遡上域は十分再現されている．

地震発生後 10分間の地震波形を用いた結果では津波遡上域・津波高とも良く予測できていることが分

かる．田老・陸前高田・仙台平野での結果も同様であった．つまり，今回の地震においても地震発生後

5分から 10分間の地震波形を用いることで地域の津波遡上を比較的上手く再現できることが分かった．

　しかし，上記のように南三陸等での津波浸水域を精度よく予想するためには，50m以下の細かい格

子間隔で津波遡上数値計算を実施する必要があり，地震が発生してから津波数値計算を実施していて

は，沿岸の津波を予測することができない．

　平成 25年度の研究では，あらかじめ多くの断層モデルに対して津波遡上数値計算を実施しておき，
それをデータベース化することで，リアルタイムで津波浸水域を予測する手法を開発し，その手法を

東北地方太平洋巨大地震に適用し手法の有効性を評価した．

　データベースの作成は様々な大きさ・規模の断層モデルをプレート境界上に仮定して実施する（図

５）．本研究ではMw8.0-Mw9.0のプレート境界型断層モデルを図５のように配置した（532モデル）．

各断層モデルに対して，移動境界条件のもとで，海底摩擦を考慮した非線形長波近似式を用いた津波

遡上数値計算を実施する．津波遡上を計算する格子間隔は 1.1秒とした．さらに，津波遡上計算を実

施する地域の沖で水深 50m程度の地点でかつ津波第１波が非線形の効果をほとんど受けないと予想さ

れる場所を，津波遡上計算地域を囲むように数か所抽出する（図６）．それら数か所での津波数値計

算結果の時系列（津波波形）を最適の津波浸水結果を抽出するための指標津波波形としてデータベー

スに保存する．本研究では，北から宮古・山田・大槌・釜石・吉浜・三陸綾里・大船渡・陸前高田・気

仙沼・本吉・追波・石巻・仙台に対しデータベースを作成し津波浸水域・津波高の予測を試みる．

　まず，上記地震発生後５分間に F-Netで観測されたWフェーズの地震波形を用いた結果から推定さ

れた断層モデルを用いて線形長波近似式を用いた津波数値計算を実施し，データベースの保存された

指標津波波形計算地点での予測津波波形を推定する．この津波数値計算は，通常のパソコンでも 1-3分

程度で完了するため，十分に津波予測に利用することができる．この予測津波計算波形をデータベー

スに格納された計算津波波形と比較する．予測津波波形を最も良く説明できる最適モデルを抽出する

（図７には陸前高田の場合を示す）．この最適モデルの津波浸水域・津波高がリアルタイム津波浸水予

測となる．図８には陸前高田のリアルタイム津波浸水予測が実際の津波浸水高を良く説明できている

ことを示す．陸前高田の場合，計算時間は３分で，地震後５分の地震波形データから断層モデルを推

定していることから，地震後 10分程度でリアルタイム津波浸水予測ができることが検証された．図

９，10，11には宮古・山田・大槌・釜石・吉浜・三陸綾里・大船渡・気仙沼・本吉・追波・石巻・仙台

のすべての地域でリアルタイム津波浸水予測が実際の津波浸水高を説明できていることを示す．本研

究で開発されたリアルタイム津波浸水予測手法の有効性が検証され，実装可能な津波浸水予測手法の

開発に成功した画期的な成果である．

　北海道太平洋沿岸は，津波堆積物調査結果より，最近のM8クラスの巨大地震による津波よりもは

るかに大きな津波が太平洋沿岸を襲っていたことも明らかになっている．このようなプレート境界型

超巨大地震が発生すると，大津波を引き起こし北海道太平洋沿岸の自治体で甚大な被害が予想されて

いる．被害を最小限に抑えるためには，この様な大津波に対応し上記リアルタイム津波浸水予測手法

を早急に適応する必要がある．上記手法を用いて，釧路市での津波浸水域をどの程度予測可能である

か実験した．まず，釧路市近傍の津波遡上数値計算を様々な断層モデル（約 300モデル）を用いて実

施しデータベースとして保存した．次に，北海道太平洋沖で 17世紀の巨大地震と同じ地震が発生した

として，その地震の最新の断層モデル（課題 1002）より津波遡上数値計算を実施し，その津波浸水域

が実際に発生したとする（図 12）．つまり図１２が答えとなる．データベースに保存されている津波

波形は釧路近傍の 5点である．この地点での最新の断層モデルから計算される津波波形とデータベー

スに保存されている津波波形を比較して最適の予測津波浸水域を抽出した．答え（図 12）に近い浸水

が予測できていることが分かる（図 13）．釧路市でのリアルタイムの津波浸水予測が可能であること



が示す画期的な結果である．

● GPS連続観測網（GEONET）の全電子数（TEC）データによる津波検知

　2011年東北地方太平洋沖地震による影響で震源域上空の電離圏が乱され，それが GPS連続観測網

（GEONET）のデータから解析される全電子数（TEC）の時系列で捕らえられた．2011年東北地方太

平洋沖地震による津波の伝播と TECの変化を比較すると 9分程度遅れで TECが変化しておいる様子

が分かった．超巨大地震による津波は GPS連続観測網の TEC解析によって検知できることが明らか

になった．

●国際共同研究による日本海での津波調査研究

　1983年日本海中部地震，1993年北海道南西沖地震，1940年積丹沖地震の発生を見てわかる通り，

日本海東縁部では津波による被害が伴う地震が発生している．しかし北海道日本海側では上記津波の

痕跡がほとんど残されていないことから推測できるように，痕跡調査には適さない場所が多い．そこ

で我々は，日本海を挟んで対岸にあるロシア沿海州で，北海道大学とロシア科学アカデミー極東支部

との共同研究として津波堆積物調査を実施してきた．1900年代の津波は，沿海州では 3mから 5mの

高さであり，沿岸で被害があったことも記録されている．これらの近年の津波によると思われる堆積

物は，手つかずの自然が広がる沿海州の沿岸湿地に砂層として検出される．また，ウラジオストック

の北にあるキットベイでは，10世紀に降下した B-Tmテフラが見つかっており，その下位にも２層の

砂層が検出された．これらが津波堆積物だとすると，津波は日本海東縁部を震源とする地震で起きた

ものである可能性が高く，20世紀の被害地震を超える規模の津波が日本海で繰り返し起きていたこと

を示す物証が見つかったことになる．

　他にも 2009年サモア巨大地震の緊急津波現地調査，2010年チリ巨大地震の国際共同現地地震津波

調査，2010年スマトラ・ムンタワイ津波地震のインドネシアとの共同現地津波調査を実施し，津波被

害を及ぼす津波の挙動を明らかにした．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Gusman, A.R. and Y. Tanioka, 2013, W phase inversion and tsunami inundation modeling for tsunami early

warning: Case study for the 2011 Tohoku event, Pure Appl. Geophys., doi:10.1007/s00024-013-0680-z

Gusman, A. R., Y. Tanioka, B. T. MacInnes, and H. Tsushima, 2014, A Methodology for Near-field Tsunami

Inundation Forecasting: Application to the 2011 Tohoku Tsunami, JGR, submitted.

Tanioka, Y., A.R. Gusman, and K. Ioki, 2014, Real-time tsunami inundation forecast for a recurrence of 17

century great Hokkaido earthquake, J. of Disaster Research, submitted.
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図１

上）2009年駿河湾地震の津波波形解析から推定された海面変動
下）観測津波波形（青）と計算津波波形（赤）の比較



図２

地震発生から 35分後までの津波波形を使用した津波波形予測（赤）．
点線（黒）が実際の観測波形．実線（黒）が津波波形予測（逐次津波波形インバージョン）に用いた波形．宮古

(miy)・釜石 (kam)・大船渡 (ofu)・鮎川 (ayu)の検潮記録，石巻 (ish)・大船渡湾内 (ofui)・大船渡湾口 (ofuo)・釜石
(kam2)に設置された港湾技術研究所ナウファスの海底設置式波浪計，釜石沖に設置された２台のケーブル式海底
圧力計 (tm1,tm2)の津波波形データ



図３

Wフェーズを用いた地震波形インバージョンの結果と推定された断層モデル．黄緑は地震発生から５分間の地震
波形を用いて推定。青は地震発生から 10分間の地震波形を用いて推定。赤は遠地地震波形を含めて推定．



図４

南三陸町での津波遡上予測結果。a）地震発生から５分間の地震波形から推定された断層モデルから計算された津
波遡上域と津波高。ｂ）地震発生から 10分間の地震波形から推定された断層モデルから計算された津波遡上域と
津波高。ｃ）遠地波形も含めた断層モデルから計算された津波遡上域と津波高。太線は東北地方太平洋沖地震の

津波遡上域。



図５

リアルタイム津波浸水予測のためのデータベースに登録するための 532個の断層モデル．

図６

陸前高田でのリアルタイム津波浸水予測のための指標津波波形を計算し、比較する津波計算比較地点（▲）



図７

図６の津波計算比較地点で、地震後５分の地震波形から推定された断層モデルから線形長波理論で計算された津

波波形（青）とデータベースから抽出された最適津波波形（赤）の比較

図８

陸前高田での津波浸水計算．左）断層モデルから直接津波遡上域を計算した結果と調査データ（棒グラフ）の比較

（計算時間約 2時間），右）リアルタイム津波浸水予測手法により抽出された最適モデルと調査データの比較（計
算時間３分）．

図９

宮古・山田・大槌・釜石でのリアルタイム津波浸水予測結果と実際の調査結果の比較．



図 10
吉浜・三陸綾里・大船渡・気仙沼でのリアルタイム津波浸水予測結果と実際の調査結果の比較．

図 11
本吉・追波・石巻・仙台でのリアルタイム津波浸水予測結果と実際の調査結果の比較．



図 12
17世紀の巨大地震の断層モデルから計算された釧路市の津波浸水域と浸水高

図 13
データベースから抽出された予想津波浸水予測図



平成 25年度年次報告

課題番号：1007

（１）実施機関名：

北海道大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

試掘探査を基軸とした有珠山における浅部噴火発生場の検証研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-3）火山噴火過程

イ．噴火の推移と多様性の把握

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-2）火山噴火予測システム

ア．噴火シナリオの作成

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本計画の目標は，有珠 2000年新山域を対象に，ボーリング探査を基軸として低高度稠密空中磁気測

量や地盤変動などの多項目観測を行い，貫入マグマを示唆する構造や変動源，水蒸気爆発の発生場や

噴火活動後に発達した熱水系の実体を検証し，デイサイト質マグマによるドーム形成噴火の理解を深

め，その活動予測の高度化を進めることにある．

（６）本課題の５か年計画の概要：

2009年度の計画概要： 　次年度の各種観測・探査に先行して 2000年新山横断水準測量を行い， 2000

年新山で進行している沈降の現況把握を行う．また事前調査として，ボーリング探査データの解析に

必要とされる基盤地質，地下温度，浅部の水環境などを知ることのできる孔井地質柱状図や検層デー

タの収集を行う．さらに，ボーリング探査の成否を左右する 2000年新山地域の地下浅部の温度を推定

するために噴気温度など噴気諸量を測定する．

2010年度の計画概要： 　これまでの観測研究や物理探査結果を参考に，低高度稠密空中磁気測量，地

上全磁力観測，地盤変動観測（水準測量，精密重力測量，In-SAR解析）を行い，2000年新山直下の

貫入マグマと考えられる帯磁源や圧力源の位置を再解析する．熱観測を実施し，地下の温度分布を推

定する．2000年新山地域で実施されたMT探査・地震探査を参考にしながら，人工地震の補完探査を

行い，反射面の水平方向への広がりを把握する．２年間にわたって実施した観測・探査の解析結果を

総合し，法的な規制などを考慮して，掘削地点を選定する．

2011年度の計画概要： 　火山噴出物の分布と熱水系の発達が想定される地表から深度 200ｍまでワイ

ヤーライン工法により掘削する．その後，拡孔して検層を行い，その解析を実施する．また，ボーリ

ングコアの火山地質学的・岩石学的解析から噴火履歴や噴火様式の時間変化について検討する．コア

物性試験を実施し，必要に応じて観測から推定された構造の再解析を行う．



2012年度の計画概要： 　掘削データやカッティングスの地質学的・岩石学的な鑑定に基づいてスポッ

トコアを採取しながら深度 200ｍから 500ｍまで掘削し，掘削データや検層結果などに基づいて孔井

仕上げを行う．検層と解析，コア・カッティングスの地質学・岩石学的分析，コア物性試験，必要に

応じて観測から推定された構造の再解析を行う．

2013年度の計画概要： 　揚水試験などの孔井内計測と，地層水・ガスの採取・分析を行う．多層同時

仕上げを試行し，水位・水温観測を開始する．掘削データ，孔井地質，検層解析結果，揚水試験，地

層水・ガスの分析結果を総合し，既存の孔井資料と合わせ，水蒸気爆発の発生や熱水系の発達に関係

する浅部水環境（透水層分布や透水係数等の水理定数）を把握し，噴火発生場の特性や貫入マグマの

冷却過程を検討する．また，現地検討会による総括と取りまとめを行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　計画前半の２年間は低高度稠密空中磁気測量などの多項目観測が展開された。低高度稠密空中磁気

測量は 2000年新山と山頂火口原，昭和新山の 3領域に明瞭な全磁力変化を抽出し、空中磁気測量によ

る全磁力変化検出の有効性・実用性をさらに確実なものとした。

　また人工地震探査により、熱活動の消長や地殻変動に由来する速度構造変化と反射面の変化をとら

えたが、説明の難しい変化もあり、時間変化の検出と解釈には慎重な吟味を要することを指摘した。

　更に昭和新山南東麓の観測井で得られた孔井資料の解析から、昭和新山溶岩ドームの出現に先立つ

一連の水蒸気爆発のうち中～後期のマグマ水蒸気爆発の発生環境が高空隙率・難透水性であるという

想定を検証した。

　この他、水準測量や InSar解析、全磁力観測や熱観測を通して、2000新山地域の沈降や冷却帯磁傾

向，熱活動の衰退が継続し、収縮源や帯磁源の位置に大きな変化のないことを確認した。

　計画後半の試錐探査は、上記の結果や確保可能な試錐用地などを考慮し、地震及び MT探査から推

定された貫入マグマを示唆する背斜状構造の北翼にあたる標高約 162mの 2000年新山北麓で実施し

た。また掘削行程や孔井仕上げの再検討を行い、孔明管設置・揚水試験は困難と判断し、代わりに地

表から孔底まで高い採取率でコアを取得することとした。更に無駄な作業を省いて合理的に探査を進

めるために、平成 23年と 24年度にわけた探査を一連の探査として実施した。掘削中、孔内崩壊が頻

発したほか、200ｍ以深では抑留事故の恐れも生じ、それらの対策ために掘削が遅れ、本年度はコア

の物質科学的記載、変質解析を主に、物理検層や物性測定値をあわせ、物理探査から推定された構造、

水蒸気爆発の発生や熱水系に関係する浅部水環境を検討した。

　孔井地質は、地表から深度10.85ｍまで人工擾乱層、深度 10.85～37.70mまで泥流堆積物、深度37.70m

～51.17mまでは洞爺火砕流堆積物に由来する湖沼性堆積物で、これ以深は新規安山岩が深度 295.15m

まで分布する。この下位には、深度 331.00m～356.90mの間に新規安山岩の岩脈を挟んで、荘珠内川層

が孔底 (深度 504.0m)まで続き (図１)、2000年貫入マグマは確認できなかった。このことから直ちに

新山頂部直下の浅部に貫入マグマの伏在を否定できないが、地温分布は 90ｍ前後で 65℃を示すもの

の孔底温度、孔底付近の地温勾配とも有珠山周辺の温泉井で得られる地温分布を示し、浅部に貫入マ

グマが存在する可能性は低い。また、PS検層結果と反射断面の整合性は低いが、電気検層結果と比抵

抗構造は整合し、貫入マグマを示唆する背斜状構造は地層境界と再解釈された。これらのことは、地

殻変動解析による圧力源が深部に貫入したマグマにより変形した内部境界であることを示唆する。

　また新規安山岩及び荘珠内川層は変質作用を受け、スメクタイトを主とし、カオリンを部分的に含

む。このことは水蒸気爆発による破砕深度は時間とともに浅くなり、４月中旬以降は深度数 100ｍか

ら地表間で発生し、火山灰中のカオリンを増大させたという推定を裏付ける。発泡孔の多い部分や亀

裂の発達した部分を除き、変質した新規安山岩と荘珠内川層の空隙率と透水係数は、岩相による違い

があるものの、全体として 50％内外、10-13程度であり、これは高空隙率難透水性の粘土層が水蒸気

爆発の発生に重要な役割を果すという想定を支持する。

　熱水系については深度 90ｍ及び 370m付近に顕著な逸泥があり、地温が 65℃を示す深度 90ｍ付近

では熱水の胚胎は間違いない。一方、370ｍ付近の熱水貯留については、温度検層データに地温回復



が認められず、疑問が残る。

　この他、全磁力観測から地下に想定された逆帯磁岩体についても、伏角測定により、その存在が確

認された。

　更に人工的に乱された地表付近を補間するために行ったトレンチ調査や、深度 10.85～51.17m間の

泥流堆積物、湖沼性堆積物に含まれる岩塊の岩石学的検討、および木片の年代測定から外輪山溶岩の

活動期は２万年以降であることを明らかにした。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Nishiyama R., Y. Tanaka, S. Okubo, H. Oshima, H. K. M. Tanaka, T. Maekawa, Integrated processing

of muon radiography and gravity anomaly data toward the realization of high-resolution 3-D density

structural analysis of volcanoes: Case study of Showa-Shinzan lava dome, Usu, Japan, J. G. R., DOI:

10.1002/2013JB010234, 2014.

中田節也、鍵山恒臣、中川光弘、大島弘光、津久井雅志、有珠山の噴火シナリオの作成、日本地球

惑星連合 2013年合同大会予稿集、幕張、2013.
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図１.総合柱状図
試錐地点は、2000年新山頂部から北北東に約 325m、NB火口から北北西に 260ｍほど離れた標高が約 162mの
2000年新山北麓である。この地点の隆起量は約 30m、地震および MT探査から推定された貫入マグマを示唆する
背斜状を呈する構造の北翼にあたる。



平成 25年度年次報告

課題番号：1102

（１）実施機関名：

弘前大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

東北地方北部日本海溝沿いの地震活動モニタリング

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（2）超巨大地震とそれに起因する現象の予測のための観測研究

ア．超巨大地震の震源域における地殻活動のモニタリング

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ア．列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（５）本課題の５か年の到達目標：

　東北地方太平洋沖地震の発生は，日本海溝沿いでのプレート間固着に関する考え方に根本的な見直

しを迫るものであった．また，2日前に発生したM7.3の地震後にゆっくり滑りの伝播が示唆されてい

ることも，日本海溝沿いの領域での地震活動を監視することの重要性を示している．しかし，その領

域においては震源決定精度が劣り，それに伴ってメカニズム解の決定精度も低いという重要な問題が

ある．本課題では，地震波形を利用することで，日本海溝沿いで発生する地震の震源とメカニズム解

の推定精度を向上させることを目標とする．具体的には，震源が既知の地震の波形をテンプレートと

し，それとの波形の相関を用いて，震源が未知の地震の震源を決定する手法を開発する．テンプレー

ト震源を sP波を利用して決定することで，全体の震源精度の向上を図る．また，精度の高い震源と sP

波の振幅を用いることで，メカニズム解も精度良く決定し，日本海溝沿いの地震活動のモニタリング

に資する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

(a)テンプレートエンベロープを用いた震源推定（24年度）

　テンプレートとする地震の波形と観測波形の相関を取ることで地震を検出し，テンプレート地震と

の相対走時差から震源位置を推定する．日本海溝周辺で発生する地震の波形は，強い前方散乱の効果

で S波到着が極めて不明瞭であるので，波形そのものをテンプレートとしたのでは地震の抽出が困難

であることが予想される．そこで，エンベロープの相関を用いた方法を試みる．

(b)エンベロープ振幅を利用した震源メカニズム推定（24年度・25年度）

　メカニズム解決定にあたり，(a)で決定した震源とエンベロープ振幅を利用する．特に，sP波の振幅

情報を利用する方法を開発する．



(c) sP波の波形の時間変化のモニタリング（25年度）

　sP波は極めて広範囲で観測される．sP波の波形の時間変化は，震源位置とメカニズム解の時間変動

の他に，震源と反射面の間の物性の時間変化を反映する可能性がある．そこで，(a)(b)で決定された震

源とメカニズム解を考慮し，物性の時間変化の検出可能性を検討する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成 24年度に引き続き，エンベロープ波形をテンプレートとして用いる震源決定法の開発を行った．

24年度には 2004年新潟県中越地震を対象に検討を行ったが，25年度には 2011年東北地方太平洋沖

地震を対象に検討した．手法的には以下の 2点の改善を行った．一つは，エンベロープ波形の相関を

計算する際の波形の規格化の際に，各観測点の 3成分間で規格化を行っていたものを，全観測点の全

成分で規格化するように変更したことである．これにより，振幅の空間分布が類似したテンプレート

が選択されるようになり，地震検出の際の誤認識が低下した．もう一つは，相対震源決定を行うよう

にしたことである．これは，観測エンベロープとテンプレートのラグ相関を求め，ラグの分布を説明

できるよう，テンプレート震源からのずれを求めることで行った．この手法を東北地方太平洋沖地震

の本震直後 1時間のデータに適用した結果，気象庁では震源が求められていない余震を検出し，震源

を推定することができた．ただし，この時間帯は目視による地震検出と震源決定は極めて困難である

ため，テンプレート法での検出と震源決定が妥当であるかは，慎重に検討しなければならない．

　25年度計画では sP波の波形の時間変化のモニタリングを計画していたが，これに関しては予定通

りに実施できなかった．しかし，当初計画には挙げていなかった，東北地方太平洋沖地震本震の震源

付近における地震活動，及び東北地方太平洋沖に発生する地震の応力降下量分布についても，極めて

関係が深いテーマとして研究を行った．

　東北地方太平洋沖地震本震の震源付近では，2日前の前震の他，過去に顕著な活動が数回発生して

いたので，過去の地震活動の時空間分布を詳しく調査した．陸域の地殻変動観測点（GEONET）と海

上保安庁および東北大学の海底地殻変動観測点のデータから東北沖地震のすべりを求めると，すべり

量が 20 mを超える大すべり域が南北 2つに分かれて現れる．これら 2つの大すべり域の周囲には 3つ

の顕著な活動域が存在する．1つは南方大すべり域の西側に分布する深部地震活動域，2つ目は前震活

動の震源域を含む浅部地震活動域， 3つ目は南方大すべり域を東西に 2分する中部地震活動域である．

前震活動とそれ以外の活動の間には，南方大すべり域を囲む地震活動の様式に大きな違いが認められ

る．前震活動の場合は，先行して発生した一連の地震により南方大すべり域の強度が低下し，その状

態で前震活動が発生したため南方大すべり域が破壊され，M9級の東北沖地震の発生につながったと

推測した（図 1）．

　応力降下量分布は，防災科学技術研究所Kik-netの地震波形データを用いて推定した．伝播経路の効

果は 3次元地震波速度構造及び Q構造を用いて補正した．その結果，海溝付近で低周波地震，沿岸付

近で高周波地震が多く発生するという，従来から知られていた一般的傾向に加え，高周波地震は特に

宮城県沖の沿岸付近で多く，岩手県沖及び茨城県沖では少ないという地域性が認められた（図 2）．ま

た，アウターライズで発生する地震やスラブ内地震に高周波地震が多いことも明らかになった．

　本課題の到達目標は，地震波形を利用することで，日本海溝沿いで発生する地震の震源とメカニズ

ム解の推定精度を向上させることであった．地震波形のエンベロープをテンプレートとする震源推定

法の開発を行い，精度検証が課題として残っているが，地震検出と相対震源決定が可能になった．地

震検出はテンプレート地震の振幅の空間分布も考慮して行っているので，メカニズム解が類似した地

震の抽出ができており，メカニズム解推定もほぼ達成できたと言える．それに加え，東北地方太平洋

沖地震本震の震源付近での地震活動特性，及び東北地方太平洋沖での応力降下量分布の地域性を明ら

かにした．これらの成果は，今後の地震活動モニタリングにおいて，地震活動や応力降下量などがど

のような特性を持つ地域を特に注目すべきかについての知見を与えたものと見ることができる．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
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古川拓人，2014，東北地方太平洋沖に発生する地震の震源周波数特性の地域性，弘前大学大学院理工

学研究科修士論文．
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図 1 　1981年の地震活動と 2011年の前震活動に先行する地震活動の違い．
各地震の破壊域を楕円で模式的に示す．色塗りの☆印は各地震の震央，白抜きの☆印は東北沖地震の震央を示す．

破線は南方大すべり域の境界を表し，灰色の楕円の領域は地震活動のドーナッツパターンで囲まれた強固なアス

ペリティを表す．×印は M6台の地震の分布を表す．



図 2 　東北地方太平洋沖で発生した地震の応力降下量分布．
左はマグニチュード 4～5，右はマグニチュード 5～6の地震を示す．



平成 25年度年次報告

課題番号：1201

（１）実施機関名：

東北大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

常時微動や後続波を用いた地下構造モニタリング法の研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

（５）本課題の５か年の到達目標：

　近年，地震波動場の相関を利用して，受動的に地下構造を推定し，その時間変化をモニターする手

法がいくつか提案されている．相関を利用するこれらの手法は地震波干渉法と呼ばれるが，手法の適

用限界や精度については，まだ明らかではない点がある．そこでまず，原理について理論的考察や数

値計算により検討するとともに，既往の手法の適用限界や精度について整理する．続いて，検討結果

に基づき，精度や安定性に優れた手法を選び出す．その際，問題点があれば適宜手法を改良する．選

ばれた手法に基づいて地下構造の時間変化を検出する解析システムを構築し，実際のデータへ適用す

ることにより地下構造のモニタリングを行うことを最終的な到達目標とする．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は，これまでに提案されている常時微動や地震記録の後続波の相互相関を利用した受動

的モニタリング手法を調査し，適用限界や精度について整理する．また理論的考察や数値計算に基づ

き手法の原理についての理解を深める．

　平成 22年度は，平成 21年度の検討結果に基づき，精度や安定性に優れた手法を選びだし，問題点

があれば適宜改良する．このようにして，選ばれた手法に基づいて地下構造の時間変化を検出する解

析システムを構築する．

　平成 23-25年度は，解析システムを実際のデータへ適用することにより地下構造のモニタリングを

行う．特に大地震や火山噴火などの発生が予想されている地域に重点をおき，それらのイベントの発

生に伴う地下構造の変化について調査・検討する．その際，長期の変化の傾向を把握することが重要で

あるので，リアルタイムのデータだけではなく，過去のデータを利用した調査も実施する予定である．



（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
期間中に計画していた課題を予定通り実施した．以下に成果の概要をまとめる．

(a)受動的モニタリングシステムの実データへの適用

　常時微動やコーダ波の相互相関や自己相関からグリーン関数を合成し，そのコーダ波部分を解析す

る Passive Image Interferometry法により，地下構造の時間変化の検出を行った．以下にまとめるよう

に，本課題により，大・中地震や火山噴火に伴う地震波速度変化を検出することができた．しかし，前

駆的な変化の検出には至らなかった．

　2004年新潟県中越地震（Mj6.8）の本震発生の前後 2カ月間にわたり，震源域から 30km以内の観

測点の連続波形記録を用いて， 2-8Hzにおいて微動の自己相関，0.1-0.5Hzにおいて微動の 2観測点間

の相互相関を計算した．その結果，本震発生に伴い震源域において地震波速度が最大で 0.5％低下した

ことが分かった．原因としては，強震動による浅い地盤の損傷に加えて，震源断層付近のやや深い場

所での破砕による構造の弱化が考えられる．なお本震発生の直前には変化は見られなかった 　[Wegler

et al., 2009]．

　2008年岩手宮城内陸地震（Mj7.2）の本震発生前後の約 100日間について，震源域周辺にある約 100

観測点の連続波形データを用いて，周期 1－ 2，2－ 4，4－ 8sの帯域で地震波干渉法を適用した．そ

の結果，周期 1－ 2，2－ 4sの帯域で，本震発生に伴い，本震震央の南側で 0.1－ 0.3％程度の地震波

速度低下があったことが分かった．また，防災科研 KiK-netの地表と地中の地震計を用いた自然地震

の Sコーダの相互相関解析も行い，観測点直下の浅部（深さ 200m程度以浅）で最大約 5％の S波速

度変化を検出した．レイリー波の分散性を考えると両者の結果は矛盾なく説明される．浅部の S波速

度低下の要因としては，強震動による浅部地盤の損傷が考えられる 　[Takagi et al., 2012]．

　2005年 8月 16日の宮城県沖の地震（Mj7.2）の前後において，宮城県沖に設置されていた 14台の

海底地震計の連続波形記録を用いて地震波干渉法解析を行った．その結果，0.5-2Hzの帯域で，地震を

境にして，微動の自己相関関数が変化したことを検出した．この変化のラグタイム依存性を調べたと

ころ，一様な速度低下を示すような変化と，特定の時刻において波形の相似性が低下することを発見

した．これらから，一様な地震波速度低下と，局在化した場所での反射・散乱特性の変化が示唆され

る [中条, 2012]．

　2011年東北地方太平洋沖地震（Mw9.0）を挟む期間（2年間）で，防災科研 KiK-netの地表点で記

録された近地地震のコーダ波（1-20Hz）の自己相関により，浅部地盤構造の時間変化のモニタリング

を行った．その結果，本震発生の発生直後に数 10％（最大 50％程度）も地震波速度が低下するが，そ

れがすぐに数％の低下まで回復し，その後さらに数カ月かけて本震前の状態に戻っていくことが確認

された． 　[Nakahara, 2014]．

　三宅島の 5観測点の地震計連続データに地震波干渉法を適用し，2000年三宅島噴火に伴う火山体内

部における地震波速度の時間変化を調べた．その結果，0.4－ 0.8，0.8－ 1.6Hzの帯域で，火山活動に

伴い地震波速度が変化していたことを発見した．特に島の北東部の経路に対する相互相関関数は最大

で約 2%の地震波速度増加を示し，これは島内の収縮源による静的応力変化が引き起こした地震波速

度変化として説明される．一方，山頂とその周辺をまたぐ経路に対する相互相関関数は最大 2%程度の

地震波速度の減少を示し，カルデラ崩壊による地形変化が引き起こす表面波の回折やカルデラの形成

に伴う周辺での体積膨張によるものとして説明できる [Anggono, 2011]．

　2005年福岡県西方沖地震（Mj7.0）の震源から 50km以内にある 7観測点における 2003年から 2010

年の 8年間にわたる連続波形記録を用いて，0.1-0.5Hz帯域で微動の 2観測点間の相互相関を計算した．

その結果，地震波速度の時間変化には，年周的に変化する成分が含まれることが確認された．振幅は

観測点間経路により異なるが，最大± 0.5％程度に達する．年周変化の原因は特定できていないが，微

動の入射方向の季節変化によるみかけのもの，地下水位や地温などの季節変化による可能性が考えら

れる．

平成 25年度の成果は次の通りである．

　2011年東北地方太平洋沖地震（Mw9.0）を挟む期間（2年間）で，防災科研K-NETで記録された近



地地震のコーダ波（1-20Hz）の自己相関を用いて浅部地盤構造の時間変化を検出した．前年に KiK-net

を用いて検出した結果の空間分解能を高めることができた．

　また，岩手山麓に独自に設置した短周期地震計アレイ記録に地震波干渉法を適用し，地球潮汐によ

る体積歪の膨張時と収縮時での微動の相互相関記録を比較した．その結果，周波数 1-2，2-4Hzにおい

て，膨張時の位相は収縮時に比べて最大で１％程度遅れていることが分かった．この原因として地球

潮汐による浅部地盤のクラックの開閉による可能性が考えられる．この研究は，地震波干渉法により

地球潮汐による地震波速度変化を検出した初めての例である 　[高野, 2014]．

　(b)地震波干渉法についての理論的・数値的研究

　佐藤の一連の研究 [Sato, 2009a, 2009b, 2010]により，地震波干渉法において，1次散乱波を利用する

ことの意義，減衰がある構造に対しても地震波干渉法が成立することが明らかになった．

Margerin and Sato (2011)はファインマンダイアグラムを用いて散乱過程を表すと，光学定理を用いて

複数の項 (spurious terms)が相殺することを示した．これにより，高次散乱まで含めて，微動の相互相

関関数からグリーン関数を得ることができることが理論的に証明された. 　

Nakahara (2012)は，減衰性媒質において，地震波干渉法と密接に関係する空間自己相関（SPAC）法の

定式化に新たに成功した．その結果，従来の減衰構造の推定手法は，比較的均質な構造に対して，減

衰が小さく，使用する観測点間の距離が卓越波長に比べて十分大きい場合に成り立つことが分かった．

さらにその結果を用いて，中原（2013）は，地震波干渉法を用いて減衰媒質を推定する既往研究の適

用可能性を明らかにし，その手法を適用する際の注意点をまとめた．

Takagi et al. (2014)は，2点間の波動場の相互相関テンソルの上下-ラディアル成分とラディアル-上下

成分の和と差を用いて，P波とレイリー波を分離する手法を提案し，岩手県遠野市の 3成分広帯域地

震計アレイデータへの適用により，その手法の有用性を実証した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Takagi, R., H. Nakahara, T. Kono, and T. Okada, Separating body and Rayleigh waves with cross terms of

the cross-correlation tensor of ambient noise, J. Geophys. Res., doi: 10.1002/2013JB010824, 2014.

高野智也，地震波干渉法に基づく地球潮汐による地震波速度変化の検出，東北大学修士論文，2014．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
中原恒・松澤暢・他

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科

電話：022-795-6533

e-mail：zisin-yoti@aob.gp.tohoku.ac.jp

URL：http://www.zisin.gp.tohoku.ac.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：中原恒 　

所属：東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻固体地球物理学講座



図 1 　東北地方太平洋沖地震に伴う自己相関の位相の遅れ
左図は東西動成分，右図は南北動成分の結果．東北日本の太平洋岸全域で最大 50％にも達する位相遅れ（速度低
下）が見られる．なお，日本海側は使用できるデータ数が少なく，結果が得られていない観測点が多い．



図 2 　岩手山北東山麓におけるアレイ観測データを用いた地球潮汐に伴う地震波速度変化検出の結果
上図は，地球潮汐による膨張時と収縮時の微動の相互相関関数（CCF）の比較（観測点 1と観測点 2のペア，周波
数 1-2Hzの例）．赤が膨張時の CCF，青が収縮時の CCFであり，収縮時の方が位相が遅れているように見える．
下図の黒丸は，短時間窓を用いた測定した膨張時に対する収縮時の時間差のラグタイム依存性を示し，直線フィッ

トの結果が緑線である．赤丸は相互相関係数を示す 　[高野，2014]．



平成 25年度年次報告

課題番号：1203

（１）実施機関名：

東北大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

沈み込み帯の水循環の全容解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

イ．上部マントルとマグマの発生場

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ア．列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　沈み込み帯の水循環について、地震波速度構造や減衰構造などの地震学的観測事実と電気伝導度構

造などの地球電磁気学的観測事実に基づき、スラブ内で脱水反応が起こる深さ、脱水反応により生じ

た水の移動経路、マントル上昇流の微細構造などを明らかにし、スラブから地表に至る流体の移動経

路の全容を解明する。さらに、５か年の計画で得られる新たな観測事実に基づき、これまでに提案さ

れている東北日本弧におけるマグマ生成・上昇モデルを高度化する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は、地震波速度・減衰トモグラフィのための地震波形の読み取りを行うとともに、得ら

れたデータを用いて、北海道および紀伊半島下の速度構造の予備的な解析を行う。また、中国北東部

におけるトモグラフィを行い、太平洋停滞スラブと活火山の関係を明らかにする。減衰構造推定のた

めのインバージョンプログラムを開発する。

　平成 22年度は、紀伊半島下の減衰構造の推定し、西南日本下のマントル上昇流について、速度異常

と減衰異常からその原因の考察を行う。また、North China Cratonの活発化と太平洋停滞スラブとの関

係の考察を行う。

　平成 23年度は、遠地地震を用いた解析を行い、日本列島下のマントル構造を明らかにする。

　平成 24年度は、これまで進められてきた波形の読み取り値を用いて、日本列島下の速度トモグラ

フィを行い、特にスラブ直上及びマントルウエッジの構造を高分解能で推定する。東北地方に関して



は 3次元最上部マントル電気伝導度構造も推定し、地震学的構造と電磁気学的構造の両者を詳細に比

較検討する。

　平成 25年度は、それまでに得られた結果から、沈み込む太平洋スラブに関わる水や物質の循環を、

日本列島から中国北東部に至る広い領域で考察し、Big Mantle Wedgeにおける流体の移動経路の全容

を解明する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
【平成 25年度の成果】

1. 日高山脈西部の観測点で観測される後続波の観測走時差を用いて北海道東部下において沈み込む海

洋性地殻の地震波速度を推定したところ、深さ 50-100 km程度の範囲で 6.8-7.7 km/sの P波速度を得

た。特に、深さ 100 km以浅では得られた P波速度が海洋性地殻を構成する含水鉱物の速度よりも小さ

い。これらの結果は、北海道東部下の海洋性地殻内部に流体の水が含水鉱物と共存していることを示

唆している。

2. 東北地方の P波減衰構造を推定した結果、上昇流に相当する斜めの高減衰異常は温度だけでは説明

できず、メルトによる減衰が寄与していることを強く示唆していることが明らかになった。また、深

さ 120km付近で太平洋スラブからマントルウエッジに伸びる高減衰域が存在する。スラブからの水の

上昇経路をあらわしている可能性が高い。

3. 東北地方中部の周期 20秒から 20000秒のMTデータを用いて 3次元電気伝導度構造モデルを推定し

た結果、沈み込むスラブと並行してマントルウェッジの高電気伝導度領域が推定され、スラブに沿っ

て斜めに流体が上昇するようなイメージを確認できた。さらに月山を横切る東西電気伝導度構造断面

では、高電気伝導体が稍背弧側で上昇しており、背弧の火山活動のうち月山下の高伝導体は上部マン

トルの比較的深部 100km以深までつながっていることを示した。

4. 九州地方において P波方位異方性構造を推定した結果、マントルウエッジの低速度域とフィリピン

海スラブ下の低速度域では鉛直方向の速度が水平方向の速度よりも速いことが明らかになった。一方、

フィリピン海内部では海溝軸に平行な異方性が観測された。この海溝軸に平行な異方性は、プレート

生成時の異方性を現在まで保持しているか、または Bタイプのオリビンの選択配向が生じているかで

説明可能である。

5. 日本国内の地震波形データに加えて、韓国国内の地震観測網のデータを用いて、西南日本下の地震

波速度構造を推定した。その結果、鳥取県沖合の日本海下と対馬・五島列島下においては非地震性の

フィリピン海スラブが深さ 400kmまで沈み込んでいることが明らかになった。ただし、山口県沖合で

はフィリピン海スラブに対応する高速度異常が見られないことから、その場所は slab windowになっ

ているのではないかと考えられる。

【5年間のまとめ】

本計画では近地地震および遠地地震を用いた日本列島下の地震波速度・減衰・異方性構造の研究やMT

探査による三次元電気伝導度構造に関する研究を行い、数多くの新しい知見を得た。ここでは主要な

成果を示す（他の成果は論文等を参照して頂きたい）。 (1)マントルウエッジの上昇流は低速度・高減

衰・低比抵抗を示し、異方性の方向は海溝に直交する。（2）西南日本下では非地震性のフィリピン海プ

レートが深さ 400kmまで沈み込んでいる地域がある（図 1）。さらに、中国大陸東部における観測結果

から、(3)長白山の深部には大規模なマントル上昇流があることが明らかになった。これら一連の成果

は、日本列島下では沈み込むスラブにより比較的小規模なスケールでの水輸送過程が存在し、それは

島弧マグマ活動の根源であること（図 2）、一方、東アジアではスラグナントスラブにより Big Mantle

wedgeでより大規模な水の対流や拡散が起こっており、それは長白山などのプレート内火山の原因で

あることを示している（図 3）。本研究によって初めて系統的に研究された沈み込み帯の深さ 600kmま

での不均質構造とそれによって得られた水輸送過程のモデルは、地球内部への水の輸送過程やマグマ

生成・上昇機構、スラブ内地震の発生などの理解に大きく寄与すると考えられる。



（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Hasegawa, A., J. Nakajima, T. Yanada, N. Uchida, T. Okada, D. Zhao, T. Matsuzawa, and N. Umino, 2013,

Copmplex slab structure and arc magmatism beneath the Japaneses Islands, J. Asian Earh Sci., 78,

277-290.

Huang, Z., D. Zhao, A. Hasegawa, N. Umino, J. Park, I. Kang, 2013, Aseismic deep subduction of the

Philippine Sea plate and slab window. J. Asian Earth Sci. 75, 82-94.

Ichiki, M., Y. Ogawa et al., A three-dimensional electrical conductivity model in the subduction zone of

Tohoku district, northeastern Japan, IAVCEI Scientific Assembly, Kagoshima, Japan, July, 2013.

Liu, X., D. Zhao, S. Li, 2013, Seismic heterogeneity and anisotropy of the southern Kuril arc: Insight into

megathrust earthquakes. Geophys. J. Int. 194, 1069-1090.

Nakajima, J., S. Hada, E. Hayami, N. Uchida, A. Hasegawa, S. Yoshioka, T. Matsuzawa, and N. Umino,

2013, Seismic attenuation beneath northeastern Japan: Constraints on mantle dynamics and arc mag-

matism, J. Geophys. Res., 118, 5838-5855, doi:10.1002/20013JB010388.

Wang, J., and D. Zhao, 2013, P-wave tomography for 3-D radial and azimuthal anisotropy of Tohoku and

Kyushu subduction zones. Geophys. J. Int. 193, 1166-1181.

Zhao, D., and Y. Tian, 2013, Changbai intraplate volcanism and deep earthquakes in East Asia: A possible

link? Geophys. J. Int. 195, 706-724.
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所属：大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター



図 1
地震波速度解析によって得られたフィリピン海プレートの形状（Huang et al., 2013)．島根沖では Slab windowが形
成されている可能性がある．



図 2
東北地方のマグマ生成・上昇モデル（Nakajima et al., 2013）．太平洋スラブの深さ 120km付近からマントルウエッ
ジに伸びる地震波高減衰域はマントルへの水の経路の一つであると考えられる．

図 3
Big Mantle Wedgeにおける水循環のモデル（Zhao and Tian, 2013）．



平成 25年度年次報告

課題番号：1204

（１）実施機関名：

東北大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

地震波を用いた解析に基づく地殻構造と地震・火山活動の関係の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ア．列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場

イ．上部マントルとマグマの発生場

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地震発生や火山形成過程を理解する上で重要である日本列島下の地殻について、地震波形を用いた

解析により、モホ面などの地震波速度不連続面の形状や上部・下部地殻の三次元地震波速度構造に加

え、短波長不均質構造の詳細な空間分布を高精度で推定する。得られた結果を基に、地震活動や火山

分布と地殻不均質構造の関連性、及び火山性流体の分布を明らかにする。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は、ランダム媒質における短周期地震波動伝播の数理的基礎の構築、及び東北日本・紀

伊半島における地殻不均質構造の推定を行う。数理的基礎の構築では、1Hz以上の高周波数地震波の

エンベロープに着目し、自由表面を持つランダム媒質におけるベクトル弾性波のエンベロープの理論

導出、PS変換散乱を考慮した輻射伝達理論に基づく、強いランダム不均質媒質におけるエネルギー多

重散乱モデルの構築、などを行う。また、日本列島の地殻内の三次元地震波速度構造を推定し、火山

や地殻活動と地殻内不均質構造の関係を考察する。特に、和歌山県下の群発地震活動などの特異な地

殻活動と不均質構造の関係を明らかにする。さらに、火山体における人工地震や自然地震の記録の収

集及び予備解析、地震波形記録の収集・処理などを行い次年度以降の解析のための手法及びデータセッ

トを作成する。

　平成 22年度は、Hi-netデータの解析に基づき、短周期Ｓ波の散乱と内部減衰の地域性を明らかにす

る。また、地震波形からモホ面での反射波や変換波を見出し、直達波と反射波/変換波との走時差を読

み取る。



　平成 23年度は、冪乗型スペクトルを持つランダム弾性媒質における最大振幅遅延・最大振幅減衰を

統計パラメータのみで記述し、S波エンベロープの解析から日本列島における短波長不均質構造及び

内部減衰構造の空間分布を推定するインバージョン手法を開発する。また、sP depth phaseを用いたト

モグラフィを行い、太平洋下の速度構造の空間分解能を向上させる。モホ面での反射波/変換波の走時

差データをインバージョンし、モホ面の形状を推定する。

　平成 24年度は、前年度に開発した手法を実データへ適用し、日本列島における不均質構造及び内部

減衰構造の空間分布を明らかにする。また、火山体における人工地震や自然地震の記録を解析し、輻

射伝達理論に基づく散乱係数を推定する。さらに、後続波の走時データを用いて、速度トモグラフィ

により地殻（特に下部地殻）の詳細な速度構造を推定する。

　平成 25年度は、これまでに得られた結果を総合的に解釈し、日本列島における第四紀火山の分布や

地震活動と地殻・最上部マントルの不均質構造の関係及び火山体における不均質構造と火山性流体の

分布・挙動との関係を明らかにする。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
【平成 25年度の成果】

1. 東北地方の下部地殻において、火山地域とその周辺で高減衰域がイメージングされ、その空間分布

は第四紀火山の分布とほぼ一致する（図 1）。高減衰の原因は高温と火山性の流体であると考えられる。

一方、地殻熱流量の低い関東平野下でも下部地殻に高減衰が見られた。温度が低いことから、低温の

スラブ流体が高減衰の原因であると考えられる。これらの成果は、内部減衰は温度だけではなく、流

体の分布にも敏感な物理量であることが強く示唆している。

2. 西南日本および南海トラフ西部におけるランダム速度不均質構造を推定した。その結果、別府島原

地溝帯は地殻内の不均質は短波長成分に富むが、深さ 40km以深では周囲の非火山地域と同程度の弱い

不均質性をもつことがわかった（図 2）。この特徴は東北日本や北部伊豆小笠原弧の島弧火山の特徴と

は異なり、地溝帯の深さ 40km以深において火成岩などの分布による不均質性が弱いことを示唆する。

3. 太平洋下で発生している地震で観測される sP-depth phaseの読み取りを行い、海底下の地震の震源

を精度良く決定した。さらにそれらの地震の走時データを用いて、東北地方の沖合の地震波速度構造

の推定を行った。その結果、東北地方太平洋沖地震の大きなすべり域ではその直上の速度が速いこと

が明らかになった（図 3）。

【5年間のまとめ】

本課題ではランダム不均質媒質における短周期地震波動伝播の数理的基礎の構築、地殻の短波長不均

質構造と火山・断層・地殻流体との関係解明、地震発生層の下限の系統的な調査などに関する研究を

行ってきた。得られた主要な果は以下の通りである、(1)第四紀火山およびその周辺では短波長不均質

が強いが、活動断層域では必ずしも短波長不均質は強くない。(2)速度ゆらぎには地域変化が見られ、

その地域変化は古い海嶺の沈み込みや島弧の衝突など、地下構造の特徴により説明可能である。(3)後

続波の解析により不均質構造の空間分解能が向上したことで、プレート境界地震の大アスペリティ分

布と不均質構造との対応が明瞭にみられた。(4)火山下などの強い構造不均質やランダム媒質における

短周期波形の特徴を数理的モデルや数値モデリングにより定量化した。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Huang, Z., D. Zhao, 2013, Mechanism of the 2011 Tohoku-oki earthquake (Mw 9.0) and tsunami: Insight

from seismic tomography. J. Asian Earth Sci. 70, 160-168.

Nakajima, J., 2014, Seismic attenuation beneath Kanto, Japan: Evidence for high attenuation in the serpen-

tinized subducting mantle, Earth Planets and Space, in press.

Nakajima, J., S. Hada, E. Hayami, N. Uchida, A. Hasegawa, S. Yoshioka, T. Matsuzawa, and N. Umino,

2013, Seismic attenuation beneath northeastern Japan: Constraints on mantle dynamics and arc mag-

matism, J. Geophys. Res., 118, 5838-5855, doi:10.1002/20013JB010388.



Takahashi, T., K. Obana, Y. Yamamoto, A. Nakanishi, S. Kodaira, and Y. Kaneda, 2013, The 3-D distri-

bution of random velocity inhomogeneities in southwestern Japan and the western part of the Nankai

subduction zone, J. Geophys. Res. Solid Earth, 118, doi:10.1002/jgrb.50200.

Wei, W., D. Zhao, 2013, The 2008 Iwate-Miyagi earthquake (M 7.2) and arc volcanism: Insight from

irregular-grid tomography. Earth Science Frontiers 20, 155-171.
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氏名：中島淳一 　

所属：大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター



図 1
東北地方における下部地殻の地震波減衰と速度構造（Nakajima et al., 2013）．

図 2
深さ 0-20km, 20-40km 40-60kmにおけるランダム速度不均質のパワースペクトル密度の空間分布（Takahashi et al.,
2013）．赤系統ほど不均質性が強いことを表す．黒三角は第四紀火山，黒点は設置された海底地震計の位置を示す．



図 3
sP-depth phaseを用いた構造解析例（Huang and Zhao, 2013）．海底下の構造推定の分解能が向上し，東北地方太平
洋沖地震のすべり域と構造の対応が明らかになった．



平成 25年度年次報告

課題番号：1205

（１）実施機関名：

東北大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

アスペリティの特性解明に向けた観測研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（５）本課題の５か年の到達目標：

　プレート境界における滑り現象の多様性の原因が摩擦特性の空間変化にあると仮定し，滑り現象の

発生位置とプレート境界周辺の地震学的構造を詳細に明らかにすることにより，摩擦特性を特徴付け

る地下構造パラメタを特定することが，本計画の５か年の到達目標である．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては，これまでに北海道・東北日本の前弧域において実施された海底地震観測

データをコンパイルし，広域にわたるプレート境界面の形状や地震波速度の空間分布を明らかにする

とともに，相似地震などの特徴的な地震に特に着目して，震源分布の高精度推定を行う．さらに，北大

理・東大震研などと共同して，長期海底微小地震観測を実施し，微小地震の発震機構解に基づく応力

状態の推定を行う．また，海洋研究開発機構と共同して，東南海地震震源の海溝側縁辺域において人

工地震探査を実施し，固着域浅部限界付近が示す地震学的構造の特徴の解明を試みる．それとともに，

プレート境界型地震の発生様式が東北日本弧と類似する日向灘での海底地震観測を実施し，プレート

境界地震発生域の応力状態について，東北日本弧との相違点・共通点の解明をめざす．一方で，陸上

観測網で得られるデータを用いたプレート間滑り量分布の推定における推定精度向上を目指して，相

似地震のスケーリング則の高度化ならびに GPSデータを用いた滑り量逆解析手法の高度化を進める．

　平成 22年度においては，北海道・東北日本弧の地震波速度構造・プレート境界面の形状・プレート

境界地震震源分布，ならびにプレート間滑り分布の高精度推定を継続して実施し，プレート間固着・滑

り状態と地下構造や地震活動の空間的な不均質との対応関係の解明を進める．長期海底微小地震観測

を継続して実施して，宮城県沖，釧路・根室沖の海域における応力状態の推定精度の向上を図る．ま

た，従来の人工地震探査データの解析から東北日本および西南日本のプレート境界面近傍の S波速度

構造の推定を試みる．



　平成 23～25年度には，平成 22年度までの観測研究を継続して実施し，プレート間滑り分布と，地

下構造不均質ならびにプレート内応力場の空間変化との対応を明らかにし，固着域の推定精度の向上

を図る．また，プレート境界面における多様な滑りイベントの震源位置の高精度推定を進め，上記の

結果とあわせることにより，プレート間滑り特性を支配する要因の特定を目指す．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
１） 　地震波速度構造とプレート間固着状態との対応関係

・東北日本－千島弧会合部のプレート境界上盤側は，深さ約 60 kmに至るまで Vpが 7 km/s程度の低

速度物質で占められており，隣接する 2003年あるいは 1968年の十勝沖地震の震源域の上盤側が，ほ

ぼ無水のかんらん岩で構成されたマントルと解釈される Vpが 8 km/sを超える物質で占められている

のと明瞭な対比がみられる．島弧会合部にみられるこの低速度物質を境界として，北海道側・東北日

本側のそれぞれに存在する高速度領域が過去のM8級の地震の破壊域の広がりと良い一致を示すこと

から，プレート境界上盤側の不均質構造がプレート境界におけるカップリング強度に影響を与えてい

ることが示唆される（平成 21年度）．

・宮城県沖地震の震源域においては，プレート境界上盤側の高Vp/Vs領域と宮城県沖地震アスペリティ

との空間的な相補性が明瞭に示された．この領域は，2011年東北地方太平洋沖地震（以下，東北沖地

震）でも破壊したが，そのすべり量の変化もまた Vp/Vs構造と良い相関を示し，低Vp/Vs領域におい

てより大きな地震時すべりが発生している（平成 22，23年度）．

・東北沖地震の前震とその余震，ならびに本震の震源分布と，この地域の Vp構造とを比較すると，前

震活動の中心がスラブ－島弧地殻接触域に限られること，本震の破壊の開始点がプレート境界の上盤

側の物質が島弧地殻からマントルウエッッジに変化する地点におおむね一致することが明らかとなっ

た．上盤側の P波速度が極端に小さい，海溝軸から 30 km程度の幅の領域では前震活動は見られない

が，本震時に大きなすべりがあった．この領域では，本震発生後もプレート境界沿いの余震は発生し

ていない（平成 23年度）．

・陸上観測網で験測される P・S波の他，depth phaseの一種である sP波の走時をあわせたトモグラフィ

解析により，東北沖地震の震源域周辺では，明瞭な南北方向の構造不均質があることが示された．同

地震による地震時すべりが大きかった宮城県沖を中心に高速度異常域が見られるのに対して，その南

北の岩手県沖および福島県沖では低速度異常が卓越する（平成 23年度）．

・日本海溝陸側の海溝軸ごく近傍で過去に実施した地震探査の結果を東北沖地震の地震時すべり分布

と比較すると，海溝軸のすぐ内側のプレート境界上盤側に分布する低 Vpプリズムの downdip方向の

幅が狭い領域の南北方向の広がりと，東北沖地震時の大すべりの南北方向の広がりとが良い一致を示

すことが明らかとなった（平成 25年度，図１）．

・1944年東南海地震の震源域直上の付加帯深部の詳細な地震波速度構造を，海底掘削孔を用いた地震

探査（VSP）により明らかにした．P波速度の異方性からトラフ軸に直交する方向に最大水平主応力

軸があること，同じ南海トラフ沿いの足摺沖領域と比べて Vp/Vsが顕著に小さいことが明らかになっ

た．また，この領域での海底下深部の Qpの推定に初めて成功し，造構性浸食が卓越する中米コスタ

リカ沖の前弧域に比べて顕著に地震波減衰が少ないことが示された（平成 22～25年度）．

２） 　プレート境界面における滑りイベントの空間分布

・房総三重会合点周辺では，太平洋プレート上面で発生する低角断層型地震のすべり方向の違いから

上盤側が北米プレートである領域とフィリピン海プレートである領域を区別することにより，南側か

ら沈み込むフィリピン海プレートの先端の位置が推定できる．太平洋プレート上面で発生する小繰り

返し地震活動の解析から推定したカップリング率は，このフィリピン海プレートの先端を境にして顕

著に変化することから，プレート境界上盤側のプレートの違いが，プレート境界における固着状態に

影響を及ぼすことが示された（平成 22年度）．

・GPS観測から得られる変位速度場の空間勾配に基づいて，東北日本におけるプレート間カップリン

グの空間変化の推定を試みた．変位速度の空間勾配は，プレート境界における固着状態に強く依存す



ることから，インバージョン解析に拠らずに測地観測からプレート間固着状態の時空間変化を推定す

る有効な指標となる．2002年以前の 5年間では，過去にM8程度の大地震が発生した領域において海

陸プレートが強く固着していることが示された．2003年十勝沖地震後には，プレート境界深部での固

着が消失したために，北海道での変位速度勾配に変化が検出された（平成 22年度）．

・小繰り返し地震の積算すべりから，東北沖地震前の地域・深さによる非地震性すべりの特徴の抽出

を試みた．その結果，海溝近傍に大すべり域が存在し，陸に近い場所でも，比較的地震時すべりが大

きかった東北日本前弧域中部では，プレート境界の深い場所（50-60km付近）まですべりレートが小

さいのに対し，その南北に隣接する領域では，深さ 35km付近から深さとともにすべりレートが大き

くなる傾向が見られた．すべりレートが深さとともに増大する範囲は，スラブ－マントルウェッジ接

触域に相当する（平成 24年度）．

・メカニズム解が既知の地震の波形記録をテンプレートとし，その波形の相似性から多くの地震の発震

機構解のタイプを分類することを試みた．その結果，発震機構解が未決定だった多くの地震の分類が

できるようになった．東北沖地震前のプレート境界型地震の分布密度を調べると，過去のM7クラスの

地震や，東北沖地震の主すべり域では，プレート境界地震の発生密度が小さい傾向があり，プレート

境界の小地震活動からプレート境界での固着域が推定できる可能性を示唆する（平成 25年度，図２）．

３） 　宮城県沖における応力場

・2005年宮城県沖地震の発生後にその震源域の周囲で発生した中小地震の発震機構解から，応力場の

推定を行った．推定された最大主応力軸の方向は，太平洋プレートの沈み込む方向とほぼ平行で，陸側

にわずかに傾斜する．この領域でのプレート境界面の傾斜角はスラブ－島弧地殻接触域と，スラブ－

マントルウェッジ接触域とで顕著に異なるため，両地域の間で，最大主応力軸とプレート境界面がな

す角度が異なる（平成 22年度）．

４） 　プレート間滑り特性を支配する要因の特定

・千島海溝～日本海溝の沿いのプレート境界型地震の発生域における地震波速度構造の解明から，様々

なスケールでの地震波速度の空間変化がプレート境界における固着－すべり特性の空間変化と相関を

持つことが明らかとなった．

・マントルウェッジの Vp/Vsの変化の原因は，マントルウェッジの含水化の程度が空間変化しているこ

とによると考えられ，Vp/Vsが高く含水率が高い地域では，その直下でのプレート境界における地震

性すべりが抑制されている可能性がある．

・プレート境界地震発生域直上のマントルウェッジは陸域下のマントルと比べ高速であり，東北日本弧

の海岸線付近に明瞭な速度急変帯が存在する．この急変帯は，マントルウェッジ内の二次対流の海溝

側前線に対応し，それより海側のマントルは対流に関与しないために低温が保たれていると解釈され

る．さらに，二次対流が及ばないことが，上記のような含水率の空間的不均質が保存されやすい環境

要因である可能性がある．

・東北沖地震の際に大きくすべった海溝軸近傍のプレート境界で，本震の前後ともに小地震の活動が

見られないことは，そこで自発的な震源核形成が起こらないことを示唆する．

・東北沖地震の地震時すべりが大きかった領域が低速度プリズムの幅が小さい範囲に限定されること

は，低速度プリズムに覆われたプレート境界では断層破壊の伝播が抑制されることを示唆する．地震

時すべりが発生していることから，破壊面の拡大が抑制されるのは，この領域の断層面がすべり（速

度）強化を示すからではなく，破壊エネルギーが大きいためと推測される．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
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洋沖で発生する地震への適用～,日本地球惑星科学連合 2013年大会,千葉,幕張メッセ, 2013年 5

月.

中村航・内田直希・松澤暢,テンプレートイベントを用いた日本海溝・千島海溝沿いの小地震の断層タ
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図１. 上盤側プレート内の Vpと低速度プリズムの分布および 2011年東北沖地震時すべり量分布
低速度プリズムの分布は Tsuru et al. (2002）， 2011年東北沖地震時すべり量分布は Iinuma et al.（ 2012）による．
灰色のプロットは 2002年 6月から 2008年 8月かけて発生した深さ 30 km以浅の震央分布（気象庁一元化震源）．



図２. 2000年 1月～2011年 3月 11日 14時 45分までにおけるプレート境界地震密度
密度の単位は（個/0.2 °× 0.2 °）．コンターは 1930 年以降の M7以上の地震のすべり分布を表す（永井・他 ，
2001; Yamanakaand Kikuchi, 2003; 2004; Iinuma et al., 2012）．東北地方沿岸の黒線はプレート境界地震発生域の西
縁（ Igarashi et al., 2001），関東地方の沖合の黒線はフィリピン海プレートの北東限（Uchida et al., 2009）．



平成 25年度年次報告

課題番号：1206

（１）実施機関名：

東北大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

ゆっくり滑りの発生機構とアスペリティとの相互作用の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　「流体の移動」と「断層のゆっくりとした変位」を明確に示した観測例はこれまでにない．本研究で

は五カ年の到達目標として、(1)「流体が関与した断層運動によるゆっくり滑りの発生」を観測に基づ

き検証し，ゆっくり滑りのモデル化を目指す．特に、海溝陸側斜面において海底広帯域地震観測，海

底圧力観測，GPS-音響測距結合方式による海底測地観測によりゆっくり滑りを検出する，またゆっく

り滑りに伴う、ゆう水量の変化を観測することを目指す．また，(2)海底地殻変動観測，小繰り返し地

震活動及び陸上の GPS観測網で得られた観測データに基づき，ゆっくり滑りの時空間分布を高精度で

推定する手法を確立する．さらに，(3)観測に基づいたシミュレーションにより，アスペリティの挙動

も考慮したゆっくり滑りのモデル化を図る．

（６）本課題の５か年計画の概要：

1.日本海溝及び南海トラフの海底地震・測地総合観測 (平成 21年-平成 25年)

　平成 21年から平成 25年にかけて，東北日本の日本海溝及び西南日本の南海トラフの陸側斜面下に

おいてゆっくり滑りを観測するための海底地震・測地総合観測網を構築する．地震計としては短周期

地震計と広帯域地震計の両方を用いる．また，海底圧力計及び GPS-音響測距結合方式による海底地殻

変動観測を地震計と併せて用いることにより広帯域の総合観測を実施する．海底地震計（広帯域，短

周期）と海底圧力計による観測を複数年間，同一地点で実施する目的で，これらの機器を海底ベンチ

マークの上に潜水艇を用いて設置する．さらに，海底ゆう水量計を冷ゆう水地点に設置して，ゆっく

り滑りに伴う間隙流水の時間変化を観測する．

2.ゆっくり滑りによる小繰り返し地震活動のゆらぎ (平成 21年-平成 25年)

　東北日本で小繰り返し地震クラスターの活動と周囲のゆっくり滑りの時空間分布を陸上の地震観測

及び GPS観測網を用いて詳細に調べる．特に，ゆっくり滑りの時空間変化と小繰り返し地震活動のゆ

らぎに着目し，アスペリティ周囲のゆっくり滑りがアスペリティに及ぼす影響を評価する．

3. 数値シミュレーションによるゆっくり滑りのモデル化（平成 24年-平成 25年）

　平成 21年から平成 23年までに観測された様々なデータに基づき，観測されたゆっくり滑りを数値

シミュレーションによりモデル化を行う．ここでは，特に本研究の海底ゆう水量観測の時間変動を考慮

したゆっくり滑り過程のシミュレーションを実施し，ゆっくり滑りと間隙流体の関係をモデル化する．



（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　本計画５ヶ年において,宮城沖の海溝陸側斜面で海底地震計および圧力計を用いた海底地震・地殻変

動観測を実施した. 結果，回収した地震計および圧力計の記録から，2011年東北地方太平洋沖地震に

先行するゆっくり滑りおよびゆっくり滑りに伴う微動活動を検出した．また，ゆっくり滑りの海底観

測の高精度化を目指して，長期の海底地震観測用のデータロガーの開発，海底地震計・圧力計を用い

た簡易測距方法の開発および位置推定法の高精度化も併せて行った．さらに，ゆっくり滑りや巨大地

震の発生に伴う湧水観測を目的とした海底水温のモニタリングシステムの開発を行った．

　また，2011年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震の最大前震および本震による地殻変動が，

本計画で設置された海底圧力計で観測された．海底圧力計による上下変動と簡易測距法による地震前

後の相対水平変動から，海溝軸近傍における本震時のすべり量を推定したところ，80mに到達するこ

とが分かった．さらに，本震時のすべり領域と 2011年のゆっくり滑りの領域の比較に基づき,巨大地

震のアスペリティにゆっくり滑りがおよぼす影響を評価した．また，関連して地震時滑りによる応力

擾乱と余震の発生に関する考察も行った．

　さらに，本計画５ヶ年において，ゆっくり地震発生機構の解明を目的とした付加体内部の応力場に

関する数値シミュレーションを行った．特に，2011年東北地方太平洋沖地震の本震時にすべり量の大

きかった海溝軸付近の大すべり域と，地震前に知られていた過去のM７クラスの地震のすべり域をモ

デルに取り込んだ地震発生シミュレーションを行い，東北地方太平洋沖地震の発生前のM７クラスの

地震活動と本震の発生を再現するモデルの構築に成功した．

　上記５ヶ年のうち，特に H25年度においては，海底地震計記録中のゆっくり滑りに伴う微動活動の

検出,海底水温モニタリングシステムの開発を行った．

　Ｈ 25年度は，海底地震計記録を精査し東北地方太平洋沖地震発生前のゆっくり滑りに伴う微動活動

を海底地震計記録より確認した．2011年東北地方太平洋沖地震の発生前の 2011年１月下旬から，直

上に設置された海底水圧計及び陸上沿岸部の体積ひずみ計では非地震性の地殻変動が観測されている．

この地殻変動は，M７相当のスロースリップによることを，昨年度までの報告書で述べた．これらの

スロースリップに伴い４－８ Hzにピークを持つ連続した地震動（微動）が発生していたことを海底地

震計記録から見いだした．海底地震計の固有周期が 4.5Hzであることを考慮すると，微動のスペクト

ルの特徴は，西南日本等で観測されている深部低周波微動の特徴とおおよそ一致する．すなわち，地震

計で観測された地震動は、スロースリップに伴う微動活動によるシグナルである可能性が高い．2011

年１月末頃から観測されはじめた微動の振幅は，3月６日頃から特に増加し，3月９日の最大前震発生

直前で最大となった．

　観測された波形から微動源のおおよその位置を推定した．ここでは，海溝軸から 30km離れた観測

点でノイズレベルに比べて最大５－６倍のシグナルが観測されていること，さらに 40km陸側の観測

点では，ノイズレベルを２倍以上上回るシグナルが観測されていないことを観測値として震源の推定

を行った．ここでは，幾何減衰のみを仮定し，さらに微動源がプレート境界に分布するとして微動源

の推定を行った．結果，微動源は海溝軸付近から陸側 30km程度の範囲に微動源が分布する可能性が

高いことが分かった．これらの分布域は，本震時に 50m以上（最大 80m）のすべりが観測された領域

と一致する．すなわち，本震発生前に海溝軸近傍で，すでにスロースリップが発生していたことを示

唆する．

　平成 25年度においては，巨大地震やゆっくり滑りに伴う海底の湧水活動の観測を目的として，海底

温度のモニタリングシステムの開発を行った．本システムでは，従来の自己浮上式海底圧力計の底部

と頂部に高精度温度計を取り付けて海底水温と海中水温を同時に測定し，観測される水温変化の原因

が海底からの湧水によるか，水塊の水平方向の移動によるかを調べる．本年度は試験機を作成し，宮

城沖において６ヶ月間の試験観測を行い，海底圧力と海底・海水温度の同時計測に成功した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Ito, Y., R. Hino, S. Suzuki, Y. Kaneda, 2013, Shallow episodic tremor and slip near the Japan Trench before



the 2011 Tohoku-Oki earthquake, JpGU 2013 Meeting, SSS01-16.

伊藤喜宏, 2013,冷湧水域下で発生した日本海溝スロースリップと 2011年東北地方太平洋沖地震，日

本地質学会第 120年学術大会，T4-O-10.

伊藤喜宏, 2013,スロー地震：高間隙水圧下にある断層のゆっくり破壊，R4-O-19.

Ito, Y., R. Hino, M. J. Ikari, 2013, Comparison of two shallow episodic tremor and slip events within the

coseismic slip area of the 2011 Tohoku-Oki earthquake, AGU 2013 Fall meeting, S41B-2432

Suzuki, S., Y. Ito, R. Hino, D. Inazu, Y. osada, 2013, The development of the self pop-up ocean bottom

pressure gauge (OBP) with precision thermometers attached, AGU 2013 Fall meeting,G11B-0919.

Ito, Y. R. Hino, M. Kido, H. Fujimoto, Y. Osada, D. Inazu, Y. Ohta, T. Iinuma, M. Ohzono, S. Miura, M.

Mishina, K. Suzuki, T. Tsuji, J. Ashi, 2013, Episodic slow slip events in the Japan subduction zone

before the 2011 Tohoku-Oki earthquake, Tectonophysics, 600, 14-26.
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平成 25年度年次報告

課題番号：1207

（１）実施機関名：

東北大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

内陸地震発生過程の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ア．列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場

イ．上部マントルとマグマの発生場

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

（4）地震発生・火山噴火素過程

イ．地殻・上部マントルの物性の環境依存性

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本研究においては，東北地方内陸部を主な対象とし，地震・地殻変動観測の稠密化・解析手法の高

精度化により，地殻流体の分布・３次元的な断層の形態・アスペリティまたは非アスペリティの可能

性を持つ領域の分布やひずみ・応力分布を高い分解能で明らかにする．更にそれらを説明するモデル

を構築することで，ひずみ集中帯の原因を明らかにするとともに，内陸地震に対するアスペリティモ

デルの検証と拡張を試みる．このようにして，これまでの研究成果から得られた内陸地震発生モデル

の検証・高度化を行い，上記方針を実現化し，地震・火山噴火予知研究上不可欠である，内陸地震の

発生過程の理解を深めることを目的とする．

　東北地方脊梁山地や宮城県北部等のひずみ集中帯において臨時観測を行い，地下の構造を高分解能

で推定する．併せて，稠密GPS観測を実施して詳細なひずみの時空間分布を推定し，ひずみ蓄積過程



のモデリングの基礎資料とする．さらに，ボーリングコア資料やメカニズム解．S波スプリテッィング

等の情報から応力の推定を行う．

　得られた結果から，火山を含む領域での流体の分布・３次元的な断層の形態・アスペリティまたは

非アスペリティの可能性を持つ領域の分布の推定を行い，これを元に，ひずみ・応力分布を説明する

モデルを構築し，内陸の地震発生に至る過程をより詳細に解明する．

　これまでの研究においては，主に東北地方脊梁山地ひずみ集中帯を対象とする理解・モデル化がさ

れているが，本研究ではその成果を踏まえ，地下構造，ひずみ・応力分布の高分解能・高精度化を図

るとともに，東北地方前弧側の東西短縮の大きい領域（宮城県北部）や日本海沿岸のひずみ集中帯に

ついても研究を進める，それらの比較により，ひずみ集中帯及び地震発生過程モデルの一般化・高度

化を図るとともに，東北日本沈み込み帯の前弧側から日本海東縁にいたる陸域全体にわたる地殻変形

過程の解明をも目指す．

　これらの研究を下記のような研究項目により実施する．

１．稠密 GPS観測によるひずみ集中帯の詳細なひずみ分布の推定．

２．稠密地震観測による，地震波速度構造・震源分布の高精度推定．

３．ボーリングコア試料を用いた地殻応力測定，及び稠密地震観測による応力テンソルインバージョ

ン・地震波異方性による応力の時空間変化の推定．

４．上記の１～３の結果に基づく，内陸地震のひずみ集中機構・地震発生過程のモデル化．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　本年度（21年度）は，特に，昨年（2008年）に発生した岩手・宮城内陸地震に関する研究観測を進

める．

１．稠密 GPS観測によるひずみ集中帯の詳細なひずみ分布の推定．

　山形県新庄市から宮城県南三陸町に至る東西測線を設定し，新しい 11点の GPS連続観測点と既存

の GPS連続観点からなる稠密観測網を構築する．この測線においては，既往の研究により，詳細な地

殻・上部マントル構造が分かっており，また，奥羽脊梁山地のひずみ集中帯とその前弧域にも東西短縮

の大きい領域が存在することが分かっている．前者では，1996年に鬼首地震が，後者では，1900年，

1962年，2003年の宮城県北部地震が発生するなど，地震活動も活発な地域であり，2008年岩手・宮

城内陸地震の震源域南部でもある．このような特徴的な地域において詳細なひずみ分布を明らかにす

る．また，近年大地震が発生していない地域との比較を行うため，2000年に国土地理院が仙台市内に

設置した稠密観測網で得られるデータを用いて，国土地理院と共同研究を行う．

２．稠密地震観測による，地震波速度構造・震源分布の高精度推定．

　2008年岩手・宮城内陸地震の観測データの整理・解析を継続し，震源域及びその周辺域の地震波速

度構造を求める．特に断層に対応する構造・地殻流体分布に関する構造・アスペリティ領域/非アスペ

リティ領域に対応する構造についての検討を行う．

　また，余震活動の時空間変化の把握や構造推定の精度向上のために，2008年岩手・宮城内陸地震震

源域及びその周囲に臨時地震観測点を設置する．

３．ボーリングコア試料を用いた地殻応力測定，及び稠密地震観測による応力テンソルインバージョ

ン・地震波異方性による応力の時空間変化の推定．

　既存のボーリングコア試料を収集し，その試料を用いて地殻応力の測定を行う．また， 2008年岩

手・宮城内陸地震の稠密余震観測データを利用し，震源域及びその周囲での起震応力場の空間変化の

推定を行う．

４．上記の１～３の結果に基づく，内陸地震のひずみ集中機構・地震発生過程のモデル化．

　2008年岩手・宮城内陸地震について，上記の観測研究結果及び庄内地域などの隣接する他の領域で

の研究結果を相互比較検討し，同地震の発生機構の理解を進める．特にこの領域における地震発生に

至るひずみ蓄積・解放機構について検討を行う．



　平成 22年度以降は平成 21年度に設置・整備した GPS・地震観測点などにより順次蓄積されたデー

タを使用し，対象領域における同様の研究を進める．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
１）東北地方内陸部の地殻変動

1-1) GPS連続観測データ解析による 2008年岩手・宮城内陸地震後余効変動

2008年岩手・宮城内陸地震発生前後の GPS連続観測データを詳細に解析することにより，長期的余

効変動を捉えた（図 1-1，1-2右）．その時空間的変動パターンの特徴から，その原因が下部地殻以深

の粘性的応答によるものであると仮定し，粘弾性構造のモデル化を行った．最表層を弾性層，その下

層を粘弾性層として，弾性層の厚さと粘弾性層の粘性係数をグリッドサーチによって推定したところ，

それぞれ 16 - 24 km，2.6 - 4.0× 1018 Pa・sの範囲内に推定された．これらの最適値によって計算され

た水平・上下変動を図 1-1，1-2左に示す．推定された弾性層の下限の深さは，地震波トモグラフィー

から推定されているコンラッド面や微小地震発生層の深さに概ね一致し，粘性係数も既往研究によっ

て推定されている数値と調和的であった．さらに，本震発生後 1.5年間と 2.2年間の二つの期間に分け

て同様の解析を行い，推定された粘性係数を比較したところ，後者のほうが前者よりも約 40%大きく

なった．このことは，粘性層の構成則が非線形である可能性を示唆していると考えられる．

1-2) PS-InSAR時系列解析による 2008年岩手・宮城内陸地震後余効変動（大下・他，2013，大下，2012）

　2008年岩手・宮城内陸地震震源域の ALOS/PALSARデータに PS-InSAR (Permanent Scatterer，恒久

散乱体)時系列解析を適用することによって，震源域周辺の地震後余効変動を時空間的に詳細に捉え

た．H23年度に実施した InSAR SBAS法による解析によって震源域周辺の大局的な余効変動場の特徴

は明らかになっていたが，特に震源断層上盤側の変位場は山間部の低干渉領域にあたりその詳細な地

殻変動場は不明であった．そこで PS-InSAR時系列解析を適用したところ，断層上盤側に 2箇所，明

瞭な短波長の変動域 (雨田森および高松岳付近)が存在することが明らかになった．雨田森付近の短波

長変動は非地震性の断層すべり，高松岳付近の変動は火山性の膨張源を仮定することでそれぞれ定性

的に説明が可能であることが分かった．

1-3)キネマティック PPP解析による東北地方太平洋沖地震に伴う純粋な地震時永久変位（平田・他，

2014）

東北地方太平洋沖地震に伴う純粋な地震時永久変位をキネマティック PPP解析から抽出し，それと GPS

日座標値を比較することによって．地震直後の短期的余効変動を抽出した．またそれら得られた短期

的余効変動から面積ひずみ分布を推定したところ，月山周辺域で周囲よりも膨張量が大きい特徴的な

領域を見出した．

２）東北地方中央部の電気伝導度構造（1203参照, 　Ichiki et al., 2013）

　東北地方中部の周期 20秒から 20000秒のMTデータを用いて 3次元電気伝導度構造モデルを推定し

た. 栗駒・鳴子火山下や月山下の下部地殻に顕著な高電気伝導体が推定され,いずれの地域においても

高電気伝導体の縁に沿って低周波地震震源が発生していることを示した. 火山体下を除くと上部地殻は

高伝導,下部地殻は低伝導であるが,その境界の起伏が地殻中の D90の起伏と調和的である.

３）東北地方中央部の地震波速度構造

３－１）岩手・宮城内陸地震震源域における地震波速度構造と地震活動（Okada et al., 2012）

　合同余震観測グループによる稠密臨時地震観測点のデータを利用し，2008年岩手宮城内陸地震の前

震・本震・余震分布と周辺の詳細な速度構造について求めた．１）本震震源周辺では余震は西に傾斜

した分布と東に傾斜した分布が交差したような分布となる．その内本震直後の余震分布を見ると西に

傾斜した余震の並びのほうが顕著であることから，主な断層面は西に傾斜したものであると考えられ

る．２）直前の前震は本震の震源付近に位置する． 1999年頃からの先駆的活動域は西に傾斜した余震

の並びの浅部に対応する．３）本震震源周辺では，西に傾斜した余震の並びに対し，上盤側は低速度，

下盤側は高速度となる．この傾向は 2003年宮城県北部地震などのインバージョンテクトニクスによる

と考える地震の特徴と一致する．地震時に大きくすべった領域は高速度域に対応する．４）震源域の



深部には地震波速度低速度域が分布する．この低速度域の震源域の走向方向の広がりは震源域の広が

りに対応することから，地殻下部での弱い領域の広がりが，地殻上部での震源域の広がりを規定して

いた可能性が考えられる．

３－２） 　鳴子火山周辺域における地震波速度構造と地震活動（岡田・他，2013,田村・他，2013, Okada

et al., 2014）

　鳴子火山周辺域に展開した稠密地震観測点のデータを使用し，鳴子火山周辺域の地震波速度構造を，

自然地震トモグラフィ法および常時微動トモグラフィ法によって推定した．その結果，鳴子火山直下

に地震波速度低速度域を確認した．鳴子火山は，2008年岩手宮城内陸地震の震源域南端に位置するが，

2008年岩手宮城内陸地震の余震は，鳴子火山直下の地震波速度低速度域内には分布していないことが

分かった．

３－３） 　2008年岩手・宮城内陸地震に伴う地殻構造の時間変化（高木，2010，Takagi and Okada,

2012）

常時微動を用いて地殻構造の時空間変化を安定に知るための方法を開発し，2008年岩手・宮城内陸地

震に適用した．その結果，地表付近の地盤構造に対応する構造や内陸地震震源域の深部構造を明らか

にした．また，地表の広域の高感度観測点と KiK-netの地表・地中観測点の解析結果の定量的な比較

により，地殻のごく表層においては，強震動による地盤の損傷により広い範囲において地震波速度が

地震後に低下することを発見した．

３－４）日本海沿岸地域における地震波速度構造と地震活動（岡田・他，2012）

　本研究課題により設置した地震観測点に加え，日本海沿岸の庄内平野東縁断層帯およびその周辺の

臨時観測，2011年東北地方太平洋沖地震合同余震観測や鳴子火山周辺の稠密地震観測など，周辺の

定常観測点・臨時観測点のデータを使用し，震源決定および地震波速度構造の推定を行った．震源決

定の結果，この領域の震源は，全体として，気象庁一元化震源に比べ数 km程度浅くなる傾向にある．

地震波速度トモグラフィによる速度構造からは，断層周辺域の地表付近から地殻浅部に低速度域が見

られ，リフト期に形成された堆積盆を見ていると考えられる．また，地殻中深部にも地震波速度低速

度域がみられる．庄内平野東縁断層帯付近では，断層の地表トレース付近から東に傾斜した低速度帯

としてみることができる．震源の多くはこれらの低速度帯の周囲に分布している．一方，2011年東北

地方太平洋沖地震後にもいくつかの領域で地震活動の活発化が見られている．例えば，山形県中央部

の月山付近では，5km程度の広がりを持つクラスターがみられる．このクラスターにおいては，時間

に伴う地震活動域の拡大がみられる．このクラスターの深部に地震波速度低速度域が分布することを

考えると，この時間発展は流体の拡散によるものとして説明することができる．

３－５）日本海沿岸地域における常時微動トモグラフィ（米川，2012）

　東北地方中央部日本海沿岸地域において，常時微動トモグラフィにより地殻浅部の地震波速度構造

を推定した．その結果，秋田県沿岸に厚さ 5kmを超えると推定される堆積層と思われる低速度域の分

布を推定した．また，鳥海山直下の深さ 3km程度に，冷却・固化したマグマと思われる高速度域を確

認した．

４）東北地方の応力場

4-1）東北地方の応力場とその原因（1444，1214参照，吉田・他，2013a，Yoshida et al., 2013）

　東北地方の東西（あるいは西北西－東南東）圧縮の応力場は，脊梁から背弧側のみにみられること

がわかった．一方，前弧域では，島弧方向に変化があり，北上山地と阿武隈山地では，σ 1軸がプレー

ト収束方向を向いていない傾向にある．従って，内陸域の東西圧縮の応力場は，太平洋プレートの沈

み込みでつくられるのではなく，北米プレートとユーラシアプレートの衝突に起因すると考えられる．

4-2) 2008年岩手・宮城内陸地震震源域の応力場の時空間変化（吉田，2010，吉田・他，2013）

2008年岩手・宮城内陸地震の稠密余震観測テ?ータからもとめられるメカニス?ム解を使用し，震源域

て?の起震応力場を推定した．岩手・宮城内陸地震前の応力場は，ほぼ一様で最大圧縮軸が西北西?東南

東を向く逆断層型の応力場が得られた．一方，岩手・宮城内陸地震後の応力場は，複雑な空間分布と

なっており，最大圧縮軸の方向が大すべり域を取り巻くように分布した．この解釈としては，１）本



震すべりによる応力場の回転，２）岩手・宮城内陸地震前の応力場での顕著な空間不均質性の２通り

が考えられる．

4-3)コア試料を用いた応力測定法による応力測定

阿寺断層周辺で採取されたコア試料を用いた応力測定結果の再解析を行い，コア試料を用いて測定し

た阿寺断層周辺の応力場は，改良された水圧破砕法により測定された応力場と量的に一致することを

示した（Yabe et al., 2010）．このことは，コア試料を用いた応力測定法の信頼性は，改良された水圧

破砕法と同程度であることを示唆する．

５）東北地方における内陸地震発生機構のモデル化

5-1)東北日本全域における変形と断層形成過程のモデル化

東北日本全域における変形と断層形成過程をモデル化するためには，埋没した地溝や既存断層，地殻

流体，熱構造，岩石学的構造を考慮する必要か?ある．そこで，熱構造を考慮して断層や脊梁山脈形成

のモデル化を実施した．Hi-net掘削井を用いて観測された地温勾配等の観測情報 (松本，2007)を基に

地殻，最上部マントル内の温度構造を設定した．そして，非線形粘弾塑性を考慮した有限要素法によ

り，変形と断層形成過程のモデル化を実施した (研究課題 1405)．このモデル化により，東北日本全域

において，実際の地形とある程度調和的な脊梁山脈の形成と脊梁山脈の両側に沿って断層が形成され

る様子を再現することができた．また，ホットフィンガーでは応力が低く、フィンガーの間の領域で

応力が高くなっている様子が再現でき，大地震は応力が高い領域で発生していることが理解できる．

5-2) 　2011年東北地方太平洋沖地震による東北日本弧における地殻の応答シミュレーション

　2011年東北地方太平洋沖地震による東北日本弧における地殻の応答を調べるために，これまで行っ

てきた不均質レオロジーを考慮した短縮変形のシミュレーションに対して，瞬間的に伸長させるモデ

ル化を行った．生じる歪みの変化は不均質で，背弧側で大きいことが示された．

6)まとめ

本課題においては，2008年岩手・宮城内陸地震の余効的変動を捉えるとともに，詳細な余震分布、震

源域やその周囲の構造・応力場の時空間変化の推定を行った．今後は，2011年東北地方太平洋沖地震

の影響を稠密観測により継続的にモニタリングするとともに，今後得られる観測結果をモデルに反映

していくことで，定量的なモデルの高精度化を推進していきたい．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
長谷川昭・吉田圭佑・岡田知己，2013，東北沖地震による応力場の変化と断層強度－内陸地震の応力

載荷過程，地球惑星科学連合 2013年大会.

Ichiki, M., Y. Ogawa et al., 2013A three-dimensional electrical conductivity model in the subduction zone

of Tohoku district, northeastern Japan, IAVCEI Scientific Assembly, Kagoshima, Japan, July, 2013.

平田雄一朗，太田雄策，大園真子，三浦哲，2014，キネマティック PPP時系列解析によって得られた

2011年東北地方太平洋沖地震の余効変動にともなう特徴的ひす?み分布，日本地球惑星科学連合

連合大会 2014年大会.

大下佑也，太田雄策，大園真子，岡田知己，出町知嗣，立花憲司，三浦哲，海野徳仁, 2013，PS-InSAR

時系列解析による 2008年岩手・宮城内陸地震後の粘弾性緩和と局所的余効変動の検出，日本地

球惑星科学連合連合大会 2013年大会,SSS25-04.

岡田知己・中島淳一・内田直希・山本希・堀修一郎・河野俊夫・中山貴史・平原聡・松澤暢・長谷川

昭, 2014,稠密地震観測による鳴子火山およひ?その周辺域の地殻構造と 2011年東北沖地震前後の

地震活動, 2013年日本地震学会秋季大会．

Okada T., Matsuzawa, T., Nakajima J., Uchida N., Yamamoto M., Hori S., Kono T., Nakayama T., Hirahara,

S. and A. Hasegawa, 2014, Seismic velocity structure in and around the Naruko volcano, NE Japan, and

its implications for volcanic and seismic activities, Earth Planets Space, under review.

Shibazaki, B., 2013, Tectonic loading processes affected by volcanoes for the 2008 Iwate-Miyagi intraplate

earthquake in northeastern Japan, Journal of Geodynamics, in press.



芝崎文一郎，2013,不均質レオロジー構造を考慮した島弧地殻における断層形成と応力蓄積過程のモ

デル化、地質学雑誌、印刷中.

田村淳・岡田知己・松澤暢，2013,常時微動を用いた地震波干渉法による鬼首・鳴子地域の速度構造,

2013年日本地震学会秋季大会．

吉田圭佑・長谷川昭・岡田知己，2013a,臨時観測データを用いて推定した東北日本の応力場 -プレー

ト収束と地形効果-，地球惑星科学連合 2013年大会．

吉田圭佑・長谷川昭・岡田知己・飯沼卓史・2008年岩手・宮城内陸地震合同余震観測グループ，2013b,

2008年岩手・宮城内陸地震震源域における応力場の顕著な空間不均質，2013年日本地震学会秋

季大会．

吉田圭佑・長谷川昭・岡田知己，中島淳一，2013c,臨時観測データを用いて推定した 2011年東北沖

地震前後での東日本地殻内の S波偏向異方性構造，日本地震学会 2013年秋季大会.
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図１．

2011年東北地方太平洋沖地震時の 1秒毎のキネマティック PPP解析から抽出した純粋な地震時永久変位と，3月
10-15日の間の日座標値の差から推定した変位量の差から抽出した地震後余効変動にともなう変位データによる東
北地方における面積ひずみ分布．暖色系が膨張ひずみ，寒色系が収縮ひずみを示す．岩手県および福島県におけ

る膨張ひずみは本震後に発生したプレート境界型の余震によるもの．月山周辺における膨張領域を顕著に確認で

きる．



平成 25年度年次報告

課題番号：1208

（１）実施機関名：

東北大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

スラブ内地震の発生に至る過程の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

エ．スラブ内地震の発生機構

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

イ．上部マントルとマグマの発生場

（５）本課題の５か年の到達目標：

　スラブ内地震の発生には，沈み込む海洋性プレートとともに深部へ持ち込まれる水が深く関与して

いることが明らかとなってきた．このことは，水の輸送を担う海洋性プレートがもつ不均質構造が，地

震発生域の分布を規定している可能性を示している．また，このような水と地震活動との関連につい

ては，沈み込む前の海洋性プレート内についても指摘されており，outer rise領域から深部スラブにい

たる広大な領域を総合的に解析することにより，スラブ内地震の理解が深まると考えられる．

　スラブ内の岩石の脱水が地震発生に及ぼす影響は二通り考えられる．一つは間隙水圧を上げる（有

効法線応力を下げる）ことによりクーロン破壊応力を増加させる効果である．もう一つは蛇紋岩が脱

水しても脆性破壊が生じずにクリープが生じ，それが周囲の岩石への応力集中をもたらすという可能

性である．このモデルは，非地震性の滑り・変形が地震性領域への応力集中・増加をもたらすという

点で，プレート境界型地震のアスペリティ・モデルと同等と考えることができる．どちらの影響が大

きいのかは，詳細な構造と大地震の震源過程を調べれば決着がつくはずである．つまり，後者の影響

が大きいのであれば，地震時に大きく滑った領域の外側に低速度域が分布することが期待される．

　そこで，本研究では海溝外側の outer rise領域から島弧下のスラブまでの構造を詳細に調べ，さらに，

スラブ内地震の詳細な震源分布・震源過程も調べることにより，構造と地震活動との対応関係を明ら

かにする．その際に，スラブ表面からの震源までの距離やスラブの形状が重要な情報となるため，変

換波を用いてスラブ表面の位置を高精度で推定する．このようにして得られた地震時滑り分布と余震

活動・先駆的地震活動との関係や地震波速度構造との関係から，スラブ内地震の発生に至る過程をモ

デル化し，更にスラブ内大地震が発生する可能性の高い領域の同定を行う．

（６）本課題の５か年計画の概要：

１．海溝外側を含む領域での海底地震観測（H21～25年度）



　スラブ内の構造推定と，outer rise近傍の高精度震源決定を目的として，海溝の外側を含む海域で海

底地震観測を実施する．

２．詳細な震源分布・震源過程の推定（H21～25年度）

　Hi-netのデータを用いて北海道から関東までのスラブ内の詳細な震源分布を推定する．また，海域

については１．の観測データを用いて，特に outer riseの下の地震の震源決定を行い，この付近で地震

活動が二重面を形成しているか否かを検証する．さらに，スラブ内で発生した中～大地震について震

源過程を推定する．

３．詳細な構造の推定（H21～25年度）

　初動到達時刻のみならず，変換波も用いることにより，特にスラブ表面付近の構造について詳細に

調べる．１．の海底地震観測データからスラブ内を長距離通ってくる波線も利用することにより，ス

ラブ内の構造を精度良く推定する．

４．スラブ内地震発生のモデル化（H25年度）

　上記で得られた詳細な震源分布・震源過程と地震波速度構造の両方を説明できるスラブ内の温度と

脱水反応，及びマントルウェッジへの水の輸送経路について，モデル化する．また，スラブ内地震に

対するアスペリティ・モデルの適用の可能性を検討する．さらに，これらの結果に基づき，スラブ内

大地震の発生ポテンシャルを評価する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
１．海溝外側でのプレート内地震活動

1.1. 海底地震観測によって推定された地震活動と構造の特徴
　日本海溝海側のアウターライズ/海溝外側斜面域における海底地震観測によって，この領域で 2005

年 11月に発生したM7.0の地震の余震分布を周囲の地震波速度構造とともに推定した結果，破壊域は

海洋性地殻下部から上部マントルに及ぶような深さ方向の拡がりを示すことが明らかとなった（Hino

et al., 2009)．この断層の拡がりは，2003年 5月に宮城県北部で発生したスラブ内地震（M7.0）と良い

一致を示す．

　一方で，海洋性リソスフェアの含水化における，アウターライズでの正断層の影響を検証すること

を目的に，人工地震・自然地震のデータを用いた走時解析を行い，日本海溝近傍の地震波速度構造を

推定した (東， 2009)．その結果，日本海溝海溝軸近傍では，平均的な海洋性地殻構造モデルと比して，

顕著な P波速度の低下が認められ，正断層の発達がリソスフェア浅部の地震学的構造の改変に深く関

与していることが確認された．しかし，最上部マントルに対して推定された Vp/Vs比は明瞭な上昇を

示さず，スラブマントル内の大規模な含水化は示唆する結果は得られなかった．

　さらに，海底地震観測データに陸域地震観測によるデータを統合し，海溝下の地震の震源決定およ

び発震機構解の推定を行った結果，これまで知られている最大のアウターライズ/海溝外側斜面地震で

ある 1933三陸沖地震（Mw8.4）の震源域において，上面と下面の間にも地震が発生しており，プレー

ト境界から約 15kmを境に浅部側に正断層型，深部側に逆断層型が分布することが分かった（古賀，

2010）．この観測事実は，海溝近傍のプレート内に形成される二重浅発地震面が，アンベンディング

モデルによって説明可能であることを示している．

1.2. 1933年三陸沖地震の余震の再決定（H25年度の成果）
　1933年の三陸沖地震の余震について，三次元速度構造を用いた震源再決定を行った結果，殆どの

余震の震源はおおよそ 50km以浅に求められ，また海溝の陸側と海側の両方に震源が求められた（図

1a；Uchida et al., 2013）．これらの余震について，水沢観測点における波形記録の卓越周波数を調べた

結果，海溝を挟んで陸側は低周波，海側は高周波の特徴を持つことが分かった（図 1b）．この特徴は，

現在のこれら 2つの領域における地震活動にも見られるものであり，震源再決定による海溝を挟んだ

両側での余震の発生を強く支持する結果である．海溝海側の活動は，南北に約 200kmに分布し，1933

年の地震の本震の破壊域を示すと考えられる．

　再決定された震源分布の断面図を見ると，V字形の分布を成し，2つの断層が複合破壊した可能性



も考えられる（図 2）．このような V字形正断層が発生した場合，プレート境界地震の発生が促進さ

れることが，Δ CFFの計算から明らかになった（図 3）．したがって，本震後の海溝陸側の活動（図

1aと図 2の黒丸）は，本震の正断層破壊によってトリガされたプレート境界の地震を示していると考

えられる．

２．スラブ内の応力分布

2.1. 応力中立面と大地震の関係
　太平洋スラブ内の起震応力場は，上面が DC (Down-dip Compression)型，下面が DT (Down-dip Ten-

sion) 型（海野・長谷川， 1975; Hasegawa et al., 1978）であることが示されており，その間に応力の

中立面が存在するはずである．スラブ内地震の発震機構解データに応力テンソルインバージョン法を

適用し，スラブ内における応力の中立面の位置の推定を行った結果，東北日本ではプレート表面より

20-25km，北海道では 9-13kmに中立面が存在しており，誤差を考慮してもこの違いは有意であること

がわかった（Kita et al., 2010a)．過去に発生したスラブ内大地震の余震分布とを比較すると，東北日本

では DC型のメカニズム解をもつ 2003年宮城沖地震の余震は DC領域に留まるように分布し，北海道

東部では，DT型のメカニズム解をもつ 1993年の釧路沖地震の余震は DT型領域に留まるように分布

している．これらの結果は，スラブ内地震の破壊域の広がりが，スラブ内の応力場により規定されて

いることを示している．

2.2. 関東下のフィリピン海スラブ内の応力場と 1922年浦賀水道地震
　関東下に沈み込むフィリピン海スラブ内の応力場の推定を行った結果，以下のことが明らかになっ

た（Nakajima et al., 2011a）．関東地方の北東部の応力場は DT型であるが，その中でもプレートの先

端付近は局所的に DC型になっている．一方，関東地震のアスペリティの領域を含む南西部のスラブ

マントルでは，σ 1およびσ 3はプレートの傾斜方向に斜交するという特徴をもち，その方向は関東

地震のアスペリティの固着から期待される応力場と調和的である．1922年浦賀水道地震（M6.8）の P

軸の方位は，現在の微小地震のメカニズム解の P軸，および関東アスペリティの固着によるσ 1の方

向とほぼ調和的である．浦賀水道地震は関東アスペリティでの固着に関係したフィリピン海プレート

内の地震であった可能性が極めて高い．

2.3. スラブ内の応力の急変を示す地震クラスター
　新潟県新発田市の下の深さ約 155kmで発生している稍深発地震のクラスターについて，波形解析に

より特徴を調べた結果，地震クラスターは，太平洋スラブの地殻内に位置していること，正断層，逆断

層地震が発生していること，波形の相似性から 9つの地震グループに分類できることが明らかになっ

た．また，相互相関データを用いた震源決定の結果，正断層地震は逆断層地震よりも 1km程度浅部で

発生していることが分かった．この結果は，同じクラスターの中で応力場が急変していることを示し

ている．海洋性地殻がエクロジャイト化する際の体積変化に伴って，浅部の引張場，深部の圧縮場が

形成されているとすると，観測事実を説明することができる．

2.4. 北海道下のスラブ内地震の応力降下量（H25年度の成果）
　北海道下のスラブ内地震のコーナー周波数を慎重に推定して，応力降下量の空間分布を詳細に検討し

た結果，スラブ内地震の震源が深いほど応力降下量が大きくなる傾向が明らかになった．これは Asano

et al. (2003)による結果と矛盾しない．さらに，詳細に推定されたプレート表面を用いてスラブ内を分

類すると，スラブ地殻で発生する地震の応力降下量は，スラブマントル内で発生する地震の応力降下

量よりも小さくなる傾向にあることが分かった．この応力降下量の違いは，両領域で，剛性率や強度，

残留応力，地震発生過程等が異なるためと考えられる．

３．スラブおよびその周辺の詳細な構造

3.1.フィリピン海プレートの詳細な形状
　関東地方において，プレート境界の位置を示すフィリピン海プレート上面，下面の小繰り返し地震

に加え，下面の小繰り返し地震からの変換波を利用して，フィリピン海プレートの上面深度のみなら

ず，厚さを精度よく求めることに成功した（Uchida et al., 2010）．フィリピン海プレートの厚さは東京

の下で約 50kmで北東限に向かって薄くなるくさび形をしていること，関東地方の東部ではフィリピ



ン海プレートの沈み込み角度が緩く，北東限の近くでは上向きの変形があることが分かった．このく

さび形の形状は，フィリピン海プレートが相模トラフから沈み込む前に前弧域にあった時に形づくら

れたものと考えられる．一方，フィリピン海プレートの沈み込み角度の変化や，先端付近での変形は，

沈み込んだ後の太平洋プレートとの相互作用によるものと考えられる．ここで推定されたスラブの構

造は，関東下の地震活動に大きな影響を与えている可能性がある．

3.2. 日高地域下の地震波速度構造から推定される島弧-島弧衝突とスラブ内地震の関係
　北海道島弧会合部下でみられる上面地震帯の深部シフトは，この地域に特異に沈み込む地殻物質が

スラブ表面の温度上昇を妨げているためであることを前計画において示した（Kita et al.,2010b）．こ

の特異な地殻物質をさらに調べるために，合同観測データ（勝俣・他，2002）を加えて，詳細な地震

波速度構造を求めた結果，スラブ直上に存在する地殻物質の東縁は日高衝上断層に対応していること

が明らかになった．一方，日高衝上断層を西縁とする日高変成岩帯下では，橄欖岩と考えられる地震

波速度を持つ物質が通常の内陸地殻領域まで深部から西に向かって斜めに貫入していることが示され

た（Kita et al., 2012）．特異に沈み込む地殻物質の構造を詳しく見ると，高速度層と低速度層の互層に

なっており，層の傾きはおよそ 40-60°程度，走行はほぼ南北となっていた．その互層の境界のうち１

つは，1982年浦河沖地震の本震断層面に対応していた．互層構造は日高変成帯の東側のマントル物質

と地殻物質の境界付近にも見られ，その互層の境界は陸上の地質構造線または活断層の空間分布と対

応していることが分かった．またその境界域下のスラブ内を見ると，70 °程度の走向で，上面～下面

にかけて連続的な筋状の地震活動が見つかった．これは，スリバー運動による千島前弧物質の衝突過

程が，同地域でのスラブ内・面間地震の発生原因に関わっていることを示唆している．

3.3. 北海道下の減衰構造（後半は H25年度の成果）
　北海道下において稠密地震観測網のデータも用いて地震波減衰構造を求めた結果，日高地方下のス

ラブ地殻内が高減衰域としてイメージングされ，分解能テストからもその存在が確かめられた．この

スラブ地殻内の高減衰は，この地殻内の地震活動に流体の存在が関与していることを示唆している．

　一方，マントルウエッジ内のスラブ表面直上では，北海道東部および南部では深さ 90～100km，そ

の間の大雪山系の西から石狩低地帯にかけての地域では深さ 110～130kmでやや高減衰となっていた．

前述のとおり，大雪山系の西部から石狩低地帯下では上面地震帯は局地的に深部にシフトしており，そ

の原因としては，深さ 70kmまで特異に沈み込んだ大陸地殻物質がスラブ表面と接しているためにス

ラブ地殻内の岩石の相変化域が深部へ移動するためと考えられている．このような上面地震帯の深さ

変化と，スラブ直上でのやや高減衰域になる箇所の深さ変化に対応関係が見られることは，相変化す

る際にマントルウエッジへ放出された水が，この高減衰の原因となっていることを示唆しており，ス

ラブ内地震の発生が岩石の脱水に関係しているとする仮説（Kirby et al., 1996）の傍証となっている．

４．スラブ内の流体と地震発生の関係

4.1. 2011年 4月 7日のスラブ内地震（M7.1）の発生場
　2011年東北地方太平洋沖地震（Mw9.0）から約 1ヶ月後の 4月 7日に宮城県沖で発生したM7.1の

スラブ内地震について，本震発生前の到着時刻データを用いて，震源域周辺の詳細な地震波速度構造

を推定した．その結果，本震および余震は低速度領域で発生していること，断層面とプレート表面と

のなす角は約 60度であることが明らかになった（Nakajima et al., 2011b；Ohta et al., 2012）．この地

震の発生は以下のようなモデルで定性的に説明できる．1)アウターライズでの正断層運動によってプ

レート内に水が取り込まれ，含水化した断層面を形成．2)プレートの沈み込みに伴う温度・圧力の上

昇によって脱水分解反応が起こり，断層面に高間隙圧水を供給．3)断層面での有効法線応力が低下し，

面の強度が著しく低下．4)東北地方太平洋沖地震の地震時すべりによって断層面での剪断応力が増加

し，地震が発生．

4.2. 面間地震と海山の関係
　東日本の太平洋スラブ内には二重深発地震面があることが知られているが，近年の研究により，そ

の上面・下面の間（面間）にも定常的な地震活動が一部地域にあることや，大地震の破壊域の一部が

二重面の間に達する場合もあることが報告されている．またこのような面間地震の発生は，岩石学的



な研究からも予想されている（例えば Omori et al, 2002）．そこで，北海道を含めた東日本陸域下での

震源の空間分布を詳細に検討したところ，大スラブ内地震の余震域を除いた場合でも，面間地震活動

が明瞭に存在することが示された．特に東北中央部～南部の前弧側，北海道東部前弧域に集中してお

り，それらの場所は，海山地形の発達する領域のプレート沈み込み方向延長上に位置している．この

ような海山では plumeによって水が付加されたと考えられており（例えば Kirby, 1995），海山と面間

地震との対応は，面間地震の発生に岩石の脱水反応が関係していることを示唆している．

4.3. 沈み込む海洋性地殻内の地震波速度構造と流体（H25年度に最終結果）
　東北地方のスラブ内地震に見られる太平洋プレート上部境界での PS変換波（Matsuzawa et al., 1986）

の走時を用いて，海洋性地殻の面的な P波速度構造を推定した（Shiina et al., 2013）．その結果，P波

速度は前弧側で 6.5-7.5 km/s，背弧側で 7.5-8.5 km/sであり，火山フロント下を境に速度が大きく変化

することが明らかになった．また，深さ 60-100kmの地殻の速度は含水化したMORBから期待される

速度よりも遅く，含水鉱物に加えて自由水があることが示唆される．さらに，上面地震帯（Kita et al.,

2006）の活動は地震波速度が特に低速度な深さ範囲で活発であり，このことは，スラブ内地震の発生

に高間隙圧水が重要な役割を果たしているというモデルを強く支持する．

4.4. 東北地方太平洋沖地震によるスラブ内地震の活発化と震源の移動（H25年度に最終結果）
　2011年 11月 14日に房総半島南端下のフィリピン海（PHS）プレート最下部（深さ 67km）でM4.1

の正断層地震が発生し，その周辺で地震活動が活発化した．この地震活動を詳細に調べた結果，M4.1

の後に発生した地震は相似地震を含むこと，その震源は 6ヶ月で約 6km浅部に移動すること，応力降

下量は 1 -40MPa程度であることなどが明らかになった（Nakajima et al., 2013a)．東北地方太平洋沖地

震（本震）から 8ヶ月が経過した後に活発化した活動を説明するために，「本震時または余効すべりに

より太平洋プレート上部境界の不透水層が破れ，直上の PHSスラブに高間隙水圧水が流入して断層強

度を下げることで活発な活動を引き起こした」というモデルを提唱した．

4.5.フィリピン海スラブ内の地震活動（H25年度の成果）
　最新の研究成果を統合して解釈したところ，西南日本やカスカディアに沈み込む若いスラブでは，地

殻内の地震活動が極めて低調であることが明らかになった（Abers et al., 2013）．MORB鉱物の脱水反

応のモデル計算によれば，プレート収束速度が遅い場合には，脱水反応により生成される単位時間あ

たりの水の量が少なく，間隙水圧を上昇させることができないことが示唆される．この成果は，スラ

ブ内地震の発生には脱水の有無だけではなく，間隙水圧を上昇させるメカニズムが働いているかどう

かが最も重要であることを強く示唆している．

５．スラブ内地震発生のモデル（H25年度までのまとめと展望）
　本研究では，スラブ内地震は，スラブ内の岩石の相転移に伴う脱水により間隙水圧が上昇し，強度

が低下することによって発生する，という仮説の検証を行ってきた．上記で示したように，これまで得

られた結果はすべてこの仮説を支持しており，この仮説に矛盾する結果は今のところ得られていない．

　僅か 1kmの範囲内でまったく逆の応力場で地震が発生しうるということは，強度が極めて小さいこ

とを示唆している．これは最近，浅発地震やプレート境界地震においても指摘されていることである．

一方，深さ 100kmでは深さ 10kmの浅発地震発生域に比べて 10倍の静岩圧が働いているので，仮に

見かけの摩擦係数が浅発地震やプレート境界と同程度であったとしても，実際の剪断応力は 10倍くら

い異なっていても良いことに注意が必要である．深い地震ほど応力降下量が大きいということは，有

効法線応力が静岩圧と共にそれなりに大きくなっていることを示唆していると考えられる．もちろん，

応力降下量の違いには岩石の弾性定数や残留応力の違いも反映されであろうし，断層中に流体が存在

しているのなら，Thermal Pressurizationの影響も考慮する必要があるだろう．今後，相転移に伴って

期待される体積変化やベンディング・アンベンディングの効果を応力変化に換算し，スラブ内の応力

と地震発生の関係を定量的に検討していくことが重要である．

　今回の研究で，海洋性地殻内の地震については，アウターライズ/海溝外側斜面での正断層型地震発

生に伴って，断層内に水が入って，そこで取り込まれた水と，もともと存在していた水が深部で相転移

によって離脱することによって間隙水圧を上昇させ，稍深発地震を発生させている可能性がますます



強くなった．しかし，スラブ地殻については，このモデルで説明できる事象が蓄積されてきたが，ス

ラブマントルについては，それほど明確にはなっていない．今後，スラブマントル中の地震と流体と

の関係をさらに詳細に調べる必要がある．

　一方，もともと面間地震が存在していたり，周囲より低速度となっているところは，すでに強度が

低下している領域であると考えられ，そのような場所で大きな地震も発生しやすいと考えられる．そ

の断層面は中立面を越えることは難しいということが示されたことにより，ポテンシャル評価として，

スラブ内大地震の発生場所の同定と最大規模の推定にある程度の指針が示されたのは大きな成果であっ

た．今後，さらに事例を蓄積し，スラブ内地震のポテンシャル評価手法が確立すれば，防災・減災対

策上，極めて有益であると期待される．
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図 1. 1933年三陸沖地震の余震分布と卓越周波数．
(a) 3次元速度構造を用いたダブル・ディファレンス法により再決定した 1933年三陸沖地震の本震後 3ヶ月間の地
震分布．(b)水沢観測点におけるすす書き記録から読み取った卓越周波数．震源位置は再決定後のもの（Uchida et
al., 2013)．

図 2. 図 1(a)の東西断面．
丸の色は図 1と同様（Uchida et al., 2013)．

図 3. 1933年三陸沖地震本震（2つの矩形）によるプレート境界上の低角逆断層地震に対するΔ CFF．
コンター間隔は，0.01MPa．ソースの断層（青矩形）は 10-45kmの深さに位置し 3.3mの正断層すべりを与えた．
Δ CFFを計算する地震については，プレート境界上で，プレート相対運動方向の逆断層とした．また，剛性率 30
GPa,ポアッソン比 0.25,摩擦係数 0.3を用いた. また，Nakajima and Hasegawa (2006)および Kita et al. (2010)のプ
レートモデルを用いた．黒と白の丸はそれぞれ，1933年 3月 3日～31日，1933年 4月 1日～8月 28日の地震の
震央分布を示す（Uchida et al., 2013)．



図 4．PS変換波から推定された沈み込んだ海洋性地殻の P波速度分布（Shiina et al., 2013）．
10 kmの深さごとの海洋性地殻の P波速度の平均値について，本研究結果を赤菱形で，Ito et al. (2005)による構造
探査結果を緑逆三角で示す．青線は MORBから期待される P波速度分布（Hacker et al., 2003），橙破線は実験的
に求めたローソン石青色片岩の P波速度（Fujimoto et al., 2010）を示す．灰色のヒストグラムは一元化震源カタ
ログによる，海洋性地殻内で発生した地震の個数の頻度分布を表す．
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（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象
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3. 新たな観測技術の開発

（2）宇宙技術等の利用の高度化

ア．宇宙測地技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　噴火準備過程の場となるマグマ供給系の分布・形態とその時間変化の解明を目指して，以下の多面

的な観測・研究を実施する．１）日本列島における火山地域を対象に，自然地震や人工地震などの各

種の地震観測データを統合し，反射波や変換波をも用いた高精度のトモグラフィー解析を行い，上部

マントルから地表に至るマグマ供給系の分布と形態をより詳細に明らかにする．２）岩手山地域にお

いて高サンプリング稠密GPS観測を実施し，伊豆大島などの活動的な火山との比較により，噴火間隔

が長い火山におけるマグマ蓄積期における山体変動の特徴と多くの火山における共通の特性を明らか

にする（東京大学地震研究所との共同研究）．３）火山活動が活発化している桜島において準リアル

タイム高サンプリング GPS観測を実施して，噴火直前におけるマグマ蓄積過程の時間発展を明らかに

する（京都大学防災研究所との共同研究）．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては，１）高精度トモグラフィーを実施するための統合データベースを作成する．

微小地震観測網，火山観測網，人工地震観測網，Hi-netなど多岐にわたるデータ源から必要な情報を

収集する．これを用いて暫定的な速度構造モデルを求める．２）岩手山地域において高サンプリング

稠密GPS観測網を構築する．そのために必要な，商用電源や電話線が使用できない条件下でも長期間

安定に稼働する観測システムを作り上げる．３）火山活動が活発化している桜島において，マグマ供

給系の直上にあたる山体北東部に高サンプリング GPS観測点を設置する．あわせて，そのデータを準

リアルタイムでモニターするためのデータ伝送システムをも構築する．



　平成 22年度～25年度においては，１）火山地域における地震観測統合データベースを用いて高精

度トモグラフィー解析を実施し，上部マントルから地表に至るマグマ供給系の形態を詳細に可視化す

る．２）岩手山地域における GPS観測の結果と伊豆大島での結果を比較することにより，マグマ蓄積

期における山体変動の個別火山における特徴と共通な特性を明らかにする．３）桜島における高サン

プリング GPS観測にもとづいて，噴火直前の浅部におけるマグマ蓄積過程の時間発展を解明する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
1. 高精度地震波トモグラフィー解析によるマグマ供給系の分布および形態解明 (H21-25)
　本項目では，沈み込み帯におけるマグマ上昇機構，島弧火山マグマ供給系の解明を目的として，様々

な領域におけるトモグラフィー解析を実施した．平成 21年度においては西南日本について高精度トモ

グラフィー解析を実施し，中国ならびに九州地方の火山地域深部構造の特徴を明らかにし，さらにそ

れらの結果に基づき潜在的火山活動度を評価した．その結果，三瓶火山と大山火山の下では，下部地殻

から最上部マントルに至る大規模な低速度域が存在するとともに，深部低周波地震も存在する．島弧

火山に関するこれまでの成果との比較から，上記の地域の潜在的活動度は高いと考えられる一方，神

鍋火山，阿武火山の下ではこれらを欠き，活動度は低い可能性を指摘した．平成 22年度においては 21

年度に引き続き九州地域における高精度トモグラフィー解析を実施した．特に霧島山から桜島に至る

南九州地域については，P波に加えてモホ面反射波である PmP波を用いることで下部地殻での分解能

を向上させた．その結果，九州地方の島弧ならびに前弧域の下には,広く,低速度・高ポアソン比の異常

域が分布していることを明らかにし，それらがフィリピン海プレートの沈み込みにともなう脱水によっ

て生じたマグマや流体の存在に起因することを示した．さらに桜島火山の直下では, 　マントルウェッ

ジから地殻を貫いて地表へ続く低速度域の存在を明瞭に示した．一方で，霧島火山下の低速度域の分

布が空間的に断続的であることを見出し，マグマ供給系の分布形態が 桜島火山とは異なっている可能

性を指摘した．平成 23年度においては，東北日本弧全域を対象とする Regional Tomographyと，中央

部の栗駒火山を中心とする 2008年岩手・宮城内陸地震震源域の Local Tomographyを実施した．その

結果，栗駒火山周辺の Local Tomographyでは，多数の余震を高密度観測網で記録したデータを用いる

ことで，地殻内の詳細な P波速度，S波速度，ポアソン比分布を得た．栗駒火山直下では地表から下

部地殻へ低速度・高ポアソン比の領域が伸びており，本震と３個の大きな余震は速度やポアソン比が

急変する異常域周辺部に位置していることを示した．平成 24年度においては，既存の地震観測データ

に加えて各国の国内地震観測網や臨時観測のデータを併用することによってトモグラフィーの高精度

化を図った. その結果，国際地震センターの観測データに加えて,中国地震観測網のデータをも用いる

ことにより, 東アジア大陸下におけるマントル遷移層から地殻に至る 3次元地震波速度構造の特徴を

より鮮明にイメージングすることに成功した．さらに北アメリカ大陸の火山については，既存の観測

データに加えて,稠密な臨時観測網である USArrayによる近地ならびに遠地地震データを用いること

により, Yellowstone火山地域の下に,深さ 1,000 km以深まで低速度域がほぼ連続的に存在することを

明らかにした.これは,同火山が下部マントルから上昇するホットスポットに起因することを示す結果

である．平成 25年度では，平成 24年度に引き続き東アジア大陸下におけるトモグラフィー解析を進

めた．その結果，東アジア最大のプレート内部火山である長白山下には深さ 410km不連続面付近まで

つづく顕著な低速度領域が見出され，その低速度領域下には沈み込む太平洋スラブがスタグナントし，

さらにそのスタグナントスラブ周辺では 400-500km程度の深さで深発地震が局在化していることを明

らかにした．これらの観測事実から，長白山は沈み込む前の太平洋スラブがアウターライズ域におい

て形成された断層内部に水を取り込み，これら保存された水が深発地震によってマントルウェッジに

再放出され，それによってメルトが生成されることで生成された火山である可能性を示した (図 1)．
2.東北地方の火山 (岩手山等)におけるマグマ蓄積過程の解明 (H21-25)
　本項目では，岩手火山周辺域におけるマグマ蓄積過程の理解のための GPS観測および過去データの

再解析を実施した．例えば平成 21年度においては，1998年に岩手火山で発生した活動の理解を深め

るために，1996年～2009年の長期間 GPS連続観測データについて，基線再解析を実施した．その結



果，1998年の活動に伴う変動は 2001年以前に終息していること，2001年以降の長期トレンドと 1997

年以前の変動傾向が異なっていることを明らかにした．この結果は， 1998年活動に先行する変動が存

在したことを示唆する結果となった．さらに岩手火山で 1997年～2009年に観測された体積歪記録か

ら長期トレンドを除去し，1998年の火山活動に伴う歪変動を再評価した．活動初期（2～4月）におい

て得られた歪の時間変化から，浅部へ貫入したマグマは一定速度で上昇した可能性を示した．この結

果は，上昇途中でマグマ中の気相の増加がなかったことを意味し，このことが噴火未遂に終わった原

因である可能性を示唆しめす結果となった．平成 24年度においては， 1995年 2012年の長期間 GPS

連続観測記録に基づき,1998年マグマ貫入に先行する地盤変動を明らかにし ,マグマ上昇過程を推定す

る試みを行った. 長期連続記録から広域地殻変動に起因するトレンドと 1994年三陸はるか沖地震の余

効変動を取り除くことで,岩手火山地域では,1995年 11月 1997年 11月の 2年間に最大約 2cmの水平

変動と約 4cmの沈降が発生していたことを明らかにした. 観測データが不十分なために変動源位置を

正確に求めることは困難であったが,変動源は 1998年マグマ貫入が発生した西岩手火山山頂地域では

なく,岩手山山腹・山麓地域と推定された. 発生時期と変動源の位置から考えて,この変動は, 1998年マ

グマ貫入に先行したマグマの移動を反映している可能性があることが考えられる．平成 25年度では，

2011年東北地方太平洋沖地震の大すべり域にもっとも近い火山である蔵王火山において，地震発生後

におけるマグマ蓄積過程の理解のために GPS連続観測点の増設を行い，観測を開始した．

3.桜島火山における高サンプリング GPS観測によるマグマ蓄積過程の解明 (H21-H25)
　本項目では，桜島火山において，将来発生の可能性が指摘されている大規模噴火のマグマ蓄積過程

を明らかにするために，京都大学防災研究所と共同で，マグマ供給系に近接する 3点 (北岳，権現山，

鹿馬野)で高サンプリング GPS連続観測を行った．観測の際に，火山灰が太陽電池へ堆積することに

よって発電能力が低下し ,現地へ行って灰を掃除するまで 2週間以上欠測することがあったことから,

これに対応するために,桜島の火山灰を持ち帰って実験を実施し ,テフロン撥水剤を太陽電池表面に塗

布し , 45度程度傾けて設置することで,火山灰の堆積を減らし ,火山灰による発電能力を 1/20から 1/2

程度に抑えることができるとの結論を得た.これら予備実験にもとづき，2010年 9月に北岳,権現の 2

観測点に対策済みの太陽電池を増設し ,観測の安定化を図った結果，その後は長期間の欠測は生じず，

一定の効果を得ることに成功した．得られたデータを高精度基線解析により解析することにより，一

部欠測はあるものの，2009年から 2014年にかけての連続時系列データを得ることができた．その結

果，北岳-権現観測点の基線長は 2009年 8月から 2014年 1月の間で 20mm程度の伸長が生じていたこ

とが明らかになった．一方で，2014年中頃からその伸長率が鈍化していることも明らかになった．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Zhao, D., and Y. Tian, 2013, Changbai intraplate volcanism and deep earthquakes in East Asia: a possible

link?, Geophys. J. Int., 195(2), 706-724, doi:10.1093/gji/ggt289.

三浦哲，太田雄策，出町知嗣，立花憲司，近江克也，篠原英一郎，2013, GPS観測による蔵王山周辺

の地殻変動，日本火山学会 2013年秋季大会．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
趙 　大鵬・三浦 　哲・植木貞人・太田雄策・豊国源知・岡田知巳・中島淳一・西村太志・他

他機関との共同研究の有無：有

東京大学地震研究所 　火山噴火予知研究センター森田裕一

京都大学防災研究所 　火山活動研究センター井口正人

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科 　地震・噴火予知研究観測センター

電話：022-225-1950

e-mail：zisin-yoti@aob.gp.tohoku.ac.jp



URL：http://www.aob.gp.tohoku.ac.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：太田雄策 　

所属：東北大学大学院理学研究科 　地震・噴火予知研究観測センター

図 1．
高精度地震波トモグラフィーにもとづく東アジアの上部マントルの模式図 (Zhao and Tian, 2013)．長白山を通る断
面を中心に示す．



平成 25年度年次報告

課題番号：1210

（１）実施機関名：

東北大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

準静的滑りの時空間変化に基づく地震発生切迫度評価の研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

イ．先行現象の発生機構の解明

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ア．列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（５）本課題の５か年の到達目標：

　プレート境界で発生するスローイベントや余効滑りが地震や低周波微動の発生を促していることが

次第に明らかになっており，このことは，アスペリティモデルで定性的には説明できる．平成 21年度

からの５か年では，これを地震の切迫度評価に役立てるために，この影響を定量化することを目指す．

地震同士，また，スロースリップイベント同士の相互作用についても，更に詳細に検討し，そのメカ

ニズムの理解を深める．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は，小繰り返し地震や GPSデータによるプレート境界での滑りモニタリングの自動化

や改良を行う．これらの推定結果の相互比較により，滑り量推定の高精度化を目指す。更に地震サイク

ルに伴う滑り欠損・前駆滑り・余効滑り過程の数値シミュレーションを行い，上で得られた滑り量推定

結果との比較により，プレート間滑りによる局所的な応力の変化やプレート境界の有効法線応力の絶

対値の推定を試みる。陸上及び海底地震観測網で精度よく求めた地震のメカニズム解を用いて，宮城

沖の海溝陸側斜面下の陸側地殻内または沈み込むプレート内部の応力場を調べる．また，相互作用の

検証のため，プレート境界での大小地震が入り混じった地震クラスターの抽出を行う．東北日本沈み

込み体周辺域の GEONETと東北大学の GPSデータを自動的に併合処理するシステム開発を開始する．

　平成 22-25年度は，抽出された地震クラスター内の小繰り返し地震の発生の時間間隔のゆらぎに注

目し，周囲の地震や地震の規模等の影響を調べる．東北日本沈み込み帯における小繰り返し地震のモ



ニタリングも継続する．メカニズム解に基づき，地震性及び非地震性のプレート間滑りに対応した局

所的な応力の変化を調べて，応力場の空間変化に基づく地震発生の切迫度評価の可能性を探る．また，

GEONETと東北大学の GPSデータを自動的に併合処理するシステムによって数か月単位での滑り欠

損分布を定量的に評価し，プレート間でのひずみ蓄積の時空間的な不均質について詳細に検討する．

数値シミュレーションにより，GPSや小繰り返し地震で観測されている深部側での余効滑りに対して，

間隙水圧の推定へのフィードバックを図る．最終的にこれらの観測事例とシミュレーションを組み合

わせることで，切迫度に影響する様々な事象の効果を理解する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
H24年度までの成果

１．小繰り返し地震によるプレート境界でのすべりモニタリング

　2011年東北地方太平洋沖地震前においては，福島県沖から宮城県沖の海溝に近い場所において 2008

年以降のすべり速度の増加が認められた。この増加は東北地方太平洋沖地震後，地震時大すべり域の

周囲での固着のゆるみであると解釈された．

　2011年東北地方太平洋沖地震の発生を受けて，1984年以降の中規模繰り返し地震について調べた

ところ，2011年東北地方太平洋沖地震後その大すべり域内で繰り返し地震の活動が著しく不活発で，

その周りで活発であることが分かった．釜石沖繰り返し地震のアスペリティ内での地震サイクルにお

ける地震活動の時間変化（サイクルの前半が不活発）と大変よく似ている．これらの繰り返し地震か

ら 1993-2007の震源域のカップリング率を調べたところ，2011年の地震は，地震前に広域にカップリ

ング率が大きかった場所で発生したことが分かった．地震後は，すべり域の周囲での余効すべりが観

察された．

２．GPSデータによるモニタリング

　プレート境界での滑りモニタリングの自動化への入力データとして利用可能な，GPSによるリアル

タイムに地殻変動を検出するためのシステム開発を行った．GEONETと東北大学の GPSデータを統

合処理し，日々の座標値がルーチン的に算出可能なシステムを開発した．解析に GIPSY-OASIS II Ver.

6.0を用いた PPP (精密単独測位法)を採用した． 4コアの CPU（Xeon 2.4GHz）を搭載したサーバマシ

ン 1台を用いて並列処理を行うことにより，東北大学と GEONETの観測点を合わせた 1,324観測点分

の日毎の座標値算出が 2.5時間という極めて短い時間で解析が終了するシステムを構築し，本運用を

開始した．また大学等が運用している臨時観測点に関してはWEBサーバ上で時系列データを画像ファ

イルとして確認できるシステムを構築した．GEONETを含めた全時系列データはWEB経由で取得が

可能であり，プレート境界の自動モニタリングの入力データとしてそのまま使える環境を整備した．

３．地震サイクルに伴うすべり欠損・前駆すべり・余効すべり過程の数値シミュレーション

　巨大地震サイクルに伴って，その周辺でのプレート収束速度の揺らぎが小繰り返し地震に及ぼす影

響を調べるために，数値シミュレーションに着手した．その結果，小繰り返し地震の発生間隔は，プ

レート収束速度が速いほど短くなることに加えて，Time-Predictable 的な傾向がみられることが示さ

れた．

　西南日本における深部ゆっくり地震の移動現象について，Matsuzawa et al. (2004)が余効すべり伝播

過程で提唱した，小アスペリティの連鎖反応というモデルを適用したところ，定性的に説明すること

が出来た．この伝播現象は，巨大地震発生前になると，発生間隔が短く，伝播速度が速く，解放モー

メント率が増加する傾向がみられた．さらに，浅部ゆっくり地震も共存させるモデルを構築し，深部

との違いを比較した．その結果，浅部の方が深部よりも変化が大きいことを示した．

　2011年東北地方太平洋沖地震の発生を受けて，数値シミュレーション結果をこの地震に適用し，予

想される観測現象を調べた．その特徴として，東北地方太平洋沖地震の発生後には，固着の強い福島

沖付近で静穏化し，縁辺部の岩手沖や茨城沖などで活発化することを指摘した．また，小繰り返し地

震の揺らぎの特徴を調べ，slowness-lawであれば，巨大地震の余効滑りによって，釜石沖地震のよう

な固有地震が，一時的に数日程度の発生間隔で頻発する現象を説明することができた．



４．メカニズム解を用いた応力場の調査

　陸上および海底地震観測網で精度よく求めた地震のメカニズム解を用いて，宮城沖の 2003年M7.2

の地震の余震データの解析を行った。特に，応力テンソルインバージョンにより，応力場の推定を行っ

た。その結果，本震すべり域の東端附近に，広域応力場からのずれが大きく，本震のすべりによる応

力変化の影響を受けているとみられる地震クラスターがあることが分かった。

　さらに 2011年東北地方太平洋沖地震の発生を受けて，この地震の震源近傍における震源分布を推定

した．その結果，本震より海溝軸側において本震に向けたプレート境界型地震である前震活動の移動

がみられた．また，本震の発生を境に震源深さ分布に大きな変化がみてとれる．本震の地震時すべり

が大きな領域においては，ほとんどプレート境界型地震は発生していない．一方，上盤・下盤側のプ

レート内において，本震発生前にはほとんどみられなかった地震活動が存在する．

５．プレート境界での大小地震が入り混じった地震クラスターによる相互作用の検証

　大小地震が入り混じった地震クラスターの抽出のためには，中規模繰り返し地震の抽出が有効であ

ると考えられる．そこで，岩手県釜石沖のM4.8の繰り返し地震を含む地震クラスターにおいて正確

に推定したイベント間距離，断層サイズデータを用い，比較的大きな地震にも適用できる繰り返し地

震抽出方法の検討を行った。その結果，2つの地震のうち小さい方の地震のコーナー周波数付近のコ

ヒーレンスを用いると，地震の規模によらず繰り返し地震とそうでないものの区別が明瞭にできるこ

と分かった．この手法を用い，中規模繰り返し地震の抽出に成功し，プレート境界でのすべりモニタ

リングに用いることができるようになった．

H25年度の成果

　H25年度は，2011年東北地方太平洋沖地震の余効すべりが、繰り返し地震の破壊過程に与えた結果

を整理し，まとめた．2011年東北地方太平洋沖地震前後の繰り返し地震の規模について見ると，この

地震の余効すべりが大きい領域で，繰り返し地震のマグニチュードが大きくなっている傾向が明らか

になった（図１）．また，これらの規模が大きくなった繰り返し地震は，東北地方太平洋沖地震以降，

多数発生しているものが多く，非地震性すべりの加速（余効すべり）が繰り返し地震の規模の増加に

寄与していることが明らかになった．規模変化の詳細を調べるために，東北地方太平洋沖地震後，マ

グニチュードが最大１増加した，岩手県釜石沖の繰り返し地震について調べると，そのすべり域が地

震前に比べ広がっていることが分かった（図２）．この結果は，これまでの繰り返し地震のすべり域

の周囲に条件付き安定すべり領域が存在していることを示唆している．このような，ローディンレー

トに依存するすべり特性の変化は，今後地震の時期だけでなく規模の予測にとって重要である．

　GPSデータの解析については，H24年度に引き続き，プレート境界自動モニタリングに向けたシス

テム開発を継続した．具体的には最終精密暦だけではなく，速報暦，超速報暦を用いて直近 1日前の

日座標が得られるシステムを構築した．さらに国土地理院 (30点)および東北大学 (8点)による 1Hzリ

アルタイム GNSSデータストリーミングを用いて，1秒毎の座標値を随時得るシステムの構築を行っ

た．さらにこのようにして得られたデータをもとにプレート境界でのすべり分布を推定するシステム

の開発を進めた．

　また，東南海地震震源域の直上付近に設置された海底圧力計について，浅部ゆっくり地震の検地可

能性を検討した．その結果，浅部ゆっくり地震に伴う地殻変動は，その近傍の限られた観測点のみに

局所的なものとなり，同一ノード内であってもセンスの異なることが示された．このことは，ノード内

でスタックしたデータからの差分が有効であり，実際のデータのノイズレベルと比較した結果，検出

できる可能性があることを示した．さらに，海溝やプレートの形状によっても大きな影響を受けるた

め，定量的な検討をする際には，構造探査などから得られた詳細な解析結果を取り入れる必要がある．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Ariyoshi, K., R. Nakata, T. Matsuzawa, R. Hino, T. Hori, A. Hasegawa, Y. Kaneda, The detectability of

shallow slow earthquakes by the Dense Oceanfloor Network system for Earthquakes and Tsunamis

(DONET) in Tonankai district, Japan, Mar. Geophys. Res., in press, doi:10.1007/s11001-013-9192-6.



有吉 　慶介・中田 　令子・堀 　高峰・金田 　義行・松澤 　暢・日野 　亮太・長谷川 　昭,浅部ゆっくり

地震に伴う地殻変動の検出可能性,日本地球惑星科学連合 2013年大会．

Ariyoshi, K., R. Nakata, T. Matsuzawa, R. Hino, T. Hori, A. Hasegawa, Y. Kaneda, The detectability of

shallow slow earthquakes by the Dense Oceanfloor Network system for Earthquakes and Tsunamis

(DONET) in Tonankai district, Japan, AGU 2013 Fall meeting, San Francisco, Moscone Center, De-

cember, 2013.

Uchida, N., Slow slip and repeating earthquakes in the northeastern Japan subduction zone , The summer

school on Earthquake Science, Hakone, Laforet Gora, September, 2013.

Uchida, N., K. Shimamura, T. Matsuzawa, T. Okada, Postseismic response of repeating earthquakes around

the 2011 Tohoku-oki earthquake: Moment increases due to the fast loading rate, J. Geophys. Res., under

review.

山本淳平・長田幸仁・太田雄策・平原聡・出町知嗣・中山貴史・立花憲司・佐藤俊也・木戸元之・藤

本博己・日野亮太・三浦哲・内田雅之，衛星通信を活用したリアルタイム GPS解析－地上通信

障害時に地殻変動を実時間で把握するために－，測地学会誌，印刷中．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
内田直希・伊藤喜宏・松澤暢・太田雄策（東北大学理学研究科）、ほか 5名程度（大学院生含）

他機関との共同研究の有無：有

海洋研究開発機構有吉慶介

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科 　地震・噴火予知研究観測センター

電話：022-225-1950

e-mail：zisin-yoti@aob.gp.tohoku.ac.jp

URL：http://www.aob.gp.tohoku.ac.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：内田直希 　

所属：東北大学大学院理学研究科



図 1
各繰り返し地震グループにおける，東北地方太平洋沖地震前後の平均マグニチュードの差（後-前）．丸のサイズは
各グループの東北地方太平洋沖地震後の地震数．1984年から 2011年 12月 31日までのデータを用いた．黒コン
ターは，Iinuma et al., 2012による 2011年東北地方太平洋沖地震の地震時すべり，ピンクコンターは Ozawa et al.,
2012による地震後 7ヶ月での 1mの余効すべりを示す．



図 2
釜石沖繰り返し地震のすべり量分布（2008年 1月 11日，赤：2011年 3月 20日，橙色：2011年 4月 13日，緑：
2011年 4月 29日，水色：2011年 5月 31日，青：2011年 7月 11日，ピンク：2011年 9月 23日）．コンター間
隔は 5cm．星はそれぞれの地震の震央．剛性率 50GPaをすべり量の計算の際用いた.



図 3
1944年の東南海地震を想定した場合の (a)固着期間 (20年後)，(b)直前期間 (10年前)におけるプレート境界面上
のすべり速度分布および海底観測網．水平変動は 2.5年間のもので 25,000倍に拡大している．



図 4
図 3の数値モデルおよび Bird, Coffinらが推定した海溝の位置から予想される，A-Eノードにおける海底上下変動．
時刻基準は想定東南海地震の発生時とする．



平成 25年度年次報告

課題番号：1211

（１）実施機関名：

東北大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

マルチスケール・アスペリティモデルの構築と拡張

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

ア．断層面の不均質性と動的破壊特性

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

エ．スラブ内地震の発生機構

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

イ．強震動・津波の生成過程

（4）地震発生・火山噴火素過程

ア．岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本研究においては，プレート境界地震について地震時滑り分布・断層サイズの推定や高精度震源決

定等によるアスペリティ領域のマッピングを行うとともに，アスペリティの階層構造や複合破壊の条

件を明らかにする．また，内陸地震・スラブ内地震については，アスペリティモデルに基づく破壊過

程・強震動生成域の理解が可能かどうか検討を進め，アスペリティモデルの拡張を行う．このような

研究を行うことで，上記方針を実現化し，地震・火山噴火予知研究上不可欠である，破壊過程・地震

発生過程の理解をすすめるものである．



　本研究で狙いとするアスペリティモデルに基づく震源モデルの高度化のためには，実際に発生した

地震について震源解析の研究が必要であるが，そのためには，より多くの事例を取り扱うとともに，幅

広い空間スケールでアスペリティを捉え，どのような階層構造をなしているのかを明らかにすること

が重要である．また，これまでの研究から，プレート境界地震については，アスペリティモデルが成

り立つことが強く示唆されているが，内陸・スラブ内地震についても，アスペリティモデルの成否の

検討を引き続きすすめる必要がある．そこで本研究では，微小地震から大地震にいたる幅広いスケー

ルの地震を対象とし，下記のような研究を実施する．

１．地震波形インバージョン・地殻変動インバージョン・高精度震源決定による，プレート境界に発

生した中～大地震の震源過程の推定

２．プレート境界及びその周囲における微小地震活動によるアスペリティマッピング

３．プレート境界に発生する小地震の断層サイズの推定と高精度震源決定による小アスペリティ分布

および活動の推定

４．上記の観測・研究に基づく，プレート境界・内陸・スラブ内地震のアスペリティモデルの構築

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は関係するこれまでの研究成果に基づきそれぞれの研究を実施する．

１．地震波形インバージョン・地殻変動インバージョン・高精度震源決定による，プレート境界に発

生した中～大地震の震源過程の推定

　東北地方を中心として，プレート境界に発生した中～大地震を対象に，地震波形インバージョン・

地殻変動インバージョンにより地震時の滑り量分布を求める．本年度は，繰り返し地震の可能性につ

いて指摘されているいくつかの中規模地震について，波形・震源位置の検討及び地震波形インバージョ

ンによる地震時滑り分布の推定を行い，繰り返し地震の可能性についての検討を行う．

２．プレート境界及びその周囲における微小地震活動によるアスペリティマッピング

　宮城県沖における海底繰り返し地震観測の結果，プレート内部で発生する中小の地震の分布とプレー

ト境界における滑り分布との間に相関があることがわかりつつある．このことは，精度良く決定でき

る中小の地震の震源分布を用いることでプレート境界面上の滑り特性のマッピングが可能になること

を示している．本項目では，こうした相関関係が成り立つかどうかを複数の事例において検証すると

ともに，中小の地震の震源分布を利用した高空間分解能のアスペリティ（滑り特性）マッピングも試

みる．

３．プレート境界に発生する小地震の断層サイズの推定と高精度震源決定による小アスペリティ分布

及び活動の推定．

　地震クラスターに含まれる小地震については，コーナー周波数を高精度で推定して断層サイズを求

め，DD法による震源決定とも併せて，小アスペリティの相対的位置と地震活動の特徴の関係につい

ても抽出する．さらに，小繰り返し地震の破壊域や応力降下量等の推定をもとに，アスペリティの繰

り返し破壊の同一性・非同一性の程度とその原因について調べる．

４．上記の観測・研究に基づく，プレート境界・内陸・スラブ内地震のアスペリティモデルの構築

　１～３．の研究により推定したプレート境界型地震のアスペリティ領域を比較し，アスペリティの

階層構造について検討する．得られたアスペリティ領域と余震分布・地震前（先駆的）地震分布や地

震波速度構造との比較を行い，アスペリティ・非アスペリティ領域の特徴を抽出する．同様の比較研

究を内陸・スラブ内地震に対しても行い，プレート境界地震と同様な，アスペリティモデルに基づく

破壊過程・強震動生成域の理解が可能かどうか検討を進める．このような研究を通じ，アスペリティ

モデルの構築・深化を目指す．

　本課題の目標達成のためにはできるだけ多くの事例について研究を行うことが必要である．そこで

平成 22年度以降についても，実施期間内に発生した地震などを対象とし，同様の研究を継続実施する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：



１．地震波形インバージョン・地殻変動インバージョン・高精度震源決定による，プレート境界に発

生した中～大地震の震源過程の推定

１－１） 　東北沖地震の前震およびスラブ内の誘発地震のすべり域の推定（久保田，2012）

2011年 3月 11日東北地方太平洋沖地震（Mw9.0）の前震のうち 3月 9日に発生したMw7.3の地震と

3月 10日のMw6.5の２つの地震について，それぞれに伴う津波を震源域近傍の海底圧力計で捉えた

波形記録を用いて震源断層モデルを推定した．3月 9日の地震の最大すべり量は 1.0 mで，大きなす

べりが破壊の開始点より北西側の 40 km× 40 kmの領域に集中していた．一方，3月 10日の境界の

最大すべり量は 0.2 mと推定され，主すべり域は破壊の開始点の西側の走向方向に 20 km，傾斜方向

に 40 kmであった．これら 2つの地震の主すべり域は互いに重なっておらず，また，10日の地震の主

すべり域は，3月 9日の地震の余効すべりの範囲に含まれ，3月 9日の前震破壊域と 3月 11日の本震

の破壊の開始点に挟まれるように位置する．このことは 3月 9日の地震に伴う余効すべりが，小さな

余震の活発化だけでなく，3月 10日の中規模地震を引き起こし，その後さらにプレート境界でのすべ

りが伝播し，東北地方太平洋沖地震を引き起こしたという，連鎖的な破壊の発生を強く示唆する．ま

た，東北沖地震発生から 4ヶ月後の 7月 10日に，震源域下の太平洋プレート内部で発生したスラブ内

地震（Mw7.0）についても，同様に津波波形を用いた震源モデル解析を行った．この地震については

すべり量分布ではなく，一様すべりの平面矩形断層モデルを仮定し，グリッド・サーチにより観測津

波波形を最もよく再現する断層配置とすべり量を求めた．断層の走向は海底地震観測による余震分布

の配列する方向と良く一致するが，津波から推定した断層モデルの深部側の端は余震の震源深さ分布

の下限より深部側にまで及んでいる．

１－２）岩手県種市沖の中規模の繰り返し地震の解析

岩手県種市沖では，図１－１に示すように，中規模の繰り返し地震のクラスターがいくつか見つかっ

ている（山田・他，予知連会報，82，84-90，2009）．この中規模繰り返し地震と 1994年三陸はるか

沖地震（M7.6）の最大余震（1995年 1月 7日M7.2）の関係については，昨年度にも報告しているが，

今年度は気象庁との共同研究により，さらに丹念な解析を行った．

　ここでは 1994年三陸はるか沖地震の最大余震（M7.2）の気象庁の加速度デジタル記録を数値積分

して速度波形に変換した後，２ 10秒の帯域通過フィルターをかけて解析を行った．グリーン関数と

しては，山田・他（2009）によって発見された M6の中規模繰り返し地震のグループ（グループ A；

図 1参照）の中で，1995年に発生した M6.2の地震の加速度デジタル波形を，M7.2の地震と同様に

数値積分・フィルター処理したもの経験的グリーン関数として用いた．M6.2とM7.2の両方で初動の

立ち上がりが良い波形を探し，最終的に P波について 4観測点，S波について 3観測点のデータを採

用した．M7.2の地震とM6.2の地震で Sの二重差（到達時刻の差についての二つの観測点の差）は P

の二重差の Vp/Vs倍になるという性質を利用して，Pの初動のみならず，Sの初動も高精度で推定し，

multi-time window法（Hartzell and Heaton, 1983）を用いてM7.2の地震の破壊過程を調べた．

　得られた結果を図１－２に示す．ここでM7.2の地震の破壊の開始点を緑星印で，また山田・他（2009）

が再決定によって求めた M6.2の地震の震央を赤星印で示す．大局的な性質は昨年度の成果と変わら

ないもの，

１）M7.2の地震の破壊は，M6.2の地震とは反対方向の西および南に伝播し，

２）M6.2の地震の震源付近では，M7.2の地震のすべり量は小さかった，

という性質をより明瞭に示すことができた．これにより，M7.2の地震のときに M6.2のアスペリティ

がすぐに壊れなかった理由がある程度は説明可能であるものの，それだけで説明するのは困難であり，

アスペリティの強度あるいは間隙水圧の時間変化を導入しなければ説明しにくいように思われる．つ

まり，1994年三陸はるか沖地震の発生により，その周囲のプレート境界では剪断応力が増加するが，

本震に近い側ではシールが破れることによって一時的に間隙水圧が低下し，結果的に本震に近い側で

一時的に壊れにくくなったというモデルについても，検討してみる価値はあるように思われる．

２．プレート境界およびその周囲における微小地震活動によるアスペリティマッピング

　



２－１）宮城県沖地震の震源域における微小地震活動

海底地震観測および陸上観測の併合処理データによって得られた P, S波到達時刻から地震（2005年 8

月 16日～2009年 10月 31日）を山本・他（2009）の三次元地震波速度構造を用いて震源を決定した．

その後，P波初動極性（陸上＋ OBS）と S/P振幅比（陸上観測点）を用いてメカニズム解を決定した．

宮城県沖に配置した小領域において得られたメカニズム解を用いて Ito et al. (2009)によって応力場を

推定し，プレート境界近傍の小領域を抜き出した（図 2-1）．推定された主応力軸の方位角・プランジ

のエラーを考慮すると応力場には有意な差はみられず，宮城県沖の応力場の空間不均質は小さいと考

えられる．宮城県沖全体のメカニズム解を用いて推定した広域応力場（図 1右下）は，σ 1軸の方位

角は海陸プレートの相対運動方向にほぼ一致し，σ 3軸の方向は鉛直に近く，プレート間相対運動に

伴う逆断層型（プレート境界型）地震を引き起こす応力場であり，各小領域で推定された応力場もお

おむね同様の傾向を持つ．

　想定宮城県沖地震の震源域である 1978年宮城県沖地震のアスペリティ東端では，プレートの沈み込

み角度が 25°程度から 30°程度に変化しており，プレートの沈み込み角度の変化（折れ曲がり）が存

在し，アスペリティとプレート境界形状との間に対応関係が存在する（図 2-2）．

　主応力軸（σ i，i = 1, 2, 3）とプレート境界の法線とのなす角度（θ i）の分布を図 2-3に示す．θ i

は，プレート境界の沈み込み角度が変化するアスペリティの東端付近で変化をしており，プレート境

界・アスペリティに対応するような分布をする．特に最大主応力軸（σ 1）とプレート境界とのなす角

度（θ 1）に注目すると，非アスペリティ域よりもアスペリティ域のθ 1が小さく，プレート境界に対

して立つ（直交）するような最大主応力軸方向をもつ．この最大主応力軸とプレート境界のなす角度

からアスペリティ域では非アスペリティ域に比べて垂直抗力が大きく，摩擦力が大きいために固着が

強くなっていることが考えられる．プレート境界に働く剪断応力については最小主応力軸（σ 3）の

影響も考えなければいけないが，応力比の推定精度が低くσ 1, 3の相対的な大きさの議論ができない

ために剪断応力の議論は難しい．

θ iの空間分布においてはプレート沈み込み方向（東西）に対する変化が存在するが，海溝軸に平行な

方向（南北）に対する変化は小さい（図 2-3）．そこで，マントルウェッジ内の Vp/Vsに注目すると南

北方向に変化し，アスペリティ域では低 Vp/Vs，非アスペリティ域では高 Vp/Vsといった地震波速度

構造とアスペリティとの間に対応関係が存在する（図 2-4）．以上のことから南北のプレート間固着強

度の変化は物質の変化によるものであると考えられる．宮城県沖のプレート間固着強度はプレート形

状による応力変化（東西），物質による摩擦特性変化（南北）によってきまっているのかもしれない．

２－２）2011 年東北地方太平洋沖地震の震源域周辺の地震活動特性（Uchida and Matsuzawa, 2011,

Uchida and Matsuzawa, 2013）

　2011年東北地方太平洋沖地震 (M9)の震源域について過去の地震活動・余震分布,小繰り返し地震

分布およびそれから推定されるプレート間カップリングについて調べた． 2011年東北地方太平洋沖地

震のすべり域内には,過去のM7規模の地震のすべり域 (図 2a)や,小繰り返し地震か?含まれており,岩

手県釜石沖の繰り返し地震と同様にすべり域か?階層構造をしていることか?分かった.東北地方東方沖

のアスペリティ階層構造のモテ?ルを図 2cに示す.カッフ?リンク?率の調査からは,2011年の地震は地

震前に広域にカッフ?リンク?か?大きかった場所て?発生したことか?分かった.また,すへ?りか?非常に

大きい場所にはほとんと?繰り返し地震か?存在しないことも分かった (図 2b).

　2011年東北地方太平洋沖地震の震源域周辺の地震活動特性について，過去のM7クラスの地震がそ

のすべり域の周囲に位置していること，それらの地震が，2011年東北地方太平洋沖地震のすべり域か

らみて遠方から近傍に向かって連鎖している例があることが分かった．また，本震破壊開始点から余

震の重心に向かうベクトルを調査すると，いくつかの地震でプレート間固着が強い方向を向いている

と考えられる例があった．このような地震活動は，プレート境界での固着の不均質や，地震サイクル

の間に発生するアスペリティ外部から内部へのすべりの浸み込みを表している可能性がある．

２－３）波形相関を利用したメカニズム解の分類によるプレート境界型地震の発生数の時間変化（中

村・他，2013他）



「アスペリティの特性解明に向けた観測研究」（1205）で開発した波形相関を利用したメカニズム解の

分類手法を用い，プレート境界型地震の発生数を調べた．このなかで宮城県沖の海溝寄り（図１）で

は，周期的な地震活動の増加がみられ，東北地方太平洋沖地震に無かつて増加していくように見える．

これはプレート境界での固着の緩みを示している可能性が高い．このうち最後の 2回の地震活動の増

加は，海底水圧データより推定されたスロースリップの発生時期 [Ito et al., (2013)]と一致している．こ

のようなアスペリティの固着状況の時間変化は，アスペリティの破壊プロセスをモデル化するうえで

非常に重要と考えられる．

３．プレート境界に発生する小地震の断層サイズの推定と高精度震源決定による小アスペリティ分布

および活動の推定．

３－１）釜石沖繰り返し地震と東北地方太平洋沖地震の余効滑りによる影響（Shimamura et al., 2011,

島村，2012, Uchida et al., 2012, Shimamura et al., 2011）

　

岩手県釜石沖の地震クラスターについて，1995-2008年の 2つの地震サイクルにわたる期間の 53個の

地震のセントロイドを，波形のクロススペクトルにより求めた走時差データを用いて推定した．

Double-difference法 (Waldhauser and Ellsworth, 2000)を用いた震源決定の結果，ほぼ重なっているM 4.9

の地震のすべり域の端で繰り返し発生している小地震のほかに，すべり域の内部に 2つのクラスター

からなる小地震活動が決められた．これはアスペリティ内部に強度不均質が存在し，比較的弱い領域

が地震サイクルの間に繰り返し滑っていることを示唆する．

2つのサイクルにおける地震の積算すべりの空間分布を調べたところ，それらはよく似ており（図 3-1），

同じような過程が繰り返し起きている可能性が高い．すべり量としては，プレート間相対運動速度か

ら期待されるすべり欠損よりも小さく，地震時すべり域内でも準静的すべりが発生している可能性を

示す．

また，M 4.9の地震のすべり域内に推定された 2つの地震クラスターの活動は，すべり域の端のもの

よりも不活発であり，これらの地震の地震サイクルにおける発生開始時期は，端の地震よりも遅れて

いた．この傾向は，新たに波形相関によりクラスターの分離を行った 1990年，1995年のM 4.9地震

の前の地震活動にも見られる（図 3-2）．この現象は，地震間においての，アスペリティ内部へ向かっ

ての準静的滑りのしみ込みを反映したものである可能性がある．

　2011年東北地方太平洋沖地震の余効滑り中の釜石沖繰り返し地震の挙動について波形データや破壊

伝播速度を吟味して最適な滑り量分布が得られた．普段は，2008年の地震（黒線）のような滑り量分

布で直径 1km程度の領域が繰り返し破壊されてきたが，2011年の東北地方太平洋沖地震後は直径が 3

～5倍大きな地震が発生していたことがわかった．この原因としては，釜石沖では直径 1km程度の不

安定領域があり，そこが繰り返し破壊しているが，その近傍に条件付き安定領域があり，その部分が，

今回，2011年東北地方太平洋沖地震やその余効すべりに伴う応力擾乱によって不安定性が増加して，

地震性滑りを発生させたものと考えられる．このことは，アスペリティの階層性や「固有地震」の活

動の揺らぎを考えるうえで極めて重要である．

４）内陸地震震源域と地震波速度構造との関係（Okada et al., 2012；1207参照）

　2008年岩手・宮城内陸地震の震源域における地震波速度構造とすべり域・震源域の広がりを比較し

たところ，それらは，低速度域に囲まれた高速度域内であることが分かった．この結果はこれまで内

陸地震で見られていた対応関係と同様である．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
中村航・内田直希・松澤暢,テンプレートイベントを用いた小地震の断層タイプの推定～東北地方太平

洋沖で発生する地震への適用～,日本地球惑星科学連合 2013年大会,千葉,幕張メッセ, 2013年 5

月.

中村航・内田直希・松澤暢,テンプレートイベントを用いた日本海溝・千島海溝沿いの小地震の断層タ

イプの分類と震源再決定,日本地震学会 2013年秋季大会,横浜,神奈川県民ホール, 2013年 10月.



Nakamura, W., N. Uchida, and T. Matsuzawa, Faulting type classification of small earthquakes using a

template approach and their hypocenter relocation along the Japan and Kuril trenches, AGU 2013 Fall

Meeting, San Francisco, Moscone Center, December, 2013.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
海野徳仁・三浦 　哲・松澤暢・日野亮太・伊藤喜宏・内田直希・太田雄策・岡田知己・他 　計１０

名程度（大学院生含む）

他機関との共同研究の有無：有

筑波大学八木勇治

気象庁中村雅基・山田安之

内閣府高木康伸

仙台管区気象台丹下豪

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科 　地震・噴火予知研究観測センター

電話：022-225-1950

e-mail：zisin-yoti@aob.gp.tohoku.ac.jp

URL：http://www.aob.gp.tohoku.ac.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：岡田知己 　

所属：東北大学大学院理学研究科 　地震・噴火予知研究観測センター

図１．

宮城県沖におけるプレート境界地震の時間変化．(a)対象領域，(b)発生時系列．青：陸寄りにおける発生時系列，
赤：海溝寄りにおける発生時系列とした．縦軸：個数 [1/0.5年]，横軸 [年]



平成 25年度年次報告

課題番号：1213

（１）実施機関名：

東北大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

機動的多項目観測による火山爆発機構の研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-3）火山噴火過程

ア．噴火機構の解明とモデル化

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-2）火山噴火予測システム

ア．噴火シナリオの作成

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（4）地震発生・火山噴火素過程

エ．マグマの分化・発泡・脱ガス過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本研究課題では，繰り返し噴火を引き起こす火山において，地震，地殻変動，空気振動などの地球

物理学的観測と火山ガスや火砕噴出物などの収集を行い，それらのデータ解析や物質科学的分析を行

う．具体的には，以下の目標を掲げる．

１．火山噴火現象を定量的に記録する．また，爆発性や火砕流発生の状況をデータの特徴で整理し，火

道内過程と噴火様式や規模との関連性を多量のデータをもとに明らかにする．

２．マグマ上昇モデルや噴火モデルと観測データと比較を行うことで，火道内及び火口極浅部のマグ

マ内揮発性物質の挙動の定量化を行う．

３．測定された揮発性成分の挙動と，定量化された火山の爆発性や様式を比較することにより，火山

噴火を支配する要因を明らかにする．

　本課題で行う観測項目とその目的は以下の通りである．

（１）広帯域地震観測と解析．噴火発生時の火道浅部の力系の推定．

（２）地殻変動観測と解析．火道内増圧過程の時空間分布推定．噴出量推定．

（３）空気振動観測と解析．爆発圧力の時間変化測定．



（４）噴出物収集と分析．噴出物特性の測定．噴出量推定．

（５）火山ガス観測と分析．噴火前後の火山ガス放出量，火山ガス起源の推定．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21～23年度は鹿児島県諏訪之瀬島において，平成 24～25年度はインドネシア・スメル火山に

おいて観測を実施し，得られたデータ解析結果をもとに，噴火活動の定量化を行い，噴火規模や様式，

支配要因を調べる．

・平成 21年度においては，鹿児島県諏訪之瀬島において，ボアホール型傾斜計を６地点に設置し，現

地収録方式でデータの取得を開始し，データ解析を行う．現在，京都大学防災研等により展開されて

いる広帯域地震計および空振計のメンテナンスを行い，データを収録する．GPS受信機を設置し，連

続観測を開始する．火山ガスの遠隔モニタリングの臨時観測を実施する．また，噴火時の噴出物サン

プルを可能な限り収集する．

・ 平成 22年度においては，諏訪之瀬島で傾斜観測およびそのデータ解析を継続するとともに，火山

性地震の発生機構を明らかにするため臨時地震観測を実施する．空振観測，火山ガス観測，噴出物サ

ンプリングも前年度に引き続き実施し，それぞれデータ解析を行う．

・平成 23年度においては，上記観測を秋まで継続する．約２年間の多項目データの解析結果をまと

め，諏訪之瀬島火山の噴火活動を定量化する．

・平成 24年度及び 25年度においては，インドネシア・スメル山において，地殻変動観測，地震観測

などを実施し，データを解析する．スメル山の噴火活動を定量化し，諏訪之瀬島などの火山における

解析結果と比較することにより，噴火規模や様式，支配要因を調べる．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
平成 25年度の成果

平成 25年度は，インドネシア国ロコン山における臨時観測の継続とデータ解析、また、スメル山、ロ

コン山、諏訪之瀬島、桜島などの噴火活動の比較研究を行った。

インドネシア国スラウェシ島の北部に位置するロコン（Lokon）山において、2012年 9月より開始し

た広帯域地震計と傾斜計を用いた機動観測を 2013年 9月まで継続し、ブルカノ式噴火を記録した。ト

ンパルアン（Tompaluan）火口から 1.6-6.8 kmの範囲に 4台の広帯域地震計（Trillium 40）を設置し、

計測技研のデータロガー HKS-9550を用いて、A/D分解能 24 bit、100 Hzサンプリングで CFカード

にデータを蓄積した。また、火口に最も近い観測点WAILANには高感度の傾斜計（Pinnacle Denali）

および空振計を併設するとともに、インドネシア国 CVGHMのトモホン（Tomohon）市のカカスカセ

ン（Kakaskasen）火山観測所にデータを無線 LANで伝送して観測を行った。

ブルカノ式噴火に伴い発生する地震（爆発地震）について、その発生機構を調べた。爆発地震の初動部

分は、その到達時間と空振の到達時間の比較から、火口での空振の励起に比べて 1秒ほど先行している

ことがわかった。初動部分は、まず全方位に押しのパルスである P相の到来から始まり，続いて、振幅

が大きく、引きを示すD相が現れる。これらの位相の振動方向は火口方向に向くことから、震源は火口

付近にあると推定された．また、D相に引き続き、波形の最大振幅となるレーリー波が到達することが

わかった。振幅が大きく S/N比のよい D相に注目し、発震機構解と震源位置を推定した〇蛎涼老舛鮃

洋犬靴 3次元有限差分法によって計算した合成波形と観測波形を比較した結果、以下のことが明らかと

なった。多くのイベントは、火口から深さ約 1 kmの位置における円筒収縮の発震機構解で説明できる。

また、震源時間関数はランプ型が適当である。推定された地震モーメントは 10textbarˆtextbar12N

程度となった。ロコン山で観測された爆発地震に見られる、P相とそれに続くD相、レーリー波などの

振動特性は桜島、諏訪之瀬島のブルカノ式噴火に伴って観測される地震波の特徴と類似しており、共

通の物理過程が内在することが明らかとなった。また、D相のモーメントの大きさなどから、ブルカ

ノ式噴火の規模は桜島火山と諏訪之瀬島火山の中間程度と見積もられた．

ブルカノ式噴火などの繰り返し噴火の発生頻度を調べた。スメル山、ロコン山、桜島、諏訪之瀬島の



ブルカノ式噴火に加えて、スメル山のガス噴出に伴うデータを解析した。スメル山のデータは、ブル

カノ式噴火については、2007年 3月中旬から 4月上旬に行われた臨時地震観測によるもの、ガス噴出

は 2010年に設置した山頂定常観測によるものを用いた。どちらも火口から約 500ｍの地点に設置さ

れた広帯域地震計記録であるので、連続記録からある敷居値を超えた振幅を噴火の発生と見なし、爆

発地震の発生時間と最大振幅を自動的に読み取った。桜島のデータは京都大学防災研究所火山活動研

究センターによる爆発リストを用いた。諏訪之瀬島およびロコン山についても、我々が実施した観測

データをもとに爆発地震のリストを作成した。爆発地震の最大振幅と発生数について調べた結果、あ

る振幅を超える累積地震数はこれまで多くの火山で報告されているべき分布（石本－飯田式など）よ

りも、指数分布とよく一致した。このことは、ブルカノ式やガス噴出の繰り返し噴火は、ある平均的

な規模をもちランダムに発生していることを示唆する。振幅の累積頻度分布から求められる爆発の平

均規模は、火道やマグマ供給系といったサイズを反映していると推察された。

5年間の成果

本課題では、おもに鹿児島県諏訪之瀬島（平成 21～25年度）、インドネシア国スメル山（平成 22～25

年度）、ロコン山（平成 24～25年度）において臨時火山観測を実施し、火口近傍の観測点で記録され

た地震波や傾斜などのデータを解析した。また、研究期間中に噴火した霧島山などでも臨時観測を行

い、データ解析を行った。これらの結果に基づき、噴火活動の定量化を行い、噴火規模や様式、支配

要因を調べた。

その結果、主に以下のことが明らかとなった。

・スメル山においては、ブルカノ式の噴火やガス噴出などの爆発に先行して山体が膨張することが明

らかとなった。繰り返し発生した噴火に伴う傾斜データを重合することにより、ブルカノ式噴火の場

合、山体膨張が規模によらず数百秒程度継続し加速すること、膨張量は爆発的噴火に伴い励起される

地震波の最大振幅に比例することがわかった。また、ガス噴出の数十秒前から発現する膨張も、規模

にほぼ比例することも明らかとなった。以上の結果から、規模や噴火様式と、直前に発現する山体膨

張現象に関係があることがわかった。また、山体膨張の時間変化と火道内マグマの揮発性成分の挙動

との関係を考察した。

・諏訪之瀬島においては、ブルカノ式噴火の約 1分前から山体膨張が始まり、爆発に至る。膨張量と

継続時間は、噴火規模にほぼ比例している。火山灰が連続的に出ている時期には火山性連続微動の停

止とともに山体膨張が始まることから、火道が何らかの要因で閉塞されることにより火道浅部に火山

性ガスが蓄積され、それが瞬時に放出されることにより爆発が発生すると推察された。

・諏訪之瀬島において臨時の地震計小アレイ観測を実施し、3次元 P波速度構造の結果をもとに、爆

発地震の波形解析を行った。その結果、まず、深さ 0.2-0.8 kmで膨張的震源が働きる。約１秒後に火

口からの火山物質の噴出が起こり、表面波が励起されることが明らかとなった。

・諏訪之瀬島およびロコン山で観測された爆発地震の初動に引き続き現れる「引き」の相（D相）に

ついて、波形特性と発震機構を調べた。その結果、いずれの火山でも、D相は火口からの火山物質の

噴出 1秒ほど前に火口直下の 1 km深で励起されていること、円筒型の収縮メカニズムをもつ、と推定

された。また、D相の振幅は、爆発の規模の指標となる地震波や空振の最大振幅に概ね比例するなど

の結果が得られた。両火山の爆発地震の D相は、噴火前に発現し収縮震源である点で、桜島の爆発地

震の D相と同じであることから、ブルカノ式噴火発生前の火道内できわめて類似した力学的プロセス

が働いていることが明らかとなった。

・諏訪之瀬島で臨時に実施した火山ガスの遠隔測定を顕著な爆発がない時期に行った。その結果、連

続的な火山ガス放出が弱まったあとに、火山ガスの噴出が強まる微噴火が起きることが明らかとなっ

た。山体変形や火山性微動の顕著な活動がなくても、火山ガス測定により、微弱な噴火活動を検知で

きる可能性があることがわかった。

・桜島で自動火山灰採取装置による連続観測を行った．最大 1ヶ月程度の欠測を除き，5年間，ほぼ毎

日の降灰試料を取得し，火山灰の石基ガラス組成分析や分光測色を行った．その結果，2009年末の活

発化に先立つ同年秋頃にマグマ組成変化を検出した．また，火山灰の色は活動時期や粒径により系統



的に変化・相違があることがわかった．諏訪之瀬島では，同装置による連続観測は風向や活動状況が

悪く，不調であった．ただし，2010年末頃の活発期には珍しいフレーク状の火山弾または軽石を検出

した．その後，活動度は低下したが，数回の爆発による火山弾から，爆発直前に浅部火道内の蓄積マ

グマが極めて不均質であることが分かった．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Nishimura,T., Iguchi, M., Yakiwara, H., Oikawa, J., Kawaguchi, R., Aoyama, H., Nakamichi, H., Ohta, Y.

and Tameguri, T., 2013, Mechanism of small vulcanian eruptions at Suwanosejima volcano, Japan, as

inferred from precursor inflations and tremor signals, Bull Volcanol., 75: 779, DOI 10.1007/s00445-

013-0779-1.

Shimano, T., Nishimura, T., Chiga, N., Shibasaki, Y., Iguchi, M., Miki, D., Yokoo, A., 2013, Development

of an automatic volcanic ash sampling 1 apparatus for active volcanoes, Bull Volcanol., 75: 773, DOI

10.1007/s00445-013-0773-7.

Nakamichi, H., Yamanaka, Y., Terakawa, T., Horikawa, S., Okuda, T.,Yamazaki, F., 2013, Continuous

long-term array analysis of seismic records observed during the 2011 Shinmoedake eruption activity

of Kirishima volcano, southwest Japan, Earth Planets Space, 65, 551-562.

Nishimura, T., Iguchi, M., Yakiwara, H. et al., 2013, Seismic and geodetic precursors of small vulcanian

eruptions at Suwanose-jima volcano, Japan, IAVCEI 2013 General Assembly, Kagoshima, July.

中道治久・青山裕・西村太志・八木原寛・太田雄策・横尾亮彦・井口正人，2013,諏訪之瀬島火山にお

ける火口に近接した地震計アレイ観測－ 2010年 10月～11月実施－，京都大学防災研究所年報，

56B, 227-235.

青山裕・山田大志・西村太志・八木原寛・中道治久・及川純・井口正人・ムハマド ヘンドラスト・

ヤサスパルマン, 2013,ロコン火山（インドネシア）のブルカノ式噴火に伴う爆発地震の波動特性

と前兆傾斜変動日本地球惑星科学連合 2013年度連合大会，千葉市，2013年 5月.

Yamada, T., Aoyama, H., Nishimura, T., Yakiwara, H., Nakamichi, H., Oikawa, J., Iguchi, M., Hendrasto,

M., Suparman, Y., 2013, Seismic and tilt observation of vulcanian explosions at Lokon-Empung vol-

cano, Northern Sulawesi, Indonesia, IAVCEI2013 General Assembly, Kagoshima, July.

山田大志・青山裕・西村太志・八木原寛・中道治久・井口正人・及川純・Muhamad Hendrasto・Yasa

Suparman，2013，インドネシア・ロコン火山における爆発地震の発震機構の解析，日本火山学会

2013年秋季大会，猪苗代町，2013年 10月．

Shimano, T., Geshi, N., and Yakiwara, H., 2013, Suwanosejima-Lighthouse of East China Sea: Ongoing

Strombolian activity and proximal facies of the 1813 eruption. Guidebook of Pre/Post-conference field

trips IAVCEI 2013, Kagoshima, Japan, A3. Bull. Volcanol. Soc. Jpn., 58, 2, CD book.

Shimano, T., Iguchi, M., and Miki, D., 2013, Continuous survey of color and glass composition of ash

particles by automatic sampling system at Sakurajima volcano, Japan. AGU 2013 Fall meeting, San

Francisco, December, 2013.

Shimano, T., Iguchi, M., and Nishimura, T., 2013, Continuous survey of ash particles by automatic sampling

system and field survey, IAVCEI2013 General Assembly, Kagoshima, July, 2013.

嶋野岳人・下司信夫・小林哲夫, 2013,諏訪之瀬島火山地質図．火山地質図 17，産業技術総合研究所地

質調査総合センター，8pp．
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平成 25年度年次報告

課題番号：1214

（１）実施機関名：

東北大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

実験と自然観察が明らかにするミクロとマクロの地震の関与する地殻流体の実態

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

ア．岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

イ．先行現象の発生機構の解明

（4）地震発生・火山噴火素過程

イ．地殻・上部マントルの物性の環境依存性

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地殻流体が地震の発生に強く関与していることが指摘されているが，地震に関与する地殻流体の物理

化学的性質及び動的挙動についての知識は希薄である．特に地震発生帯の温度・圧力条件（300℃-500

℃，1kb-10kb）での地殻流体の基本的性質についての理解が進んでおらず，状態方程式，化学反応性，

流体分子構造，輸送現象の解析などが未整備の状態である．地殻流体の基礎情報を充実させるととも

に，これらの基礎知識を地震発生メカニズムの解明に結びつける必要がある．

　本研究課題では，地殻流体の熱物理，化学反応，分子構造，輸送現象，破壊現象との関わりを先端

設備を用いた室内実験や数値シミュレーションにより明らかにするとともに，地上に露出した化石地

震発生帯の野外観察（岩石－水相互作用）などの情報を融合させて，地震発生における地殻流体の役

割と振る舞いについての検討を進める．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては，地殻流体状態方程式を構成する基本パラメータについて，地震発生に関係

する特定の PTX（Xは化学成分）領域で検討を行い，また，地殻流体の誘電率の見積もりに関連して，

H2O-NaCl系流体中の石英の溶解度から流体の誘電率を見積もるアルゴリズムを開発し，これを用い

て，既存の H2O-NaCl系流体中の石英の溶解実験データを基礎に，流体の誘電率の検討を行う．合わ

せて，誘電率と水-岩石相互作用の解析に広く用いられている SUPCRT92のデータ構造との整合性を，



既存の石英＋珪灰石（又は単斜輝石）の溶解実験データを用いて検証する．鉱物表面と地殻流体との

相互作用に関わる研究として，鉱物界面における H2O-CO2の混合流体と鉱物との相互作用及び鉱物

界面での流体分子を明らかにする．また，地殻流体のマクロ的なダイナミクスとして，チャネリング

フローに関する検討を行い，岩石内の３次元き裂の優先流路の形成の時間発展を明らかにする流体流

動実験を行う．これらの実験的検討とともに，領家変成帯，三波川変成帯における流体通路（鉱物充

填脈）の分布，特性を評価し，母岩の温度構造と流体の物理化学的特性との関係を明らかにする．更

に固体圧試験器を用いて，水が存在する環境下での長石の流動性についての検討を行う．

　平成 22年度は，代表的な組成の地殻流体（H2O+NaCl+CO2）の状態方程式確立のため，及び地震発

生領域での地殻流体の誘電率を明確化するために，地既存のデータが無い温度・圧条件下でのH2O-NaCl

系流体中の石英＋珪灰石系の流体の誘電率を見積もる．また，鉱物表面の構造化された水による鉱物

の破壊に及ぼす影響についての実験的検討を進め，これに加えて地殻内部における岩石の脱水過程を

実験的に再現し，地殻流体の発生メカニズムを明らかにする．地殻内のチャネリングフローに関わる

実験として，３次元構造を持つき裂ネットワーク内の流体流動を予測するシミュレーションコードを

開発し，封圧下における３次元優先流路の発達を解析するとともに，優先流路の時間発展を明らかに

する．また，流体包有物と水‐岩石相互作用の自然観察として，変成帯における流体の起源を明らか

にするとともに，岩石の脱水による流体発生の実験結果と融合させ，沈み込み帯における地殻流体の

発生と移動現象を解明する．更に固体圧試験器を用いて，水が存在する環境下での長石の流動性につ

いての検討を行う．

　平成23年度は，地殻流体の状態方程式の整備に関連して，代表的な組成の地殻流体（H2O+NaCl+CO2）

の中でも，高濃度 NaClあるいは高濃度 CO2水溶液についての検討を行い，H2O-NaCl系に CO2を加

えた３成分系地殻流体の誘電率を理論的に求め，誘電率の温度・圧・組成に関する依存性を定式化す

る．また，鉱物表面と地殻流体との相互作用に関連する検討として，化学反応と破壊現象の相乗作用

を実験的に明らかにして，地殻流体と地殻の破壊との因果関係を示す．また，岩石の脱水実験を行い，

脱水過程と岩石の溶解，沈積及び変質・変成過程について検討を行う．これらの実験にあわせて，地

殻内部における優先流路の発達過程と固着域との関係するために，室内実験規模と実際の地殻現象と

の空間的，時間的スケールの差異を検討を行い，チャネリングフローのフラクタル的解析を通じてス

ケールアップの方法論を明らかにする．また，流体包有物と水‐岩石相互作用の自然観察から変成岩

の破壊現象と流体との関わりについての野外観察を行う．更に固体圧試験器を用いて，水が存在する

環境下での長石の流動性についての検討を行う．

　平成 24年度は，定式化さた H2O-NaCl-CO2系流体の状態方程式と誘電率を組み込んだ，流体-岩石

相互作用シミュレーション用のコアとなるコードを開発する．また，鉱物表面と地殻流体との相互作

用に関連して，化学反応と破壊現象の相乗作用を実験的に示し，地殻流体と地殻の破壊との因果関係

を明確に示す．また，岩石の脱水実験を行い，脱水過程と岩石の溶解，沈積及び変質・変成過程につ

いて検討を行う．これに加えて，室内実験と実現象の時間的，空間的スケールの差異を考慮した地殻

内部でのチャネリングフローのモデルを提案する．また，自然観察として，変成帯における流体包有

物の解析から，流体の起源を明らかにするとともに，岩石の脱水による流体発生の実験結果と融合さ

せ，沈み込み帯における地殻流体の発生と移動現象を解明する．更に固体圧試験器を用いて，水が存

在する環境下での長石の流動性についての検討を行う．

　平成 25年度は，地震発生帯の条件に合わせた地殻流体状態方程式を確立させ，これを更に発展させ

て，ヒーリング等に関わる問題に適用することを試みる．また，地殻流体-岩石シミュレーションのコ

アコードを発展させて，地震発生予知に要求される流体-岩石相互作用シミュレータを作成する．さら

に，鉱物表面と地殻流体との相互作用として，化学反応と破壊現象の相乗作用を実験的に示し，地殻

流体と地殻の破壊との因果関係を明らかにし，これに加えて岩石の脱水実験を行い，脱水過程と岩石

の溶解，沈積及び変質・変成過程について検討を行う．チャネリングフローに関わる実験として，観

測から推定されるアスペリティーの分布と，実験及び数値シミュレーションから推定される優先流路

とアスペリティーのモデルとの比較を行う．また，流体包有物と水‐岩石相互作用の自然観察：付加



帯，変成帯における流体の起源を明らかにするとともに，岩石の脱水による流体発生の実験結果と融

合させ，沈み込み帯における地殻流体の発生と移動現象を解明する．更に固体圧試験器を用いて，水

が存在する環境下での長石の流動性についての検討を行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
H2O-NaCl-CO2系流体の状態方程式と誘電率:

本年度まとめ

　地殻中の流体の熱力学的性質は，流体の誘電率に大きく依存している。本研究では，最も普遍的な

地殻流体である H2O-NaCl系流体中の高温・高圧における石英と珪灰石の溶解度から，SUPCRT92等

の既存の熱力学的データベースに整合的な同系流体の“有効”誘電率を求める。これにより，これま

で純水溶媒中でしか用いることが出来なかった溶存種の熱力学的状態関数が，塩水溶媒中でも解析可

能になる。本年度は，この目的のため 100MPa，500℃,400℃および 300℃の実験により 1 molal NaCl

溶液中の両鉱物の溶解度から有効誘電率を求めた。その結果，いずれの温度においても，この塩水の

有効誘電率は純水のそれより高く，両者の差は 300℃までは低温に向けて増加する事が確認された。

　また，炭質物の加熱実験により，炭質物の熱熟成度を基にした断層温度計の開発を試みた。その結

果，炭質物の反射率およびラマンシフトを熟成度の指標とした温度計の可能性が示された。

5カ年まとめ

地震発生領域における水?岩石相互作用の解析の精密化のために，最も普遍的な地殻流体である H2O-

NaCl系流体中の 100MPa，500℃,400℃および 300℃における石英と珪灰石の溶解度から，SUPCRT92

等の既存の熱力学的データベースに整合的な同系流体の“有効”誘電率を求めた。その結果に基づく

予察的なシミュレーションによれば，推定される誘電率の変曲点付近で急激な水-岩石相互作用が起こ

ることが示され，地殻中の同作用の普遍的な温度依存性が塩水の誘電率変化に起因する可能性が示さ

れた。このことは，孔隙流体の圧上昇をもたらす鉱物の沈殿が，400℃～300℃付近で普遍的に生じる

ことを意味し，Sibsonらの一連の研究で提唱された fault valve modelの妥当性を指示するものである。

　また，純水の上昇に伴う水?岩石相互作用の解析結果から，先の fault valve modelに効果的な鉱物沈

殿を引き起す沸騰現象は，最下底の熱水溜りか最上位の地表地殻でしか生じないことを明らかにし，

流体圧の上昇を引き起す鉱物沈殿は，上記の塩水の誘電率の温度依存性によるはずであることが示さ

れた。

　炭質物の加熱実験により，炭質物の熱熟成度を基にした断層温度計の開発を試みた。その結果，炭

質物の反射率およびラマンシフトを熟成度の指標とした温度計の可能性が示された。

鉱物表面と地殻流体との相互作用:

　本年度まとめ

　鉱物表面における，水の構造化に関する分光学的研究（ IR, Raman散乱計測）を行うとともに，鉱

物表面での水の構造化による IRスペクトルの変化を再現する分子動力学的 (MD)検討を行った．その

結果，MDによって，石英表面の水の IRスペクトルを計算で求めることに成功した．この成果をもと

に，鉱物界面での水の摩擦係数の変化を推定することに展開したい．

また，岩石き裂内 3次元チャネリングフローのシミュレーターを開発し，地殻中での流体流動の様式を

推定することが可能となった．このシミュレーターによりフィールドスケールでのき裂内流動モデル

を提案することが可能である．また，き裂内の二相流動に関する実験と計算機モデル構築を行い，岩

石き裂内での流体相変化が生じた場合に，濡れ相と非濡れ相が同時に流動することはないことを実証

した．

5ヵ年まとめ

本研究により，地殻内は，シリカの溶解と析出反応によって，透水性地殻と不透水性地殻に区分できる

ことを実験的ならびに数値モデルとして明らかにすることに成功した．このことは，透水性地殻と不

透水性地殻の境界付近に地殻流体が対流する可能性を示しており，地震発生帯が地球化学反応によっ

て規定されることを示している．また，地殻のき裂内流体流動は，優先流路を形成するチャネリング



フローであり，さらに二相流動となったときは，濡れ相と非濡れ相が同時に流動せず，滞留すること

を明らかにした．これは，地震発生帯における流体の特性を理解する上で有用な成果である．チャネ

リングフローモデルは，3次元での計算を可能都市，さらに実フィールド規模への科スケール拡張を

来ない，実際のフィールドでの現象を良く表現できる計算機モデルを構築した．

地殻流体の微視的挙動として，鉱物界面での水の構造化を実験的に実証するともに，分子動力学的手法

を用いて構造化の要因やその程度を明らかにすることができた．今後この界面水モデルを用いて，鉱

物界面の摩擦係数の推定などに展開可能である．

固体圧試験器を用いた研究:

　本年度まとめ

　固体圧試験機を用いて、水が存在する環境下での下部地殻の主要較正鉱物である長石の塑性流動特

性についての検討を行った。無水の人工アノーサイト多結晶体に、最大 0.5 wt%の水を導入させなが

ら流動特性を調べた。出発試料は、真空焼結法により作成したもので、粒径が１μm程度である。固

体圧変形試験機を使い、0.5wt%の水を加え剪断歪速度を変化させることで、含水下での保持時間を変

化させて、強度に対する水の効果を評価した。剪断ひずみ速度が速い（保持時間が短い）時は、差応

力が 1000MPaまで達し降伏する。一方、ひずみ速度が遅い（保持時間が長い）場合は、ピーク強度の

後、大きく歪軟化することが明らかになった。微細組織観察から、塑性ひずみの局所化が認められ、メ

ルトを含んだ斜長石多結晶体と同様、微小試料内においても,含水量の不均質性が粘性率の変化を引き

起こすことを示唆し、天然の断層帯においても,水の非平衡な拡散に伴い、変形挙動が変化することが

推察できる.

5ヵ年まとめ

　本研究では下部地殻領域での岩石の流動変形特性に及ぼす水の効果を明らかにするために、水が存

在する環境下での長石の塑性流動特性についての検討を行った。固体圧試験機を用いて,無水の人工ア

ノーサイト多結晶体に、最大 0.5 wt%の水を導入させながら流動特性を調べた。出発試料は、真空焼結

法により作成したもので、粒径が１－３μm、粒界にシリカに富むメルトを最大６％含むものと含ま

ないものの二種類を用いた。固体圧変形試験機を使い、下部地殻条件下（封圧 1GPa、温度 900度）で

行われた変形実験から、水の存在下で無水の長石試料は軟らかくなることが明らかになった。含水下

での強度の低下量は、加えた水の量に比例しひずみ速度に反比例する。またメルトを含むものは同じ

ひずみ速度でもメルトを含まないものに比べ、強度低下が大きい。微細組織観察と FTIRを用いた含

水量測定から、塑性ひずみの局所化と含水量の不均質性が認められ、微小試料内においても、含水量

の不均質性が粘性率の変化を引き起こすことを示唆している。従って、天然の断層帯においても、水

の非平衡な拡散に伴い、変形挙やレオロジー特性（粘性率など）が変化することが推察できる.

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
SEKIGUCHI, C., HIRANO, N., OKAMOTO, A., and TSUCHIYA, N. (2013) Spectroscopic determination

of the critical temperatures and pressures of H2O, CO2and C2H5OH, Journal of Mineralogical and

Petrological Sciences, 108, 1-10.

Saishu, H., Okamoto, A., and Tsuchiya, N. (2014), The significance of silica precipitation on the formation of

the permeable?impermeable boundary within Earth’s crust，Terra Nova, Article first published online:

31 JAN 2014, DOI: 10.1111/ter.12093
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電話：022-795-4851

e-mail：tsuchiya@mail.kankyo.tohoku.ac.jp
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（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：土屋範芳 　

所属：東北大学大学院環境科学研究科



平成 25年度年次報告

課題番号：1215

（１）実施機関名：

東北大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

摩擦すべりに伴うエネルギー散逸過程の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

ア．岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

ウ．摩擦・破壊現象の規模依存性

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地殻活動予測システムの構築のためには，断層面の強度を適切に記述することができる摩擦則が不

可欠である．室内実験に基づいて，これまでにいくつかの摩擦則が提案されている．これらの摩擦則

の素過程は，一般に，真実接触面積の滑り速度・接触時間依存性に基づいて理解されている．これは，

摩擦面同士の固着，すなわち，ひずみエネルギーの蓄積過程に対する理解である．一方で摩擦滑りは必

然的にエネルギーの散逸を伴う．散逸したエネルギーは，破損面やガウジ粒子の表面エネルギー，摩

擦発熱による熱エネルギー，AEなどの発生に伴う波動エネルギーの形で消費される．真実接触域の固

着により蓄積されたエネルギーが，上記の３つの消費形態にどの程度配分されるのかを理解すること

は，摩擦滑りの挙動を支配する物理過程を理解する上で重要である．本課題では，室内滑り実験によ

り，散逸エネルギーの分配法則を明らかにする．

（６）本課題の５か年計画の概要：

平成 21年度：摩擦発熱によるエネルギー消費を見積もるために，実験的アスペリティーの実態と flash

meltingにかかわる摩擦構成式を検討する．

　M2震源断層貫通掘削コア試料の解析を行い，断層破壊に伴う表面エネルギーを推定する．

平成 22年度：地震に先行する電磁気的異常を理解するために，先駆的な triboelectricityに関する固着

滑り実験をおこなう．

　波動としてのエネルギー散逸を推定する基礎として，広帯域 AEセンサーを用いて，摩擦滑りに伴

うAEの震源パラメータを推定する．

平成 23年度以降：表面エネルギーの散逸過程を理解するために，滑り帯内部の構造（Ｒ－シアとＹ－

シア）と固着滑り過程，強震動による断層破砕帯形成の可能性，断層ジョグでの粉砕の特異性を検討

する．

　波動エネルギー散逸過程を理解するために，AEの震源パラメターの載荷条件依存性を明らかにする．



（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　これまでに，摩擦すべりに伴うエネルギー散逸過程の解明を目的として下記を明らかにした．模擬

断層ガウジの不安定すべり実験から，不安定すべり直前のゆっくりすべりに伴われる前兆的電位変化

を検出した．電位変化はすべり面近傍に設置された３対の電極によって局所的に検出された．模擬ガ

ウジ層の微細組織観察から，R1リーデルシアが電位変化を検出した電極対の付近で最もよく発達し

ていた．このことは，摩擦の不安定性に先立ち，ガウジの粒径減少および電磁波シグナル生成などが

R1リーデルシアでのゆっくりとしたスベリによって引き起こされることを示唆する．摩擦すべりに伴

う鉱物の非晶質化機構の解明を目指し，石英を用いたピンオンディスク摩擦実験を行い，スベリ弱化

した試料の摩耗物質の分光測定を行った．摩擦に伴い，含水した非晶質シリカやモガナイトといった

SiO4四面体の 4員環の存在が明らかになった．これはアスペリティ化の高垂直応力で石英の中距離構

造が変化し，歪んだ Si-O結合が形成され，選択的に水和反応することで，摩擦表面に非晶質シリカの

水和物を生成したことを示唆する．

　また，地震発生時の Off-fault damageの発達過程とその空間分布特性を解明するするために，今年

度は，サンアンドレアス断層および有馬高槻構造線沿いに分布する粉砕岩（pulverized rocks）の分布

調査と試料観察から，フラクタル幾何学を用いて粉砕の度合いを評価した．pulverized rockは，初生

的な源岩の組織を残しているが，鏡下にて無数の開口割れ目が発達した断層岩であり，指先で用意に

粉砕する．採取試料の岩石薄片を用いた粒径分布測定から，粉砕岩の粒径は数μm程度まで，フラク

タル分布を示すことが明らかになった．また断層コア（ガウジ）に近づくにつれて，フラクタル次元

は増加し，カットオフ粒径（べき乗分布の終わる粒径）は減少することが明らかになった．これまで

報告されている天然の断層岩及び実験的に形成された断層ガウジの粒径分布との比較から，粉砕岩は

断層ガウジより高いフラクタル次元と大きなカットオフ粒径を持つことが明らかになった．得られた

フラクタル次元からワイブル係数を求めると，フラクタル次元の増加により，ワイブル係数が著しく

増加することが推定される．ワイブル係数は非変形の岩石試料より大きく，粉砕に伴い粒径の均質化

および降伏強度の分散が減少（強度の均質化）したことを示唆する．高歪速度下でおこる粉砕化の理

論的モデルから，ワイブル係数の増加により，低歪速度下での単一亀裂形成からより高歪速度での多

数亀裂形成へと遷移する臨界応力が減少することが知られている．従って，粉砕岩のフラクタル特性

とその破壊様式（剪断歪が少なく開口割れ目が卓越）は，断層近傍での激しい高周波振動の存在を示

唆していると考えられる．

　さらに，累積変位の増加に伴う断層摩擦や摩擦すべりに伴うAE活動の変化を明らかにするため，回

転式せん断試験機を用いた摩擦すべり実験を行った．さらに，これらの累積変位依存性に対する法線

応力の影響も明らかにした．実験開始直後は，断層の摩擦特性はすべり速度強化であるが，その程度

は徐々に小さくなり，ある累積変位ですべり速度弱化に転じる．その後，すべり速度弱化の程度はわ

ずかにますが，やがてある一定値に収束する．ここで，摩擦特性がすべり速度強化からすべり速度弱

化に転じる累積変位を特徴的累積変位と呼ぶことにする．摩擦すべりに伴い，断層面上で発生するAE

活動のm値は，最初，2.5程度であるが，累積変位の増加に伴って増加して，3.0程度で一定値に収束

する．m値の収束に要する累積変位は，特徴的累積変位とほぼ一定していた．さらに，m値はすべり速
度依存性を示しており，その符号は，実験開始直後は負であるが，累積変位がほぼ特徴的累積変位に

達したあたりでほぼゼロに収束する．法線応力を変えて実験をすると，特徴的累積変位は小さくなり，

法線応力に反比例するように見える．これらの結果は，地震活動や断層の非地震性すべりの時空間変

化から，断層の摩擦特性を推定しうることを示唆する．一方，摩擦係数は，実験開始直後には累積変

位の増加に伴い急激な増加を示す．その後，増加率は減少するものの，実験を行った累積変位の範囲

（最大約 200 mm）では，一定値に収束することはなかった．単位すべり量当たりの AE発生数も，実

験開始直後に急速に減少し，その後，減少率は低下するが，一定値に収束する様子は認められない．た

だし，単位すべり量当たりの AE発生数は，明瞭なすべり速度依存性を示した．すなわち，すべり速

度が増加すると，単位すべり量当たりの AE発生数は増加し，その増加率は，累積変位量によらずほ

ぼ一定であった．このことは，小繰り返し地震の発生間隔のような地震活動の増減は，プレート境界



のすべりの変動に非常に敏感に反応することを示唆する．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
八巻淳子・武藤潤・長濱裕幸・佐々木治・鹿納晴尚 (2013),３次元X線 CTを用いた岩石試料の割れ

目のフラクタル幾何学的特性,日本地球惑星科学連合 2013年大会，幕張メッセ，2013年 5月 19

日－ 24日.

平田萌々子・武藤潤・長濱裕幸・大槻憲四郎 (2013),模擬断層ガウジの圧密に関する実験的研究,日

本地球惑星科学連合 2013年大会，幕張メッセ，2013年 5月 19日－ 24日.

中谷 　剣・武藤 　潤・西川 　治・長濱裕幸 (2012)，Pulverized Rockの微細構造：サンアンドレアス断

層と有馬高槻構造線，2012日本地球惑星科学連合大会，幕張メッセ国際会議場，2012年 5月 21

日・22日．

平田萌々子・武藤潤・長濱裕幸・大槻憲四郎 (2013),模擬断層ガウジの挙動に関する実験的研究．日

本地質学会仙台大会,東北大学，2013年 9月 14日－ 16日.

八巻淳子・武藤潤・長濱裕幸・佐々木治・鹿納晴尚 (2013), X線 CTを用いた岩石割れ目の空間分

布の異方性・不均質性. 日本地質学会仙台大会,東北大学，2013年 9月 14日－ 16日.

Yamaki, J., Muto, J., Nagahama, H., Sasaki, O., and Kano, H., (2013), Fractal characteristic of fracture in

glass or single crystals of quartz by 3D X-ray CT measurement, proceeding in The 6th International

Symposium on In-situ Rock Stress, Sendai, Japan, 150.

Yamaki, J., Muto, J., Nagahama, H., Sasaki, O., and Kano, H. (2013), Fractal properties of fracture in rock

mineral using 3D X-ray CT measurement, proceeding in 10th Internatinal Workshop 56 on WATER

DYNAMICS, Sendai, Japan, 82.

飯田拓郎・矢部康男 (2013)，摩擦すべりに伴うAE活動と断層の摩擦特性の関係，日本地震学会 2013

年秋季大会，神奈川県民ホール，2013年 10月 7－ 9日．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
矢部康男・大槻憲四郎・他

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター

電話：022-225-1950

e-mail：zisin-yoti@aob.geophys.tohoku.ac.jp

URL：http://www.aob.geophys.tohoku.ac.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：矢部康男 　

所属：東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター



平成 25年度年次報告

課題番号：1216

（１）実施機関名：

東北大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

浅部火山性流体挙動の理論的・実験的研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

エ．マグマの分化・発泡・脱ガス過程

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-2）火山噴火予測システム

イ．噴火シナリオに基づく噴火予測

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-3）火山噴火過程

ア．噴火機構の解明とモデル化

（５）本課題の５か年の到達目標：

　火山体浅部におけるマグマあるいは熱水などによって生じる火山性流体挙動の素過程について，モ

デリングと数値シミュレーション，及び室内実験によって調べる．火山噴火の多様性を生むマグマ内

揮発性成分の挙動に着目し，気泡成長や脱ガス過程の素過程の解明と，それらのマグマ全体の動態へ

の影響を明らかにする．また，火山活動によりしばしば観測される振動現象のメカニズムを明らかに

する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては，開口型火道内のマグマ上昇過程のモデリングを行い，数値計算を行うこと

で，マグマ物性の上昇過程への影響を明らかにする．マグマの剪断変形実験を行い，変形・破壊した

マグマの浸透率と空隙率の測定を行う．

　平成 22年度においては，開口型火道内マグマ上昇過程と火山性地殻変動の関係を明らかにする．ま

た，火道・破砕帯内における火山性流体と火山体の弾性的カップリングをモデル化する．マグマ剪断

変形実験を引き続き行い，マグマの破壊条件と脱ガスの関係を調べる．



　平成 23年度においては，揮発性物質を含むマグマの実効的特性をモデルに取り込み，火道振動に対

する流体粘性の影響を定量化する．剪断変形実験の結果をもとに，マグマの上昇距離・火道半径と浸

透率との関係を求め，火山の噴火様式に対するマグマの流動の効果を明らかにする．

　平成 24年度と平成 25年度は，平成 23年度までに数値モデリング及び室内実験から明かとなる素過

程をもとに，実際の火山で得られる地球物理学的観測量，物質科学的分析量を考察し，火道内マグマ

挙動の特性を明らかにする．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
(1)物質学的アプローチによる火山性流体挙動の研究

　マグマ内揮発性成分の挙動，特に火山浅部におけるマグマからの脱ガスは，噴火様式・噴火推移の

多様性を生み出す重要な素過程の一つである．そのため，本研究課題では，流紋岩マグマの高温封圧

下における塑性変形実験および高変形速度下における脆性変形実験を行い，さらに塑性・脆性変形の

その場観察を世界に先駆けて行うことで脱ガスの効率を支配するマグマ中の空隙・破砕面の生成／癒

着過程および流動による気泡組織の変形過程を明らかにし，マグマ変形とガス浸透率の関係の定量化

を行った．また同時に，深部の苦鉄質マグマから浅部マグマ溜まりへの二酸化炭素の反応輸送 (CO2

fluxing)のモデルを構築し，浅部への流体の供給率や移動様式を観測データから明らかにする手法を提

案する等，5か年の計画に沿ったマグマ内揮発性成分の挙動およびそのマグマ全体の動態への影響に

関する研究を進めた．

　平成 25年度には，剪断破壊を模擬したマグマの浸透率の測定を引き続き行い，破壊領域を介するこ

とで極めて効率的な脱ガスが起こる可能性を示した．さらに，従来より高温条件下 (1200℃まで)にお

けるマグマ剪断変形が可能な装置を作成し，アルカリ岩質マグマの流動場での結晶化実験を行い，流

理構造の部分的な再現に成功した．また，霧島火山新燃岳 2011年噴火における噴出物の解析から、マ

イクロライトよりさらに結晶数密度の高いサブミクロンスケールの結晶”ナノライト”の鉱物組み合わ

せとサブプリニー式・ブルカノ式・溶岩噴火といった噴火様式とが相関することを明らかにした（図

1）．さらにナノライトの結晶化カイネティクスを実験で決定することにより，マグマの上昇速度・地

表付近でのマグマ滞留時間といった浅部マグマプロセスを定量的に明らかにできる見通しを示した．

　

(2)開口型火道内のおけるマグマ上昇過程および気泡上昇による山体変形のモデリング

　火山噴火に伴い火口近傍で観測される山体膨張・収縮現象は，火道内マグマ・ガスの上昇・下降を反

映したものである．そのため，本研究課題では，傾斜・歪観測といった観測記録から火山性流体の挙

動を推定することを目的に，マグマ上昇過程およびそれに伴う山体の弾性変形のモデリングを行った．

噴火直後の開口型火道内のマグマ上昇の駆動力は，主に，火道内に生じた圧力勾配とマグマ中の気泡

成長・体積増加である．そこで，これらの各々の素過程による影響を解析的に検討するとともに，マ

グマ中の小気泡群上昇・スラグ流・拡散による気泡成長といった両素過程が相互作用する場合のマグ

マ上昇モデルを数値的に検討した．さらに，マグマ上昇に伴って火道壁に働く応力が引き起こす山体

の弾性変形を地形の影響を考慮した境界要素法により計算し，マグマ上昇に伴う地表変形の振幅や継

続時間，変形の時間変化率が，火道半径や噴火直後のマグマの深さ等のみならず，揮発性成分の濃度

や粘性といったマグマ物性によっても大きく変化することを明らかにする等，5か年の計画に従った

計画を遂行した．

　さらに平成 25年度においては，ブルカノ式噴火時のマグマ後退現象を Koyaguchi & Mitani (2005)の

衝撃波管モデル (1-Pモデル)をもとにモデル化し，噴火発生直後のマグマ挙動と山体変形の関係を調べ

た．このモデルでは，マグマ破砕面より上方では噴霧流となり，下方では粘性マグマは急減圧を受け

発泡しながら急激に上昇するため，山体変形に対しては，破砕面上部では初期圧力に比して減圧収縮

源，破砕面下では火道壁へ上向きに働く粘性剪断応力の力源となる．マグマの粘性や水の含有量，マ

グマ深部や破砕時の発泡度等をモデルパラメータとして火道内マグマ挙動を計算し，境界要素法を用

いて山体変形を求めた結果，桜島で観測された歪や傾斜記録の基本的な特徴をよく説明出来た．また、



法線方向歪が伸張から収縮に転じる時間といった観測量からマグマ破砕面の平均的な降下速度の見積

りが可能であることを明らかにした．さらに，桜島昭和火口の噴火記録にこのモデルを適用し，マグ

マ破砕面の降下速度および破砕時の発泡度の推定を行い，ブルカノ式噴火における火道内プロセスへ

の示唆を提示した．

　

(3)固液二相系における振動現象のモデリング

　火山性流体と地殻・火山体の弾性的相互作用は，多様な振動現象を生み出す．特に，固液二相系の

境界における波動・振動現象は，媒質物性によってその特性が大きく変化するため，その素過程の理

解することは，地球物理学的観測による火山性流体モニタリングのために重要である．そこで，本研

究課題では，固液二相系における振動現象と火山性流体物性の関係の定量的理解を目的に，流体亀裂

や円筒状火道における固液弾性相互作用の解析的・数値的モデリングを行った．亀裂壁・火道壁にお

ける相互作用は，相境界における応力・変位の連続条件によって生じるものであるため，数値的モデ

リングにあたっては，先行研究で開発した境界積分法を基にした手法を拡張し，境界波特性の検討な

どを行った．さらに，現実的な火山環境および地震観測記録との比較などを念頭に，粘性流体を含む

流体亀裂や飽和多孔質媒質中の流体亀裂といった異なる条件・設定における振動特性や流体亀裂から

の弾性波放射特性の定量化などを進めた．また同時に，低周波地震の特徴を再現する作業仮説モデル

として破砕面上の動摩擦モデル（Frenkel-Kontorovaモデル）に着目し，このモデルから得られる解の

振動特性が火山性低周波地震の特徴を包括的に再現できることを示す等，5か年計画の目標である火

山性振動現象のメカニズムの解明を進めた．

　平成 25年度には，これらのモデリング結果と火山性地震・微動の観測データとの比較を行うために，

阿蘇山・吾妻山・蔵王山・八甲田山といった活火山における長周期地震・単色地震の波形解析および

振動特性の整理・検討を行った．その結果，いずれの火山における長周期地震も，その振動力源の卓

越成分は開口亀裂型の体積変化成分であることが明らかとなった．また，その振動特性と本研究課題

で行った流体亀裂振動の数値モデリングの比較から，これらの長周期地震が，火口直下の亀裂面・亀

裂群における熱水反応によって生じていることを示した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Kawaguchi, R., T. Nishimura, H. Sato, 2013, Volcano inflation prior to an eruption: Numerical simulations

based on a 1-D magma flow model in an open conduit, Earth, Planets and Space, 65, 1477-1489.

宮崎敏雄・山崎慎一・土屋範芳・奥村聡・山田亮一・中村美千彦・長橋良隆・吉田武義, 2014,偏光光

学系方式の EDXRFによる火成岩全岩化学組成分析,岩石鉱物科学,印刷中.
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西村太志，中村美千彦，山本希

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻

電話：022-795-6532

e-mail：zisin-yoti@aob.gp.tohoku.ac.jp

URL：http://www.zisin.gp.tohoku.ac.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：西村太志 　

所属：東北大学大学院理学研究科



図 1. 結晶作用の深度と各石基結晶が可能な噴火様式の分岐
マイクロライトより小さく結晶数密度が高いナノライトは，火道のごく浅部や溶岩ドーム内での脱ガス（水蒸気

圧の低下）による結晶化作用によって晶出したと考えられる．従って，この短時間分解能をもつナノライトの晶

出条件を明らかにすることで，火山浅部における噴火様式の分岐を明らかにすることが出来る．
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（１）実施機関名：

東北大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

高サンプリング GPS観測・解析技術の高度化と火山観測への応用

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（2）宇宙技術等の利用の高度化

ア．宇宙測地技術

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　GPSを火山噴火過程・地震震源過程解析等に定常的に用いることのできる超広帯域変位計として利

用するために，現在明らかになっている，以下の問題点を本課題の５か年の到達目標に設定する．

(1)全時間帯域におけるシグナルとノイズ，パラメータ間の分離困難性

(2)数時間スケールの時間帯域における気象ノイズによる座標値の擾乱．

　(1)に関しては，日本では高精度の潮汐モデルが得られている．このことを利用して， GPSで観測

されている潮汐を潮汐モデルと比較し，GPS解析における誤差要因を詳しく調べることで，解析精度

を更に向上させることが可能と考える．すなわち，潮汐モデルをリファレンスとした客観的な精度評

価手法の確立を行い，それに基づいた精度向上を目指す．目指す精度は，全ての時間帯域において潮

汐モデルと観測値の 5 mm以内での一致である．また，GPSによる座標値時系列のノイズ低減のため，

通常の GPS解析では一般的ではない，気圧荷重による地表面変位の影響に関しても考慮した解析等を

行い，精度向上を目指す．なお，GPS以外の測位衛星 (GNSS)を解析に取り入れる事による精度向上

も目指す．(2)は，座標値と気象ノイズ (大気遅延量)の同時推定がこの時間帯域では難しい事から生じ

る問題である．そのため数値予報モデルによる格子点値を先験情報とした大気遅延量の推定とその評

価を行う．さらに，これらと平行して，本研究計画によって得られた知見を実際のデータで生かすた

め，桜島や岩手山等の火山地域において高サンプリング GPS観測を行う．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては，（６）本課題の５か年の到達目標の (1)に示した潮汐モデルに基づくシグナ

ル・ノイズの分離精度評価の手法の確立を行う．また（2）に示した数値予報モデルに基づく大気遅延

量の推定手法の構築，及びその評価を開始する．さらに，桜島・岩手山等での高サンプリング GPS観

測を開始し，データの蓄積を開始する．



　平成 22年度以降においては，平成 21年度に開始した桜島・岩手山等での GPS観測を継続して行い，

安定したデータ蓄積に努める．また日本全国のデータに対して潮汐モデルに基づくシグナル・ノイズ

の分離精度評価を行い，その時空間的な不均質性を明らかにし，誤差要因の把握を進める．更に火山

地域等，地形が急峻で数値予報モデルの適用が難しい地域における GPS座標値の挙動の精査も行い，

GPSデータに含まれるシグナルとノイズの分離を目指す．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
本研究課題においては，主に高サンプリング GPS解析の高度化を主に実施してきた．その中でも特に，

リアルタイム GPS (GNSS)解析の高精度化および，それらを用いて巨大地震規模を即時に推定する手

法の開発・高度化に特に注力してきた．さらにそれら開発した技術を現業機関 (国土地理院)へ移転し，

実際の地殻変動監視に使用可能なシステムにするための技術協力を進めてきた．以下に，計画期間中

の成果の概要を年次進行に沿って示す．

　平成 21年度では，潮汐モデルに基づくシグナル・ノイズの分離精度評価手法確立の一環として，南

アラスカにおける高精度海洋潮汐モデルとキネマティックGPS解析時系列から抽出された潮汐成分の

比較を行った (Inazu et al., 2009)．その結果アラスカ南東部にある QUIC観測点での事例ではM2分潮

の振幅で 9mm，位相で 1度以下の一致という結果を得た．この結果は，高精度な海洋潮汐モデルが

GPS時系列の精度評価をする上で重要な指標になりうることを示す結果である．さらにキネマティッ

ク GPS時系列のノイズ特性をより詳細に精査するために GPS時系列推定時の相関係数に着目した解

析も同時に行った．特に精密単独測位 (PPP法)では波数不確定性推定 (AR)が通常は難しいため，各

推定パラメータ間の分離精度が悪い事が指摘されている．そのため PPP法後に基線解析を改めて行う

手法によりそれら分離精度向上が図られるかを検討した．その結果，座標値パラメータでは南北-東西

間・東西-上下間の相関係数が ARを行った場合に大幅に小さくなる事が分かり，それらは特に年周・

半年周成分の低減に効果的である事を明らかにした．

　平成 22年度では，リアルタイムキネマティック GPS (RTK-GPS)解析を地震時・噴火活動時地殻変

動等の実時間把握に利用するために，RTK-GPS時系列の長期安定性およびノイズレベルの基線長依

存性についての評価を実施した．具体的にはリアルタイム解析において使用可能な放送暦および IGS

予報暦を用いた際の精度の差異について検討を行い，放送暦を利用した結果では東西成分において

2-3mm/100km,上下成分で 8.4mm/100kmの基線長依存性が確認された．対照的に IGUPを用いた結果

では東西成分で 1mm/100km以下，上下成分でも 2.2mm/100kmという極めて低い基線長依存性しか無

いことが明らかになった．また RTK-GPS時系列のノイズフロアを調べるためにゼロ基線長における

基線解析を行い，その精度評価を行った．解析時には同一のアンテナを 2つの GPS受信機に接続し，

2010年 5月 20日 12:00 (GPS時間)より 10時間分の 20Hzサンプリング RINEXデータを取得したデー

タを用いた．その結果，各座標成分の標準偏差は，東西成分で 0.85mm,南北成分で 1.17mm,鉛直成分

で 1.62mmとなった．ゼロ基線解析では，アンテナマルチパスの影響や対流圏・電離層遅延が完全に

相殺されるため，得られる時系列は RTK-GPS時系列のノイズフロアを示すことになる．これらの結

果より，RTK-GPSのノイズレベルは水平で約 1mm，鉛直で約 2mm程度であることを明らかにした．

さらに，RTK-GPS時系列データから時系列の長時間平均 (LTA)と短時間平均 (STA)の比較によって

地震時永久変位を検出するアルゴリズム (RAPiD: Real-time Automatic detection method for Permanent

Displacement)を開発した．開発したアルゴリズムを 2008年岩手・宮城内陸地震の際の 1Hz時系列に

適用した結果，使用した 27観測点のうち 20の観測点において永久変位量の推定に成功し，推定完了

までの所要時間は約 80秒であった．本手法による変位量推定結果は，後処理キネマティック解析によ

る地殻変動場（Ohta et al., EPS, 2008）と水平成分で 2cm内の精度で一致し，RTKでも地震時変動検

出のための実用的な精度が得られていることが確認することができた．また，鹿児島県諏訪之瀬島火

山の GPS観測点において１日以下の時定数を持つ火山山体膨張による地盤変動を検出した．2011年 2

月 5日 11時 5分（日本時間）に発生した爆発的噴火において，基線長 2.1kmの GPS観測点間で噴火

10-12時間程度前から基線長が 1-2cm程度ゆっくり短縮し，噴火後急速に元の基線長に回復する様子



を 30秒毎のキネマティック基線解析によって捉えた．この結果は，日座標値では変化が捉えられない

急速な変動に対して，高サンプリング GPS時系列が有効なツールであることが示す結果となった．

　平成 23年度では，平成 22年度に開発を進めてきたリアルタイムGPS時系列データから永久変位を自

動的に検出する手法 (RAPiDアルゴリズム)を，2011年東北地方太平洋沖地震時の国土地理院GEONET

1秒サンプリング GPSデータに対して適用し，精度評価を行った．その結果，東北日本全域における

東向きの変位および沿岸地域の顕著な沈降を自動検知することができた．また変位量推定では，日座

標値との比較から水平成分において 10cm程度の精度で変位量推定が可能なことを示した．さらに得

られた永久変位データから矩形断層を逐次推定することで地震発生から 275秒後にMw8.7という地震

規模および断層面の広がりを推定することができた．さらに RAPiDアルゴリズムによってどの程度，

正確に永久変位検知を行うことができるかを確かめるために，1年間の時系列を用いて，永久変位が

検知された時間帯，すなわち誤検知率を調べた．なおデータには国土地理院の電子基準点データ (30

秒サンプリング，2010年 1 12月)を用いた．なお当該期間には大きな変位を生じる様な地震は発生し

ていない．基準点に依存した誤差を軽減して一般的な傾向を見るために，基準点を適宜変えながら基

線長 87 1010 kmの 102基線について解析を行った結果，誤検知率は平均で 0.25%であることを確認し

た. さらにこの誤検知率をより低減させるために，隣り合う観測点での変位検知情報を共有することで

正確な地震時変位を検出するアルゴリズム (隣接観測点連携アルゴリズム)を開発した．

　平成 24年度では，平成 23年度に開発した隣接観測点連携アルゴリズムを 2011年東北地方太平洋沖

地震時のデータに適用し，その性能評価を行った．本アルゴリズムは，自身とそれに隣接する複数観

測点で同時に永久変位を検知した場合に，初めて地震発生と判断する．その結果，地震発生後 44秒後，

牡鹿半島先端の 0550 (宮城県牡鹿)で最初にイベントが検知され，その後イベントが検知される観測点

が順次周辺に拡大している．そして地震発生後 60秒が経過した段階で，「同時に全ての周辺観測点で

イベント検知をする」という条件が 3観測点で満たされ，「地震発生」と判断することが可能であるこ

とが分かった．これによって， RTK-GPSのみで地震発生から 60秒に「地震発生」と判定できること

を示した．このような自動判定は人間による判断を介すること無く次のステップである震源断層推定

につなげることを可能にするため，実運用への展開を考える上でも重要な成果となった．また，これ

まで使用してきた基線解析による位置座標の推定ではなく，基準点を取らないリアルタイム精密単独

測位 (PPP)の精度および安定性評価を実施した．具体的には商用リアルタイム PPP解析サービスであ

る StarFireにより得られる時系列の精度評価を行った．StarFireはその解析エンジンに GIPSY-OASIS

IIを採用した商用サービスであり，静止衛星からリアルタイムで衛星軌道情報及び時計補正情報を受

けることでインターネット環境が無い場所においても PPP解が得られる．2012年 10月 24-28日にア

ンテナを移動させずに静止状態で精度評価を行った結果，座標値の標準偏差は水平で 18mm, 上下で

41mmとなった．また後処理 PPPによって推定された日座標値との差異は南北 14mm,東西 5mm,上下

で 12mmとなった．この結果を Ohta et al. (JGR, 2012)による RTK-GPS測位の基線長依存性のグラフ

と比較すると，基線長が 600km程度以上であれば、基線解析よりも StarFireの精度が良好になること

が分かった．さらに，リアルタイムGPS時系列を用いた地殻/地盤変動監視を行うための時系列可視化

システムの開発を行った．また，平成 23年度以降開発を進めてきた RAPiDアルゴリズムおよびリア

ルタイムGPS解析技術等を国土地理院における地殻変動監視業務において使用するために，東北大学

大学院理学研究科と国土地理院の間で共同研究協定を結び，開発した技術の移転等を進めた．

　平成 25年度は，平成 24年度中に開発を行ったリアルタイムGPS時系列の可視化システムの高度化，

RAPiDアルゴリズムがアウターライズ地震に対してどの程度有効かについて数値実験による検討，お

よび低消費電力 GPS受信/記録システムの開発を行った．リアルタイム GPS時系列の可視化システム

の高度化では，昨年度の機能に加えて，準リアルタイムで時系列表示を可能にする機能の実装を進め

た．開発した可視化システムは，国土地理院におけるリアルタイムGNSS解析システムへの組み込み

が決定し，2013年度中に実装が完了する予定である．RAPiDアルゴリズムの可用性検証では，RAPiD

アルゴリズムのプレート境界型地震以外の 巨大地震に対する有効性を検証するために，1933年昭和

三陸地震を対象とした数値実験を行った．まず，相田（1977，BERI）による断層モデル (Mw8.1)か



ら期待される GEONET観測点における地震時変位を水平・上下の３成分で計算し，それらに対して

RAPiDアルゴリズムで検知が可能と考えられる変位量（水平 60mm,上下 130mm）に基づいたランダ

ムノイズを加えることで地表変位データを作成した．そして，それら変位データから先験情報付きの

非線形インバージョン (Matsu’ura and Hasegawa, 1987)によって震源断層を再推定した．この時，イン

バージョンの際の初期値による結果のばらつきを見るために震源断層の位置，深さ，断層の長さ，幅，

傾斜角，すべり量の各初期値に対して大きなランダム誤差を与え，それら初期値にもとづくインバー

ジョンを 300回試行した．その結果，推定された断層面の内，観測値をよく説明するグループの多く

が真の断層位置よりも陸側に系統的にずれた場所に推定されていることが分かった．一方で推定され

たマグニチュードは観測値をよく説明した上位 130モデルの平均値でMw8.2となり，おおむねその地

震規模を再現できることが分かった．これらはMw8.0を超えるようなイベントであれば，アウターラ

イズ域でもリアルタイム GPSデータと RAPiDアルゴリズムによって変位を検知し ,その震源断層を

不確定性はあるものの推定可能であることを示す結果である．また，高サンプリング GPSデータを多

点展開するために必要となる低消費電力 GPS観測/記録システムを新規に開発した．できる限り消費

電力を抑えるために機能を最低限に絞ることによって受信機単体での平均消費電力を 1.5W程度にま

で抑えることに成功した．作成したプロトタイプ機は厳冬期の蔵王火山山頂における越冬用GPS受信

機として 2013年 11月に設置し，良好なデータが 2014年 1月現在取得できていることを確認済みであ

る．さらに熊野灘に 2014年１月に設置した地殻変動・津波監視用係留ブイへも搭載し，データ取得を

継続している．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
山本淳平，長田幸仁，太田雄策，平原聡，出町知嗣，中山貴史，立花憲司，佐藤俊也，木戸元之，藤

本博己，日野亮太，三浦哲，内田雅之, 2013，衛星通信を活用したリアルタイムGPS解析－地上

通信障害時に地殻変動を実時間で把握するために－，測地学会誌．

山本淳平，長田幸仁，太田雄策，平原聡，出町知嗣，佐藤俊也，木戸元之，藤本博己，内田雅之, 2013,

セミリアルタイム海底地殻変動観測に向けた GNSS測位精度評価,日本地球惑星科学連合 2013年

大会．

出町知嗣，太田雄策，三浦哲，立花憲司，佐藤俊也, 2013,リアルタイムGPS解析結果可視化ツールの

開発（序報）,日本測地学会第 120回講演会.

川元智司，宮川康平，山口和典，西村卓也，宮原伐折羅，古屋智秋，酒井和紀，畑中雄樹，根本悟,辻

宏道，太田雄策,日野亮太,木戸元之,飯沼卓史,藤本博己,三浦哲, 2013新しい GEONETリアルタ

イム解析システムの開発,日本地球惑星科学連合 2013.

Ohta, Y., S. Miura, R. Hino, T. Kobayashi, H. Tsushima, S. Kawamoto, K. Miyagawa, T. Yahagi, K. Ya-

maguchi, and H. Tsuji, and T. Nishimura, 2013, Real-time crustal deformation monitoring based on

RTK-GPS: Application to 2011 Tohoku earthquake and its improvement for implementation to actual

GPS network, IAG Scientific Assembly 2013．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
太田雄策，三浦 　哲，植木貞人他

他機関との共同研究の有無：有

京都大学防災研究所（井口正人）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科 　地震・噴火予知研究観測センター

電話：022-225-1950

e-mail：zisin-yoti@aob.geophys.tohoku.ac.jp

URL：http://www.aob.geophys.tohoku.ac.jp/



（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：太田雄策 　

所属：東北大学大学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センター



平成 25年度年次報告

課題番号：1219

（１）実施機関名：

東北大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

2011年東北地方太平洋沖地震前後のプレート境界およびその周辺域の挙動の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（1）超巨大地震とそれに起因する現象の解明のための観測研究

イ．超巨大地震の発生とその前後の過程の解明

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ア．列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

エ．スラブ内地震の発生機構

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（1）超巨大地震とそれに起因する現象の解明のための観測研究

ウ．超巨大地震に誘発された内陸地震や火山活動等の解明

（2）超巨大地震とそれに起因する現象の予測のための観測研究

ア．超巨大地震の震源域における地殻活動のモニタリング

（５）本課題の５か年の到達目標：

　2011年東北地方太平洋沖地震の発生前から発生後に至るプレート境界の挙動の解明は，この様な超

巨大地震の発生メカニズムやその後の余震と余効変動の発生メカニズムを明らかにするために重要で

ある．本研究では，陸域の定常及び臨時観測のデータより，2011年東北地方太平洋沖地震後の非地震

性滑り，小繰り返し地震，低周波地震などのデータと，これまで得られてきた東北地方太平洋沖地震

前の結果との比較から，これらの時空間変化を調査し，この超巨大地震の震源域の北端と南端が何に

規定されたのか，そしてなぜ破壊が拡大し M9という規模に至ったのか,その原因を明らかにする．ま

た，島弧に沿ったプレートの固着域の深さ分布の変化に注目し，地震活動やプレート構造の空間変化

から固着の成因を明らかにする．更にプレート境界での滑りが，沈み込むスラブや上盤側プレートの

変形過程やその地震活動に及ぼす影響についても検討を行う．



（６）本課題の５か年計画の概要：

平成 24年度：
　平成 23年度に収録された各データを元に以下の各解析を行う．観測点の一部については，余効変動

及び地震活動の推移により，継続ないし再配置を行う．

　余効変動の時間発展の調査及び隣接領域での大地震発生の調査を目的として，今回の地震の震源域

の北部及び南部の太平洋沿岸に GEONETを補間する形で設置された GPS観測や，相似地震解析によ

り，余効滑り，粘性緩和，プレート間カップリングを評価する．

　破壊が停止した原因や今後の破壊の進展の可能性を明らかにするため，震源域の南北両端付近の摩

擦特性についてシミュレーション等で検討を行う．さらに，上盤側プレート内の地震活動について，詳

細な震源分布や断層モデルと震源域の構造との関係からその背景を明らかにすることで，今後の地震

活動の予測に寄与する．

平成 25年度：
　前年と同様に解析を行う．得られた結果を元に，2011年東北地方太平洋沖地震前後のプレート境界

及びその周辺域の挙動について，総合的な検討を行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
１）東北地方太平洋沖地震およびその周辺域のプレート境界の挙動

１－１）東北地方太平洋沖地震の震源過程（山中，2012）

　プレートの形状，PP波を考慮したグリーン関数を用いて遠地実体波を用いて詳細な震源過程解析

を行った．この解析から（１）本震のすべりは前震 (3/9)で滑った領域を避けるように広がっていて，

1981年の地震とほぼ同じところが滑った．（２）本震でのすべりのうち海溝側の滑りは北緯 38度付近

から北側と南側に分かれる．北側のアスペリティの北端付近では 1968年のアスペリティが連動して

滑ったことがわかる．この北側のアスペリティは明治三陸地震の震源域とほぼ一致する．（３）本震で

のすべりのうち宮城沖のやや深いところのアスペリティは少なくとも３つの地震からなる．真ん中の

領域は 1978年宮城沖，南の領域は 1936年と概ね一致する．（４）3/11 15:08に発生した余震 (M7.4)は

1989年，1968年，1960年に滑ったアスペリティと一致する．

１－２）東北地方太平洋沖地震前後の上盤プレート内の応力場（Hasegawa et al., 2012）

　CMT解を用いて東北地方太平洋沖地震前後の上盤プレート内の応力場について，推定した．地震

前については，地震時の大すべり域に向かってσ１軸が向くような分布となった．一方，地震後につ

いては，地震時の大すべり域に向かってσ３軸が向くような分布となった．このことは，地震時の大

すべり域が地震前にカップリングしていたこと，地震時のすべりにより応力がほぼ解放されたことを

意味すると考えられる．このことは，地震前の応力が静的応力変化より小さい（<5～25MPa）ことを

示す．その原因としては高い間隙流体圧が考えられる．

１－３）東北地方太平洋沖地震前後の繰り返し地震活動（Uchida and Matsuzawa, 2013ほか）

　東北地方太平洋沖地震前後の繰り返し地震活動について調査した．太平洋プレート上の繰り返し地

震グループのみについて見ると，地震時の大すべり域では地震後繰り返し地震がほとんど起きていな

いことが分かった．この結果は繰り返し地震と判定するコヒーレンスの基準を下げても変わらず，媒質

や震源過程の変化で波形の相似性が悪化したため，繰り返し地震と判定できなくなったわけではない

ことが確かめられた．この繰り返し地震の活動停止の原因の１つとして，東北地方太平洋沖地震のす

べり域での応力解放が考えられる．一方，地震時すべり域の周囲での活発な繰り返し地震活動は，余

効すべりによる影響と考えられる．

１－４）余震活動から描き出された東北地方太平洋沖地震の大滑り域（Kato and Igarashi, 2012ほか）

　近年，世界で過去に発生した大きな地震後の余震活動は，大きくすべった領域（大滑り域）を避け

てその縁辺部に集中するという報告が多数なされている．つまり，余震の発生数が少ない領域は，本

震時に大きく滑った領域に対応する可能性がある．そこで，余震分布の特徴と大滑り域の相補関係を

東北地方太平洋沖地震の余震活動に適用することで，本震発生時の大滑り域の広がりを推定した．新



たに定義された大滑り域は，地震波や測地データを基に推定された滑り分布と同様に宮城県沖では広

範囲に広がる一方，それらと比べてより複雑な形状を示した．特徴的な点として，南側の福島県沖・

茨城県沖まで伸びる細長い大滑り域の存在が明らかになった．大滑り域の外側では，プレート境界面

上のほぼ同じ場所で繰り返し発生する，小繰り返し地震も多数分布していた．この地震は，大滑り域

から解放された応力による，大滑り域の外側での余効すべりを示唆している．本解析により高空間分

解能で推定された大地震の大滑り域は，隣接地域の大地震発生ポテンシャルの評価において重要な知

見となり得るであろう．

１－５）波形相関によるメカニズム解の分類と 2011年東北地方太平洋沖地震前後の地震活動（中村・

他, 2013；1205参照）

「アスペリティの特性解明に向けた観測研究」（1205）で開発した波形相関を利用したメカニズム解の

分類手法を用い，2011年東北地方太平洋沖地震前後の地震活動について調査した．その結果，図１に

示すように，東北地方太平洋沖地震前後で地震のメカニズム解に大きな変化が見られることが分かっ

た．東北地方太平洋沖地震前には，青色で示すプレート境界地震が多く分布しているが，東北地震後

は緑色で示す正断層型地震が多く分布している．地震後は特に地震時大すべり域（コンター）内では，

ほとんどプレート境界地震が発生しておらず，その周りで活発な様子が見られる．図２では，東北地

方太平洋沖地震前後のプレート境界地震の発生レートの比を示した．水色線で示す Kato and Igarashi

[2012]による東北地方太平洋沖地震の地震時すべり領域は，プレート境界地震の減少域とよく一致し

ている．一方，その周りの地震増加域は，北は岩手県・青森県の県境付近，南は関東地方に達し，余

効すべりの到達域を示していると考えられる．特に北側の領域では，1994年三陸はるか沖地震のすべ

り域（ピンクコンター）の中心までは，増加域は及んでいない．これらのことは過去の地震のすべり

域とそれ以外の場所での摩擦特性の違いを表していると考えられる．また，余効すべりによる固着領

域への応力集中も起きていると考えられ今後の推移についても注意が必要と考えられる．

１－６）高サンプリング (1kHz)地震観測データによる繰り返し地震の破壊様式のゆらぎの解明（畠山，

2013）

東北地方太平洋沖地震を受けて 2011年 4月から 11月にかけて行った高サンプリング (1kHz)地震観測

データを用いて，三陸沖の繰り返し地震の高周波成分の特徴を調べた．その結果，同じ繰り返し地震

グループに属する地震でも高周波成分に違いが生じる場合があることが分かった（図３）．これらの，

地震の前には近傍で少し大きなプレート境界地震の直後に発生していた．この事実は，直前に発生し

た近傍の地震による影響で同一アスペリティの破壊様式がゆらぐ可能性を示唆している．

１－７）東北地方太平洋沖地震震源域および周辺域における超低周波地震活動（浅野・他，2012）

　1994年以降の東北大学および 1996年以降の防災科学技術研究所の広帯域地震記録を解析し，千島

海溝―日本海溝会合部付近の超低周波地震活動を調べた．1999年 3月に発生した既知の超低周波地震

の記録と連続記録との相関関数を評価し，既知のイベントに比較的近い場所で発生し，かつ類似した

発震機構解を持つイベントの検出を試みた．その結果，1994年三陸はるか沖地震の直前直後に目立っ

た超低周波地震活動は無かったこと，その後，2003年十勝沖地震発生までの 1996～2002年の期間に

は約 10.5ヶ月間隔で超低周波地震が発生していたことが明らかとなった．

１－８） 3月 9日の前震の地震時・地震後余効すべり分布 (課題 1220を参照, Ohta et al., 2012)

　海陸測地データにもとづいて 3月 9日の前震の地震時・地震後余効すべり分布を推定したところ，両

者のすべり域は相補的であり，かつ余効すべり域はM9本震の震源域に近接していたことが分かった．

１－９） 　東北地方太平洋沖地震に先行する地震活動及び太平洋沖で発生した地震の応力降下量分布

（Sato et al., 2013,古川，2014）

　東北地方太平洋沖地震本震の震源付近では，2日前の前震の他，過去に顕著な活動が数回発生して

いたので，過去の地震活動の時空間分布を詳しく調査した．陸域の地殻変動観測点（GEONET）と海

上保安庁および東北大学の海底地殻変動観測点のデータから東北沖地震のすべりを求めると，すべり

量が 20 mを超える大すべり域が南北 2つに分かれて現れる．これら 2つの大すべり域の周囲には 3つ

の顕著な活動域が存在する（図４）．1つは南方大すべり域の西側に分布する深部地震活動域，2つ目



は前震活動の震源域を含む浅部地震活動域， 3つ目は南方大すべり域を東西に 2分する中部地震活動

域である．前震活動とそれ以外の活動の間には，南方大すべり域を囲む地震活動の様式に大きな違い

が認められる．前震活動の場合は，先行して発生した一連の地震により南方大すべり域の強度が低下

し，その状態で前震活動が発生したため南方大すべり域が破壊され，M9級の東北沖地震の発生につ

ながったと推測した．

　防災科学技術研究所 Kik-netの地震波形データを用いて，東北地方太平洋沖に発生する地震の震源

スペクトルの地域性を調べた．伝播経路の効果は 3次元の地震波速度構造および Q構造を用いて補正

した．その結果，海溝付近で低周波地震，沿岸付近で高周波地震が多く発生するという，従来から知

られていた一般的傾向に加え，高周波地震は特に宮城県沖の沿岸付近で多く，岩手県沖および茨城県

沖では少ないという地域性が認められた．また，アウターライズで発生する地震やスラブ内に発生す

る地震に高周波地震が多いことも明らかになった．

１－１０）東北地方太平洋沖地震発生サイクルのシミュレーション（平原・他，2013；大谷・他, 2012；

Ohtani et al., 2012；Ohtani et al., 2013,大谷・平原，2013；課題 1702を参照）

これまで，東北地方太平洋沖地震 (Mw9.0)の破壊領域のみを考慮して，地震発生サイクシミュレーショ

ンを行ってきた．しかしながら，釜石沖より北部の東北沖には 1986年十勝沖地震 (M8.3)震源域が存在

し，この北部地域を含む連動破壊の可能性を考える必要性がある．釜石沖では大きな地震時すべりや，

過去における巨大地震，またこの領域を超えて北側へは大きな余効すべりは観測されていない．つま

り，釜石沖は南部 2011年東北地方太平洋沖地震（M9.0地震発生間隔～数百年）と北側領域（M8.3地

震発生間隔～百年）との境界になっている．そこで，まず，釜石沖以北の 1968十勝沖地震震源域につ

いても，南領域と同様に速度状態依存摩擦則に従う階層アスペリティモデルを仮定して，サイクルの

再現を行なった後，釜石沖の条件付き安定すべり摩擦特性（特徴的すべり量 L）を変えながら（Case1

～Case4），二つを併せた領域についてのサイクル計算を行なった．その結果，Lが小さい場合には連

動破壊が生じ，大きい場合には破壊に時間差が出ることが分かった．シミュレーションは予備的なも

ので 1896年明治三陸津波地震はモデル化されていないという問題は残るが，このように釜石沖の摩擦

特性の解明が連動・非連動破壊の鍵を握ると思われる．

一方，日本海溝から海岸線にかけては地表面の起伏もみられるため，それをモデルに取り込むことも

重要である．起伏を持つ地表面形状が地震発生サイクルに与える影響を検討した結果，地震間隔が変

わることが示され，今後は，地表面形状を考慮した詳細なモデル化が必要であると考えられる．

2)東北地方太平洋沖地震前後の周辺のプレート内の挙動

2-1）東北地方太平洋沖地震後の東北地方中央部におけるひずみ場（Ohzono et al., 2012,福田・他，2012，

福田，2013）

　2011年東北地震後の余効変動に伴うひずみ場の時空間変化を詳細に捉えた．GEONETに加え，山

形盆地断層帯周辺に山形大学，東北大学が設置した臨時点および国土地理院と東北大学の共同管理点

である長町-利府断層周辺の観測点を用いて，詳細なひずみ場を得た．その結果，大局的には余効すべ

りに伴って東西伸長が卓越するひずみ場が得られたが，奥羽脊梁山脈に沿って面積ひずみで見ると収

縮の領域が連続し，周囲と比較して特徴的な結果となった．これはこの領域における東西伸長が小さ

く，その結果南北収縮が相対的に卓越するために面積ひずみで収縮の領域となっている．単純な余効

すべりモデルで検証を行ったところ，この特徴的な収縮域は余効すべりだけでは説明ができないこと

が分かった．こうした奥羽脊梁山脈に沿った異常域は，地震時にも周辺域と比較して伸長量が不足す

る領域である (Ohzono et al., 2012)．地震時に示されたこうした異常域は下部地殻の低粘性によるもの

と解釈されており，地震後余効変動で得られた同様の特徴も弾性定数の不均質性や下部地殻/上部マン

トルレオロジーの不均質性を示している可能性が高い．

２－２）東北地方太平洋沖地震前後のひずみ集中および本震に伴う応力擾乱を説明する地殻及び上部

マントルのレオロジー構造（矢部・他, 2012；Yabe et al., 2012）

　東北地方太平洋沖地震前のひずみ集中および本震に伴う応力擾乱によって生じた，脊梁山地ひずみ

集中帯および前弧域ひずみ集中帯のひずみ異常のパターンを，有限要素法によって再現し，地殻及び



上部マントルのレオロジー構造を推定した．

　東北地方太平洋沖地震前にはひずみ集中，東北地方太平洋沖地震時には小さな東西伸長が観測され

た脊梁山地ひずみ集中帯の振る舞いは，周辺に比べてより浅部にまで低粘性を仮定したモデルにより

再現できた．この結果は，Hasegawa et al. (2005)の概念モデルを支持する．一方，東北地方太平洋沖

地震前，地震時のいずれにおいても周辺に比べて大きな変形が観測された前弧域ひずみ集中帯の振る

舞いは，表層にある厚い堆積層の効果で説明可能であり，地殻及び上部マントルに低粘性を仮定する

必要は必ずしもないことが明らかとなった．しかし，東北地方太平洋沖地震地震後の前弧域ひずみ集

中帯の変形は，地殻・上部マントルに低粘性を仮定するか否かにより大きく異なることも明らかとなっ

た．そのため，この地域の変形を，今後 10年程度にわたって詳細に観測することが，前弧域ひずみ集

中帯の成因を解明するために重要であると考えられる．

２－３）東北地方太平洋沖地震に伴う地震波速度変化の推定（?木・他, 2012，?木・他, 2013）

　常に同じ場所で発生していると考えられるプレート境界での小繰り返し地震の走時変化から，速度

構造の変化を推定した．走時変化データを大局的に説明するモデルにおいては，北海道は変化なしで

ある一方，東北地方においては深さ 30km付近での速度低下が見られた．速度低下率は，0.05 %程度

である．震源近くでは地殻浅部のみならず深部でも変化が生じたことを初めて実証したものであると

考えられる．

　岩手県遠野市に設置されている広帯域三成分アレイを用いて，地震波速度変化の推定を行った．得

られた速度変化の周波数依存性から，遠野市における浅部地盤内での地震波速度の低下が考えられる．

２－４）東北地方太平洋沖地震に伴う内陸域の応力場の変化と誘発地震活動（Yoshida et al., 2012,岡

田・他, 2012a, 2012b，岡田・他，2013，Okada et al., 2014,課題 1207, 1444を参照）

　東北地方太平洋沖地震に伴う内陸域の応力場の変化と誘発地震活動について検討を行った. その結

果，秋田県南部などでは応力場が変化しているものと推定される一方，福島県南東部などでは顕著な

変化は見られなかった. これらの領域では，震源域深部に地震波速度構造の低速度域が見られること

や震源域の広がりの時間発展が見られることから，流体圧の変化が誘発地震活動の原因として考えら

れる．

　また，地震時ひずみと地震波速度構造を比較すると，地震時ひずみの大きな領域は地殻上部の低速

度域に概ね対応し，高速度域をさけるように分布しているように見える.

３）まとめ

　東北地方太平洋沖地震のすべり量分布からは，海溝付近と深部にすべり域があることが確認された．

東北沖地震後の相似地震の分布やプレート境界で発生した余震分布はすべり量分布と相補的であり，本

震のすべりによって応力がほぼ解放されたことを示唆する．一方，海溝付近の超低周波地震活動や 3/9

の前震とその後のゆっくりすべりの存在やすべり域内に分布する相似地震の分布は東北地方太平洋沖

地震のすべり域および周辺における複雑な構造を示唆する．東北沖地震の発生サイクルの理解および

モデル構築の為には，東北地方太平洋沖地震震源域内に加え、近接する釜石沖や，より北方・南方な

どの周辺も含めた一層の理解が必要であると考えられる．

　上盤側プレートの挙動としては，本震時および直後のひずみ場が不均質であったことが明らかになっ

た．今後，より長期の変動場を明らかにし，東北地方太平洋沖地震前のひずみ速度分布との比較や地

震波速度構造などとの比較，さらにそれらを説明するためのレオロジー構造の構築によって東北地方

太平洋沖地震前後の挙動の理解が進むと期待される．
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図１．

東北地方太平洋沖地震前後のメカニズムタイプ別の地震分布．(a) 1984年以降 2011年東北地方太平洋沖地震発生
前の日本海溝沿いにおける発震機構の空間分布．(b) 2011年東北地方太平洋沖地震発生後，2012年 12月までの日
本海溝沿いにおける発震機構の空間分布．青：プレート境界型，水色：フィリピン海プレートを下盤とするプレー

ト境界型，緑：正断層型，赤：プレート境界型以外の逆断層型，灰：横ずれ型地震を表す．また，四角は解析にお

いてテンプレートとして用いた地震，星は新たにメカニズムタイプを分類した地震を示す．赤線は低角逆断層型

地震発生域の西縁 [Igarashi et al. (2001)]，黒実線はフィリピン海プレートの北東端 [Uchida et al. (2009)]，黒破線
は海溝軸を示す．



図２．

2011年東北地方太平洋沖地震前後のプレート境界地震の発生レートの比．発生レート比が 2となるところに黄線
を引いた．水色線は Kato and Igarashi [2012]による余震活動から推定した東北地方太平洋沖地震の地震時すべり領
域を表す．発震機構解は，東北地方太平洋沖地震の本震と M7クラスのプレート境界地震の余震のものを示した．



図３．

繰り返し地震グループ内の各地震ペア (15ペア)のコヒーレンス．3観測点の 3成分のそれぞれの波形から計算さ
れたコヒーレンスを平均した値を示している．紫色：6月 5日の地震 (M3.1)とその他の地震のペア，緑色：7月 21
日の地震 (M3.2)とその他の地震のペア，橙色：6月 5日の地震 (M3.1)と 7月 21日の地震 (M3.2)のペア，灰色：
その他の地震ペア．



図４．

1981年の地震活動と 2011年の前震活動に先行する地震活動の違い．各地震の破壊域を楕円で模式的に示す．色塗
りの☆印は各地震の震央，白抜きの☆印は東北沖地震の震央を示す．破線は南方大すべり域の境界を表し，灰色

の楕円の領域は地震活動のドーナッツパターンで囲まれた強固なアスペリティを表す．×印はM6台の地震の分布
を表す．
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ウ．超巨大地震に誘発された内陸地震や火山活動等の解明

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（５）本課題の５か年の到達目標：

　東北地方太平洋沖地震は，多項目モニタリングの対象としてきた宮城県沖を震源とした地震であっ

たため，こうした観測データにより詳細な震源像の解明が可能であると期待される．しかし，地震に伴

う滑り量が極めて大きく，それを反映して変動量が非常に大きいことから，モデル化に伴う系統誤差

の影響が大きくなることによって，震源モデルが十分な精度で推定できていない可能性がある．今回

の地震の震源モデルは，超巨大地震発生機構を理解するために最も基本的な知見であり，本研究課題

では，地震時に得られた貴重なデータを活用して確度の高い震源モデルを構築することが第一の目的

である．またモニタリングデータは，超巨大地震発生に至るまでの過程を捉えたものである．残念な

がら，こうしたデータから超巨大地震発生を予測することはできなかったが，事後ではあっても丹念

に解析することにより，超巨大地震の発生に先行した特異な現象がなかったかを検証することは，今

後の巨大地震発生予測のための戦略を再検討するために重要な知見を提供する．そこで，本研究の第

二の目的は，モニタリングデータから東北地方太平洋沖地震発生に至る過程を明らかにすることであ

る．東北地方太平洋沖地震の発生後，顕著な余効変動が観測されている．本学が進めている海底地殻

変動観測の結果によれば，日本海溝近傍で数mにおよぶ余効滑りが継続している可能性が示されてい

る．これは陸上GPS観測のデータからは検知することが極めて困難である．一方で，余効滑りが広範

囲に発生していることも確かであって，海陸にまたがる観測網の構築なくして余効変動の実情を明ら



かにすることはできない．そこで，モニタリング観測の対象を宮城県沖周辺から可能な限り拡大して，

余効変動の推移を明らかにすることが第三の目的である．余効滑りの推移やプレート間固着の回復状

況は，次の大地震の発生過程とも密接に関連することから，こうした観測は東北地方太平洋沖地震の

発生過程の解明だけではなく，近い将来における大地震発生ポテンシャルの評価にも重要な情報を提

供する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

１．東北地方太平洋沖地震の震源像の解明

　東北地方太平洋沖地震の震源像を明らかにすることが，超巨大地震の発生過程を解明する上での出

発点である．宮城県沖で始まった破壊がなぜ超巨大地震に成長したのか，なぜ破壊が日本海溝全域に

まで拡大しなかったのか，など基本的な問題が未だに未解明である．そこで，地震時に得られた地震・

測地学的データ（特に，震源域及びその周辺で取得されたもの）の再解析を通して，この地震の震源

モデルの再検討を行う（平成 24年度）．

２．東北地方太平洋沖地震発生に至る過程の詳細解明

　・東北地方太平洋沖地震が発生するまでの相似地震・海陸測地データの再解析を行い，サブテーマ

１で明らかとなった震源モデルに従うような超巨大地震の発生につながると解釈できるようなプレー

ト間固着・滑り過程があったか検討する（平成 24, 25年度）

　・東北地方太平洋沖地震の発生直前の数ヶ月間に海陸の観測データで捉えられた微小地震活動・地

殻変動に着目し，超巨大地震が発生するに至った過程を詳細に明らかにする（平成 24年度）．

　・過去に宮城県沖で発生したプレート境界型地震に伴なう非地震性滑り（主として余効滑り）と，東

北地方太平洋沖地震の前震とそれに伴う余効滑りの特徴を比較することにより，超巨大地震発生に至

る場合とそうでない場合とで，非地震性滑りの活動に相違が見られるかを検討する（平成 25年度）．

　・東北地方太平洋沖地震発生前後での大気中ラドン濃度の時間変動に関するデータの収集をすすめ

て再解析を行うことにより，地震発生に伴う地球科学的異常の検出を試みるとともに，異常が検知で

きた場合にはその特徴を詳細に明らかにし，その原因となる素過程解明に資する（平成 24年度）．

３．余効滑りの時空間分布とそれに起因する地殻活動状況の総合モニタリング

　・陸上観測に基づく小繰り返し地震解析によりプレート間滑り速度の時空間変化を推定する．それ

と同時に海陸において測地観測（GPS，GPS/A，海底水圧観測など）を行い，それに基づいてプレー

ト間滑り速度の時空間分布を推定する（平成 24，25年度）．これには，小繰り返し地震のスケーリン

グ則の高度化や，GPSデータを用いた逆解析手法の再検討などを含む．

　・地震時滑りが大きかった宮城県沖から余効滑りが進行していると考えられる岩手県沖において海

底地震観測を実施し，プレート境界に沿った地震活動度の時空間変化を明らかにする．地震時滑りが

大きかった領域で低下したプレート境界近傍の地震活動の回復過程，その周囲の余効滑り域との境界

域における地震活動の変化などから，断層の強度回復過程の解明を目指す（平成 24, 25年度）．

　・海底に露出した断層の近傍において海底ゆう水量観測を実施し，海底地震・地殻変動観測により検

知されるゆっくり滑りイベントの発生と，ゆう水イベントの対応を明らかにすることにより，浅部プ

レート境界におけるゆっくり滑りイベントへの流体の関与の実態を明らかにする（平成 24，25年度）．

　・深層地下水変動及び大気中ラドン濃度の観測を継続時，今後発生し得る大地震に先行するあるい

は発生に伴う異常現象の検出を試みる．異常が認識された場合，東北地方太平洋沖地震の発生時の変

動との共通点・相違点の検討を行い，地球化学的異常の発生過程の理解を図る（平成 24, 25年度）．そ

のために，東日本に存在する放射線管理施設のデータを用いてモニタリングするためのネットワーク

を構築する（平成 24年度）．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
１）2011年東北地方太平洋沖地震の震源像の解明

・地震時の観測データの再解析は予定通り進まなかったため，東北地方太平洋沖地震（東北沖地震）



の震源像の詳細な検討を進めることはできなかった．しかし，平成 24年度までに海陸観測で得られた

データから推定した震源モデルを震源域の地下構造と比較することにより，東北地方太平洋沖の地震

時すべりの分布に対する考察を進めた（1205参照）．

２）東北沖地震発生に至る過程の詳細解明

・GPS観測から得られる変位速度場の空間勾配に基づいて，東北日本におけるプレート間カップリン

グの時空間変化の推定を試みた．変位速度の空間勾配は，プレート境界における固着状態に強く依存

することから，測地観測からプレート間固着状態の時空間変化をインバージョン解析に拠らずに推定

する有効な指標となる．2005年の宮城県沖で発生した地震（M7.2），2003年十勝沖地震（M8.0）の

余効すべりの発生時のほか，福島県沖から茨城県沖にかけての領域で 2008年末ころから固着の弱化も

しくは準静的すべりに起因すると考えられる勾配の時間変化が認められた．

・約 30年間にわたる小繰り返し地震データを用いてプレート境界の非地震性すべりの時空間分布を推

定した．プレート境界を東北沖地震時に大きくすべった領域，その隣接領域あるいは最大余震の隣接

領域，更に地震時すべり域から見て遠方に分けるとそれぞれ特徴的なすべりパターンが見られた．地

震前には，地震時大すべり域では，比較的頻繁にエピソディックなすべりの加速が見られた．一方そ

の周囲では，比較的すべりレートが大きく，定常的なすべりあるいは数年～10年にわたる大地震の余

効すべりが見られた．また，地震時すべり域の近のいくつかの領域では 2008年頃からすべりの加速が

見られた．

・東北沖地震発生前から宮城県沖で行っていた自己浮上式海底圧力計（OBP）の繰り返し設置による

観測から，東北沖地震の震源域内で 2008年と 2011年にスロースリップが発生していたことが明らか

となった．２回のイベントの発生位置はほぼ同じであり，その隣接域でプレート境界型地震の活発化

を伴った点も類似している．ただし，2011年のイベントは 2008年のイベントより継続時間が長く，東

北沖地震発生の約１ヶ月前から本震発生直前まで継続していた可能性が高い．

・東北沖地震が発生する２日前（３月９日）に発生した前震とその余震および３月 11日の本震の震

源を海底地震計のデータを加えて再決定したところ，本震に至るまでの地震活動の中心は，本震の破

壊の開始点より海溝側に拡がっていることが確認された．この領域は通常から地震活動が活発な地域

であり，2005年に発生した宮城県沖の地震の発生直後や 2008年に，M6程度の地震を含む群発的な

地震活動が見られている．今回の前震活動の震央分布を，海底地震観測のデータを用いて決定された

2002～2009年の震央分布と比較すると，良い一致を示しており，定常的な地震活動と前震活動の分布

パターンの間に明瞭な差異を見いだすことはできない．

・３月９日の前震の地震時すべりとそれに引き続く余効すべり分布を陸上GPSデータおよび海底水圧

計データに基づいて推定した．その結果，地震時すべり域の浅部延長の南東部で余効すべりが発生し

ていたことが明らかになった．地震時の最大すべり量は 1.7m，地震後余効すべりの最大すべり量は約

0.4mであり，余効すべりによって解放されたモーメントはおよそMw6.8となった．前震の地震時と

その余効すべりの分布は相補的であり，更にその後に発生した東北沖地震の地震時すべり量が周辺と

比較して少ない領域に，前震およびその余効変動のすべり分布は位置する．

・前震の余効すべりは Ide et al. (2007)によるスロースリップイベントのスケーリング則から外れ，モー

メント解放量に対して継続時間が短い．同様の傾向は，1989年と 1992年の三陸沖で発生したM7級の

地震後の余効すべりでも認められる．発生開始から短時間のうちに大きなモーメントを解放する性質

は，定性的にはすべり速度・状態依存摩擦構成則におけるσ (a-b)が小さいことで説明が可能であり，

プレート境界面の摩擦特性を反映している可能性を示す．

・本震発生直前の OBPの連続記録を詳細に解析することにより，前震やその余効すべり以外の本震に

先行した地殻変動イベントの探索を行った．その結果，前震発生後の２日間の間で，ノイズレベルを

上回るような有意な変動を認めることはできなかった．OBP観測の検知能力から，本震の破壊開始点

の周辺については Mw6.2以上，海溝近傍では Mw6.0相当以上のモーメント解放を伴うプレート境界

断層上でのすべりの加速はなかったと判断される．

・大気中ラドン濃度変動による地殻変動活動モニタリングを目的として，全国放射線管理施設のモニ



タリングネットワークの構築を行ってきた．これまでに取得した RI施設（和歌山県立医科大、東北

薬科大学、札幌医科大学、福島県立医科大、獨協医科大など）の大気中ラドン濃度変動の解析を行い，

2003年十勝沖地震発生後の変動の他，2011年東北地方太平洋沖地震や 2011年７月５日に発生した和

歌山県北部地震の発生に先行して大気中ラドン濃度に異常変動があったことを検出した．

３）余効すべりの時空間分布とそれに起因する地殻活動の総合モニタリング

・東北沖地震以前から継続して GPS/A方式海底地殻変動観測を継続している観測点GJT3（宮城県沖・

海溝軸からおよそ 50 km）において，キャンペーン観測を継続して実施した．2011年 4月，8月，11

月および 2012年 7月の観測で得られたデータの解析の結果，地震後約１年３ヶ月間に西北西方向に約

0.5mの水平変位があったことがわかった．2013年の測位結果は，2012年 7月までの変位時系列の延

長にのらないが，これは 2012年 12月 7日に観測点近傍で発生したMw7.2のスラブ内地震による地震

時変位の影響が含まれている可能性がある．

・平成 24年度に日本海溝沿いの 20観測点に GPS/A観測点を新設し，余効変動の空間変化を把握する

ための観測に着手した．これまでに３回の観測が完了しているが，信頼できる変位速度ベクトルを推

定するためには観測の継続が必要である．

・2011年 10月までの OBPの連続記録から余効変動による海底鉛直変動の時系列が得られた．宮城県

沖のいずれの観測点においても，明瞭な沈降が観測されているが，その変動レートは時間とともに減

少する様子が認められる．大局的な時間変化のパターンは，宮城県沿岸部での GNSS観測点で観測さ

れる余効変動時系列と相似であって，時定数 20日の対数関数でよく近似できる．余効変動による沈降

は，海上保安庁の GPS/A観測からも示されており，OBPと GPS/Aの観測結果を総合すると，海溝軸

から海岸線に向かって，また観測領域南側に向かって沈降量が大きくなる傾向が見られる．

・OBPを用いた連続観測は 2011年以降も継続しているが，センサー固有の長期ドリフトと余効変動

成分の分離が困難であるため，上記の余効変動による海底鉛直変動の推移の把握は，現時点ではでき

ていない．地震直前に観測されたようなスロースリップに起因すると解釈できるような変動も観測さ

れていない．

・海陸の地殻変動観測データに基づき，2011年東北地方太平洋沖地震の余効すべり分布を推定した．

対象とした期間は 2011年４月 23日から 12月 10日までの約８か月である．各観測点における変位時

系列データに対し，プレート運動による変位を差し引いてオホーツクプレート固定の変位場とし，さ

らに期間中に発生した規模の大きな地震及び粘性緩和による変位を除去する操作を行い，得られた変

位時系列に時間依存逆解析手法 (Yagi & Kikuchi, 2003)を適用することで，プレート境界面上のすべり

の時空間発展を求めた．OBPデータから得られる海底の上下変位データについては，前項の近似曲線

によって圧力計回収後のデータを補完し重みを下げて使用することで，余効すべりの時空間発展にあ

る程度の拘束をかけられるようにした．粘性緩和については，球殻二層構造を仮定した場合と，沈み

込むスラブの形状や大陸・海洋性それぞれのマントルの粘性の違い等を考慮した場合について，海底

地殻変動データも用いて推定された地震時すべり分布 (Iinuma, et al., 2012)を初期条件として与えて，

地表での変位を計算した．

・推定される余効すべりの分布は，粘性緩和の計算に非常に強く依存することが示された．その一方

で，粘性構造の仮定に依らず，茨城・福島両県沖のプレート境界のごく浅部（20km以浅），すなわち

地震時には 50mを超えるような大きなすべりが生じなかった領域においては，大きな余効すべりが推

定されること，また，1978年宮城県沖地震のアスペリティ群（2005年の宮城県沖の地震及び 2011年

東北地方太平洋沖地震本震によって破壊されたと考えられる）の付近ではほとんどすべっていないこ

となどが分かった．

・余効すべり分布は，プレート境界面上発生する小繰り返し地震の，本震発生後の活動の解析からも，

地殻変動データとは独立に推定された．本震に伴う地震時すべりが大きかった領域では，小繰り返し

地震活動がみられず非地震性すべりが完全に停止したように見えるのに対し，その周辺では，地震時

すべりが大きかった領域に近いほど，本震直後から小繰り返し地震活動が活発化しており，立ち上が

りが鋭い余効すべりが進行しているものと推測できる．このような小繰り返し地震の解析から推定さ



れる余効すべりの空間分布パターンは，上述の地殻変動観測データの逆解析から推定されたすべり分

布と良い一致を示す．

・2011年４月 11日にいわき市で発生した地震（M7）の 10日後から約 50日間、余震域内にある深度

1000m前後の２本の孔井を借用して水位変動を臨時観測した．観測された水位変動は体積ひずみにし

て約 3× 10−10/mmに相当する．観測期間中には 27個の地震（M3.3～5.5，震源距離 7.7～105km）に

伴う水位変動が観測され，その変動量は，観測事例の 92%に関して，食い違い弾性論による体積ひず

み理論値で説明できる．本震に伴う水位変化は 8mと 10mに達したが，これも本震による静的体積ひ

ずみ変化で説明できる．地震に先立つ 20分から 3時間の間に 8mmに満たない水位変動が約 30％の

観測事例に認められた．変動は有意であるものの，これが地震発生の前兆変動である証拠は無い．一

関市，登米市，東松島市，高萩市，つくば大学構内での定常観測（水位，水温，ラドン濃度， CO2濃

度）は 2013年度まで継続しているが，地下水変動が検知可能な震源距離範囲・規模の地震は発生しな

かった．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
R. Hino, D. Inazu, Y. Ohta, Y. Ito, S. Suzuki, T. Iinuma, Y. Osada, M. Kido, H. Fujimoto, Y. Kaneda,

Was the 2011 Tohoku-Oki earthquake preceded by aseismic preslip? Examination of seafloor vertical

deformation data near the epicenter, Mar. Geophys. Res., 10.1007/s11001-013-9208-2, 2013.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
日野亮太・三浦 　哲・大槻憲四郎・松澤暢・長濱幸裕・木戸元之・内田直希・伊藤喜宏・太田雄策・

飯沼卓史・武藤潤

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科 　地震・噴火予知研究観測センター

電話：022-225-1950

e-mail：zisin-yoti@aob.gp.tohoku.ac.jp

URL：http://www.aob.gp.tohoku.ac.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：日野亮太 　

所属：東北大学大学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センター



図１．2011年東北地方太平洋沖地震発生直前１０日間の海底上下変動時系列
2011年東北地方太平洋沖地震の震源域直上に設置されていた８台の自己浮上式海底圧力計の連続データから，海
洋起源の擾乱と，3/9の最大前震（M7.3）および 3/10の前震（M6.3）による地震時変位を除いた．
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（１）実施機関名：

東北大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

高精度リアルタイム津波予測システムの開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（2）超巨大地震とそれに起因する現象の予測のための観測研究

ウ．超巨大地震から発生する津波の予測

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

イ．強震動・津波の生成過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　甚大な津波被害をもたらした 2011年東北地方太平洋沖地震とそれに起因する東日本大震災が残した

教訓の一つは，迅速かつ信頼される津波予測システムの必要性であった．従来の気象庁の津波予測情

報は地震観測に基づいて推定される震源位置・深さと地震の規模に依存しているが，東北地方太平洋沖

地震の発震直後にあっては地震の規模の過小評価が津波予測の過小評価につながったことが指摘され

ている．この状況を改善するためには，地震波形以外の観測情報も活用して沿岸における津波の規模

を予測することが有効と考えられる．本研究では，近年急速に整備が進んでいる沖合における津波観

測システムならびに陸上の稠密GPS観測網で得られるリアルタイムデータを用いた津波予測手法の開

発と精度評価を行う．予測手法のプロトタイプは，提案者グループによりすでに開発されたリアルタ

イム測地データによる地殻変動場の即時推定（RAPiD）と津波データを用いた津波波源逆解析とそれ

に基づく津波波形計算（ tFISH）である．本研究では東北地方太平洋沖地震で得られた実データを用い

て，RAPiDと tFISHそれぞれの性能評価と改善点の洗い出しを行うとともに，これらの統合（ tFISH/

RAPiD）を図ることにより津波予測の迅速性と信頼度の向上を図る．さらに，RAPiDの高度化・信頼

性向上をめざして，巨大地震が発生した際のリアルタイム測地データ流通経路の確保に関する検証実

験を行う．さらに，今後大きな津波被害を及ぼす可能性のある隣接域での津波地震や，アウターライ

ズ巨大地震を想定したシナリオに基づいて，こうした地震津波に対する tFISH/ RAPiDの有効性の評

価を行う．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　津波予測システム開発は急務であることから，特に年次進行は想定せず，以下の課題について順次

（可能なものは並行して）取り組む．本課題の当初計画では，高頻度で発生する中小津波の検知・予測

精度の向上を通じて，予測システムに対する信頼度を積み上げる戦略を指向してきたが，東北地方太



平洋沖地震により状況は一変したため，巨大地震・津波の予測のための開発を最優先課題として取り

上げることとした．

・巨大地震発生時における RAPiDの可用性評価

迅速な津波予測を必要とするような巨大地震が発生した直後には，広域にわたって通信網が寸断され

る可能性がある．そこで，観測点－データセンター間の代替通信手段として衛星通信を使用すること

によるリアルタイム測地データ流通のための基礎研究を実施する．

・RTK-GPSデータを取り入れた tFISH（ tFISH/RAPiD）の開発

　RTK-GPSのデータ解析から得られる断層モデルから津波を予測した場合の予測精度評価はすでに

行ったが，津波観測波形データと併合して波源推定を行うことにより，予測精度を向上できると期待

できる．ただし，津波観測データは RTK-GPSに比べて遅れて入手されるものであるため，モデルの

逐次改善という方向となる．さらに，そうした逐次改善が予測精度にどのような影響を及ぼすかを評

価することにより，地震発生後に津波予測情報はどのように更新し得るかを明らかにする．

・RTK-GPSデータによる震源断層モデル推定手法の高度化

　巨大な震源断層上での滑り分布が不均質である場合，沿岸の津波波高の地域分布も大きな影響をうけ

ることが想定される．そこで，津波データが十分に波源推定に寄与できない地震発生直後に，RTK-GPS

データだけから波源の空間的な不均質性についてどの程度の情報を抽出できるかの検討を進める．こ

れは tFISH/RAPiD開発の要素技術を発展させるものであり，目途が立ち次第，上記で開発するシステ

ムに取り込む．

・tFISH/RAPiDの性能評価

上記の開発では予測津波の再現性を通した性能評価が不可欠である．そのために，東北地方太平洋沖

地震の際に得られた実データ（これまでに使用したデータに加えて，最近回収された自己浮上式のオ

フライン海底水圧計のデータが使用可能）を用いた retrospectiveな解析を行う．

さらに，今後発生が危惧される，隣接域（千島海溝と日本海溝北部，あるいは日本海溝南部）でのプ

レート境界型巨大地震（津波地震を含む）やアウターライズ巨大地震について，シナリオを設定して，

GPS及び津波波形データを合成した上で，これに tFISH/RAPiDを適用した場合の予測性能評価シミュ

レーションを行う．これまでに蓄積された観測データにより GPSや津波観測データに含まれるノイズ

特性の解明が進んでいることから，こうした影響を考慮に入れた現実的な評価を実施する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
１） 　巨大地震発生時における RAPiDの可用性評価

　GPSデータを用いてリアルタイムに変位を得る手法として基線解析を用いる場合，安定した精度

を確保しやすい反面，解析時には移動・基準両局のデータが必須であるため，巨大地震発生時に通信

経路が遮断された場合，測位解が得られなくなる可能性がある．そこで，災害時の冗長系通信経路と

して衛星携帯電話回線を用いた場合の通信テスト及び測位解精度試験を行った．衛星携帯電話ネット

ワークには NTT DoCoMoによるワイドスターサービスを使用した．長期間のデータ安定性を確認す

るために，衛星携帯電話網を常時使用可能な状態（帯域占有サービス）で，それ以外のデータ通信を

介在させない環境で，RTK-GPS解析を行った．テストは，(1)短基線 (8.9m)静止状態での解析 (2012

DOY340-349)，(2)長基線 (178.5km)静止状態での解析 (2012年 DOY352-355)，(3)長基線移動状態で

の解析 (2012年 DOY326-335)，の 3種類について実施した．

　(1)の短基線静止状態での解析で 10日間にわたってほぼデータ欠落無く解析を継続することに成功

し，データ欠落率は全データエポック中，0.003%となった．測位解精度も水平成分 7-10mm,上下成分

50-60mm (標準偏差)となり，衛星携帯電話を使ったネットワークのみを用いた RTK-GPS解析が実用

可能レベルにあることが分かった． (2)の長基線解析においてもデータ欠落率は 0.003%と低い状態に

あるが，測位解精度は水平，上下成分でそれぞれ 50-90mm, 170mm (標準偏差)と低くなったが，外部

から超速報暦を取得することにより改善できる可能性がある．(3)の長基線移動状態では移動局を船舶

として実験を行った．船の航路が安定している際には連続して RTK-GPS解析時系列が得られるもの



の，比較的短い時間で船首方向が変わるような場合に通信経路が切断され，RTK-GPS解析が不可能に

なる事象が頻発した．衛星携帯電話用のアンテナには静止衛星を追尾する仕様のものを用いたが，追

随が間に合わなかったか，通信アンテナが船上の遮蔽物に覆われたためと考えられる．

　以上の実験の結果，RTK-GPS解析を行うための通信網として衛星携帯電話ネットワークを基本的に

は利用可能なことが分かった．これは冗長系通信網として衛星携帯電話が利用可能であり，災害時に

堅牢な通信システムを構築可能なことを意味する．一方で，通信コストが高額になること，帯域占有

サービスのサービスが終了すること，など解決すべき課題も明らかとなり，リアルタイム PPP等の別

手段による地殻変動監視手段の確立が必要となろう．

２） 　RTK-GPSデータによる震源断層モデル推定手法の高度化

　震源断層即時推定時の初期情報 (震源メカニズム)を RTK-GPSデータのみで得ることを目的とし，

本研究で開発を進めている RAPiDアルゴリズムで得られた変位データを，Melagar et al. (2012)によっ

て開発された GPSによる永久変位から地震メカニズム及び規模を即時推定する手法（ fastCMT）に入

力する (以下，RAPiD/fastCMT)ことを試みた．対象とした地震は， 2011年東北地方太平洋沖地震後

に発生した茨城県沖地震 (M7.8)及び，2011年東北地方太平洋沖地震そのものである．fastCMTは任

意のグリッドにおける最適な CMT解を推定するアルゴリズムである．今回はプレート境界面上にグ

リッドを 0.2度間隔で配置し，グリッド毎に最適な CMT解を推定した．

　茨城県沖地震 (Mw=7.8)による地震時変動データに適用した場合，地震後 166秒後の段階 (RAPiDア

ルゴリズムで変位量推定が完了した段階)でMw=8.0という地震規模と低角逆断層型の地震メカニズム

を推定することが可能であることが分かった．推定された地震規模は実際のそれよりも過大であるが，

これは fastCMTアルゴリズムが点震源の仮定に基づいているためと考えられる．震源断層の有限性が

無視できない場合，観測された地震時変位の空間パターンを説明するためにセントロイド位置が実際

の位置より遠く沖合に決定され，その分規模が過大に求められていると解釈される．2011年東北地方

太平洋沖地震時のデータに RAPiD/fastCMTアルゴリズムを適用した場合，地震発生後 275秒で CMT

解は推定可能であるが，この場合も，規模が Mw=9.5と実際より大幅に過大評価されてしまう．しか

し，両地震とも，メカニズム解の節面の方向についての推定結果はおおむね良好で，有限断層推定の

初期情報として利用可能であると考えられる．

　非プレート境界型地震の震源断層モデルを RTK-GPSデータによって推定できるか検証するために，

1933年昭和三陸地震を対象とした数値実験を行った（図１）．まず，相田（1977，BERI）による断層

モデル (Mw8.1)から期待される GEONET観測点における地震時変位を水平・上下の３成分で計算し，

それらに対して RAPiDアルゴリズムで検知が可能と考えられる変位量（水平 60mm,上下 130mm）に

基づいたランダムノイズを加えることで地表変位データを作成した．そして，それら変位データから

先験情報付きの非線形インバージョン (Matsu’ura and Hasegawa, 1987)によって震源断層を再推定した．

この時，インバージョンの際の初期値による結果のばらつきを見るために震源断層の位置，深さ，断

層の長さ，幅，傾斜角，すべり量の各初期値に対して大きなランダム誤差を与え，それら初期値にもと

づくインバージョンを 300回試行した．その結果，推定された断層面の内，観測値をよく説明するグ

ループの多くが真の断層位置よりも陸側に系統的にずれた場所に推定されていることが分かった．一

方で推定されたマグニチュードは観測値をよく説明した上位 130モデルの平均値でMw8.2となり，お

おむねその地震規模を再現できることが分かった．これらはMw8.0を超えるようなイベントであれば，

アウターライズ域でもリアルタイムGPSデータと RAPiDアルゴリズムによって変位を検知し ,その震

源断層を不確定性はあるものの推定可能であることを示す結果である．

３） 　RTK-GPSデータを取り入れた tFISH（ tFISH/RAPiD）の開発

　今年度は，RAPiDにより得られる広域の地震時変位データから推定された震源モデルを，津波波源

の初期モデルとして採用し，沖合津波観測データを用いてこれを逐次的に改善する手法の開発を進め

た．具体的には，時間経過とともに沖合観測点で得られる観測津波波形と，初期モデルから期待され

る計算津波波形との差を最も小さくするように，波形逆解析を用いて初期モデルを修正し，新たなモ

デルをもとに津波波形を計算して沿岸の津波予測を逐次更新する，というものである．このうち，津



波解析に関連する部分は tFISHアルゴリズムを活用した．

　統合解析アルゴリズム（ tFISH/RAPiD）の性能を調べるため，東北地方太平洋沖地震を対象として，

仮想的な観測津波波形を用いた津波予測実験を行った．実記録を用いなかったのは，東北地方の太平

洋沿岸の検潮所が巨大な津波に被災して津波記録が途切れており，tFISH/RAPiDで求めた予測津波波

形の精度評価を行う際の比較対象となる観測波形が無いからである．まず，Satake et al. (2013)が滑り

の時空間発展を考慮した津波波形逆解析で求めた震源過程を用いて津波波形を線形長波近似で数値計

算し，それを仮想的な観測津波波形とみなした．この実験では，地震発生直後に得られる初期水位分

布の初期モデルとしては，Ohta et al. (2012)が同地震の実記録に RAPiDを適用して求めたMw 8.7の

矩形断層モデルを採用した．津波波形逆解析には，東北地方太平洋沖地震発生当時に設置されていた

沖合津波観測点 14点での波形データを用いることが可能であるとした．予測精度の評価は，沿岸潮位

観測点に直近する水深 100 m地点における仮想的な観測津波波形と逆解析から得られた波源モデルか

ら計算される予測津波波形を，その第一波部分で比較すること行った．

　地震発生後 20分には，釜石沖の海底水圧計 TM1と TM2で，短周期で大振幅の津波が観測される．

これが予測に反映されることにより RAPiD解析から得られた初期モデルに基づく津波予測が改善さ

れる．ただし，この時点では東北地方南部～関東地方の太平洋沿岸においては，十分に沖合津波観測

情報が得られておらず，沖合津波記録だけを用いた従来の tFISHによる津波予測では，福島県の相馬

（SOM）付近に及ぶ南部にまで 5 m近い大津波が襲来する危険性があることを把握できていない．こ

のように，tFISH/RAPiDを適用することで，沖合津波計と陸上GPSデータの情報の双方を有効に活用

した津波即時予測が可能になることが示された．

４）tFISH/RAPiDの性能評価

　東北地方太平洋沖地震時に宮城県沖に展開されていた自己浮上式海底圧力計（OBP）で得られた波

形データを加えて tFISHによる津波予測を試行した．震源域内での海底圧力データは地震に伴う海底

の永久変位の影響を受け，東北地方太平洋沖地震の際にはその影響が顕著であるため，波源推定に基

づく津波即時予測に有効な情報をもたらすことが期待される．

　地震発生後 15分には，複数の OBPで津波第一波の押し波ピークもしくは永久変位に伴う波形オフ

セットを観測される．これらに tFISHを適用することで，常時沖合観測点のみを用いた場合（前節参

照）よりも約 5分早く，波源推定と津波予測が大幅に改善される．特に，地震後 25-30分で巨大津波が

押し寄せた三陸海岸については，波高 10 mを超えるような巨大津波の到来を猶予時間 10分で予測で

きている．また，tFISH/RAPiDを適用すると，前節の数値実験と同様，こうした特長を保持しつつ，沖

合津波観測点のほとんど無い東北地方南部～関東地方の太平洋沿岸にも巨大津波の恐れがあることを

把握できるようになる．このように，tFISHおよび tFISH/RAPiDは，多数の沖合津波観測点がある場

合も，それらのデータを有効活用して，津波予測の早期改善を実現できる性能を持つことが示された．

　一方で，海底面の傾斜が急峻な地域では，水平方向の海底変位によっても海水面変位が生じうる．東

北地方太平洋沖地震による津波の生成過程には，そうした影響が無視できないことが既に指摘されて

いる（たとえば，Satake et al., 2013）．現状の tFISHでは，海底圧力は海水面変位と海底面の鉛直変位

だけに依存する定式化をとっているため，急峻な海底傾斜に設置された OBPのデータを tFISHによ

る予測に活用すると，それに起因する波源モデルにバイアスが生じることが明らかとなった．広域に

展開される海底ケーブルシステムのデータを tFISHに活用するためには克服すべき重要な課題であり，

今後継続した検討が必要である．

５）移行前・旧課題での成果

・2003年十勝沖地震に伴う津波について，陸上GPS観測から震源断層モデルを推定し，それをもとに

津波波形を計算することで津波予測を行える可能性があることを示した．さらに，それを初期値とし，

沖合津波観測波形を使った差分逆解析を行うと，予測結果を逐次改善可能であることが示された（平

成 21年度）．

・tFISHにおける沖合津波波形解析に GPS波浪計で得られるデータを加えた場合の効果を，1896年明

治三陸地震津波を模した数値実験により検討し，GPS波浪計のデータを用いることで沿岸での津波の



予測精度の向上に有効であることが確かめられた．tFISHでは，波浪計のデータが波源モデルの改善

に寄与するため，津波予測精度の向上は，波浪計の設置地点近傍だけでなく広範囲にわたる（平成 22

年度）．

・ケーブル式海底津波計で得られる海底圧力時系列のノイズ特性に関する検討を行った．小振幅津波

と紛らわしい圧力変化が，海底での温度変化に起因して生じうることと，それを経験的手法により補

償・低減することが可能であることを示した（平成 22年度）．

・東北地方太平洋沖地震時の津波を対象とした retrospectiveな解析により，RAPiDによる地表変位の

即時検知とそれによる断層モデルの推定から，高い再現性で津波予測が地震発生後６分後に提供でき

たことが示された（平成 23年度）．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
川元智司，宮川康平，山口和典，西村卓也，宮原伐折羅，古屋智秋，酒井和紀，畑中雄樹，根本悟,辻

宏道，太田雄策,日野亮太,木戸元之,飯沼卓史,藤本博己,三浦哲, 2013新しい GEONETリアルタ

イム解析システムの開発,日本地球惑星科学連合 2013.

Ohta, Y., S. Miura, R. Hino, T. Kobayashi, H. Tsushima, S. Kawamoto, K. Miyagawa, T. Yahagi, K. Ya-

maguchi, and H. Tsuji, and T. Nishimura, 2013, Real-time crustal deformation monitoring based on

RTK-GPS: Application to 2011 Tohoku earthquake and its improvement for implementation to actual

GPS network, IAG Scientific Assembly 2013．

山本淳平，長田幸仁，太田雄策，平原聡，出町知嗣，中山貴史，立花憲司，佐藤俊也，木戸元之，藤

本博己，日野亮太，三浦哲，内田雅之, 2013，衛星通信を活用したリアルタイム GPS解析－地

上通信障害時に地殻変動を実時間で把握するために－，測地学会誌 (受理済)．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
日野亮太・木戸元之・太田雄策・飯沼卓史

他機関との共同研究の有無：有

対馬弘晃（気象研）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科 　地震・噴火予知研究観測センター

電話：022-225-1950

e-mail：zisin-yoti@aob.gp.tohoku.ac.jp

URL：http://www.aob.gp.tohoku.ac.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：日野亮太 　

所属：東北大学大学院理学研究科 　地震・噴火予知研究観測センター



図１．1933年昭和三陸地震を模した断層モデルによる地表変位場の逆解析の結果
1933年昭和三陸地震から期待される地表面変位を相田（1977，BERI)の断層モデル (図中青い矩形)から計算し，
それにランダムノイズを加えたものを黒矢印で示し，それらから初期値を様々に変化させて推定した断層モデル

を灰色の矩形で示す．赤い句形断層は，全てのモデルの中でもっとも観測値をよく説明したモデルを示す．



図２．自己浮上式海底圧力計のデータを加えて tFISH/RAPiDによる津波予測を行った結果（地震発生後１０分）．
東北沖地震発生時に震源域の海底に展開されていた自己浮上式海底圧力計で捉えられた津波波形を，ケーブル式

津波計，GPS波浪計データとともに用いて，tFISH/RAPiD津波予測アルゴリズムに活用した場合の津波予測結果．
左側に津波波形記録を示し，中央の地図はその逆解析から推定された初期海面高分布．右側は本州および北海道

の沿岸観測点での観測波形（黒）と予測波形（赤）．



平成 25年度年次報告

課題番号：1222

（１）実施機関名：

東北大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

海底地殻変動観測システムの高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（3）超巨大地震とそれに起因する現象の解明と予測のための新技術の開発

ア．超巨大地震のための海底地殻変動観測技術

（４）その他関連する建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（1）海底における観測技術の開発と高度化

ア．海底地殻変動観測技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　東北地方太平洋沖地震を経験し海溝軸近傍の挙動の把握の重要性が明らかになった．しかし，これ

までは観測機器の耐圧性能や音響信号の到達距離の制限から，海底地殻変動観測の空白域となってい

た．本課題では，水深 7000m級の大深度で海底地殻変動観測ができる音響装置及び圧力計を開発し，

実証実験を行いつつ，日本海溝の海溝軸近傍での観測を可能にする技術を確立する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　これまで東京大学地震研究所において開発が進められてきた海底地震計の超深海化の技術を応用し

た超深海型水圧計を試作し．水深 7,000mの海底において試験観測を開始する．回収したデータを解析

することによって，所定の性能が得られているか確認する．その結果をフィードバックして，日本海

溝における水圧観測を継続する．水圧計では自由落下による設置と自己浮上による回収が１年以上の

時間をおいて確実に動作できるようにできるか，がチャレンジである．

　また，海底間音響測距および GPS/A観測兼用の海底局も超深海底に対応させるため，使用する要素

部品・資材の耐水圧性能の評価を行う．これと並行して，海水面と超深海底との間を結んだ長距離で

の音響測距の実現可能性に関する水槽試験及び理論的な評価を行う．実証試験として，試作機を大深

度実海域に試験的に設置し音響測距を繰り返すことにより，測距に用いる音響信号の品質（信号強度・

雑音比など）に関する基礎的データの収集を行うとともに，往復走時計測を行い計測精度の評価を行

う．こうしたデータを実績のある通常型の観測システムによる中深度までのものと比較し，超深海海

域における GPS/A観測に固有な問題点の有無，あるとした場合にその対応策を検討することにより，

GPS/A観測網を全海域へ展開するための基礎開発を完了する．海底地殻変動観測装置を超深海化する

にあたっては，１年間以上の長期間にわたって高い海水圧に要素部品のすべてが耐えなくてはならな

いが，実海域試験でなくてはこれを実証できない．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：



　東北地方太平洋沖地震の発生時に大きな滑りを伴った日本海溝軸近くの海域において，統合国際深

海掘削計画によりプレート境界面に至るまでの掘削が実施されることから，この掘削地点近傍での海

底圧力連続観測を H24年度より開始した．観測地点の水深は，従来海底圧力観測を行ってきた海域に

比べてはるかに深いため（約 7,000m），耐圧容器・水中ケーブルは耐圧 9,000m相当のもの，圧力セ

ンサーはフルスケール 7,000mのもの（パロサイエンティフィック社製 8B7000-2-005）で観測システ

ムを作成し，H24年 5月に設置した（図１左）．大深度用の耐圧容器は通常のものと比べ容積が小さ

いこともあり，この新システムによる試験観測の期間は約半年間として，H24年 10月に回収した．5

～10月の期間に得られた水圧変化の時系列を図１右に示すが，短期間の間に 100hPaのという大きな

圧力減少が観測された．この海底圧力変化を海底面の鉛直変動によるものと解釈すると，およそ 1m

の隆起があったことになるが，観測開始直後から変化のレートが急速に減少していることを考えると，

圧力センサーの過渡的な特性が観測された大きな圧力変動の原因である可能性が高い．圧力センサー

の指示値には指数関数的な過渡変動と線形ドリフトが含まれ，こうしたセンサー特性に起因してセン

サーのフルスケールに対して 0.1%程度の大きさの変動が 1年間に生じる可能性がある，超深海型のセ

ンサーでは，今回観測されたような 1m/年を上回るような変化がセンサーの特性で現れる可能性は否

定できない．今後の複数のセンサーによる同時観測や，センサーの加圧テストなどから，超深海型の

センサー特性の把握を進める必要がある．

　海底間音響測距装置に関しては，H24年度にガラス球を 9000m耐圧に変更，受信感度と返信信号の

感度向上，GPS音響と同じ方法である一定期間のデータを収録する方法に変更等の改良を行った．開

発した装置は，2013年 2月の KR13-04航海で水深 6000mの緩やかな斜面に基線長 3kmになるように

2台を対で設置した．船上からは往路の測距は確認できたが，復路は明瞭には確認できなかった．航

海終了時に２台とも回収し，得られたデータをもとに，比較的長基線で測距可能な出力調整を施した．

調整した機器を H25年度 5月に実施した KR13-09航海で，北緯 37度 53分の日本海溝を跨ぐかたち

で 3箇所設置し（図２左），半年ほどの連続観測を行った．設置にはかいこうによる潜航調査を利用し

た．長期観測のためのバッテリの重量を補償するため小型のガラス玉を追加し，浮力を確保した（図２

右）．H25年 9月の KH13-04航海で自己浮上回収を行い，データを得た．3つの機器のうち，ADM2-3

間 (3.8km)，ADM1-3間 (7.3km)の測距に成功した．データ補正用に取得した姿勢データから，低層流

の存在を示す姿勢の擾乱と温度変化に関連性が見られた（図３左）．温度補正後の基線間の見かけ距

離に関しては，相関波形のサイクルスリップと見られる飛び以外には，暫定測距精度である数 cmを

超えるような明瞭な変動は半年間で見られなかった．今後，付近で発生した地震も参照し，見かけ変

動がサイクルスリップか否かの慎重な検討が必要である．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
長田幸仁・伊藤喜宏・木戸元之・富田史章・日野亮太, 2013,海底測地観測を用いた巨大地震発生域の

固着回復過程の解明, BE14-P73,ブルーアースシンポジウム,東京海洋大学品川キャンパス, 2014

年 2月 20日.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
木戸元之・藤本博己・日野亮太・伊藤喜宏・太田雄策・長田幸仁・他５名程度

他機関との共同研究の有無：有

名古屋大学・東京大学生産技術研究所・東京大学地震研究所・海上保安庁

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科 　地震・噴火予知研究観測センター

電話：022-225-1950

e-mail：zisin-yoti@aob.gp.tohoku.ac.jp

URL：http://www.aob.gp.tohoku.ac.jp/
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図１. 開発した超深海型圧力計と設置風景（左）、圧力の計測結果（右）

図２. 設置位置と H25年に開発した装置



図３. 半年の計測で得られた姿勢・温度・補正後の見かけ距離の変化



平成 25年度年次報告

課題番号：1223

（１）実施機関名：

東北大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

地震に先行する大気中ラドン濃度変動に関する観測

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地震発生直前に地表の微小なひずみが観測されることなく，大気中ラドン濃度が上昇することが最

近の放射化学的観測から明らかにされており，経験的な地震の短期予測手法として意義がある．大気

中へのラドンガス放出の素過程は未解明であるものの，地震と関連した現象であるため，地殻の変形

活動と関係があると考えられる．そこで，本研究では，地殻変形とラドンガス放出の関連を明らかに

することを目的とする．本課題は平成 24年から「地震発生先行過程に伴うラドン放出・電磁放射と地

殻変形（公募研究，課題番号 2906）」から（常設）課題へ移行した．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　地震の先行現象として地下水中・土壌中・大気中のラドン濃度変動がこれまでに報告されている．地

下水中ラドン，土中ラドンに比べると，大気中ラドンと地震との関連を検討した例は極めて少ない．地

震前に地下水中や土中ラドン濃度に異常が見られた場合，それはおそらく局所的な地殻のひずみを反

映した異常であると考えられる．それに対して，大気中ラドンは観測点の直下の地面から散逸してく

るラドンのみならず風や気団によって近傍から，あるいは遠く大陸から運ばれてくるラドンも含めて

観測している．従来の地下水中ラドン測定が地殻のひずみの変化を「点」で観測しているのに対して，

比較的広範囲に起きている変化を面」で捉えられるという点が，大気中ラドン濃度測定の特徴と言え

る．（1）ラドンを多く含む花崗岩分布域や地震前後の広域にひずんだ地域（必ずしも震源断層付近に限

らない）に観測点が位置する，（2）地震前の平常時のデータが数年程度蓄積されている等々の諸条件が

整えば，大気中ラドン濃度の観測から地震の先行現象を見出せる可能性がある．放射線管理施設の給

気口と排気口におけるラドン濃度差は小さく，更に HEPAフィルターによりラドンの娘核種が除去さ

れるという報告があり，放射線管理施設の排気モニターで施設外の大気中ラドン濃度の変動を捕える

ことができる．兵庫県南部地震の前の大気中ラドン濃度変動を神戸薬科大学の放射線管理施設の排気

モニターが，東北地方太平洋沖地震前の大気中ラドン濃度変動を福島県立医科大学の放射線管理施設

の排気モニターがとらえていたことが分かってきた．放射線管理施設のモニタリングネットワークに

よって，広域な大気中ラドン濃度変動をモニタリングすることができる．そこで，本研究では放射線

管理施設が有する排気モニターを用いて，全国で大気中ラドン濃度の測定を行い，巨大地震前の地殻

変動を大気中ラドン濃度変動からモニタリングすることを目的として，全国規模の放射線管理施設の

モニタリングネットワークの構築や観測データの解析に基づいた予知研究を行うことを目的とする．



（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
1)全国規模での放射線管理施設のモニタリングネットワークの構築や測定データの解析

　放射線管理施設が有する排気モニター（通気式電離箱）を用いた大気中ラドン濃度の測定を行い，巨

大地震前の地殻変動を大気中ラドン濃度変動からモニタリングすることを目的として，全国規模での

放射線管理施設のモニタリングネットワークの構築や測定データの解析を進めている．

　平成 23度は，慶応大学医学部，東京大学医学部，東京医科大学，弘前大学，東北薬科大学の放射線

管理施設（データ提供は承諾済み；HEPAフィルター使用施設）の排気モニターデータの解析（気象

要因の除去を含む）を行い，大気中ラドン濃度変動の解析を行った．特に東北地方太平洋沖地震前の

ラドン濃度変動解析を行った．

　平成 24度は，札幌医科大学，獨協医科大学，名古屋市立大大学院医学研究科アイソトープ研究室，

香川大学放射性同位元素実験部門，大分大学総合科学研究支援センター RI実験部門，弘前大学アイ

ソトープ総合実験室，東京工業大学大学バイオ研究基礎支援総合センター，京都薬科大学放射線管理

施設のモニタリングデータの取り出しを行った．

　平成 24年度に引き続き，平成 25年度は，大気中ラドン濃度変動による地殻変動活動モニタリング

を目的とし，全国放射線管理施設のモニタリングネットワークの構築を行った．本年度は，近畿大学，

浜松医科大学，山梨大学，千葉大学，滋賀大学の RI施設での大気中ラドン濃度変動データの取得を

行った．またこれまでに取得した RI施設（和歌山県立医科大，東北薬科大学，札幌医科大学，福島県

立医科大，獨協医科大など）の大気中ラドン濃度の日最低値変動の季節変化と長周期変動を認め，変

動データの平滑化処理と長期傾向の補正を行い，東北地方太平洋沖地震（平成 23年 3月 11日に発生）

や和歌山県北部地震（平成 23年 7月 5日に発生）の大気中ラドン濃度の地震前駆異常変動を検出した．

　施設により測定管理システム内のデータ抽出に業者の協力を必要とすることがあり，その際にはデー

タ抽出とデータの電子ファイル化に経費 (消耗品費)を使用した．現在取り出したデータの解析を進め

ている．

2)地震に先行する大気中ラドン濃度の変化に関する観測

2-1)巨大地震前の大気中ラドン濃度変動

　1)で記した施設のデータの解析結果と牡鹿半島での大気中ラドン濃度測定結果（宮城県原子力セン

ターと共同研究）と福島県立医科大学内放射線管理施設の測定データとの比較検討を行い，東北地方

太平洋沖地震前の東北地方太平洋側陸域におけるラドン濃度変動を検討し，海溝型巨大地震前の陸域

における地震先行大気中ラドン濃度変動の実態解明を進めた．大気中ラドン濃度は地殻ひずみ 10−8に

呼応して変動すると考えられており，陸域での測定から得られる成果は，大変重要である．またこの

試みは，国際的に見ても新しい試みである．

　上記計画を進めつつ，日本アイソトープ協会，日本放射線管理学会，放射線測定機器メーカーなど

から情報を提供して頂き，現在上記施設以外の九州や北海道に位置する放射線管理施設と交渉を進め，

全国規模での放射線管理施設のモニタリングネットワークの構築や測定データの解析を進めている．

2-2)宮城県牡鹿半島における大気中ラドン濃度の観測

　局所的な地質の不均一構造の影響を比較的受けにくい大気中ラドン濃度が，地震の発生過程を知る

ための観測項目の 1つと成り得ると指摘されている（石川ほか, 2008）．他方，大気中ラドン濃度は大

気の動態に大きく依存するため（Porstendoerfer, 1994），大気中ラドン濃度変動は地殻の情報（例えば，

ラドン散逸率の変動）のほかに気象の情報も含んでいると考えられる．したがって，通常の（つまり，

地震に関連しない）変動が何に起因しているのかを明らかにする必要がある．我々はこれまでに，宮

城県牡鹿半島にある宮城県原子力センターモニタリングステーション（女川，小積，飯小浜地区）で

アルファガードを使用して観測されている大気中ラドン濃度データに，地震に関連した変動が含まれ

ていないかを検討し，牡鹿半島における大気中ラドン濃度が特徴的な季節変動を示すことを報告した

（Omori et al., 2009）．



　大気中ラドン濃度（計測期間：2005年 7月～2011年 3月）及び気象要素（気温・風速・放射収支量・

雨量；計測期間：2005年 4月～2011年 3月）の解析から，毎年 1月から 12月の各月の平均ラドン濃

度日変動は，日中に低く夜間に高くなる傾向を示した．日中において風速は強く放射収支量は正の値

となり，また夜間においては日中とは反対に，風速は弱く放射収支量は負の値となった．このことは，

大気安定性が大気混合層・安定成層の形成・消失に伴い変動していることを示している．したがって，

ラドン濃度の日変動は，大気構造の変化に伴う大気安定性の変動に起因していると考えられる．

　一方で季節変動は，日最大値に関して夏季と冬季に高い濃度となり，春季と秋季に低い濃度となる

バイモーダルな変動を示した．日本に到達する気団は冬季が大陸性気団で夏季が海洋性気団で異なる

ため，この夏季と冬季のラドン濃度の特徴は異なる要因が関係していると考えられる．さらに，風速

と放射収支量から大気安定度階を求め，各月の夜間における大気安定度の頻度を調べたところ，夏季

に顕著に強い安定性は認められなかった．夜間の大気中ラドン濃度変動が大気安定度と地面からのラ

ドン散逸率に依存（Sesana et al., 2003）することを考慮に入れると，バイモーダルな季節変動には地

面からのラドン散逸率変動が要因として考えられる．大気中ラドン濃度変動は，気象由来成分及び地

殻由来成分に大別される．ラドン濃度変動と気温変動を関連付けることにより気象由来成分を評価し，

地殻由来成分を導出するモデルを構築した．このモデルは，気温及び顕熱を観測することにより，地

殻からのラドン散逸量を求めることを可能とする．

　地殻からのラドン散逸量は，地殻内流体の流量に依存することに基づき，地殻応力の変化に起因す

る地殻内流体の間隙圧変化を計算し，流量の変化を求めることが可能となった．このことにより，地

殻応力とラドン散逸量の量的関係が明らかとなっている．

　2011年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震（M 9.0）によって発生した津波によって，牡

鹿半島小積，飯小浜地区のモニタリングステーションは全壊及び浸水した．そのため，ラドン測定器

（アルファガード測定器）とデータ計測用パソコンが海水による被害を受けたが，宮城県原子力セン

ター所長らとラドン測定器とデータ計測用パソコンを回収し，計測データを救出した．その救出測定

データ（小積地区の測定データは 2005年中旬から 2011年 3月 11日まで）を用いて，上記の点を考慮

した解析を大森（放射線医学総合研究所，現在福島県立医科大学），藤原・石川（宮城県原子力セン

ター），長濱・武藤・杉山（東北大学）で解析した．2005年から 2011年までの毎年，前年の 12月か

ら翌年 3月までの大気中累積ラドン濃度（散逸率）が，2010年 10月から 2011年 3月にかけて低かっ

たことが明らかとなった（図 1）．この結果は，福島県立医科大学で測定された大気中ラドン濃度の解

析結果（次章）と整合している．

2-3)福島県立医科大学通気式電離箱観測による大気中ラドン濃度計測

　東北地方太平洋沖地震以降，福島県立医科大学（福島県福島市光が丘 1番地）の本間 　好施設長・

鈴木俊幸施設管理者から観測データを入手し，現在までそのデータを用いて東北地方太平洋沖地震前

の大気中ラドン濃度の解析を安岡・本間・鈴木・長濱・武藤らの共同研究で行っている．昨年度は，管

理施設の排気モニターの電離値とラドン濃度との校正比較を，ウラン鉱石によるラドン場とポータブ

ルラドンモニター（アルファーガード）を用いて行った．この結果を日本保健物理学会で発表し，J.

Radioanal Nucl. Chem.に掲載した．この校正結果により，通気式電離箱の電離値とアルファガードで

測定したラドン値との校正比較が可能になり，牡鹿半島で行っていたアルファガードを用いた大気中

ラドン濃度変動の解釈が可能になった．

　季節により規則正しい増減傾向を示す大気中ラドンガスの濃度は 2008年ごろからその濃度変動が

乱れ始め，2010年 6月から半年間増加し，その後，急激に減少し地震発生までの約 3月間，低いレベ

ルを維持した停滞状態が続いていた．その間，茨城県沖地震（2008年 5月 8日，Mw 6.8），岩手・宮

城内陸地震 (2008年 6月 14日, Mw 6.9)，福島県沖地震（2008年 7月 19日，Mw 6.9），福島県沖地震

（2010年 3月 14日，Mw 6.5）と呼応して残差値は変動した．この結果は，時期が異なるが，東北薬科

大学や牡鹿半島での測定されたラドン濃度変動と整合的な変動であった．



2-4)福島県立医科大学のラドン濃度経時変化と東北薬科大学のラドン濃度経時変化の比較

　福島県立医科大学（FMU;福島市）のデータ測定（2003年 1月 1日～2011年 11月 3日）を 2003-2007

年の日最低値データの日ごとの平均値を算出し，平滑化して年変動を計算し，福島県立医科大学のラ

ドン濃度経時変化と東北薬科大学 (TPU;仙台市)のラドン濃度経時変化（図 2a, b）の比較図を作成し

た（図 2b, c）．

　2009年以降は，値の上下変動周期がほぼ一致している．特に 2010年の変動は，福島県立医科大学

のラドン濃度変動とよく呼応している．その変動の振幅は，東北薬科大学の測定データの方が福島県

立医科大学の測定データよりも小さい．また 2008年に求められる両者の変動ピーク発生時期は，ずれ

ていた．

　東北薬科大学の管理施設で測定されたラドン濃度（電離値）の日最低値変動は，福島県立医科大学の

管理施設で測定されたラドン濃度（電離値）の日最低値変動と類似した変動であった．2008年のピー

クはずれていたが，2009年以降の変動は類似しており，とくに 2010年の変動は，福島県立医科大学

の変動とよく呼応した．東北薬科大学で観測された日蓄積量の変動が大きく変動し始めた時期は，福

島県立医科大学で測定されたラドン濃度日最低値の残差の変動が始まった時期（2008年 6月頃）と一

致していた．

2-5)札幌医科大学で観測されたラドン濃度変動

　札幌医科大学基礎棟 P2RI実験室系 (札幌市)における排気モニターの日最低値変動について神戸薬科

大学の安岡と札幌医科大学の坂下がデータを取り出し，その後神戸薬科大学の安岡と多鹿が観測デー

タの解析を進め，その結果を日本放射線安全管理学会で報告した．また地殻変動データとの比較を現

在進めている．畠中ほか（2013）が「環境放射能」研究会プロシィーディングで報告した概要を以下

に記す．

（１）測定解析方法

　札幌医科大学基礎棟 P2RI実験室系では，地上 61ｍの外気を，RI施設 (容積：542.1 m3)へ,給気 (8600

m3/時)していた．その空気を HEPAフィルターでろ過後，排気モニター (通気式電離箱)で測定し，排

気していた．排気モニターの電離値データ (2000年 1月 1日 2012年 3月 27日)を大気中ラドン濃度と

みなした．給排気が 8時から 23時までの定時運転のため，9時から 17時までの間の日最低値を指数

平滑化法により平滑化し，このデータから平年変動を差し引いた結果を日最低値 (残差)(図 3黒線）と

した．平年期間 (2005年 2009年)の日最低値 (残差)について，平均として線型回帰曲線 (図 3グレー

実線)と標準偏差 (σ)を求め，平均± 3σ (図 3グレー点線)を越えたデータを異常ピークとみなした.

(２)結果

　図 3より全期間において日最低値 (残差)の減少傾向が見られ，東北地方太平洋沖地震（図 3の 3：

2011年 3月 11日)の発生前にラドン濃度の上昇が見られた．さらに，有珠山噴火 (1：2000年 3月 31

日)，十勝沖地震 (2：Mw 8.0, 2003年 9月 26日)，浦河沖地震 (4：Mj 6.2, 2011年 11月 24日)の発生

後に大気中ラドン濃度の変動に 3σを超える変動が認められた．このように地震前後に地殻変動（余

効変動も含め）と大気中ラドン濃度変動との呼応が認められた．

　2003年十勝沖地震発生直後の３か月で，余効変動により，北海道全域ではほぼ南東方向の変位が観

測されている．この変位の大きさは徐々に小さくなっているものの，その特徴は，2004年釧路沖の地

震発生前まで続いていた (水藤・小沢，2006, 　国土地理院時報 No.110)．図 3の 2のラドン濃度変動

の時期は，水藤・小沢（2006，図 2b）の 2003年 11月 28日-2004年 2月 28日の変位増大期とほぼ一

致している．

2-６)福島県立医科大学，東北薬科大学，獨協医科大で観測された大気中ラドン濃度経時変化の比較

　地震前にラドン濃度の異常変動が観測され，それらと地殻変動等との呼応の可能性が指摘され，大

気中ラドン濃度変動が放射線施設（RI施設）の排気モニター（通気式電離箱）によってとらえられて

いることを石川ほか (2008)は報告している．そこで，神戸薬科大学の林 　孝積,小林由布香，安岡由



美，向 　高弘，東北大学の長濱裕幸，武藤 　潤，福島県立医科大学の大森康孝，鈴木俊幸，本間 　好，

東北薬科大学の山本文彦，獨協医科大学の高橋克彦は，福島県立医科大学（福島県福島市），東北薬

科大学（宮城県仙台市）,獨協医科大学（栃木県下都賀郡）の各 RI施設の通気式電離箱（日立アロカ

メディカル）のデータを用いて，東北地方太平洋沖地震 (Mw 9.0)前の大気中ラドン濃度の変動を今年

度解析した．以下，林ほか（2014)で得られた成果を報告する．

（１）解析方法

　ラドン濃度の日最低値データを用い，平滑化処理と長期傾向の補正を行い，ラドン濃度変動を算出

した．また，平年期間（福島：2003年 1月 1日～2007年 12月 31日，宮城：2007年 2月 1日～2010

年 1月 31日，栃木：2008年 5月 1日～2010年 4月 30日）のデータを正弦波モデルに基づき回帰分

析し，平年変動を推定した．ラドン濃度変動から平年変動を差し引き，ラドン濃度残差変動を算出し

後，平年期間のラドン濃度残差変動から標準偏差を見積もり，標準偏差の 3倍（± 3σ）を外れた変

動を異常変動とみなした．地点ごとにラドン濃度残差変動と標準偏差の 3倍（± 3σ）を図 4に示す.

（２）結果・考察

　3地点のラドン濃度変動に東北地方太平洋沖地震前の異常変動が認められた．このことにより，RI

施設の排気モニターが東北地方太平洋沖地震前の地殻変動を捉えた可能性が高まった．今後，広い範

囲における地震前の地殻変動を解析することを目的に，全国の RI施設の排気モニターのデータ解析を

進めていく．

2-７)兵庫県南部地震で観測された先行現象間の比較

　1995年の兵庫県南部地震に先立って大気中ラドン濃度の異常が観測された（Yasuoka and Shionogi,

1997）．ラドン濃度は地震発生までの時間のべき乗則・対数周期振動モデルに従って増加しており

（Yasuoka et al., 2006），これは，地殻岩石のダメージ発展に伴うクラック・透水係数の増大による地殻

内流体の流量増加を示唆している（Kawada et al., 2007）．しかし，ラドン濃度の異常上昇やその中に

含まれている周期性をもたらした要因は明らかにされていない．同地震では大気中のラドン濃度の他

にも地震に先立った異常が，地球物理学・地球化学的観測から報告されている．そこで本研究では，複

数の異常例を比較することにより大気中ラドン濃度異常の要因を明らかにするとともに，地震発生先

行過程の解明における大気中ラドン濃度観測の有用性を安岡（神戸薬科大学），石川・大森（放射線医

学総合研究所），床次・細田（弘前大学），長濱（東北大学）らが行ったこれまでの研究成果から検討

した 　(石川ほか, 2008; Yasuoka et al., 2009;安岡ほか, 2012; Yasuoka et al., 2012a)．また兵庫県南部地

震を発生させた六甲断層系周辺の地表変位分布と大気中ラドン散逸との関係を Yasuoka et al. (2012b)

で報告した．

2-8)和歌山県立医科大学で観測された大気中ラドン濃度変動

　昨年度長期間のデータが得られた和歌山医科大学（和歌山市）の RI施設の通気式電離箱（日立アロ

カメディカル）のデータについて，和歌山県立医科大学の井原勇人と神戸薬科大学の安岡由美と後藤

美加子が解析を行った．

（１）方法

　ラドン濃度の日最低値データ（データ期間は 1999年 5月 1日～2013年 6月 21日）を用いて解析を

行った．平年期間（2000年 1月 1日～2010年 12月 31日）のデータより，長期補正値と周期補正値を

求めた．日最低値データ変動を平滑化処理し，長期補正値と周期補正値を求めた。平年期間のラドン

濃度残差の標準偏差の 3倍（3σ）をとり，3σを越えた場合を，異常値とした.

（２）結果・考察

　図 5に大気中ラドン濃度の残差変動を示し，その残差の変動の 3倍の標準偏差（図 5の点線）を越

えた場合を異常値とした．図 5中の赤×印は，1999年 8月 21日の和歌山県北部の地震（北緯 34.0，東

経 135.5，深さ 70ｋｍ，M 5.4）と 2011年 7月 5日の和歌山県北部の地震（北緯 34.0，東経 135.2，深

さ 7ｋｍ，M 5.5）を示しており，その前後に大気中ラドン濃度異常値のピークが認められ，ラドン濃



度変動カーブの変曲点付近に地震が発生している．この２つの地震に関連して，和歌山市付近の大気

中ラドン濃度が上昇した可能性が示唆される．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Janik, M., T. Ishikawa, Y. Omori, and N. Kavasi, 2014, Radon and thoron intercomparison experiments for in-

tegrated monitors at NIRS, Japan, Review of Scientific Instruments 85, 022001; doi: 10.1063/1.4865159.

Mori, Y., S. Murata, H. Yoshimura, A. Maeda, Y. Sawada, K. Shimura, T. Yamaguchi, Y. Tajika, T. Ishikawa,

and Y. Yasuoka, 2013, Determination of radon concentration in air using a liquid scintillation counter

and an activated charcoal detector, J. Hot Spring Sci., 62(4), 306-317.

Nakamura, S., K. Hayashi, Y. Yasuoka, H. Nagahama, J. Muto, Y. Omori, T. Ishikawa, T. Suzuki, Y. Homma,

H. Ihara, and T. Mukai, 2013, Sinusoidal model for the annual variation of atmospheric radon concen-

tration in Japan. 2nd G-ever International Symposium and the 1st IUGS & SCJ International Workshop

on Natural Hazards, Hazard and Risk Management in Asia-Pacific Region: Earthquake, Tsunami, Vol-

canic Eruption and Landslide in Subduction Zones. Oct. 19-20, 2013, Sendai, Japan, Abstract Volume,

164-167.

Tajika, Y., Y. Yasuoka, H. Nagahama, T. Suzuki, Y. Homma, T. Ishikawa, S. Tokonami, T. Mukai, M. Janik,

A. Sorimachi, and M. Hosoda, 2013, Radon concentration of outdoor air: Measured by an ionization

chamber for radioisotope monitoring system at radioisotope institute, J. Radioanal Nucl. Chem., 295,

1709-1714.

Tanaka, R., S. Araki, Y. Yasuoka, T. Mukai, S. Ohnuma, T. Ishikawa, N. Fukuhori, and T. Sanada, 2013, A ,

Radioisotopes, 62(7), 423-438.

Seki, A., I. Tohbo, Y. Omori, J. Muto, and H. Nagahama, 2013, Seismic luminous phenomena and VHF

electromagnetic emission originated from radon emanation. 2nd G-ever International Symposium and

the 1st IUGS & SCJ International Workshop on Natural Hazards, Hazard and Risk Management in

Asia-Pacific Region: Earthquake, Tsunami, Volcanic Eruption and Landslide in Subduction Zones. Oct.

19-20, 2013, Sendai, Japan, Abstract Volume, 156-159.
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emission VHF wave emission originated earthquake-related radon emanation. AGU Fall Meeting 2013,
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図 1. 2005年から 2011年までの大気中累積ラドン濃度（散逸率）．
毎年，前年の 12月から翌年 3月まで累積変化を示す．



図 2. 東北薬科大学（TPU）と福島県立医科大学（FMU）の排気モニターの日最低値変動．
a) TPUの日最低値データと平滑化曲線, b）TPUと FMUの日最低値変動（平滑済）, c）aを拡大し，2つの変動を
重ねた．



図 3. 札幌医科大学における排気モニターの大気中ラドン濃度変動



図 4. 東北地方太平洋沖地震前の大気中ラドン濃度残差変動比較



図 5. 和歌山県立医科大学における排気モニターの大気中ラドン濃度変動



平成 25年度年次報告

課題番号：1301

（１）実施機関名：

秋田大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

東北日本弧の詳細な地殻比抵抗構造の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

イ．上部マントルとマグマの発生場

エ．地震活動と火山活動の相互作用

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地殻内では応力の蓄積だけではなく、流体（水）の存在が岩石破壊や断層運動を引き起こす上で大

きな役割を演じていると考えられる。地上から観測できる物理パラメータの中で最も敏感に地殻内流

体を検知できるのが比抵抗であることから、秋田大学では、広域の地殻構造と地殻流体の分布を探る

ために広帯域電磁探査法（MT法）を用いて深部比抵抗構造探査を行う。

　新たな地震及び火山噴火予知のための研究観測計画でも引き続き秋田大学は東北地方の研究観測を

担当する。これまでに秋田大学が観測を行った地域は秋田県中央部と東北脊梁山脈の一部に限られて

いるが、東北地域のより広範囲にわたる深部比抵抗構造を解明することが 5か年の研究計画の目標で

ある。これまでと同等の方法で地下比抵抗構造の解明を目指すが、新しい視点やより効果的な方法を

模索しながら研究観測を遂行することを計画している。また、東北地方の一部地域ではこれまでに東

北大学、東京工業大学、産業総合研究所、防災科学技術研究所が取得した比抵抗構造解明のための既

存データが存在し、これらのデータも統合して精密モデルを構築することも考えている。

　新たな地震・火山噴火予知計画とは別に、地震調査研究推進本部の主導による日本海東縁のひずみ

集中帯の研究観測も東京大学地震研究所を中心に遂行されている。この計画に基づき、鳥海火山を東

西に横切る秋田・山形県境付近の深部比抵抗の観測が平成 20年度に着手された。この観測研究は平成

21年度以降も山形県周辺で実施され、秋田大学はこの計画にも積極的に参加する予定である。山形の

ひずみ集中帯のデータは秋田のデータと統合して深部地殻構造の解析を行うことが可能である。

　観測機材は国立極地研究所より借用している 2台の Phoenix社のMTU-5を中心に使用する。観測期

間は毎年 5月から 11月までとし、機材の電源となるバッテリーを多く使用して一つの観測点について



10日間程度連続観測を行う。また、状況に応じて他の研究機関より観測機材を複数台借用して効率的

に観測を行う予定である。

　また、秋田大学の学部生や大学院生にもできるだけ観測に参加してもらい、深部比抵抗構造観測機

材の設置方法や観測するための基礎技術を身につけ、データ処理により構造解析もできる人材を育て

る努力を行う。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　秋田県内でまだ観測していない地域から観測を始め、東北地方全体の地下比抵抗構造をある程度の

解像度で明らかにすることが５か年計画の最終的な目標である。

　平成 21年度は、秋田県にかほ市の海岸から、秋田県横手市の東北脊梁山脈の麓までの東西測線上

（ほぼ北緯 39度 15分上）で観測を行う。この測線はひずみ集中帯比抵抗構造解明計画に基づく鳥海火

山を横切る測線と、秋田大学がこれまでに観測してきた測点の間を埋めるような東西方向の測線にあ

たる。

　平成 22年度は、平成 21年度に引き続いて秋田県南部を中心に観測を行い、前年から取得したデー

タの解析を平行して行う。また、平成 20年岩手・宮城内陸地震震源域の比抵抗構造探査を行ったが、

小規模の追加観測を行い、震源域周辺の比抵抗構造を更に精密化する。

　平成 23年度は、これまでに取得した秋田県中南部のデータを用いて、精密な 3次元モデル構築を目

指した解析を行う。平成 20年度までは 2次元モデルを並べて擬似 3次元モデルとしたが、このモデル

を精密化し、真の 3次元モデルの構築を目指す。必要であれば秋田県中部及び北部で追加観測を行う。

　平成 24年度は、岩手県、宮城県、山形県等で行われた他の研究機関による深部比抵抗探査の結果

と、秋田県のデータで得られた結果を集中的に吟味する。これは、周辺地域で得られた深部比抵抗構

造の特徴が、秋田県内で得られた構造と連続的に続いているかどうかをチェックするためである。特

に、微小地震の発生地域に着目した比抵抗構造の特徴、及び活火山との関連性に着目した特徴を抽出

することに主眼を置く。平成 24年度も必要であれば追加観測を行う。

　平成 25年度は、５か年計画のまとめに重点を置く。平成 24年度に引き続き、必要な追加観測を行

う。秋田大学の深部比抵抗観測と、これまで他機関が行った東北地方の比抵抗構造観測の結果を統合

して吟味し、東北地方の比抵抗構造の特徴を総括する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成 21年度より秋田県南部地域において，また，東北地方太平洋沖地震後には秋田県北部の誘発地

震域において深部比抵抗構造探査を実施した。東西方向に約 60kmの測線を設け，1本の測線について

平均 15地点でデータを取得した。用いた探査法はMT法（Magneto-Tellurics）と呼ばれる方法で，磁

気圏をソースとする自然の電磁場変動が地面に誘導電流を流す現象を利用して地下比抵抗構造を求め

る手法である。この方法は，深部構造をさぐる上で，現在実用化されている数少ない有効な手段の一

つである。秋田県では，地下 10数キロ付近に微小地震の震源が集中している。比抵抗構造と震源分布

との関連を中心に調べた。5か年計画の研究期間中に明らかになったこと，および成果を 5か年の当

初の到達目標に沿って，(1)探査技術，(2)解析技術，(3)秋田県南部地域の比抵抗構造，(4)人材育成

の 4つの項目に分けて述べる。最終年度の平成 25年度の成果に関しては，(2)解析技術，(3)比抵抗構

造の項の記述に組み入れた。

(1)探査技術：使用機材に関しては，この 5か年の当初から，カナダ・フェニックス社のMT探査装置

（MTU-5）を中心に用いた。この機材により，数百Hzから 0.001Hz程度の周波数帯の磁場，電場をイ

ンダクションコイルによって安定して取得できた。1地点での観測につき，これまでは 1日，もしく

は 2日間の磁場，電場の時系列を取得して解析するのが主流であった。しかし，1地点につき，1～2

週間時系列データを取り続けることで，データの質を大きく向上できることを 5年間の研究計画で明

らかにした。

(2)解析技術：現在，深部比抵抗の解析の 3次元逆解析による地下構造が報告されてはいるが，計算処



理時間がかかることや，常に安定した解を得ることが難しいことなどの理由から，本研究では，複数

の測線での 2次元解析を工夫して，3次元的な比抵抗の地下イメージを得ることとした。

　MT法においては，地面に流れる電流（電場）は，それに直交する磁場変動によって誘導されると

考える。そのため，2次元解析では，南北磁場と東西電場，あるいは，東西磁場と南北電場といった

電磁場のペアーを用いて解析を行う。この 2組の電磁場を同時に用いて処理を行うと地下構造がうま

く得られない場合がある。このような時に時系列データを注意深く取捨選択することで，安定した 2

次元構造を得ることができることを示した。

　2次元逆解析によって比抵抗構造を求める上でもう一つの問題は，地下比抵抗の構造ブロックの違

いによって，得られる比抵抗構造に差が生じることである。様々な形の構造ブロックを検討して，ブ

ロックの形は正方形に近い矩形として設定するのが，良い結果を与えることを明らかにした。また，地

下構造ブロックの大きさは，使用周波数の表皮深度に比例したブロックサイズを採用して，深部ほど

大きくすることが構造解析には望ましいことを示した。

(3)比抵抗構造：5か年計画の成果として，秋田県南部地域の比抵抗構造を測線位置（図 1）とともに

示した（図 3）。5か年間に新たに観測した測線は Line 10（平成 22年），Line 11（平成 23年）である

が，既に観測したデータの吟味，解析の見直しも行ったため，以前に観測した測線（Line A～D）とそ

の比抵抗構造も示した。

　秋田県南部地域では微小地震の震源は，深さ 10～20km付近に集中するが，その分布域は，秋田・岩

手県境を中心とする奥羽山脈周辺，日本海沿岸地域，さらにこの 2つの地震集中域に挟まれた中央部

の 3つに分けることができる（図 2）。奥羽山脈の西麓には活断層である横手盆地東縁断層系が存在す

る。中央部の地震集中域や日本海沿岸の地震集中域の地表には，それぞれ，滝ノ沢断層や由利衝上断

層などの断層系が存在する。

　秋田県南部中部地殻（深さ 5～20km）の比抵抗構造の特徴は，海岸部から奥羽山脈側に向かって，

10～20kmごとに低比抵抗と高比抵抗のブロックがほぼ交互に現れることである。さらに，大局的に見

れば，比抵抗の急変部に上記 3地域の地震集中帯が存在しているように見える。この比抵抗境界に震

源が集中するという特徴は，1990年代の初め頃から指摘されていたが，秋田県南部でもこの傾向が追

認されることとなった。また，秋田県南部の沿岸部の地表直下では低比抵抗，横手盆地付近の地表直

下で高比抵抗となる特徴も認められる。これら地殻中の比抵抗構造は，一般に地表地質と比べるのは

難しい。比抵抗構造は，地質構造もある程度反映していると考えられるが，地殻中の温度，粘性，流

体の存在など，他の要素をより色濃く示しているものと考えられる。東北大学による秋田県を含む東

北地域の詳細な地震波速度構造では，高比抵抗領域と高速度域，低比抵抗領域と低速度域という対応

が認められる。

(4)人材育成：地震予知の基礎研究に観点を置いた比抵抗構造探査に秋田大学の学生にも積極的に参加

してもらった。5か年のうち，秋田大学では，卒業論文 2本，修士論文 1本がこのテーマに沿ってま

とめられた。その他，地球物理学の周辺分野を研究テーマにしている 10人以上の学生が構造探査に参

加した。ほとんどの学生の卒業後の進路は地下構造を計測により探る物理探査の会社や地質調査に関

連する会社であり，人材育成の成果も着実に現れている。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
澤田源一郎，2013．秋田県地域の最適 2次元MT比抵抗モデルの確立および比抵抗構造と地震活動の

関係，秋田大学大学院工学資源学研究科地球資源学専攻博士前期課程修了論文．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
西谷忠師、筒井智樹、坂中伸也、網田和宏（秋田大学工学資源学部）

他機関との共同研究の有無：有

北大 (茂木・橋本)，東北大（市來），東大 (上嶋・小河・小山・長谷)，東京工大 (小川・神田)，大阪

市大 (山口)，京大 (大志万・吉村・山崎)，鳥取大 (塩崎)，高知大（村上），九大（相澤）



（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：工学資源学部地球資源学科

電話：018-889-2381

e-mail：nisitani@ipc.akita-u.ac.jp

URL：http://dips11.akita-u.ac.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：西谷忠師 　

所属：秋田大学工学資源学部地球資源学科

図 1 　秋田県南部域でのMT探査の測線と観測点
Line10: 平成 22年度測定，Line11: 平成 23年度測定



図 2 　秋田県南部の地震活動
気象庁地震年報の 1923-2010年の震源データ使用（丸印）。地震のマグニチュードを丸印の大きさ，深さを色の違
いで示した。比抵抗観測点（四角印）は図 1と同じ。



図 3 　2次元比抵抗構造と震源
TMモードと TEモードを用いた 2次元比抵抗構造。震源は気象庁の地震年報による。



平成 25年度年次報告

課題番号：1401

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

地震活動・火山現象のモニタリングシステムの高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　各大学との共同研究を進めて、日本列島域を対象とした地震活動・火山現象のモニタリングシステ

ムを高度化する。具体的には、地震だけでなく火山観測点のデータ流通を推進し、基盤的調査観測網

や気象庁、大学等の地震・火山観測点の波形データのデータ流通ネットワークを構築する。また、それ

から得られる震源位置やメカニズム解などの震源情報をモニタリングし地殻活動ならびに火山現象の

状況を概観できるシステムを開発する。地震や火山の長周期波動場のモニタリングのための手法、即

時的震源情報の提供とそれによる地殻活動・火山現象モニタリング手法等を開発する。火山において

は表面現象観測などの地震以外の観測に基づく火山固有のデータによるモニタリング手法を開発する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　本計画では５年間を通して、各大学と共同で以下のテーマについての研究を行う。

・高速広域ネットワーク上での地震データ相互交換システムを、より安定かつ高度なものに改良する

とともに、多項目観測に対応するデータ交換システムを開発する。(H21-25)

・日本列島規模の地震・火山データ流通網から得られる震源位置やメカニズム解などの震源情報をモ

ニタリングし、火山活動を含む地殻活動の状況を概観できるシステムを開発する。(H21-25)

・地震や火山の長周期波動場のモニタリングのための手法の開発。(H21-25)

・即時的震源情報の提供とそれによる地殻活動・火山現象モニタリング手法の開発。(H21-25)

・火山における表面現象観測など、地震以外の観測に基づく火山固有のデータによるモニタリング手

法の開発。(H21-25)

・衛星テレメタリングシステムの更新による地震・火山機動観測の高度化及びデータ流通の強化。(H21)

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　観測データ流通のための高速広域ネットワーク JDXnet上のデータ相互交換システム改良及び多項目
観測化に関する成果は次の通りである．東大地震研ではデータ交換網等に流通しているWINデータの



分散型チャネル情報管理システム (CIMS)を開発し，5年間運用・改良を継続した．CIMSはWINデー

タのチャネル情報であれば多項目観測でも利用可能である．高速広域網 JDXnet自体に関して，平成

22年度末 SINET3と JGN2plusから，それぞれ次世代網である SINET4と JGN-Xへの移行した．東大

地震研は，データ収集経路の耐災害性と信頼性を高めるため，東西２か所の SINET4データセンター

に，観測点からデータを直接収集して JDXnetに配信する，データ中継拠点を設ける実験を 2013年 2

月に開始し，平成 25年度には本格的な運用に入った．また平成 25年度には SINET4と TDXを直結

し，また新たに高知大を SINET4に接続した．図２は現在の JDXnetの構成である．北大を中心とする

地殻変動グループは，平成 21年度より開始した JDXnetにおける地殻変動連続観測等データの試験流

通試験を，平成 24年より本流通に移行させ，データとデータベースサーバーの研究者・研究機関への

公開を行っている．またこの一元的集約を担う地殻変動データベースサーバも開発・改良が継続され

ている．九大では平成 21年度から 22年度にかけてWINシステムの 64ビット環境対応を、平成 23年

度には IPv6対応を行って，JDXnet上における動作検証実験を行った．東大地震研でも平成 25年度に

はパケット表示解析ツール等WINシステム関連のプログラム開発を継続した．このほか，JDXnetに

関する情報交換やさらなる利用促進のため，毎年 3月に「データ流通ワークショップ」を東大地震研

で開催している．

　日本列島規模の地震・火山データ流通網から得られる震源位置やメカニズム解などの震源情報をモ

ニタリングし，火山活動を含む地殻活動の状況を概観できるシステムを開発することに関連して，東

大地震研では平成 22年度より，リアルタイムで流通する高感度地震観測連続データの有効活用を図る

ため，連続あるいはイベント波形データに様々な処理を施し，その結果を随時WEBにて閲覧可能と

することにより，地殻活動の現況をモニタリングするためのシステムを構築・運用している．東北大

でも北海道から関東地方までの広域の小繰り返し地震の活動のモニタリングを継続しており，解析の

結果 2008年から固着が弱まっていた宮城-茨城沖の海溝近くについて，2009年以降しだいに固着が強

まっていることが分かった．また東北大ではデータ流通網を通じて得られた震源分布やプレート形状

等の研究結果の理解をより深めるためや，地震防災・減災に資するための知識普及や広報活動のため

に，直観的でわかりやすい 3次元表示システムの開発を進めている．最先端の映像表示技術である複

合現実感（Mixed Reality; MR）を用いたシステムを構築したことで，自分の足で地球内部を自由に歩

き回り，さまざまな地殻活動現象を観察する疑似体験が可能となった．その中で平成 25年度には特に

時空間変化する地震活動や地殻変動の４次元表示のコンテンツ制作を進めた．

　地震や火山の長周期波動場のモニタリングのための手法の開発，あるいは即時的震源情報の提供と

それによる地殻活動・火山現象モニタリング手法の開発に関連して，東大地震研では 5年間にわたっ

て GRiD MT法の改良を進めた．GRiD MT法では，モニタリング対象領域を 10km間隔のメッシュに

分割し，分割されたメッシュを仮想震源としてその点でのMT解を常時 (1秒ごとに)決定し，得られ

たMT解から理論波形と観測波形の Variance Reduction（VR）をモニタリングすることによって，地

震の発生・位置・メカニズム（モーメントテンソル）解を完全自動で決定する．地震活動の高い群発

地震活動や余震活動の地震のメカニズム決定に威力を発揮する．図２は 2013年にこのシステムにより

決定されたメカニズム (VR>=80以上を選択)である．モニター周期が 20-50secのため，マグニチュー

ド７を超える大地震の検知には対応できていなかったが，平成 23年度より，震源速報とW-phaseを用

いることによりモーメントテンソル解を自動決定するシステムも別途開発・運用している．東北大で

は，データ流通網から得られる波形データを用いた地震活動のモニタリングのため，平成 24年度より

自動処理システムの改良を進め，また繰り返し地震抽出の高速化のため GPUを用いた計算機を導入

してプログラムの開発を進めた．平成 25年度には気象庁一元化震源の 1.5倍の数の震源決定が可能に

なっている．

　衛星テレメタリングシステムの更新による地震・火山機動観測の高度化及びデータ流通の強化に関

しては，平成 21年度までにシステムの更新を完了し，平成 22年度には地上テレメータ装置とデータ

ロガーの大半が共同利用の枠組みにより各大学へ貸し出された．以降、全国の大学でそれぞれ機動観

測に活用されている．



（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Katumata, K. and S. Sakai, Seismic quiescence and activation anomalies from 2005 to 2008 　beneath the

Kanto district, central Honshu, Japan, Earth Planets and Space, 65(No. 12), 1463-1475, 2013.

中山貴史・平原聡・河野俊夫・中島淳一・岡田知己・海野徳仁・長谷川昭・堀内茂木・堀内優子,地震

波自動読み取りシステム―その性能評価, 日本地球惑星科学連合 2013年大会, 千葉, 幕張メッセ,

2013年 5月 19日．

海田俊輝・出町知嗣・平原聡・飯沼卓史・太田雄策・内田直希・中島淳一・日野亮太・海野徳仁・長谷

川昭, MR(Mixed Reality)を用いた沈み込むプレート形状とその活動の 3次元表示,日本地球惑星

科学連合 2013年大会,千葉,幕張メッセ, 2013年 5月 20日．

中川茂樹・鶴岡弘，WINパケット表示解析ツールの開発，東京大学地震研究所技術研究報告，19，印

刷中，2013．

卜部 　卓・鷹野 　澄・鶴岡 　弘・中川茂樹，JDXnet/SINET4上に実現した観測データ中継システム，

日本地震学会秋季大会，横浜市，2013年 10月 7日．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
卜部 　卓・鶴岡 　弘・中川茂樹・鷹野 　澄・平田 　直・大湊隆雄・金子隆之

他機関との共同研究の有無：有

北海道大学・高橋浩晃・勝俣 　啓

弘前大学・小菅正裕

東北大学・内田直希

名古屋大学・山中佳子・中道治久

京都大学防災研究所・加納靖之・大見士朗

高知大学・久保篤規

九州大学・植平賢司・松島 　健

鹿児島大学・八木原 　寛

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所

電話：03-5841-5790

e-mail：urabe@eri.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：卜部卓 　

所属：東京大学地震研究所



図１

SINET4による JDXnet概念図（JGN-X部分は省略）



図２

GRiD MTのモニタリング領域と 2013年の解析結果



平成 25年度年次報告

課題番号：1402

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

特定地域の地殻活動モニタリングシステムの高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ア．地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

イ．地殻活動予測シミュレーションの高度化

ウ．地震活動評価に基づく地震発生予測

（2-2）火山噴火予測システム

ア．噴火シナリオの作成

イ．噴火シナリオに基づく噴火予測

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

イ．地震・火山現象に関する情報の統合化

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ア．列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場

イ．上部マントルとマグマの発生場

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

エ．地震活動と火山活動の相互作用

オ．地震発生サイクルと長期地殻ひずみ

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程



エ．スラブ内地震の発生機構

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

イ．噴火履歴とマグマの発達過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　「地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化」の中では、大地震の発生や火山噴火の可能性

の高い地域において、活動の予測に有用な情報を数多く収集するために、地震現象、火山現象モニタ

リングの観測項目の多項目化、観測点の高密度化、実時間処理システムの一層の整備を要請している。

この要請に答えるため、宮城県沖地震の震源域及びその周辺域（サブテーマ１）、糸魚川-静岡構造線

の震源域及びその周辺域（サブテーマ２）、南関東とその周辺域（サブテーマ３）、伊豆半島東部及び

伊豆諸島（サブテーマ４）における自然地震、電磁気、重力の観測からこの地域の地殻活動をモニタ

リングする。それぞれのモニタリング観測を、通年、ないしは、地震発生、火山噴火時に連続、ない

しは機動的に行い、活動の的確な把握に努めると共に、地震発生、火山噴火予測システムに組み込む

基礎データを提供する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　本課題の４つのテーマそれぞれについて，全年度にわたって以下の観測研究を実施する．

■宮城県沖地震の震源域及びその周辺の地殻活動モニタリングシステムの高度化

　（海底地震観測による詳細な地震活動把握と地殻構造との対比）

　平成 17年度からの５か年計画で、推進本部の選定する「重点的調査観測」の一環として実施され

てきた。この成果を、地震予知研究に活用する。地震予知研究としては、地震発生確率の高い地域で、

地殻活動をモニタリングする手法の開発を行い、プロトタイプモデルを作成する。

■糸魚川-静岡構造線の震源域及びその周辺の地殻活動モニタリングシステムの高度化

　（地震観測による詳細な地震活動把握と精密な震源・発震機構解の決定）

　平成 17年度からの５か年計画で、推進本部の選定する「重点的調査観測」の一環として糸魚川-静

岡構造線周辺の調査観測が実施されてきた。この成果を、地震予知研究に活用する。地震予知研究と

しては、地震発生確率の高い地域で、地殻活動をモニタリングする手法の開発を行い、プロトタイプ

モデルを作成する。

■南関東とその周辺域の地殻活動モニタリングシステムの高度化

　首都圏直下地震防災・減災特別プロジェクトに基づいてモニタリングシステムの高度化を図る。フィ

リピン海プレート内部（スラブ内）地震のモニタリングを行う手法を開発する。

■伊豆半島東部及び伊豆諸島での地殻活動モニタリングシステムの高度化

　まず伊豆半島東部では、連続観測（地電位差、全磁力）データの変化量の地球電磁気的な統合的解

釈を５か年の到達目標としている。変化の原因として、直接には比抵抗、磁化、異常電流等の分布の

変化を推定し、更にその原因として応力変化、熱変化、地殻内部流体の移動等の地球物理的過程が、

群発地震活動の盛衰と持つ関連の解明を目指す。そのために必要な観測点の補充（地電位差、全磁力、

地磁気三成分変化等の観測）を行うとともに既存観測点が質の良いデータを引き続き取得するための

保守を行う。データを過去に遡り、新たな解析手法を取り入れ、地殻活動モニタリングシステムとし

ての実績の評価をより高精度化する。異なる機関で実施されてきた全磁力観測とデータ整理を一元化

する。観測点の補充の最初として、地磁気三成分変化観測点を既存の一全磁力観測点に近接させて設

ける。地電位差、全磁力の連続観測を引き続き実施し、地磁気三成分変化の連続観測を新たに開始す

ることにより、これらの変化量の地球電磁気的統合的解釈の下位手法（比抵抗、磁化、異常電流等の

分布の推定手法）を開発する。更にこの解釈を補助するために、相対重力の連続観測を可能とする新

たな重力計の同地域への展開を視野に、重力計開発を進める。



　次に伊豆大島においては、前計画より引き続いて３成分磁場、長基線地電位差連続観測を実施し、

比抵抗、異常電流等の分布の変化を推定するとともに、火山活動との関連性を調査する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
サブテーマ１宮城県沖地震の震源域及びその周辺域

　プレート境界型大地震が過去繰り返し発生している宮城県沖において，長期観測型海底地震計を用

いた繰り返し観測を平成 14年度から平成 21年度まで実施した．この観測では，同一の観測点配置に

よる観測を長期間継続して実施することにより，データの蓄積を図るとともに，地震活動の時間変化

を検出することが目的である．推進本部による「重点的調査観測」は，平成 21年度に完了し，取得し

た記録の整理および震源決定を行った．平成 14年度から平成 21年度までの 8年間について，宮城県

沖地震の震源域周辺のより正確な微小地震活動の分布が得られた．平成 19年から平成 20年にかけて

得られた震源分布と求められている構造を比較すると，微小地震はプレート境界に沿って発生してい

るが，深さ 30km程度の太平洋プレートの折れ曲がり点よりも深いプレート境界で，地震活動がより

活発であることがわかった (図１）．また，これらの長期間のデータにより，地震活動の時間的推移が

明らかになった．

サブテーマ２糸魚川-静岡構造線の震源域及びその周辺の地殻活動モニタリングシステムの高度化

　糸魚川-静岡構造線断層帯の地震活動のモニタリングを目的として，東京大学地震研究所の定常観測

網，防災科学技術研究所の高感度地震観測網（Hi-net），文部科学省受託研究（平成１７年度から２１

年度）による臨時観測によるデータを用いて研究を行った．平成１８年， 　平成１９年，平成２０年に

実施した３回のそれぞれヤウ３ヶ月間の臨時観測と，周辺の定常観測点（123点）で観測された 1193

個の地震を用いて地震波トモグラフィー法で地震波（P,S）速度構造を求めた．この結果，地表から深

さ 20kmまでを空間分加能 5kmでイメージングすることができた．さらに，この 3次元速度構造を用

いて，定常観測網で記録された地震の震源と発震機構解を再決定した．速度構造，震源分布，発震機

構解などから，北部 ISTLと中部 ISTLでは地殻と断層形状は以下のように変化していることが分かっ

た（図２）．北部 ISTLの深部は，中新世の北部フォッサマグナ堆積盆地の底に沿って低角度に東傾す

る断層となっている．これに対して，中部 ISTLでは松本盆地東縁で斜め横ずれの高角度の断層を形成

している．本研究によって北部と中部の境界部の構造変化が明瞭になり，糸井川―静岡構造線断層帯

の地震活動モニタリングを行うための知見が得られた．

サブテーマ３ 　南関東とその周辺域の地殻活動モニタリングシステムの高度化

　文部科学省委託研究事業「首都直下地震防災・減災特別プロジェクト（平成 19年～平成 23年，代

表：平田直）」によって首都圏地域に 296点の地震観測網 (MeSO-net)が構築された．MeSO-netは，平

成 24年から文部科学省委託研究事業「都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト」に

その運用が引き継がれている．東北地方太平洋沖地震のときには，南関東地域でも各地で停電や回線

断が発生したが，MeSO-netでは，現地に 2日以上稼働可能なバッテリーとデータ蓄積メモリを備え

ていたため，停電や回線断が復旧後に自動的にデータ伝送され，データ欠落のない完全なデータを得

ることができた．MeSO-netで得られた地震の読み取り値を用いて地震波速度トモグラフィ解析を行

い，Ｐ波速度分布，Ｓ波速度分布とそれらから得られる Vp/Vs分布図を作成した．それらの二次元断

面から，フィリピン海スラブ内の速度分布の特徴を抽出して，地震活動と速度構造との比較を行った．

例えば，低 Vp/Vsの領域が，ほぼ同じ厚さ（8ｋｍ程度）で，北方へ深くなっていく様子が見られた．

これは，沈み込むフィリピ海プレートの海洋性地殻を示すと考えられ，その上部境界面をフィリピン

海プレートの上面とした．地震活動と比較すると，この上面付近には，地震活動が集中していて，そ

れらのほとんどが逆断層型の地震であり，その中にはくりかえし小地震が多数見られた．フィリピン

海プレートの形状に関しては，これまでに多くの研究がなされているが，それらよりも浅くなり，地

域によっては 5～10km程度浅くなった．さらに観測波形のスペクトルの傾きから観測点ごとの t*を求

め，その t*を用いた減衰構造のトモグラフィ解析を行った．関東下に沈み込むフィリピン海プレート

に起因すると考えられる減衰域が見られ，特に千葉県中部には顕著な減衰域が存在する．この部分は，



フィリピン海プレート下面が太平洋プレートと接している部分で，地震波トモグラフィ法によって得

られた速度構造における高 Vp/Vs領域と一致していて，周辺で地震活動が活発な領域である．

サブテーマ４ 　伊豆半島東部及び伊豆諸島での地殻活動モニタリングシステムの高度化

　2009年 12月の群発地震活動において，顕著な地震活動の終了に伴って震央域の ARIで負の，震央

域南側の YOBで正の，5nT程度の全磁力変化が検出された一方，震央域北側の TISでは明瞭な全磁力

変化は検出されなかった（図３）．三観測点は約 2km四方の範囲に位置するため，全磁力変化の原因

として磁気ダイポールソースを仮定するとその深さは震源が分布する深さ 3km程度よりも浅くなるこ

とが示唆された．

　図４に示す観測点における全磁力観測及び長基線地電位差観測を継続した．全磁力観測は機器の不

調が散発し，観測点ごとに欠測が生じたが，地電位差観測は安定な観測が行えた．2013年は明瞭な地

殻活動が本地域ではなかったため，全磁力，自然電位ともに顕著な変化が見られなかった（図５及び

図６）．

　IKE観測点基準の全磁力差は 2013年秋以降，多くの観測点におけるそれまでの増加基調の変化が，

停滞ないし減少基調へと傾向が変わった．地磁気永年変化の傾向の変化と観測点近傍の固有の磁場の

合成による見かけ上の全磁力差変化の可能性がある．

　自然電位の 2013年 9月中旬の YSDの著しい減少とその緩和的回復は，同時期の台風に伴う激しい

降雨を契機とした，電極設置点近傍浅部の電気的状態変化が原因と考えられる．ほかは年周変化的な

挙動が見られるにとどまった．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Yamamoto Y, K Obana, S. Kodaira, R. Hino, amd M. Shinohara, Structural heterogeneities around the

megathrust zone of the 2011 Tohoku earthquake from tomographic inversion of onshore and offshore

seismic observations,, J. Geophys. Res., DOI: 10.1002/2013JB010582, 2014.

Panayotopouos, Y., N. Hirata, H. Sato, A. Kato, K. Imanishi, Y. Kuwahara, I. Chou, T. Takeda, and Y. Asano

(2014), Investigating the role of the Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line towards the evolution of the North-

ern Fossa Magna rift basin, Tectonophysics, In Press 2014, Available online 29 December 2, 2013. In

Press, Accepted Manuscript, Available online 29 December 2013, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040195113007464

Fujie, G., S. Miura, S. Kodaira, Y. Kaneda, M. Shinohara, K., Mochizuki, T. Kanazawa, Y. Murai, R. Hino,

T. Sato, and K. Uehira, Along-trench structural variation and seismic coupling in the northern Japan

trench subduction zone, Earth Planets Space, 65(2), 75-83, doi:10.5047/eps.2012.06.003, 2013.
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図１

2004年に実施された海底地震計を用いた構造探査実験結果と，2007年 11月から 2008年 6月下旬までの微小地震
震源分布の比較．深さ３０ kmよりも深いプレート境界において，地震活動が活発であることがわかる．



図２

糸魚川－静岡構造線断層帯（ ISTL）の３次元構造モデル．北部 ISTLから中部 ISTLに向かって，震源断層の傾斜が
東への低角から高角に変化している．（右上）モデル領域，（左上）震源断層形状と分布，（中）Vp＝ 5km/sの等深度
面．先第三系基盤の深度に相当する．（下）ブーゲ重力異常の分布．各図の赤い実線は活断層の地表位置．太い矢は

ISTL，津南‐松本線 (TMTL)，関東構造線（KTL）に囲まれた領域の ISTLの西側に対する運動方向 (Panayotopouos
et. al., 2014)．



図３

2009年 12月 16日から 2010年 1月 15日までの全磁力変化の空間分布．

図４

伊豆半島東部における全磁力観測点 (赤)と長基線地電位差観測基線 (青)の分布．



図５

IKE観測点基準の各観測点の全磁力差の深夜 2時から 4時までの夜間平均値の時間変化．



図６

IKE基準の各点の地電位差の深夜 2時から 4時までの夜間平均値 (黒)とその 15日移動平均値 (青線)の時間変化．



平成 25年度年次報告

課題番号：1403

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

東南海・南海地域および日本海溝・千島海溝周辺の地殻活動モニタリングの高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

エ．スラブ内地震の発生機構

（５）本課題の５か年の到達目標：

　東南海・南海地域及び日本海溝・千島海溝周辺では、文部科学省委託研究「東南海・南海地震等海溝

型地震に関する調査研究」により、より詳細な地震活動が明らかになっている。また、東南海・南海

地域では陸域観測網のデータを用いて低周波地震や微動の活動が報告されている。本研究計画は、東

南海・南海地域および日本海溝・千島海溝周辺において、広帯域海底地震観測により、地殻活動を明

らかにし、より詳細かつ定量的な活動の把握と評価を行うことができるよう，モニタリングの高度化

を進める。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　東南海・南海地域においては、平成 20年に開始した文部科学省委託研究「東海・東南海・南海地震

の連動性評価のための調査観測・研究」と連携して、研究を行う。日本海溝・千島海溝周辺では、同

様に他の研究計画との連携を図る。

東南海・南海地域

　平成 21年度においては，平成 20年 12月に、紀伊半島沖において構築されている３台の広帯域海

底地震計と５台の長期観測型海底地震計による海底地震観測網を用いた観測を継続し，海底地震計を

回収し、解析を行う。また、海底広帯域地震観測を継続する。この観測は，平成 24年度まで，毎年回

収・再設置を実施し，平成 24年度中に観測を完了する。更に平成 25年度中に地殻活動の把握と評価

を行う。

日本海溝・千島海溝周辺



　平成 21年度においては，房総沖で、40台規模の長期海底地震観測を開始する。平成 22年度におい

ては、平成 21年度に，房総沖に設置された海底地震計を回収し、解析を開始する。また、平成 23年

度以降も、引き続き、長期広帯域海底地震観測を実施する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
東南海・南海地域

　平成 15年度から平成 19年度の 5か年にわたり実施した南海トラフ域での繰り返し長期海底地震観

測（図 1）のデータの詳細な解析を行った（Akuhara et al., 2013）．海底地震計と陸上観測点のデータ

を用いて，震源と３次元速度構造を同時に求めた．その結果，紀伊水道から紀伊半島沖にかけて，３

つのセグメントに分類できることがわかった．そのうち，一つのセグメントは，低 Vp/Vs 比をもち，

その深部では，低周波イベント活動が活発である (図 2）．

　一方，平成 20年度から 5か年で実施している紀伊半島沖での広帯域海底地震計と長期観測型海底

地震計を用いた海底地震観測は，平成 25年 1月に設置されていた海底地震計を回収し，終了した (図

3）．今回の観測では，広帯域海底地震計に精密絶対圧力計が付加されていることが特徴である．地震，

圧力変動共に長期にわたるデータを取得することができた．その結果，南海トラフ沿いで発生してい

ると推定される超低周波地震と考えられる地震波形が記録され，その発生数と潮汐に関係があるらし

いことが分かった (図 4）．

日本海溝・千島海溝周辺

平成 23年年東北地方太平洋沖地震の本震時破壊域の最北部にあたる岩手沖の海域で長期観測型海底地

震計 (LTOBS)と短期観測型海底地震計 (STOBS)を用いた余震観測を実施した（図 5）．観測は 2期に

分かれ，第１期は 2011年 3月 16日から 4月 15日にかけ，6台の LTOBSと 23台の STOBSを用い

て観測を行った．それに続く第 2期は 5月 1日から 6月 7日まで，6台の LTOBSと 22台の STOBS

を用いて観測を行った．6台の LTOBSは，連続してデータが収録されている．得られた地震データか

ら，気象庁一元化震源リストを基に切り出しを行い，震源の再決定を行った．震源決定には hypomh

（Hirata and Matsu’ura, 1987）を用いた．海底地震計を用いた観測では観測点直下の堆積層が走時に大

きく影響する．そこで，堆積層の影響を取り除く為，各震源決定後の走時残差を観測点補正値に加え，

再度震源決定を行う方法で解析を行った．今回の解析では震源決定を 7回繰り返した．P波読み取り

3観測点，S波 1観測点，震源決定誤差が深さ 3km，水平 5km以下の震源 378個を最終的に求めるこ

とが出来た．得られた震源分布と東北沖地震の本震時，余震時の破壊域を比較すると（図６），本震・

余震時に地震時の滑りが大きかった領域では，余震活動が低い事が分かる．

　震源域南端における正確な余震分布を把握することを目的として，海底地震計の設置間隔を 15km

程度とした密な余震観測を 2011年 10月上旬から 2012年 11月上旬まで房総半島沖・茨城県沖・福島

県沖において行った．この領域は本震による破壊域の南部にあたり，正確な余震分布を把握すること

は 2011年東北太平洋沖地震の破壊過程を理解する上で重要である．観測には計 66台の海底地震計が

設置され，2011年 10月 1日から 2012年 11月 9日までに記録されたデータを用いた．まず，気象庁

一元化震源リストを基に，観測期間に発生した 1606個の余震について目視による読み取りを行い，震

源決定を行った．震源決定には一次元速度構造と絶対震源を用いる震源決定プログラム hypom（Hirata

and Marsu’ura, 1987）を用い，観測域において行われた構造探査による結果（Nakahigashi et al., 2012）

に基づき一次元速度構造を仮定した．また，堆積層による走時の遅れを補正するために，各観測点に

おいて，観測走時の補正を行った．この結果，水平方向で 5km，深さ方向で 3km以下の誤差で 458個

の再決定震源を得た（図 7）．福島県沖では東北地震前から地震活動が見られた領域では，東北地震後

も地震活動が見られる．また，余震観測では見られなかった深さ 15km以浅のプレート境界では，本

震直後は余震の発生が低調であったが，地震活動が見られるようになってきたことがわかった．茨城

県沖では東北地震前後で震源の深さが 5km程度浅くなり，房総沖の領域では，沈み込むフィリピン海

プレート周辺での地震活動が活発になったことが明らかになりつつある．



（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Akuhara, T., K. Mochizuki, K. Nakahigashi, T. Yamada, M. Shinohara, S. Sakai, T. Kanazawa, K. Uehira,

H. Shimizu, Segmentation of Vp/Vs ratio and low frequency earthquake distribution around the fault

boundary of the Tonankai and Nankai earthquakes, Geophys. Res. Lett., 40, 1306, doi:10.1002/grl.50223-

1310, 2013.

Yamamoto Y, K Obana, S. Kodaira, R. Hino, amd M. Shinohara, Structural heterogeneities around the

megathrust zone of the 2011 Tohoku earthquake from tomographic inversion of onshore and offshore

seismic observations,, J. Geophys. Res., DOI: 10.1002/2013JB010582, 2014.

Fujie, G., S. Miura, S. Kodaira, Y. Kaneda, M. Shinohara, K., Mochizuki, T. Kanazawa, Y. Murai, R. Hino,

T. Sato, and K. Uehira, Along-trench structural variation and seismic coupling in the northern Japan

trench subduction zone, Earth Planets Space, 65(2), 75-83, doi:10.5047/eps.2012.06.003, 2013.
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図１．

南海トラフ域で、平成 15年から 5か年で実施した海底地震観測の観測点配置。黄色の丸が海底地震計、赤い四角
が陸上観測点の位置を示す。

図２．

沈み込む海洋プレート内（a)と陸側プレート最下部（b）の Vp/Vs比の分布。求められた Vp/Vs比などから３つ
のセグメントに分けることができる。



図３．

東南海・南海地域での海底地震計観測点の位置。黒丸は平成 20年から平成 21年にかけて実施した観測での海底
地震計の位置を示す。赤三角および赤丸は平成 21年から実施した観測での海底地震計の位置を示す。

図４．

2009年 3月 22日から 4月 1日までの低周波地震の 1時間あたりの発生数と潮汐の比較。



図５．

観測点配置。左図が第１期，右図が第２期の観測点配置をそれぞれ示す。四角形が長期観測型海底地震計の，三角

形が短期観測型海底地震計の位置をそれぞれ示す。



図６．

余震分布と本震・余震による破壊域との比較。色つき丸は再決定された余震を，赤三角・赤四角は海底地震計の

位置をそれぞれ示す。赤線は本震による破壊域を，黄色四角は余震の破壊域をそれぞれ示す。灰色丸は東北地方太

平洋沖地震発生前の地震活動を示す。



図７

震源域南部における余震活動．2011年 10月から 2012年 11月上旬までの 1606個の地震に対して，震源決定を行
い，水平方向で 5km，深さ方向で 3km以下の誤差で 458個の再決定震源を得た．



平成 25年度年次報告

課題番号：1404

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

東海地方における地殻活動モニタリングの高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

（５）本課題の５か年の到達目標：

　これまでの観測研究の結果は，東海地域における観測研究の継続的実施の重要性を如実に示してい

る．そこで，今次５か年計画においても東海地域における地殻変動，電磁気及び重力の観測を継続実施

し，この地域の地殻活動を連続的にモニタリングする．特に GPS及び電磁気観測においてはテレメー

タ方式を増設し，モニタリングの高度化並びに観測にかかる労力の軽減を実現して，データのより高

度な数理解析への展開を計る．

１）東海地方において稠密 GPSアレイ観測を実施し，詳細な地殻変動をモニタリングする．

　東海地方に設置されている高密度 GPS観測網の観測を継続し，GEONETデータと併合処理するこ

とにより東海地方の地殻変動を詳細にモニタリングする．また，テレメータ化した観測点では 10Hzの

高頻度サンプリング観測を実施し，地震波等の高速の現象が検出できるか試験的な研究観測を実施す

る．得られたデータに基づき沈み込むフィリピン海プレートの固着の時間変化を明らかにする．相良

においては地殻活動総合観測装置による観測を継続し，富士川観測所などの石英管伸縮計、水管傾斜

計およびボアホールひずみ計などの連続観測から得られるひずみ・傾斜変化と比較し，地殻活動の時

間変化を連続的にとらえる．

２）東海地方において電磁気変化をモニタリングする．

　東海地方において，広域的応力場変化，地殻内流体の移動をモニターするための，全磁力，３成分

磁場連続観測を実施する．観測点項目ないし配置の見直しにより，地殻活動に関連した電磁気現象の

検知能力を高める．

３）東海地方において重力観測を実施する．

　東海地方の複数点で絶対重力観測を年間 3回程度繰り返すとともに、その周辺域で相対重力観測を

同時に実施して、重力値の時間変化を面的に捉える。

４）地殻変動・地磁気及び重力変化を統合した東海地域のプレート運動とそれに伴う各種現象のモデ

ル化の試みにチャレンジする．



（６）本課題の５か年計画の概要：

平成 21年度においては以下の観測研究を実施する：

１）GPS観測の継続実施

　　高頻度サンプリング GPS観測の導入

　　相良におけるボアホール連続観測の継続実施

　　観測データの整理・解析と解析処理によるプレート固着変化及び短期スローイベントの検出

２）地磁気観測の継続実施

　　観測データの整理・解析と東海地方の地磁気活動の解明

３）絶対及び相対重力観測の継続実施

　　観測データの整理・解析とプレート運動に伴う重力変化の検出とモデル化

４）フィリピン海北縁部（東海・東南海・南海）で実施している観測網のデータの総合的解析とモデ

ル化を推進するため，関連研究者による研究集会を実施する．

平成 22年度においては以下の観測研究を実施する：

１）GPS及び連続観測の継続実施

　　観測データの整理・解析と解析処理によるプレート固着変化及び短期スローイベントの検出

２）地磁気観測の継続実施

　　観測データの整理・解析と東海地方の地磁気活動の解明

３）絶対及び相対重力観測の継続実施

　　観測データの整理・解析とプレート運動に伴う重力変化の検出とモデル化

４）フィリピン海北縁部（東海・東南海・南海）で実施している観測網のデータの総合的解析とモデ

ル化を進める．また，関連研究者による研究集会を実施する．

平成 23年度においては以下の観測研究を実施する：

１）GPS及び連続観測の継続実施

　　観測データの整理・解析と解析処理によるプレート固着変化及び短期スローイベントの検出

２）地磁気観測の継続実施

　　観測データの整理・解析と東海地方の地磁気活動の解明

３）絶対及び相対重力観測の継続実施

　　観測データの整理・解析とプレート運動に伴う重力変化の検出とモデル化

４）フィリピン海北縁部（東海・東南海・南海）で実施している観測網のデータの総合的解析とモデ

ル化を進める．関連研究者による研究集会を実施する．

平成 24年度においては以下の観測研究を実施する：

１）GPS及び連続観測の継続実施

　　観測データの整理・解析と解析処理によるプレート固着変化及び短期スローイベントの検出

２）地磁気観測の継続実施

　　観測データの整理・解析と東海地方の地磁気活動の解明

３）絶対及び相対重力観測の継続実施

　　観測データの整理・解析とプレート運動に伴う重力変化の検出とモデル化

４）関連研究者による研究集会を実施し，フィリピン海北縁部（東海・東南海・南海）で実施してい

る観測網のデータの総合的解析とモデル化を推進すると共に次期計画に向けての課題を洗い出す．

平成 25年度においては以下の観測研究を実施する：

１）GPS及び連続観測の継続実施

　　観測データの整理・解析と解析処理によるプレート固着変化及び短期スローイベントの検出

２）地磁気観測の継続実施

　　観測データの整理・解析と東海地方の地磁気活動の解明

３）絶対及び相対重力観測の継続実施

　　観測データの整理・解析とプレート運動に伴う重力変化の検出とモデル化



４）関連研究者による研究集会を実施し，5年間の研究を総括すると共に成果をとりまとめる．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
１）GPS観測

　「GPS大学連合」は 2004年頃より，当時進行中であった東海地方直下の長期スロースリップイベン

ト（SSE）の発生機構解明と東海地震の前兆的異常の検出を目的として静岡県内に 50点以上の GPS観

測点を設置して観測を開始した．その後この観測研究は主として東京大学地震研究所・静岡大学・東

海大学を中心とする GPS研究グループで実施されてきた．今次の 5か年計画では多くの成果が挙がっ

たがそれらの中の主たる成果を概観する．

　平成 25年度においては稠密アレイ観測を継続したほか，これまでに得られたデータに基づきひずみ

解析を実施した．また，前年度までに実施した長期スローイベントに関する研究結果をとりまとめて

国際誌に印刷公表した．その他，GNSS観測の応用研究として 50Hzサンプリングによるデータを取得

してきたが 2013年 9月 20日の福島県浜通り地震に伴う地震動を検出することに成功した．

(1)ひずみ解析：本地域のひずみの進行は継続して監視が行われてきた．とりわけ，東海地方のひずみ

変化が地震活動とよい相関があり，これをてがかりにプレート固着変化が監視可能との考え方が提唱

され（松村他，地震，2008），この観測網の重要性が認識された．SSEは 2005年頃に終息したため，

その前後 2004年～2006年頃のひずみ解析によって SSE発生時期と静穏期のひずみ変化の違いなどに

ついて考察が行われた．また，高密度アレイの有効性についてチェッカーボードテストなどを行うこ

とでスローイベントなどの検出可能性が向上することが確かめられた．図１はこれまでに取得された

データ（大学連合＋ GEONET）によって推定された東海地方のひずみ変化を示す．

(2)短期スローイベントの GPSによる検出：短期スローイベント（短期 SSE）の発生過程を明らかに

するため，GPS観測データから短期 SSEが検出できるか検討した．観測点の時系列から地域全体の平

均的な変動を除去し各観測点固有の変動を算出した．そのうえで，7日間の移動平均の操作を行って

時系列を平滑化し，短期 SSE前後の平均値を比較した．この解析を 2006年の観測データに適用した．

結果を図２に示す．この期間には 1月 16-22日と 8月 27日-9月 1日の二回 SSEが発生しているが，時

系列上では両方の SSEによると思われる 2～3mm程度のステップが検出された．インバージョン解析

を行って滑り領域を推定したが，1月の SSEについては推定すべり領域が低周波微動発生域よりもや

や南西に発生したと推定された．また，8月の SSEについては低周波微動発生域に適合するようなす

べり領域は見いだせなかった．いずれにせよ，GPSデータから短期スローイベントによる 2mm程度

の変位が確認されたことは特筆に値すると考えられる．

(3) 　長期スローイベントの新解釈：2000 2005年に発生したいわゆる“東海スローイベント ”につい

て，Ochi and Kato（JGR, 2013）は GPSと水準測量を用いたインバージョン解析を行ってこのイベン

トの実態がどのようなものであったのか，詳細な検討を行った．これまで 1996 1999年のドリフトを

定常的固着とみて時系列から除去してきたが，本研究では元の時系列をそのまま使い，プレート間固

着とすべりを直接推定することを試みた．1996 2009年の GEONETデータと水準測量データを用い，

1年ずつずらした 2年毎の時系列データから各期間の変位速度を求めて入力データとし，曲面近似し

たプレート境界面上の固着点すべりをいわゆるバックスリップインバージョンによって推定した．図

３に 2000 2005年の従来のやり方によるスローイベント発生域と，本研究による発生域を比較して示

す．スローイベントの領域が，本研究の方が深い方にずれていることが分かる．図３（右）には本研

究によるすべりに深部低周波微動も重ねてあるが，スローイベントの中心部で発生していることがわ

かる．この領域は半年くらいの間隔で短期スローイベントが発生している領域でもあり，2000年から

発生した長期スローイベントはこの短期スローイベントが巨大化したものであることが判明した．

(4)その他の成果

(4a) 　2009年駿河湾の地震：2009年 8月 11日に駿河湾内で M6.3の地震が発生した．この地震は沈

み込むフィリピン海プレート内部で発生した地震であったと考えられている．この地震による想定東

海地震断層面上の応力変化を推定した．まず，東海地域の GPS観測点（大学連合＋ GEONET）のデー



タ解析から地震時変位を算出し，これに基づいてインバージョン解析を行って断層すべり分布を算出

した（図４左）．推定した断層すべり分布から想定東海地震断層面上のΔ CFF分布を算出した（図４

右）．この結果から推定するとプレート境界面に置かれたアスペリティで数十KPa程度のΔ CFF変化

があったと考えられる．この値は潮汐などによる変化量の十倍くらいに相当している．なお，本地震

の発生後，本課題によって開発された GPSデータのリアルタイム解析の手法を適用し，実時間で基線

変化を監視する作業を臨時に実施した．

(4b) 　高頻度サンプリングによる地震波解析：平成 23年度には GPSが地震計として活用できるかに

ついて，シミュレータを用いた実験を行い，高頻度サンプリング時における受信機の周波数特性と地

震波の再現性の調査を行った（Ebinuma and Kato, EPS, 2012）．また，静岡における観測網のうち 3か

所（芳川小，知波田小，気田小）で 20Hz，別の３か所（川奈，静大観測棟，相良）で 50Hzの観測を

開始した．これらのうち川奈，相良観測点はその後房総・茨城の観測網へと移設され平成 25年 9月 20

日の福島県いわき地方の地震による地震波動の検出に成功した（課題 1410も参照）．

２）地磁気観測

今期の予知計画では磁場三成分観測に力を注いだ．その結果をまとめたものを次に示す．

観測点は，今期計画以前から三成分磁力計を設置していた俵峰（TAW，安倍川中流部），相良（SAG，

御前崎付近）に加え，2009年度から富士宮（FJM），2012年度から舟ヶ久保（FNK，藤枝市最北集落）

の 4観測点になる．観測点を図５に示す． FNKの磁力計は東海大との協力で設置した．相良の磁力計

は鉛直成分が長周期では不安定である．また舟ヶ久保の磁力計は設置後のドリフトが落ち着く前にト

ラブルで再設置を余儀なくされている．

　八ヶ岳基準で各成分の 2009年 1月以降の変化を見たものを x（北向き成分），y(東向き成分)，z（下

向き成分）それぞれを図６に示す．

　数年のスパンで一瞥すると，北向き成分に着目すると，FJMでは減少傾向，TAWでは増加傾向の

一方，下向き成分では FJMで激増，TAWで減少という空間パターンを持っている．観測点分布の東

側で経年的に全磁力が八ヶ岳基準で増加傾向が顕著である原因は，鉛直成分の増加の空間分布に起因

していることが示せたと考えている．東向き成分に着目すると，間欠的に，また多くの場合 TAWと

SAGとで同期した，数ヶ月規模で緩慢な減少と急激な回復，という変化を繰り返すことが見て取れる．

最近では 2013年 8月頃にこの種の変化が，特に SAGで顕著に見えた

（TAWはこの期間の一部は欠測）．この期間，愛知県新城市付近で 8月 3日，M4.9，深さ約 34kmの

地震があった．同じ地域で翌 4日には低周波地震も，M4.9，深さ約 37kmであった．東向き成分に顕

著に見える磁場データの異常は，北向き，下向きにも同時に現れるが，同様の変化は 2009年 8月の駿

河湾地震の後にも見られ，2009年 9月 30日のM5.0の愛知県内の長周期地震へ向けて緩慢に変化し，

長周期地震が終わると急激に回復する．

このような磁場データの異常は，ベクトルとして考えると定性的には北向き・西向き・上向きの変化

とその回復を示している．これは地磁気の主要な成分である北向き・下向きに対しておおむね直交す

る向きのため，元々の地磁気ベクトルを主要には回転させるだけでベクトルの大きさを効率的に変え

るものではなく，したがって全磁力変化を生じにくい磁場変化に対応する．このような磁場データの

異常が機器の異常が原因ではない限りは，従来見ていた全磁力変化には見えにくい磁場変化を見てい

る可能性がある．

またこの磁場データの異常は，SAGと TAWで同時に見えるだけでなく，変化の傾向も

・三成分の変化の極性

・負の変化を見せる東西成分，鉛直成分の大小関係

・変化量が最大な成分が東西成分であること

などに両観測点で，かつ毎回の変化で共通点がある．

　長周期地震の発生や大きさと磁場データの異常との対比を磁場データの東向き成分を抜き出して示

した図が図７である．長周期地震は北緯 34度から 36度，東経 137度から 139度 30分までの範囲で

起きているものを，M3からM5まで抽出している．このようにしてみると，大きな長周期地震のたび



に必ず磁場データの異常が現れるわけではない．東向き成分に現れる磁場データの異常の時期の三成

分の変化と長周期地震の発生及びその空間分布をまとめた図が図８である．2009年駿河湾地震直後の

1枚目の図と 2013年 8月の 5枚目の図とは長周期地震との対応がありそうに見える図になっているが，

それ以外の 3枚は必ずしもそのように見えないかもしれない．

　以上をまとめると，今期の地震予知計画で三成分観測とデータ処理を進めたことにより，従来の全

磁力観測とデータ処理だけでは見えない地磁気データの異常が繰り返し見えるようになった．地磁気

データの大きな異常は 2観測点で同時に見えるため，東海地方での多点での安定な三成分観測の展開

が地磁気変化の有無や，地殻活動との関連の解明に寄与できると考えている．

３）重力観測

平成 25年 9月 2日から 9月 7日に御前崎及び菊川において，絶対及び相対重力測定を実施した．御前

崎の絶対重力値は平成 24年 9月の観測結果に対して，3マイクロガル増加した．この変化はこれまで

の長期的な重力増加の傾向と一致している．地殻流体の挙動を電磁気・重力の統合観測により捉える

ことを目的として，相良及び俵峰の磁気観測点において相対重力測定を初めて実施した．今後の観測

により時間変動が求まることが期待される．平成 26年 3月 1日から 3月 6日に豊橋及び菊川で絶対及

び相対重力測定を行った．現在，解析を進めている．

　平成 21年度から 25年度までの観測により，御前崎・菊川・豊橋の絶対重力変化の傾向が明らかに

なった（田中ほか, 2012）．これらと相対重力測定の結果は，プレートの定常的な沈み込みの影響と，

2000年に開始した東海地方の長期的スロースリップに伴う地殻流体の移動の影響の重ね合わせにより

定量的に解釈可能であることを示した（Tanaka et al., 2010）．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Ochi, T. and T. Kato, Depth extent of the long-term slow slip event in the Tokai district, central Japan: A new

insight, J. Geophys. Res., 118, 1-14, doi:10.1002/jgrb.50355, 2013

Kato, T., A. Fujita, M. Satomura, R. Ikuta, and Y. Harada, Analysis of detailed crustal strains due to the dense

GPS array in the Tokai region, central Japan, Abstract No.:S503PS.12, presented at Joint Assembly

IAHS-IAPSO-IASPEI, 22-26 July 2013, Gothenburg, Sweden, 2013.

加藤照之，GPS：次の“夢”に向けて～「GPS大学連合」の視点から～，測地学会誌，59(3), 87-97,

2013．

国土地理院・東京大学地震研究所, 2013，第 202回地震予知連絡会資料 2013,御前崎における絶対重力

変化．

田中愛幸・張新林・付広裕・菅野貴之・松本滋夫・古家正人・孫文科・大久保修平, 2012,地震研究所

彙報, 87, 1-6.

Tanaka, Y., A. Kato, T. Sugano, G. Fu, X., Zhang, M. Furuya, W. Sun, S. Okubo, S. Matsumoto, M. Honda,

Y. Sugawara, I. Ueda, M. Kusaka and M. Ishihara, Gravity changes observed between 2004 and 2009

near the Tokai slow-slip area and prospects for detecting fluid flow during future slow-slip events, Earth

Planets Space, 62, 905-913, 2010

国土地理院・東京大学地震研究所, 2012，第 197回地震予知連絡会資料 2012,御前崎における絶対重力

変化．
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図１

GPS稠密アレイに基づく東海地方のひずみの時間変化．上段：最大ずりひずみ，下段：面積ひずみ．1年ずつずら
した 3年間のデータに基づいて速度場を算出し，それに最小二乗予測法（e.g., El-Fiky and Kato, 1999）を適用し
た．期間中に発生した３つの地震，2004年 9月紀伊水道沖地震（Mw7.2/7.4），2009年 8月駿河湾地震（Mw6.3）
及び 2011年 3月東北地方太平洋沖地震の影響に注意．解析期間中に発生した地震の震央を示す．カラースケール
が図ごとに異なることにも注意．

図２

2006年 1月 16-22日に発生した短周期スローイベント前後の GPS時系列（7日移動平均操作後）．オレンジ色で
示した部分は低周波微動発生時期．右図は東海地域の地図と GPS観測点分布．時系列で示した観測点を示す．右
図オレンジ色の楕円は低周波微動発生領域．



図３

2002年 7月 1日 2004年 6月 30日の期間における（左）従来の手法による“東海スロースリップ ”，と（右）本
研究によるスロースリップと固着の領域．従来の手法より本研究によるスロースリップの領域が深い方によって

いることがわかる．同期間の深部低周波微動（緑点）の分布も示す．

図４

（左）GPS観測データに基づく 8月 11日駿河湾の地震の推定すべり分布．（右）推定すべり分布に基づく想定東海
地震震源域のΔ CFF分布．



図５

東海地方の地球電磁気連続観測点分布．全観測点で全磁力を，また KWZ，SHN/FJM，TAW，SAG，YATで地磁
気 3成分も観測している．FNKで 2012年 5月から地磁気 3成分の観測を開始した．



図６

八ヶ岳（YAT）を基準とした 2009年 1月から 2013年 12月までの磁力変化．上からｘ成分，ｙ成分，ｚ成分．各
図中の観測点は赤色が富士宮（FJM），緑色が俵峰（TAW），青色が船ヶ久保，紫色が相良（SAG）



図７

図６の y成分と長周期地震の発生（黒線で示す）の対比．

図８

磁力計の 3成分に現れた変化と長周期地震発生を比較した５つの事例．地震の空間分布も示す．



平成 25年度年次報告

課題番号：1405

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

予測シミュレーションモデル高度化のための手法開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

イ．地殻活動予測シミュレーションの高度化

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ア．地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

イ．先行現象の発生機構の解明

（4）地震発生・火山噴火素過程

ア．岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

ウ．摩擦・破壊現象の規模依存性

（５）本課題の５か年の到達目標：

　これまで地殻活動予測シミュレーションモデル構築のための研究が進められてきた．現在のモデル

はかなり単純なものであるが，将来へ向けての第一段階のモデルと位置付けられる．本研究ではより

現実的なモデル構築を目指して，現在考慮されていない破壊/変形の物理過程のモデリング研究，それ

らをモデルに組み込むために必要となる数値計算手法開発の研究を進める．間隙流体/摩擦熱の効果に

関する研究においては，間隙流体や摩擦熱の効果を考慮にいれることにより，ゆっくりとした流体移

動と高速な断層滑りまでの一見多様に見える動的地震破壊を包括的に理解するモデリング研究を行う．

また，間隙流体/摩擦熱の効果による有効法線応力変化を考慮して，簡単化したシステムを用いて地震

発生サイクルのシミュレーションを行い，再来間隔などの長期的な影響の評価を行う．間隙流体を含

む多孔質弾性媒質中における余効変動シミュレーションにおいては，物理的/地学的にもっともらしい

境界条件を考慮に入れた余効変動シミュレーションの改良を行う．摩擦構成則の研究においては，地



震発生環境を模した高温室内実験において見いだされた断層摩擦における特徴的滑り弱化距離 dcが大

きくなる強度回復過程を対象とし，dcが大きくなる強度回復過程の物理/化学機構のモデリング（支配

方程式の導出）を行う.破壊現象の時空統計性に関するシミュレーション研究においては，破壊現象ま

で扱える粘弾性体の離散モデルを用いて，地震の時空相関の統計性及び変形集中の動的過程を明らか

にする.並行して，地質学的不均一構造をモデル化し，プレート駆動によって発生する応力場の 3次元

空間構造，及び地震発生の時空統計性を明らかにすることを目指す.不均質媒質中の破壊伝播/地震発

生サイクルシミュレーションにおいては，不均質媒質中の地震破壊伝播計算手法の開発を行い，不均

質構造の断層破壊への力学的効果の解明を目指す．弾性/粘弾性不均質構造を考慮したシミュレーショ

ン研究においては，特に西南日本についてトモグラフィーにより得られた地殻・上部マントル構造の 3

次元地震波速度構造，モホ面，プレート境界面の形状のコンパイルを行い，それをモデル化した FEM

シミュレーションを行い不均質媒質の影響評価を目指す．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては，従来の地殻活動予測シミュレーションでは考慮されていない物理過程，及

び，それらをモデルに組み込むために必要となる数値計算手法について現在の状況/問題点を整理し，

今後 5年間の研究で目指す方向性を検討する．これにより重点的に行うシミュレーションモデル高度

化の局面について明確に意識するとともに，各研究において物理過程のモデリング，計算手法コード

の開発をすすめる．

　平成 22年度においては，開発中の数値計算手法の有効性の検証，予備的なシミュレーションを行い，

それぞれの研究で取り扱うことのできる物理過程とその条件範囲を確認する．

　平成 23年度においては，各研究を継続し，発展させる．

　平成 24年度においては，各研究において，シミュレーションコードのプロトタイプを用いてモデル

シミュレーションを行う．これより，モデル化要素のシミュレーション結果への影響について予備的

な評価をまとめる．

　平成 25年度においては，シミュレーションコードに更なる改良を加えて追加のシミュレーションを

行い，結果の整理をおこなう．また，モデル研究で得られた知見を，予測シミュレーションモデル高

度化のためにどのようにフィードバックするかについて検討を行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
1)間隙流体を考慮したシミュレーション研究

(1-1)間隙流体圧変動が支配する地震サイクルシミュレーション

　RSFに従う摩擦係数の変動に加えて間隙流体庄変動が地震サイクルに及ぼす影響を簡単な 1次元モ

デルで考察した。地震時には、摩擦発熱による間隙流体庄上昇（TP: Thermal Pressurization）により有

効法線応力が減少し、摩擦力低下が生じる。断層帯におけるすべり幅と断層帯での透水係数構造に依

存するが、RSF単独の場合に比べて極端な速度弱化を引き起こし、大すべりおよび大きな応力降下、

および地震サイクル間隔の長期化と言った現象を引き起こす。また、地震間には、断層帯内の間隙内

では圧力溶解等の化学変化による沈殿物の生成により間隙体積が減少（pore compaction）し、流体圧

が上昇する。また、岩石中に応力がかかるとすべり速度に依存して間隙が発達し（ダイラタンシー）

間隙体積が増大し間隙流体庄が下がることも考えられる。将来的にはこれらの影響を地震サイクルシ

ミュレーションの際に考慮に入れる必要性を示した。次に、２次元モデルを用いて 2011年東北地方太

平洋沖地震における、海溝近傍の特大すべりが、TPにより生じた可能性を示した。津波堆積物からは

この地震サイクルの繰り返し間隔は数百年と言われている。Kato and Yoshida(2011)は、大きなすべり

を生じた浅部領域に、大きな有効法線応力と特徴的すべり距離（L）を持つ強い固着域（強パッチ）を

置き、深部の宮城沖地震に対応するアスペリティを二つ配置して、観測された地震サイクルの特徴を

再現することに成功している。しかしながら、Mitsui et al.(2012)は、この浅部の強パッチの代わりに、

TP領域を組み込み（図 1）、地震時における摩擦力の低下により大きい地震時すべりを生じさせ、数



百年という長い繰り返し間隔を持つ超巨大地震発生サイクルの再現に成功した（図 2）。

(1-2)実験室の動的弱化摩擦則を考慮した超巨大地震の 3次元準動的発生サイクルモデル

　断層物質の摩擦実験では、高速で摩擦強度が著しく低下することが確認されている。本研究では、高

速での摩擦強度の低下を考慮するために、二つの状態変数を有するすべり速度・状態依存則や Thermal

Pressurization(TP)を組み込んだ東北地方太平洋沖地震の 3次元準動的発生サイクルモデルを構築した。

図に TPを組み込んだ東北地方太平洋沖地震の 3次元準動的発生サイクルシミュレーションの結果を

示す。浅部のアスペリティで、高速で TPが有効に働くことで、M9クラスの地震が発生する（図 3）。

余効すべりは、地震時すべりと相補的な分布を示す。さらに、平成 25年度は本モデルを千島海溝南部

に適用することで、M8クラスの地震とM8.8の超巨大地震の再現を行った。

(1-3)断層流体の流れを考慮した微動と同期したスロースリップのモデリング研究

　一見、多様に見える地震破壊の包括的理解を目指し、摩擦発熱、ダイラタンシー硬化および流体圧

変化の効果を数理的・数値的に解析した。数理的には、1次元モデルに基づき、系の振る舞いの多様

性の発現が少数の無次元パラメタに支配されることを見出した。具体的には、ダイラタンシー硬化の

摩擦発熱に対する相対的卓越度を表すパラメタ Suと、流体拡散率の摩擦発熱率に対する相対的卓越

度を表すパラメタ Su’の違いとして、通常の地震とスロー地震の違いが理解できた。また、これによ

り、ダイラタンシー硬化の重要性が確認できた。上記の 1次元モデルを、2次元モデルに拡張し数値計

算を実行することにより、1次元モデルで得られた結果が 2次元でも概ね成り立つことが確認できた。

さらに、これら二つの無次元数の違いとして，滑り弱化と滑り強化、クラック型滑りとパルス型滑り

の違いも包括的にモデル化できた。また、H25年度はスロースリップイベントと同期し、逆方向に伝

播する微動についても、上記モデルで基本機構の説明が可能であることがわかった。なお、このモデ

ルでは、流体拡散による小規模の滑りの励起が微動を発生させる。

2)媒質の不均質性を考慮したシミュレーション研究

(2-1)不均質粘弾性媒質中での地震サイクルモデル

　これまで、地震サイクルシミュレーションは均質半無限弾性体を仮定して行われてきたが、不均質

媒質および粘弾性の影響を調べる基礎的な研究として、３次元不均質構造モデル構築に向けて、コン

ラッド面、モホ面、プレート形状データのコンパイルを行なった。H25年度は、商用 FEMソフトウェ

ア ABAQUSを用いて、東北地方をモデル化して、２次元不均質粘弾性モデルを構築して、予備的な準

静的地震サイクルシミュレーションを行なった。図 4は FE メッシュモデルで、プレート境界でのす

べり弱化域（深さ 5-45km）では 1kmのメッシュサイズとした。上部地殻 (1)と太平洋スラブ (7)は弾

性体で、他の領域にはマクスウェル粘弾性に近い三要素固体物性を与えている。プレート中心を固定

し、重力を作用させ、定常状態を得た後、プレート中心部（白矢印）に 9cm/年の変位速度を与える。

プレート境界は RFSに従う摩擦力が働くとしている。図 5は各深さでの累積すべりを示したものであ

るが、すべりが安定していない。粘弾性による媒質の安定化過程の可能性があるが、今後更に検討が

必要である。

(2-2)層構造媒質中での動的破壊計算法の開発

　断層極近傍で観測された媒質境界破壊を取り扱う動的破壊解析の定式化を行い，解析に必要となる

応力核関数をモード III型の動的亀裂に対して導出した．

3)破壊現象の時空統計性に関するシミュレーション研究

　地震活動のアナログモデルとしてのバネブロックモデル、セルオートマトンモデル、離散粒子系な

どの研究を行っている統計物理分野の研究を固体地球科学分野との学際的研究として実らせる努力が

なされた。典型的なアナログ実験の一つとして、ゲル材料を用いたすべり摩擦実験を挙げる。これは

プレート境界で発生する地震サイクルを模擬するもので、b値と媒質のレオロジー・すべり速度との

関係などを通して、複雑なスティック-スリップサイクルを特徴づけた (Yamaguchi et al., 2001)。他方、

上部地殻のアナログとしての離散粒子系に関する実験的研究においても大きな進展を得た。平成 25

年度は、粉体層に固体塊を陥入させた際の応答をアコースティックエミッション信号として取得し (図

6)、そのイベントサイズ分布を詳細に調べた。実験より得られたサイズ分布は、GR則に類似したべき



分布となり (図 7)、実験においてはベキ指数と構成粒子サイズとの関係を明らかにすることができた

(Matsuyama and Katsuragi, 2014)。サイズ分布は変形・破壊の様式と関係があり、その変化の傾向は同

様の先行研究の結果とも整合的であった。また、統計物理分野の研究者と固体地球科学研究者の共著

論文として、両分野に共通する問題を整理して俯瞰するレビュー論文を IF50程度の著名ジャーナルに

出版できたことも特筆に値する (Kawamura et al., 2012)。

　Gutenberg-Richter則や大森・宇津則のパラメターの揺らぎは地震活動を特徴づける重要な指標と見

なされ、少なからぬ興味を持って研究されてきた。ごく近年になって、「b値と c値が地震のメカニズ

ム解に有意に依存する」という研究が現れている。この結果をもって「b値と c値は地震発生場におけ

る差応力が大きいと減少する」という興味深い仮説が提唱されている。しかし断層にかかる応力の測

定は事実上不可能であり、この仮説を直接検証するすべはない。したがって研究者にできる唯一の仕

事は、何らかのモデル（実験・数値問わず）を用いてその仮説を検証し、背後にあるメカニズムを解

明することである。そこで、一定速度での変形を受ける内陸地殻を模擬した離散要素モデルに注目し、

モデルにおける「地震活動」の統計的性質を長時間シミュレーションによって調べた。平成 21－ 22

年度においては、モデル内において Gutenberg-Richter則と大森則を確認し、b値と c値が破壊発生時

の剪断応力の減少関数であることを発見した。さらに、b値と c値の応力依存性に関して定量的関係

式を数値的に明らかにすることができた。平成 23－ 24年度にかけて、対応する抽象的な数理モデル

を構築し、余震発生過程が一般化されたアレニウス則で決定されるとの仮定のもと、c値の応力依存

性の定量的関係式を導出した。この関係式を離散要素モデルシミュレーションの結果を比較し、両者

が半定量的に整合することを確認した。平成 25年度においてはシミュレーション・数理モデルと、実

際の地震活動との比較を行った。地震活動における断層剪断応力の絶対値は当然分からないものの、c

値の深さ依存性を応力依存性と読み替えることにより、シミュレーション・数理モデルと定性的に同

じ振る舞いが確認された。この振る舞いを与える本質的メカニズムは一般化されたアレニウス則にあ

り、今後更なる観測研究によってその妥当性を検証していくことが必要である。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Suzuki,T. and Yamashita, T., Effects of Shear Heating, Slip-Induced Dilatancy and Fluid Flow on Diversity

of 1-D Dynamic Earthquake Slip, J. Geophys. Res., 2014 accepted.

平原和朗・永坂英明・今井敏、ABAQUS２次元地震サイクルモデル（1）、日本地震学会 2013年度秋

季大会、P1-44, 2013.

Matsuyama, K., Katsuragi H., Power law statistics of force and acoustic emission from a slowly penetrated

granular bed, Nonlin. Processes Geophys., 21, 1?8, 2014.
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図 1
宮城沖震源域の模式図。傾斜角 20 °で沈み込む太平洋スラブ境界面を２次元モデルで近似した。海溝近傍の浅部
に TPが働く領域、深部に２つのアスペリティを設定している。(Mitsui et al.,2012)

図 2
超巨大地震サイクル中での、各深さ（0,10,20,50,60km）における積算すべり量（左図）。深さ 0,10kmは TP領域、
20kmが Asperity1、50kmは Asperity2、60kmは深部安定すべり域に対応する。 (Mitsui et al.,2012)



図 3
TPを組み込んだ東北地方太平洋沖地震の発生サイクルモデル。(a)仮定した a-bの空間分布。(b) M9クラスの超巨
大地震のすべり分布。(c)超巨大地震時の応力変化。浅部アスペリティで最大で 8MPa程度の応力降下が生じてい
る。(d)地震直後から 3年間に生じた余効すべり。

図 4
２次元 ABAQUS FEM メシュ図 　(1)上部地殻、(7)太平洋プレート：弾性、粘弾性特性を持つ。RFSで、深さ
5-45kmまで速度弱化特性を与えている。

図 5
プレート境界面の各深さにおける累積すべりの時間発展



図 6
離散粒子系に固体塊を押し込む実験装置

図 7
(a)粉体中の AE強度の頻度分布、(b)粒径と AE強度頻度分布の傾きとの関係
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課題番号：1406

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

地震発生予測のための地震活動評価手法の基盤構築

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ウ．地震活動評価に基づく地震発生予測

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ア．地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

イ．地殻活動予測シミュレーションの高度化

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

イ．地震・火山現象に関する情報の統合化

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地震発生に至る地殻の物理的素過程が明らかになったとしても，来るべき地震の時期，場所や大き

さが決定論的に予測できるようになることは考えづらい．これは，地震を含む破壊現象には非線形的

な要素が少なからず含まれていると考えられるからである．地震発生予測の進展のためには，統計モ

デルや物理モデルに基づく地震活動予測アルゴリズムを時空間的に高分解能かつ高精度化する必要が

ある．また，それらのアルゴリズムの妥当性を評価・検証する仕組みの構築も必然である．これらを

効率的に実施していくためには，基盤構築が急務であり，そのための地震データの品質管理や地震活

動予測アルゴリズムを備えたソフトウェアの有機的な結合を継続的に行っていく必要がある．本課題

では上記を実現するため，地震活動予測に関するインフラ整備を実施するとともに，地震活動予測の

実験を行って予測手法の妥当性を検証する．

（６）本課題の５か年計画の概要：



　平成 21年度は，先行して同種の研究が実施されているアメリカ・ヨーロッパ等のプロジェクト CSEP

（Collaboratory for the Study of Earthquake Predictability）と国際連携を図り，CSEPと同様のソフトウェ

アをインストールし，日本の地震活動に適した地震活動予測モデルの募集や予測対象領域を決定し，地

震活動予測モデルの検証を開始する．また，地震活動を正当かつ客観的に評価するために，気象庁一元

化震源に対するコンプリートネスマグニチュードの時間変化を解析し地震活動の予測実験に活用する．

　平成 22年度は，地震活動予測モデルを広く募集し，テストクラス（１日，３ヶ月）に対するモデル

比較を行う．

　平成 23年度は，テストクラス（１年）に対するモデル比較を行う．

　平成 24年度は，日本の地震活動に適した地震活動予測モデルの高精度化に取り組む．

　平成 25年度は，テストクラス（３年）に対するモデル比較を行うとともに，全体の成果を取りまと

める．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
1.はじめに

　現在日本においては，地震活動に基づいた地震活動評価による地震発生予測検証実験を Collaboratory

for the Study of Earthquake Predictability (CSEP)プロトコルに基づき実施されている．CSEPとは，グ

ローバルな地震予測の検証環境を厳密に規定し，地震予測を客観的に評価する枠組みのことである．

すべての地震予測モデルは，同一の地震カタログを用いて予測パラメータが最適化され，予測がなさ

れる．その予測は，prospectiveに実施されるので，モデラーによる予測の変更が原理的にできない仕

組みであり，予測結果は共通の手法により評価がなされる．モデラーとは異なる第三者により地震研

究所に設置されたテストセンターにおいて，その予測検証実験が遂行されている．日本においては，

AllJapan,，Mainland，Kantoの予測領域，1日，3ヶ月，1年，3年の予測期間が設定され，合計 12(=3x4)

のテストが行われている（図 1）．

２．CSEPのテスト

　地震の予測が観測結果を満たしているかどうかの評価に，CSEPにおいては，地震数の予測が観測を

みたしているかどうかをチェックする N-テスト，地震活動の分布が観測を満たしているかどうかの S-

テスト，予測のマグニチュードの規模別頻度分布が観測を満たしているかどうかのM-テスト，これら

3つのテストの総合テストである L-テストが統計的に厳密に行われる．これらのテストは consistency

テストとよばれるが，観測結果は一つであるため，その評価の手法に特徴がある．これらのテストの

手順は以下のようなものとなる．(1)期待値マップを元に数値シミュレーションにより地震を発生させ

る．(2))(1)の疑似地震により対数尤度を計算する．(3) (1)，(2)を繰り返して（通常は 1000回）対数

尤度の分布を得る．(4)実際に観測された地震による対数尤度が (3)の分布のどこにくるかを見る（図

2）．この分布は，図 3をみてわかるように地震予測モデル毎に異なり，このテストから得られる評価

値（スコア）はモデル間の絶対的な評価ではなく相対的なものであることが特徴である．

３．予測結果

　表 1から 3に，AllJapanテスト領域の 3ヶ月テストクラスの結果を示す．東北沖地震直前のラウンド

においては，すべての予測モデルは観測数を課題評価しており，N-テストをパスしていない．東北沖

地震を含むラウンドにおいては，すべての予測モデルがテストをパスしていないことがわかる．東北

沖地震後は予測モデルがテストをパスしないラウンドが続くが，2012/8/1からの 12ラウンドから，予

測モデルがテストをパスする状況に回復した．

４．CSEPテストの問題点

　CSEPのテストは，(1) L-テストは，地震予測数を少し多めであるとパスしやすい．(2) N-テスト結

果と L-テスト結果は相関する．(3) N-テスト結果と S-テスト結果は，相関がない．(4) M-テストはほ

ぼパスする．(予測モデルはほぼ GR則を満たす．（5）N-テストは地震観測数が増えるとパスしにくく

なる．などの特徴があるが，スコアがモデル毎の相対的な指標であるということと，日本においては

S-テストをパスしないモデルが多いことがある．また，このテストの評価は，「予測が観測を満たして



いる」ということではなく，テストをパスの意味するところは「予測モデルは観測を満たしていない

とはいえない」が正しい解釈である．また，M-テストは下限マグニチュードを変えるとスコアが変わ

る．テスト領域の解像度を変えて S-テストを行うとスコアが変わる (図４)など，評価テストの改善・

改良が必要である．

５．検証実験の継続

　2009年 11月 1日から，日本における地震発生予測検証実験がスタートし，これまでに数多くの検

証結果が得られた．予測の評価手法である CSEPの consistencyテストの特性も徐々に明らかとなり，

テスト自体の改善・改良が必要であるが，この検証実験を継続して実施することが予測モデルのさら

なる向上につながる．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
鶴岡 　弘,マッチスコアの評価性能について,日本地震学会 2013年度秋季大会,横浜（日本）, 2013年

10月 7日～ 9日, 2013.

Tsuruoka, H., Nanjo, K., Yokoi, S. and Hirata, H. Predictability Study on the Aftershock Sequence of the

2011 Tohoku Earthquake using Preliminary JMA Catalogue, SSA 2013, 2013

平田直，鶴岡 　弘,横井佐代子，テスト領域の空間解像度が評価に与える影響,日本地震学会 2013年

度秋季大会,横浜（日本）, 2013年 10月 7日～ 9日, 2013.
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氏名：鶴岡弘 　

所属：東京大学地震研究所



図 1.
日本の地震予測検証実験のルール．

図 2.
観測分布の導出．



図 3.
モデル毎の対数尤度分布 (モデル：RI10K, RI30K, HISTETAS5PA1011)

表 1.
AllJapanの第 5ラウンド (2010/11/1-2011/2/1)の評価結果．



表 2.
AllJapanの第 6ラウンド (2011/2/1-2011/5/1)の評価結果．

表 3.
AllJapanの第 12ラウンド (2012/8/1-2012/11/1)の評価結果．

表 4.
解像度が異なる場合の，スコアおよび確率利得値．
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課題番号：1407

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

伊豆大島，桜島，有珠山の噴火シナリオの試作（活動的火山における噴火シナリオの作成）

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-2）火山噴火予測システム

ア．噴火シナリオの作成

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-2）火山噴火予測システム

イ．噴火シナリオに基づく噴火予測

（５）本課題の５か年の到達目標：

　噴火予知の実現のために有用な噴火シナリオのプロトタイプを活動的な火山のいくつかについて案

出し，どのような噴火シナリオが社会や研究に有用であるか，シナリオ作成を通じていかに火山噴火

予知研究にフィードバックするかについて検討することをこの課題の 5年間の目的とする．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は，火山噴火予知連絡会で取りまとめた伊豆大島の噴火シナリオについて，火山噴火

予知研究に役立てるための改善点を検討する．また，伊豆大島と類似の噴火を繰り返す三宅島の噴火

シナリオついて，三宅島の噴火履歴の現地調査を行うとともに，蓄積されている地質岩石学的データ，

最近の噴火に伴う地球物理学的な観測データを持ち寄り検討する．

　平成 22年度及び平成 23年度は，現在火山活動の活発化し，近い将来噴火活動が一層活発化すると考

えられる桜島について，噴火履歴の現地調査を実施するとともに，蓄積されている地質岩石学的デー

タ，最近の噴火に伴う地球物理学的な観測データを持ち寄り，噴火シナリオの作成を試みる．

　平成 24年度及び平成 25年度は，昭和 18年，昭和 52年，平成 12年に噴火した有珠山について，噴

火履歴の現地調査を実施するとともに，蓄積されている地質岩石学的データ，最近の噴火に伴う地球

物理学的な観測データを持ち寄り，噴火シナリオの作成を試みる．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
１．概要

　これまで，三宅島，桜島，有珠山で噴火シナリオ（分岐に確度をイベントツリー）を作成した。ま

た，気象庁等と共同で，伊豆大島，伊豆東部火山群についても，噴火シナリオを作成した。このうち，

三宅島，伊豆東部火山群，および，有珠山については過去の噴火記録に基づき，現象の発生確率を算



出した。いずれの場合も発生場所や震源の深さ分類した分岐を導入した。一方，桜島については，姶

良カルデラのマグマ蓄積率と噴火現象に 30年周期があることに注目し，マグマの貫入率の大小によっ

て，噴火の規模が異なる噴火シナリオを作成し，前者群とは噴火シナリオの考え方が異なる。ただ，有

珠山についての，山頂か山腹噴火かの分岐は，マグマの上昇速度に依存すると考えられ，両者の中間

的な位置づけであろう。

　これまでに噴火シナリオ作成から結論されることは，噴火履歴が統計的に扱える程度に多い場合に

は，イベントツリーに発生の確度を付すことが可能である。また，地殻変動や地震観測に関する観測

結果が，過去の複数の噴火に関して存在している火山においては，マグマ供給率や上昇速度の視点か

ら，噴火の場所，規模と様式についての分岐の判断ができる可能性があることが分かった。

２．平成 25年度の成果

　富士山の噴火規模と頻度の関係は，富士山ハッザードマップ検討委員会報告書（内閣府 2004年 6月）

がある。その中で噴火のイベントツリーが示されているが，可能性のある噴火の組み合わせを併記し

ただけのもので，将来の噴火にあたっての実用性が低いと考えられる。本年度は，活動的な火山につ

いて噴火シナリオの試作を行ったので，噴火観測のない富士火山について，噴火シナリオの作成を試

みた。なお，噴火記録のない火山の噴火シナリオについては，課題研究 1426で平成 22年度の成果と

して，インドネシアのシナブン火山についてすでに報告したほか，これを用いた噴火予測の実用化を，

課題研究 1408の本年度研究として実施した。富士山ハザードマップ検討委員会報告書に報告されてい

る噴火の噴出率と頻度の図を活用し，火山爆発指数（VEI: volcanic explosive index）とその頻度の関係

に表現し直したもの（図１）では，規則性はやや崩れるものの，その活動度が表現できる。富士山は

ここ 300年間噴火をしていないものの，最近 2000年間を平均すればインドネシアのメラピ火山並みに

活動が高いことが分かる。富士山ハザードマップの噴出量と頻度の図から，この約 2000年間に，VEI

5 (2回), VEI 4(7回), VEI 3 (62回), VEI 2 (80回)起きていた。これは 1000年に 75回の噴火があった

ことになる。また，約 3000年前に山体崩壊（御殿場泥流）が起きているので，噴火イベント 225回

（3x75）に１回程度の頻度となるので，山体崩壊の発生頻度は 1%以下と推定される。8世紀以降古記

録に残されている噴火は 10回である。

　近年，産総研を中心に，富士山の火山地質に関する報告（産総研報告 57巻 11/12号 2007年発行，山

梨県環境科学研究所編「富士火山」2007年発行など）が複数見られ，噴出時期・場所・様式に関する情

報がそろってきている。ここでは，それらの成果に基づいて，富士山の噴火シナリオを試作した（図

２）。ここでは最初の分岐で山体崩壊を上げ，次の分岐で噴出場所を取り上げている。山頂部を区別す

る理由は以下の２点である。１）プリニー式噴火を起こした実績がある。２）スコリア丘が崩れて火

砕流が発生した実績がある。宝永噴火と砂沢噴火では，山頂部の南東側を火口とし，珪長質のマグマ

溜まりとのマグマ混合を起こしてプリニー式噴火を起こした。また，火砕流発生は急傾斜面での火口

周辺で定置できなかった火砕物が斜面を流れ下った現象である。

　この噴火場所の分岐には，AD600以降のデータの値を示している。24イベントについて頻度は以下

のようになる。

山頂部（標高 3000m以上） 　　　　46%

山腹・山麓部（標高 3000m以下） 　54%

　３つめの分岐が噴火スタイルである。富士山の噴火スタイルは，プリニー式噴火を除けば，ストロ

ンボリ式～ハワイ式噴火がほとんどで，ブルカノ式噴火はこれまでに記録がない。玄武岩を主体とす

るベスビオ火山やエトナ火山においても同様にブルカノ式噴火が報告されていないようだ。一方，水

蒸気爆発や火山灰噴火は，ストロンボリ式噴火に先行して発生可能性が大きいと考えられるが，地質

学的には堆積物として残っていないので，その頻度をカウントすることができない。図に示す噴火シ

ナリオでは，灰噴火を除く噴火タイプの頻度を示した。なお，プリニー式噴火は宝永・砂沢噴火で，二

つとも山頂部の南東部を噴出源として発生している。両者の噴火とも，噴出量で 1km３クラスの噴火

であり，山腹の貞観噴火（ストロンボリ式・ハワイ式噴火）を除いて，特に規模が大きいのが特徴で

ある。



　災害誘因現象としては，3000m以上ではスコリア丘や直接火山弾の崩落による小規模の火砕流，プ

リニー式噴火による噴煙崩壊による火砕流が上げられる。ストロンボリ式～ハワイ式噴火においては

溶岩流が斜面を流れる。火山灰を放出する噴火では土石流・泥流が降灰地で発生すると考えられる。

　今後は，観測の観点から，これらの噴火事象の分岐がどのように起こるのかを，国内外の類似火山

の噴火を参考にして考慮することが急務であろう。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Maeno, F., Nakada, S., Nagai, M., Kozono, T. (2013) Ballistic ejecta and eruption condition of the vulcanian

explosion of Shinmoedake volcano, Kyushu, Japan on 1 February, 2011. Earth Planets Space, 65, 609-

621.

Miyabuchi, T., Hanada, D., Niimi, H., Kobayashi, T. (2013) Stratigraphy, grain-size and component charac-

teristics of the Shinmoedake eruption deposits, Kirishima Volcano, Japan. Jour. Volcano. Geotherm.

Res., 258, 31-46.

Nakada, S., Nagai, M., Kaneno, T., Suzuki, Y., Maeno, F. (2013) The outline of the 2011 eruption at Shinmoe-

dake (Kirishima), Japan. Earth Planets, Space, 65, 475-488.
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中田節也・森田裕一・渡辺秀文・藤井敏嗣（東京大学地震研究所）

他機関との共同研究の有無：有

鍵山恒臣（京都大学理学研究科），清水洋（九州大学理学院），中川光弘（北海道大学理学研究院），

津久井雅志（千葉大学理学部），小林哲夫（鹿児島大学理学部），川邉禎久 (産業技術総合研究所地

質情報研究部門)，鵜川元雄（防災科学技術研究所火山防災研究部），西村卓也（国土地理院）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所火山噴火予知研究センター

電話：03-5841-5695

e-mail：nakada@eri.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/vrc/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：中田節也 　

所属：東京大学地震研究所



図１ 　富士山における最近 2000年間の噴火規模と頻度の関係
N1000は，ノーマライズした 1000年当たりの噴火回数。比較のためにインドネシア共和国メラピ火山の同関係も
示した。

図２ 　富士山の噴火シナリオ（試作版）。
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（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

噴火シナリオに基づく推移予測の試行

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-2）火山噴火予測システム

イ．噴火シナリオに基づく噴火予測

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-2）火山噴火予測システム

ア．噴火シナリオの作成

（５）本課題の５か年の到達目標：

　1.(2)(2-2)「ア」で作成した噴火シナリオに基づき，桜島，伊豆大島，有珠山などについて，過去や

現在の観測テータから現在の状態から火山噴火や噴火終息に至るまでの過程を様々な観点から想定し，

噴火推移の予測を試みることを目指す．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は三宅島と伊豆大島の観測データを持ち寄り，噴火シナリオと過去噴火の推移から現状

の理解と噴火現象の分岐について定量的に扱う方策を検討する．経費は東京での研究打合せと会議費

に当てる．

　平成 22年度，平成 23年度は，桜島の観測データを持ち寄り，噴火シナリオと過去噴火の推移から

現状の理解と噴火現象の分岐について定量的に扱う方策を検討する．経費は研究打合せと会議費に当

てる．

　平成 22年度，平成 23年度は，有珠山の観測データを持ち寄り，噴火シナリオと過去噴火の推移か

ら現状の理解と噴火現象の分岐について定量的に扱う方策を検討する．経費は研究打合せと会議費に

当てる．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
１．概要

　平成 21年から 24年の研究においては，噴火中の火山，桜島，新燃岳について試作した噴火シナリオ

を用いて噴火予知を試みた。このうち，新燃岳噴火では噴火開始後に，応急処置的にイベントツリー

を作成したが，過去のマグマ噴火の観測経験がないために，分岐の確度を付すことと，噴火の分岐に

ついては十分な検討をすることができなかったため，類似火山の噴火例をイベントツリーに例として



付すだけで，分岐判断については十分な検討ができなかった。しかし，桜島火山と有珠火山について

は，試作した噴火シナリオの分岐判断について検討をおこなった。すなわひ，桜島では，これまで 30

年毎に起こる噴火の活動期に，地下からのマグマ貫入率が高いと規模の大きな噴火が引き起こされた。

一方，有珠山ではマグマの脱ガス度合いによって，マグマの浮力が異なり，基盤の密度構造と浮力と

のバランスで，マグマの貫入経路（山頂か山腹か）に違いが生じ，結果的に噴火の前兆地震の発生パ

ターンにも違いが出たことを示した。これらの火山で，マグマの貫入率がどうして変化したかや，脱

ガス度合いがどのようにして異なったのかについて明らかにすることは，この研究課題の範囲を超え

ている。しかし，桜島においても，有珠山においても，リアルタイムでマグマ貫入率・上昇速度を如

何にタイムリーに把握すること，およびそれらを把握する地殻変動観測の精度をあげることが，分岐

判断では重要であることが示唆された。

２．平成 25年度の成果

　平成 25年度 9月に噴火を再開したインドネシア共和国スマトラ島北部のシナブン火山の噴火シナリ

オを平成 22年度に作成していた。シナブン火山では平成 22年 8 9月に水蒸気爆発が起こったが，それ

までに噴火記録がなかった。インドネシアの火山地質災害軽減センターと共同で地質調査を行い，地

質図を作成し，イベントツリーを作成した。小規模な噴火に関しての地質情報は限られるが，シナブ

ン火山はプリニー式噴火を起こしたことがなく，厚い溶岩流と溶岩ドームが山頂から噴出し，それが

崩れて火砕流が繰り返して発生する癖のある火山であること明らかとなった。また，それまでに最新

の噴火は 9～10世紀の安山岩マグマの噴火で，溶岩が崩落して発生した火砕流の堆積物は南東方向に

約 4.5kmまで分布していた。作成した噴火シナリオで最も頻度の高い噴火は，9～10世紀の噴火のよ

うに，山頂部への溶岩流出と，それに由来する溶岩崩落による火砕流発生であった（図１）。平成 25

年 9月から再開した噴火は，11月には水蒸気爆発から，ブルカノ式噴火を含む，マグマ水蒸気爆発に

移行し，12月下旬には，山頂火口に溶岩が出現し，12月末から溶岩崩落による火砕流が発生した。火

砕流の規模とその流下範囲は 9 10世紀の噴火とほぼ同じであった。

　(1)火山灰の構成物比の観察からは 11月中旬からマグマ物質の関与が認められた。地元のセンター

が実施している観測では，(2)マグマ水蒸気爆発を過ぎた 12月中旬から，地震のタイプが火山性のも

のからやや長周期のハイブリッド型に変化し，山頂火口縁の小崩落が進んだ。(3) 山頂部を取り囲む

GPSの変化は，9月から徐々に山体膨張を示し，12月中旬から膨張速度が加速していた。これらの観

測結果は，水蒸気爆発からマグマ噴火に至るか，さらに，山頂部から溶岩が出現するかどうかの分岐

判断に，火山灰に含まれるマグマ物質の有無に加えて，地震活動，地殻変動の観測データが重要であっ

たことを示した。

　これらの噴火の進行の仕方は，199０年から開始した雲仙普賢岳の噴火の推移と酷似している。す

なわち，90年 11月に水蒸気爆発が開始し，翌年２月の噴出物からマグマ物質が認められ，91年５月

下旬に溶岩が山頂火口に出現した。さらに，その数日後から溶岩崩落による火砕流が発生し，崩落を

繰り返しながら溶岩ドームが成長し続けた。これらの推移の詳細なタイムスケールは異なっているが，

これらに伴った地震活動や地殻変動の推移は，今回のシナブン火山の噴火と類似している。

　地質学的に作成可能な噴火シナリオからも，分岐の頻度を付すことはある程度可能であり，シナブ

ン火山の噴火予測においては有効であった。過去の噴火観測の例がなくとも，類似火山の噴火観測の

データを融合することによって，分岐判断に使用可能であることを示している。このことは，噴火シ

ナリオの実用化に関して，対象火山の過去の観測データだけでなく，国内外の類似火山の観測データ

を収集し参考にすることや，WOVOdatなど，実在するアーカイブを活用して，分岐判断に供すること

の重要さを示している。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Suzuki, Y., Nagai, M., Maeno, F., Yasuda, A., Hkanishi, N., Shimano, T., Ichihara, M., Kaneko, T., Nakada,

S. (2013) Precursory activity and evolution of the 2011 eruption of Shinmoe-dake in Kirishima volcano-

insights from ash samples. Earth Planets, Space, 65, 591-607.



Nakao, A., Morita, Y., Yakiwara, H., Oikawa, J., Ueda, H., Takahashi, H., Ohta, Y., Matsushima, T., Iguchi,

M. (2013) Volume change of the magma reservoir relating to the 2011 Kirishima Shinmoe-dake eruption

- Charging, discharging and recharging process inferred from GPS measurements. Earth Planets, Space,

65, 505-515.

Suzuki, Y., Yasuda, A., Hokanishi, N., Kaneko, T., Nakada, S., Fujii, T. (2013) Syneruptive deep magma

transfer and shallow magma remobilization during the 2011 eruption of Shinmoe-dake, Japan?Constraints

from melt inclusions and phase equilibria experiments. Journal of Volcanology and Geothermal Re-

search 257,184?204

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
中田節也・森田裕一・渡辺秀文・藤井敏嗣（東京大学地震研究所）

他機関との共同研究の有無：有

井口正人・石原和弘（京都大学防災研究所），鍵山恒臣（京都大学理学研究科），清水洋（九州大学

理学院），西村太志（東北大学理学研究科），大島弘光・村上 　亮（北海道大学理学研究院），津久

井雅志（千葉大学理学部），川邉禎久 (産業技術総合研究所地質情報研究部門)，鵜川元雄（防災科

学技術研究所火山防災研究部），西村卓也（国土地理院）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所火山噴火予知研究センター

電話：03-5841-5695

e-mail：nakada@eri.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/vrc/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：中田節也 　

所属：東京大学地震研究所

図１ 　インドネシア共和国北スマトラ，シナブン火山の噴火シナリオ。

平成 22年度成果として作成した噴火シナリオに，噴火の推移と分岐の判断とされる観測事象を加えた。



平成 25年度年次報告

課題番号：1409

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

古い地震記象の整理及びデータベースの構築

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

イ．地震・火山現象に関する情報の統合化

（５）本課題の５か年の到達目標：

　主として地震研究所に属する地震観測所（筑波，信越，和歌山，広島など）で記録された過去の地

震記象について，その所在情報をデータベース化し，更には煤書きやペン書き記録をスキャンしてデ

ジタルデータ化し，研究者が必要なときに迅速に利用できるようなシステムの構築を目標とする．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　まず，各観測所に保存されている過去の地震記録について，電子化を前提として，記録の量や質の

調査を行うとともに，スキャナーによる電子化のテストなどを実施する．

　平成 21年度は，和歌山観測所が管理していた十数点の観測点での地震記録（ペン書き）について，

所在情報の整理，スキャンによる電子化のテストなどを実施する．

　平成 22年度は，和歌山観測所の地震記録の電子化を開始する．

　平成 23年度は，和歌山観測所の地震記録の電子化を継続するとともに，他の観測所の記録について

も電子化の計画を立案する．

　平成 24年度は，和歌山観測所の地震記録の電子化を継続するとともに，他の観測所の記録について

も電子化を開始する．

　平成 25年度は，和歌山及び他の観測所の地震記録の電子化を継続する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　地震研究所に属する地震観測所（和歌山，筑波）で記録された過去の地震記象について，5000枚以

上の電子化と，和歌山観測所の観測日誌などのデータベース化も行い，Webによるシステムを開発し，

公開した．その他，(1)明治から昭和初期にかけての台湾の観測点における煤書き記録と地震報告等の

関係書類，(2)地震研究所が所有する 1891年から 1989年のカナダの地震観測ネットワークにおける記

録の所在情報．(3)明治期の大阪地動観測報告および台湾における測候所の地震資料の電子化や PDF

化も実施した．



　地震研究所・和歌山観測所には，マイクロフィルム化されていないペン書きの連続記録が約 10万枚

マップケースに保管されている．このペン書き記録の特徴は，1観測点 1成分の波形データが 1日 1枚

の記録紙に記録されており，微小地震等が簡単に把握可能となっている．また，低周波微動も観測さ

れていることがわかっている．ただし，これらの記録の閲覧のためには，観測所に訪問する必要があ

り，アクセスが簡便とは言えない．そのためこれらの記録をネットワーク上に公開することを目的と

して以下のような電子化を行った．(a) 400dpiの TIFF画像化とその ZOOMA化. (b) EXCELファイル

による所在情報等の作成. (c) (a), (b)をデータベース化し，Webによる公開システムの構築．

　TIFF画像は，画像化としては一般的であるが，400dpiでの画像化ともなると，1枚の画像ファイル

のサイズが 50MBを超えて，画像の拡大・縮小等のレスポンスが非常に遅くなり，画像のチェック等が

非効率である．そのため，そのような操作がスムーズに可能なフォーマットの調査を行い，ZOOMA

なる国産のフォーマットを採用し，画像変換を行った．ZOOMAは，データを細かいメッシュ構造に

分割して内部に格納していることが特徴であり，閲覧者が必要とする部分のパーツを表示するだけと

なっており，高詳細な画像までネットワークに負荷をかけることなく高速表示が可能なフォーマット

である．また，ブラウザのプラグイン (Windows, Mac対応)だけで閲覧可能であるので，汎用性も高

いフォーマットである．ただし，難点があるとすれば，TIFF画像からの変換コストがある．今後とし

ては，ZOOMAまでの快適さはないが，オープン (=フリー)な同種のフォーマットも開発されてきて

いるため，多量の古記録の電子化にはそれらの採用がよいかもしれない．

　筑波観測所には，荻原式電磁型地震計の波形記録：HES記録が保管されていたが，フィルムである

ため経年劣化しており，電子化の前にそのフィルムの修復作業が必要である．HESフィルムの形態は，

1本が幅 34mm x長さ 610mm程度の短冊状のフィルムであり，これが直径 27cmの亜鉛メッキ缶に約

300本ずつ納められている．フィルムは缶のなかで激しく波打っている状況であり，それを 1本ずつ

取り出し，フィルムの平面化処置なる修復作業を実施した．今後は修復されたフィルムの ZOOMA化

を含めた電子化を検討している．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
http://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/ZOOMA/WSO/

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地震火山情報センター

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所 　地震火山情報センター

電話：03-5841-5774

e-mail：yotik@eri.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/index-j.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：佐竹健治 　

所属：東京大学地震研究所 　地震火山情報センター



平成 25年度年次報告

課題番号：1410

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

日本周辺のプレート運動の精密推定

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ア．列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ア．地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

（５）本課題の５か年の到達目標：

　日本列島の地殻変動を周囲のプレート運動に基づいて理解するため，アジア・西太平洋に展開する

GPS観測網と GEONETを統合解析してプレート運動に基づいた日本列島の変形の理解を進める．

　具体的には以下の項目を目標に研究を実施する．

１）東アジアの変位速度場をより精確に推定するとともに，他のデータを併用しつつアムールプレー

トが存在するかどうかを明らかにする．

２）アジア・西太平洋に設置している IGS観測点等のうち利用可能なデータを取り込み，GEONET

データと共に統合解析を実施し，日本列島をとりまくプレートの相対運動を明らかにする．

３）前項目で得られた結果をもとに，アジアのプレート運動と日本列島の地殻変動の関連についてテ

クトニクス的立場に基づく解釈を与える．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成２１年度においては以下の研究を実施する．

１）前５か年計画で実施してきたモンゴル内での GPS観測を継続する．

２）5-8月にモンゴル天文地球物理学研究センターの共同研究者を招へいし，東アジアの変位速度場に

関する議論を進める．また，アムールプレートの内部変形を調査するため SARを用いた解析を行う．

３）VLBIの世界観測データを国土地理院より入手し，GPS観測データと統合処理することにより東

アジアから西太平洋にかけての変位速度場の推定精度を向上させる．

　平成２２年度においては以下の研究を実施する．

１）モンゴル内での GPS観測を継続する．



２）前年度までに得られた東アジアの変位速度場に関する議論を進めアムールプレートが存在すると

の仮定のもとにその境界がどこにあるのかを検証する．また，アムールプレートの内部変形を調査す

るため SARを用いた解析を行う．

３）日本列島をとりまく東アジアから西太平洋に至る地域のプレート運動について考察を進める．

　平成２３年度においては以下の研究を実施する．

１）モンゴル内での GPS観測を継続する．

２）アムールプレートの存否についてのそれまでの知見を総合し，東アジアのテクトニクスについて

それまでの成果を論文としてまとめる．

３）日本列島をとりまく東アジアから西太平洋に至る地域のプレート運動について考察を進める．

　平成２４年度においては以下の研究を実施する．

１）モンゴル内での GPS観測を継続する．

２）日本列島をとりまく東アジアから西太平洋に至る地域のプレート運動について考察を進めると共に

これらのプレート運動が日本列島の地殻変動にどのような影響を与えているのかについて考察を行う．

　平成２５年度においては以下の研究を実施する．

１）モンゴル内での GPS観測を継続する．

２）これまでの成果を総合し，当初の目的（前項目の１）～３））に対してどのような成果が得られた

のかを仔細に調査し，研究成果を学会等を通じて発表するほか，論文として公表する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
本課題においては，日本周辺のプレート運動の精密決定を通じて，アムールプレート等の存在やその

日本列島への影響等を明らかにすることを目的として研究を続けてきた．今次 5か年の期間ではモン

ゴルに設置した GNSS観測点において観測データを継続して取得し，アムールプレートの運動をモニ

ターしてきた．このほか，関連するいくつかの研究を実施した．以下に本課題に関連した研究成果を

述べる．

　平成 25年度においては，引き続きモンゴルに展開した 3観測点（HOVD, DALN, CHOI）の観測を

継続すると共に，これまでの成果をとりまとめるため，最近 10年間のデータをとりまとめ周囲の観測

点を含む統合的な解析を行った．また，今年度は東北地方太平洋沖地震に関連して，東北大学と共同

で実施している福島・茨城・房総の GPS臨時観測を実施し，2011年 4月 11日いわき地震の余効変動

調査を行うとともにこの観測網の一部で 50Hzサンプリングによる GNSS観測を実施し，2013年 9月

20日福島浜通り地震に伴う地震動を検出することに成功した．

(1)アムールプレートの運動と境界の推定

　モンゴルに設置した 3か所の GNSS連続観測点における最近 10年間の時系列を図１に示す．図が示

すように，モンゴル国内の動きはいずれも極めて安定しており，大陸の安定地塊に属していると考え

てよいことがわかる．

　モンゴル国内の GPS観測点データやその他の周辺の GPS観測点資料を用いてユーラシアプレート

に対するアムールプレートのオイラー極を推定してきた．しかしながら，引き続く様々な試みにもか

かわらず，安定してその極を推定することはできていない．図２に最近の推定事例を示す．この場合，

推定したオイラー極は地理の南極付近に推定されている．他の研究によるオイラー極などと比較して

も，使用するデータセットによって大きく異なる場所にオイラー極が推定されていることがわかる．ま

た，これらのデータに基づき，アムールプレートのユーラシアプレートとの境界を推定した（図３）．

特に西側の境界については GPSの変位速度ベクトルの急変が見られるのである程度精度よく推定する

ことが可能であるが，南側境界はさらに調査が必要と考えられる．

(2)SARデータを用いたモンゴル国内の地震に伴う地殻変動の研究

モンゴルで発生した地震による地殻変動を SARデータの解析によって明らかにした．モンゴルで最近

発生した地震について SARデータを収集し，これらについて干渉画像を作成することを試みた．2005



年 7月 20日ハタンブラグ地震（Mw5.2）と 2008年 1月 19日ブシンゴル地震（Mw5.1）の２つの地震

について詳細な検討を行い断層モデルが検討された．図４に地震の発生場所を示す．

得られた干渉画像から最大 8cm程度の地殻変動が検出された（図５）．また，これらの結果をよく説明

するような断層モデルが検討された．この結果，ハタンブラグ地震は 1.6km(L)X1.8km(W)のサイズの

断層面が 0.9ｍずれ動いた逆断層型の地震であること，一方のブシンゴル地震は 1.8km(L)X1.6km(W)

のサイズの断層面が 0.7m程度ずれ動いた正断層型の地震であることがわかった．

(3)アジアから西太平洋に至る地域の変位速度場

　VLBIの世界観測データを地理院より入手し，GPS観測データと統合処理して東アジアから西太平

洋に至る地域の変位速度場を算出した．この際，ユーラシア大陸内の比較的安定と考えられる地域の

VLBI, GPS観測点を用いてユーラシアプレートを定義し，この運動を差し引くことでユーラシア安定

地塊に対する変位速度場を求めた．しかしながら，こうすることによって，アムールプレート内部の変

位速度場は予想とは逆に西向きの変位速度を持ち，日本列島に対する速度場は従来得られてきたもの

とは一致しない．今後さらに詳細な解析を実施し，より信頼性の高いこの地域の変位速度場，プレー

ト変位速度を得ていく必要がある．

　西太平洋のプレート運動について，新たに入手されたデータを含め再解析している．これまで入手

したデータを GAMITソフトウェアで解析し，まず太平洋プレートの ITRF2005系におけるオイラー

ベクトルを求めた．結果は図７のようになった（62.225N，111.995W，0.677± 0.0002deg/Myr）．さ

らに，太平洋プレート内部のひずみ場を推定したところ，面積ひずみについて，太平洋プレート東で

は圧縮場，西では伸長場となった（図７）．プレート原動力として沈み込むプレートの引っ張りとリッ

ジでの押しという仮説（e.g., Forsyth & Uyeda, 1975）と調和的である．

(4)日本列島全体の地殻変動を可視化するために，GEONETデータを用いた動画を作成した（加藤，

2012）．これによって日本列島の 2011年東北沖地震の前後の地殻変動等がわかりやすく表現できた．

また、各電子基準点の変位アニメーションや Delaunay三角網を用いた内部変形アニメーションをいく

つか作成した。さらに、日本周辺の震央分布と合わせて地殻変動アニメーションを作成することで、地

殻変動と地震の関係性がみられるようなアニメーションの作成も行った。アニメーションの時間解像

度を細かくすることで、いくつかの地震後の局所的な地殻変動をとらえることができた。各アニメー

ションでいろいろな特徴があるが、様々な表現方法で日本列島の地殻変動をアニメーション化するこ

とは、異常な変動をしている地域や観測点を特定する助けになると考えられる。

　また，同手法をプレート運動の可視化にも適用している．本研究では自前のプログラムでこの部分

を改善して,地形,重力異常,ジオイド等の各種地球科学データを使って過去のプレート形状と位置をで

きるだけ精密に復元し ,その可視化を試みた.

(5)2011年 3月 11日東北地方太平洋沖地震の余効変動に関する研究

2011年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震（Mw9.0）においては，地震時に東北地方太平洋

沿岸が沈降したことから，その回復過程に着目し，断層深部延長の余効的すべりと地殻・上部マント

ルの粘弾性的回復の両面から地震時の沈降及び地震発生以前の長期的な沈降を回復させるモデルにつ

いて検討した．まず，GEONETデータを用いた時間発展インバージョン解析を行い，地震後約 7か月

間の余効すべりを推定した．次に今後の予測を行うため，断層面を 9枚の 322kmｘ 31?のサイズの短

冊状の長方形で近似した（図８）．これらの短冊状の断層面に適宜すべり量を与えて，海岸線付近の

上下変動量を Okada (1992)の定式化によって推定した．断層面上のすべり量については多くの場合が

考えられるが，ここではそのうち 3種類について報告する．図９に与えたすべり量分布をしめす．左

から右へ浅い方から深い方の順番にすべり量を示している．（１）は基本的に現在余効すべりが進行し

ている領域がそのまますべり量を増大させた場合，（３）は最も深い 120?まですべりが進行した場合，

（２）はその中間である．図１０は（３）の場合の上下地殻変動の分布とプレート運動方向の上下変動

プロファイル（挿入図）を示す．これらの図からわかるように，深さ 120?まで約 3.5mの余効すべり

を与えることにより，海岸線が地震時の沈降量の約１ｍを回復することができると考えられる．

続いて，粘弾性緩和の可能性について検討した．ここで与えた余効すべりだけでは地震時の沈降を回



復することができるだけであり，地震時前に蓄積していた沈降量をすべて回復することは難しい．こ

れらのギャップを埋めるためにはさらに可能性を考えなくてはならない．余効すべりがもっと大規模

に進むということも可能性としては考えられるが，一方忘れてならないのは粘弾性緩和の寄与であろ

う．粘弾性緩和は必ず発生すると考えられるから，その寄与を見積もっておかないと他のメカニズム

による寄与を過大評価してしまうことになりかねない．そこで，Tanaka et al. (2008)の定式化に基づく

球対称粘弾性地球モデルを用いた計算を実施した．粘弾性余効と地震時及び余効すべりの量をすべて

考慮した場合，断層モデルの与え方によっては，約 1000年とされる地震サイクルで上下変動量が微弱

な隆起を示すという地形学的な証拠と整合性のある条件が存在することが示された．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
加藤照之，GPS：次の“夢”に向けて～「GPS大学連合」の視点から～，測地学会誌，第 59巻，3号，

87-97，2013．

堀草子，宮下芳，青木陽介，加藤照之，三浦哲，GPS観測に基づく 2011年東北地方太平洋沖地震の

余効地殻変動，日本測地学会第 120回講演会要旨集，31-32，2013．

Kato, Teruyuki, Amarjargal Sharav, and Makiko Iwakuni, Crustal deformation in Mongolia and tectonics in

eastern Asia, Abstracts of the 120th Meeting of the Geodetic Society of Japan, 55, 2013.
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図１

モンゴルに設置した GPS観測点の最近 10年間の推定した座標値の時系列．（左上）ホブド（HOVD），（右上）ダ
ランザドガド（DALN），（左下）チョイバルサン（CHOB）．

図２

推定されたユーラシアプレートに対するアムールプレートのオイラー極の位置．



図３

北東アジアにおける GPS 変位速度場と推定されたアムールプレートの西側境界（赤色で示す）．茶色の細線は
Zonnenshain and Savostin (1981)によるプレート境界．

図４

(1)ハダンブラグ地震，及び (2)ブシンゴル地震の震央位置（星印）．



図５

（左）ハダンブラグ地震，及び（右）ブシンゴル地震の SAR干渉画像．

図６

太平洋プレート内の GPS観測から推定されたオイラー極（ALL:すべての入手可能な観測点データから推定．NO-
CHAT：CHATをALLから除いた場合，NO-wing：ALLからWING観測点（MARC, TRUK）を除いた場合，NO-SNI1：
ALLから SNI1を除いた場合）．



図７

太平洋プレート内の面積ひずみ



図８

余効すべり域とそれに基づくモデル断層面を示す．断層面は長方形で近似し，9枚の短冊状に分割している．

図９

深部断層におけるすべり分布．横軸のカッコ内数値 (1)-(9)を示す領域は図１参照のこと．縦軸はｍ．3種類の色
はモデル (1)からモデル (3)のそれぞれのすべり分布を示す．



図１０

図２のモデル（３）のすべり分布の場合の地表で推定される上下変動．挿入されているプロファイルは断層面の

中央部を横切るプレート運動に平行する測線に沿った上下変動プロファイルを示す．海岸線のところでほぼ１ｍの

隆起が得られている．
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課題番号：1411

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

ネットワークMT法観測による広域深部比抵抗構造の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

イ．上部マントルとマグマの発生場

エ．地震活動と火山活動の相互作用

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（4）地震発生・火山噴火素過程

イ．地殻・上部マントルの物性の環境依存性

（５）本課題の５か年の到達目標：

　５か年のうちに，濃尾断層周辺域（福井県東部，岐阜県南西部）と富士火山周辺域（山梨県南東部，

静岡県東部，神奈川県西部）においてネットワークMT法観測を実施し，同地域での広域深部３次元

比抵抗構造を推定する．得られた構造と，HiNETや地震予知計画による広域地震波速度トモグラフィ

をあわせて解析することで，地域の定量的な（水やメルトなどの）流体分布構造の推定を目指す．得

られた構造から，同地域での通常の地震，低周波微動などの様々な地震活動や，富士山の火山活動等

を，地殻マントル流体がどのように規定しているのかを明らかにする．また，従来まで取得してきた

データに基づいた３次元モデリングを試み，北海道，東北，中国四国，九州各地方の大局的な３次元

比抵抗構造推定，紀伊半島，中部地方における詳細な３次元比抵抗構造推定を行う（両者の解像度の

違いは，観測で用いた周期，基線長の違いによる）．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成２１年度：濃尾断層周辺域での観測を実現するための諸準備（NTTとの交渉，観測ネットワー

クを決定し電極点の決定と埋設，磁場観測点の敷設）を行うと共に，従来得られてきたデータの３次

元解析を実施する．

　平成２２年度：濃尾断層周辺域（福井県東部，岐阜県南西部）での観測を実施するとともに，従来

得られてきたデータの３次元解析を継続する．



　平成２３年度：前年度までに得られたデータの３次元解析を継続するとともに，富士山周辺域での

観測の準備を行う．

　平成２４年度：富士火山周辺域（山梨県南東部，静岡県東部，神奈川県西部）での観測を実施する

とともに，従来得られてきたデータの３次元解析を継続する．

　平成２５年度：前年度までに得られたネットワークＭＴ観測データより，広域深部３次元比抵抗構

造を推定する．得られた構造と，HiNETや地震予知計画による広域地震波速度トモグラフィをあわせ

て解析することで，地域の定量的な（水やメルトなどの）流体分布構造の推定を目指す．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
（１）跡津川断層周辺域におけるネットワークＭＴ観測データの解析

　既存の Ogawa and Uchida, 1996による広帯域ＭＴ２次元コードを改良し，広帯域MT－ネットワー

クMT２次元ジョイントインヴァージョンコードの開発を行った．従来の広帯域MTデータでは，数

100Hzから 1000s程度の帯域でMT応答関数を決定するために地殻程度の深度までは精度よく構造を

決定できた一方，static shiftの問題による構造の不定性や，長周期の応答関数を決定する困難さから上

部マントルに至る深部構造を決定しづらいという難点があった．一方，ネットワークMTには，static

shiftを含まぬ応答関数が得られることや，数万 sに至る長周期が得られるため深部構造決定に有利で

あるという長所があるものの，8s以下の短周期応答関数の決定が困難であるため，浅部構造の不定性

が問題となっていた．ジョイントインヴァージョンは，この双方の難点を克服するものである．

　開発したジョイントインヴァージョンコードを用いて，跡津川断層域を NNW-SSEに切る測線での

データの解析を行った．従来の広帯域MTデータとネットワークMTデータをあわせて解析すること

により，static shiftが正しく推定され，測線が御岳西方の秋神まで伸び，当該地域の表層から上部マン

トルに至る構造が決定された．その結果，新潟－神戸歪集中帯中軸部の３つの主要な断層：牛首断層，

跡津川断層，高山・大原断層帯下の下部地殻に，上下に伸びた局在した低比抵抗域の存在が明らかと

なった．また，上部マントルでは，北側（牛首断層－跡津川断層下）でやや高比抵抗，南側（高山・大

原断層帯下）で低比抵抗となるコントラストが認められた．

　室内実験の結果 (Yoshino, 2002)によると，静水平衡状態での間隙水のぬれ角は，上部地殻，下部地

殻とも 60度以上となり，間隙水は孤立して存在しやすい．孤立した間隙水は電気伝導に殆ど寄与しな

いので，比抵抗モデルのうち下部地殻の高比抵抗部分（それぞれの断層（帯）の間）でも，その比抵

抗を説明するためにほぼ 100%に近い含水率が必要となる．一方，Nakajima et al. (2010)では，地震波

速度構造の解析から，歪集中帯中軸部全体として下部地殻の含水率は 5-7%程度であると推定してい

る．従って，下部地殻の比抵抗のコントラストは，孤立した間隙水の含水率によるコントラストをみ

ていると考えるより，連結度のコントラストをみているものと解釈した方がもっともらしい．従って，

各断層下の低比抵抗域は，間隙水の連結度の高い領域であると推定できる．平衡状態で孤立する間隙

水を連結させるためには，何らかの平衡状態を破る作用が必要である．このことから，Yoshino (2002)

は，下部地殻の低比抵抗域は塑性せん断域の存在を示唆すると議論している．この議論に従えば，新

潟－神戸歪集中域の主要３断層下の下部地殻に存在する局在した低比抵抗域は，せん断変形域の局在

を示唆することになる．さらに，Nakajima and Hasegawa, 2007による上部マントルの地震波速度構造

では，地下 100km（南側：高山・大原断層帯下）から 200km（北側：富山平野下）に存在するフィリ

ピン海プレートの上盤側にプレートに沿う低速度層が検出されているが，上記の上部マントル比抵抗

のコントラストはその描像と調和的である．

（２）濃尾地震断層周辺域におけるネットワークＭＴ観測の継続とデータ解析

　本課題の計画策定の段階では，濃尾地震断層周辺域と富士火山周辺域においてネットワークＭＴ法

観測を実施する予定であった．しかし，観測を実施するために必須の電話会社（ＮＴＴ）の観測への

協力体制の変化から濃尾地震断層周辺域での観測開始が当初計画に比べて大幅に遅れ，岐阜県では１

３交換所エリアにおいて平成２３（２０１１）年３月末より，福井県においては７交換所エリアにお

いて同年６月中旬より観測実施が可能となった．また，同地域は夜間も休みなく運行する直流電化路



線からの漏れ電流ノイズが著しいうえに，地磁気活動が予想に反して活発化しなかったため，１万秒

程度までの長周期にわたって良好な周波数応答関数を推定できるようになるまでに１年以上観測を継

続しなければならないことが判明した．このため，2013年 12月に至るまで濃尾地震断層周辺域での

観測を継続することにし，本課題において富士火山周辺域での観測を実施することは不可能となった．

　全２０エリアについて，各地電位差と根尾における水平磁場との間のネットワークＭＴ周波数応答

関数を推定した．この際，根尾観測点周辺のローカルな磁場ノイズによる応答関数のひずみを除去す

るため，輪島観測点の水平磁場を遠隔参照点として用いた．福井県のほぼ全域にわたって，電位差測

定基線方向に直交する磁場と電位差との応答関数の位相が千秒より長周期側で９０度を超えて大きく

なる，いわゆる「異常位相」が見出された．

（３）濃尾地震断層周辺域での３次元構造解析

　２次元以下の比抵抗構造では，上記の「異常位相」が説明できないことがわかっているため，３次

元インヴァージョンを行うことにした．各基線の地電位差－磁場応答関数から，各エリアについて適

当な三角エリアを選定して，その各三角エリアの平均的な電場－磁場応答関数（インピーダンステン

ソル）を計算し，Siripunvaraporn et al., 2005による３次元ＭＴインヴァージョンコードを用いて構造

推定を行った．濃尾地震断層とその延長方向に沿って推定された（３次元構造から作成した）構造断

面を図１に，その構造に基づく感度分布を図２に示し，得られた構造に対する地球科学的意義を下に

箇条書きにする．

a)上記の「異常位相」は，福井市周辺の日本海につながる低比抵抗堆積盆地，および，d)で述べる深

部マントル低比抵抗帯によって説明することが可能であった．

b)地下浅部構造では，濃尾地震発震域である福井県池田町から南に，地震断層に沿って伸びる低比抵

抗域が決定された．これは，断層破砕帯中の水，ないしは，粘土鉱物を見ているものと思われる．

c)中部地殻においては，濃尾地震断層域直下において，1kΩ-mを超える高比抵抗域に決定された．前

計画における跡津川断層周辺域での構造研究の考察から，地震発生域は高地震波速度，高比抵抗であ

り，流体の存在を示すと考えられる中部地殻に上昇した低地震波速度，低比抵抗層がバリアとなって

地震のサイズを決定するのではないかとの議論がなされたことを考慮すると，濃尾地震断層が走った

南南東方向にバリアとなる流体存在域がなかったことが，濃尾地震がＭ８クラスの大地震になった一

つの要因としてあげられるのかも知れない．

d)図 1に示すように，池田町直下のフィリピン海プレート上面に低比抵抗帯が見出された．さらに，そ

の深部の福井－岐阜県境付近の上部マントル内に東西に連なる低比抵抗域が決定された．低比抵抗域

は，100km以深の深部から立ち上るかのような形状を示していて，沈み込むスラブからの脱水による

ものである可能性が高く，その流体の存在が，本研究エリアでは福井－岐阜県境を走る新潟－神戸ひ

ずみ集中帯のひずみ集中に関わっている可能性がある．同様のマントルウェッジ内低比抵抗帯は，前計

画での跡津川断層を切る２本の２次元断面にも見出されていて（臼井ほか, 2010（ (1)で記述），最上,

2011）フィリピン海スラブからの脱水を見ているものと解釈していたが，Hirose et al., 2008によると，

本ターゲットエリアではフィリピン海スラブはその撓曲のために 40-60kmにその上面が決定されてい

て，明らかに低比抵抗域の最深部はその下部に位置している．このため，本地域での深部低比抵抗帯

は，フィリピン海スラブの下に横たわる太平洋スラブからの脱水を示唆する．火山岩中に含まれる流

体の同位体比を解析した結果である Nakamura et al., 2008によると，同地域の特に背弧側では太平洋

スラブ起源の流体の比率が高いとされていて，本研究の比抵抗構造とは矛盾しない結果となっている．

（４）既存データの解析

　1992-1998年にかけて実施された九州地方でのネットワークＭＴ２，３次元解析から九州地方全域に

わたる広域深部構造を決定し，火山発生と深部構造との関連性を議論した（Hata et al., 2012,畑, 2013）

ほか，北海道，東北などその他の地域についてもデータのコンパイルやインヴァージョン解析を行った．

　九州において，南部火山帯（桜島，霧島など）では沈み込むフィリピン海スラブ深部から火山に向

けて立ち昇るかのような低比抵抗帯が認められたが，中北部火山帯（阿蘇，九重など）では低比抵抗

帯の根があまり深く決定されなかった．この構造の差を確かめ，ネットワークＭＴデータの空白域と



なっていた中部九州をうめるため，Handa et al., 1992, Shimoizumi et al., 1997, Munekane et al., 1997な

どで紹介されている，九州全域にわたる従来のＭＴ法や地磁気変換関数観測データのコンパイルや再

解析を行った．予察的な順計算から，ネットワークＭＴ法データから推定された３次元構造では，地

磁気変換数の性質を再現できないことが明らかとなり，今後，両データをあわせた３次元解析を行っ

ていく予定としている．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Hata, M., Oshiman, N., Yoshimura, R., Tanaka, Y. and Uyeshima, M., Interpretation on magmatism beneath

the Kyushu subduction zone with 3D electrical resistivity image. 3DEM workshop（札幌）, 5月 2013.

Uyeshima, M., Yamaguchi, S., Murakami, H., Tanbo, T., Yoshimura, R., Ichihara, H. and Omura, K. On

elucidation of the regional anomalous phase contained in the Network-MT data in the Chubu district,

central Japan. 3DEM workshop（札幌），5月 2013.

上嶋誠，山口覚，村上英記，丹保俊哉，吉村令慧，市原寛，小村健太朗, Network-MT法による中

部地方背弧の電気伝導度構造. 2013年合同大会（幕張），5月 2013．

上嶋誠，Network-MT法の紹介－広域深部電気伝導度構造解明を目指して－．2013年合同大会（幕張），

5月 2013．

Hata, M., Oshiman, N., Tanaka, Y. and Uyeshima, M., Upwelling Fluids interpreted by 3D Electrical Resis-

tivity Structure beneath island-arc volcanoes in Kyushu, southern Japan, IAVCEI 2013, 7月 2013.

畑真紀,上嶋誠,下泉政志,田中良和,鍵山恒臣,歌田久司,大志万直人,吉村令慧,市來雅啓,九州地

方における磁場変換関数データのコンパイル：Network-MTデータと磁場変換関数データの統合

解析に向けて,地球電磁気・地球惑星圏学会秋季大会（高知）, 11月 2013.
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図１．濃尾地震断層の延長方向での電気伝導度断面図

　暖色系ほど電気が流れやすいことを示す．茶色の曲線はフィリピン海プレートの上面を示す．横軸の 0kmは樽
見の位置を示し，福井県池田町の発震地点は約-40kmに位置する．

図２．図１の構造に基づく累積感度分布

　暖色系ほど累積感度が高いことを示す．茶色の曲線はフィリピン海プレートの上面を示す．横軸の 0kmは樽見
の位置を示し，福井県池田町の発震地点は約-40kmに位置する．フィリピン海上面の発震点直下の低比抵抗帯の
感度は高いことが読みとれる．



平成 25年度年次報告

課題番号：1412

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

非火山性地震の発生メカニズムの解明－震源域深部の地殻内流体との相互作用

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

エ．地震活動と火山活動の相互作用

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　非火山性群発地震活動が最も活発な和歌山地域において，詳細な地殻構造のイメージング（微小地

震稠密連続観測・比抵抗構造探査に基づく）と地殻変動解析を通して，(1)群発地震発生域の地殻内流

体の精細な分布・存在形態とその起源，(2)群発地震発生域の力学モデル，(3)応力場の変化と群発地

震活動との関係，を捉えることを目指す.最終的に，各々の解析結果を統合することで，地殻内流体と

の相互作用を考慮した非火山性群発地震発生の定量的モデルの構築を目指す．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、和歌山地域の非火山性群発地震活動域を南部から横断する測線で，広帯域

MT観測を実施する．また、合成開口レーダー（SAR）データを用いた干渉解析を開始する．

　平成 22年度においては、非火山性群発地震活動域を横断する測線で，稠密自然地震観測を実施する.

また、前年度に得られたMT観測データの処理・解析を始める．SARデータを用いた干渉解析を継続

する．

　平成 23年度においては，前年度に得られた稠密自然地震データの処理・解析を開始する．また，MT

観測データの解析と SARデータを用いた干渉解析を継続する．

　平成 24年度においては，非火山性群発地震活動域の地殻内の地震波速度構造・反射面の空間分布・

詳細な震源分布・メカニズム解分布・比抵抗構造・地殻変動の力学モデルの推定に関する解析を進める．

　平成 25年度においては，各々のテーマに関する解析を遂行し，全ての成果を統合することで，非火

山性群発地震発生の定量的モデルの構築を目指す．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：



2010年から 2014年にかけて和歌山地域を横断する 3本の稠密地震計アレイを展開し、連続波形デー

タを取得した。2009年には、群発地震域の南部で比抵抗構造探査も実施した（図 1）。地殻変動解析に

ついては、すでに GPSデータを用いた解析が Yoshida et al (2011)によって遂行されており、群発地震

発生域の東部に隆起域（隆起速度：約 5 mm/yr）の存在が報告されている（図 1）。

和歌山地域の地震活動は深さ 10 km以浅に位置し、地震発生層の下限が活動域の中心部では縁辺部に

比べて浅くなる、上に凸状の形状を示すことが明らかになった（図 2）。地震発生域の深部延長部には、

顕著な低速度体が存在し、下部地殻全体が低速度を示す（Low-V1,図 2）。群発域の南東部において地

震発生層の下限が浅くなるが、それに応じて低速度層の上端も浅くなっている。このことから、震源

域直下の低速度体の分布と活発な非火山性地震の分布との間には、明瞭な空間的な対応関係が見られ

る。2009年度に地震発生域の南部で取得された比抵抗構造（Uyeshima et al., 2010）を参考にすると、

この低速度体は地殻内の流体である可能性が高く、地殻流体が非火山性地震の発生に密接に関与して

いると考えられる。地殻流体の存在を示唆する低速度域の中心は、地表で観測された隆起域に概ね一

致する（図 2a）。このことから、地震発生域の深部延長部に存在する地殻流体の浮力により、隆起変

動が生じていると推察される。

群発地震発生域の深部には陸のモホ面に対応する高速度ギャップが存在する。陸のモホ面は、群発地

震発生域の南部で徐々に浅くなり、マントル・ウェッジ先端で不明瞭となる（Low-V2,図 2）。この特

徴は、陸のモホ面が海洋性地殻の上面と交わる東海地域と異なっており興味深い点である (Kato et al.,

2010)。マントル・ウェッジは全体的に低速度を示しており、マントル主要構成物であるオリビンの蛇

紋岩化が進行していると解釈できる。

紀伊半島南部の前弧域の地殻下部では、沈み込むスラブから解放された流体と考えられる低速度体が

イメージングされた（Low-V3,図 2）。この低速度体は、地殻浅部方向へ延びる形状を示す。この低速

度体も、過去に取得された比抵抗構造 (Umeda et al., 2006)を参考にすると、低比抵抗域に対応してお

り、沈み込むスラブから前弧域への流体供給が進行していることを示唆する。このような前弧域での

流体供給を示唆する構造異常は、東海地域でも同様に見つかっている (Kato et al., 2010)。

また、和歌山地域に南方から沈み込むフィリピン海プレートの海洋性地殻が明瞭にイメージングされ

た。和歌山地域に向かって、海洋性地殻の沈み込み角度は徐々に高角になる（図 2f）。さらに、紀伊半

島南部で低速度層として見える海洋性地殻は、和歌山地域の深部（深さ 45-55 km）で、高速度層へ変

化する。沈み込みにともなう海洋性地殻の高速度化は、海洋性地殻内の玄武岩が脱水変成作用により

エクロジャイト化していることを意味する。一方、低周波地震・微動域の海洋性地殻内は低速度・高

ポアッソン比で特徴づけられ、東海・四国西部で確認された特徴と一致する。

2013年 1月から 2014年 10月にかけて、和歌山地域北部から淡路島を横断する東西測線上に 40点か

ら成る稠密地震計アレイを展開して連続波形記録を収集した。観測期間中に取得された遠地地震の波

形を用いたレシーバー関数解析により、和歌山地域から紀伊水道にいたる東西断面上における不連続

面のイメージングをおこなった。その結果、フィリピン海プレートの海洋性地殻は和歌山地域から海

へ向かって急激に浅くなり、淡路島の東部で陸のモホ面に近づき、それに伴い群発域の直下に存在す

る蛇紋岩化したマントル・ウェッジの厚さは薄くなる。淡路島の西側では海洋性地殻の存在を確認す

ることは困難となり、マントルが地殻直下に存在する可能性が挙げられる。

以上の結果から、非火山性群発地震の発生域の下部地殻とマントル・ウェッジ内に地殻流体が存在し、

地殻流体が群発地震の発生に重要な役割を果たしていると考えられる。このような不均質な流体分布

は、沈み込むフィリピン海プレートの脱水反応や幾何学的形状、沈み込み様式に依存していることが

示唆される。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
加藤愛太郎, 2013,稠密地震波観測に基づく地震発生と地殻流体,地球化学, 46, 191-203.

Saiga, A., Kato, A, E. Kurashimo , T. Iidaka , M. Okubo , N. Tsumura , T. Iwasaki , S. Sakai and N. Hi-

rata, 2013, Anisotropic structures of oceanic slab and mantle wedge in a deep low-frequency tremor



zone beneath the Kii peninsula, SW Japan, J. Geophys. Res. Solid Earth, 118, 1091?1097, doi:
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図 1
本計画中に実施した稠密地震計アレイ観測点の配置（△印）と気象庁一元化処理震源の震央分布を示す（2011～
2012年）。定常観測点は□印。赤☆印は再決定された低周波地震の震源を表す。青色コンターは地殻変動のデータ
解析から得られた隆起速度分布（Yoshida et al., 2011）（コンター間隔は 1 mm/年で、隆起速度 4 mm/年以上のみを
示す。）を、赤実線は活断層の地表トレースを表す。



図 2
2010年に実施した稠密地震計アレイデータに基づく地震波速度構造と不連続面構造の深度断面図を示す。（a）測
線に沿った方向の隆起速度分布、（b）P波速度構造の偏差、（c）S波速度構造の偏差、（d）低周波地震（気象庁カ
タログ）の頻度分布、（e）Vp/Vs比、（ f）レシーバー関数断面。灰色は再決定された測線近傍の地震を、赤☆印は
再決定された低周波地震の震源を表す。黒色の破線は、陸のモホ面と、沈み込む海洋性地殻の上面・下面の位置の

解釈線を示す。



平成 25年度年次報告

課題番号：1413

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

フィリッピン海プレート北縁における地殻構造と火山深部構造の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

エ．地震活動と火山活動の相互作用

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　建議に記載されている「海底観測を含む地震，地殻変動，地球電磁気等観測を行い，火山流体の移

動と地震活動の関連を明らかにする」ため，マグマ移動に伴う火山性地震や群発地震の活動度の高い

フィリッピン海プレート北縁の伊豆大島，伊豆東部，富士山等の地域の構造を，地震探査，電磁気探

査，重力探査から推定する．これらの地域では，これまでの研究で浅部構造がある程度解明されてい

るので，火山噴火に直接かかわるマグマ溜りの存在が指摘されている深さ約 10km以深の地殻構造に

焦点を当てて，火山の深部構造の解明を行う．地震波速度構造，比抵抗構造から，地下の火山流体の

分布を明らかにし，この地域における地震活動と火山活動の関連を明らかにする．

　伊豆大島では，海陸合同の人工地震探査を実施し，深さ 4km付近の浅部と深さ 10km付近の深部で

のマグマ分布の検出を試みる．海中発破及びエアガンによる多数の制御震源と稠密な陸上と海底の地

震観測を組み合わせ，深さ 10km付近からの反射波の地域分布に注目し，マグマ分布の推定を目指す．

また，伊豆大島で観測されている間欠的な山体膨張とそれに同期する地震活動の時間変化を，マグマ

蓄積が及ぼす応力変化を定量的に推定し，地震活動の時間変化の原因を火山体の不均質構造，周辺の

広域応力場の影響も考慮に入れて解明する．

　伊豆半島東方沖群発地震活動では，これまでマグマ貫入深度が５ km付近と 8km付近の２つのグルー

プに分かれる可能性が指摘されているが，過去の観測データを再解析し，貫入深度が２つに分かれる

ことを精度の高い震源分布や地殻変動データから再検証する．この２つのマグマ貫入深度の違いの原

因を，その南東約 30kmに存在する伊豆大島の火山深部構造やマグマ蓄積の様式と比較することによ

り，明らかにすることを目指す．

　富士山では，東西方向の電磁気構造探査により深さ 25km以深に低比抵抗領域が存在するモデルが

提唱されているが，低比抵抗域の広がりや富士山直下で発生する低周波地震との関連については明ら

かにされていない．この課題により南北方向の電磁気構造探査を行い，この深部低比抵抗体の空間的



な広がりを求め，地震波速度構造の結果と比較し，富士山の地下構造と山体直下の深部低周波地震の

発生の関連を明らかにする．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度には，伊豆半島～伊豆大島～房総半島沖の領域の南西～北東方向に走行を持つ総延長約

70kmの測線で，陸上観測点約 250点，海底観測点約 30点の観測点を設置し，９か所で海中発破を実

施する人工地震探査を行うとともに，測線に沿ってエアガンよる制御震源を発振する大規模構造探査

を実施する．これにより，伊豆大島直下及びその周辺の地震波速度構造の推定を行う．屈折法解析と

同時に反射法解析も行い，これまでの解析では不明瞭であった深さ約 10kmでの反射面（速度不連続

面）付近の構造を精度良く推定する．1999年に実施した北西～南東に測線を設定した人工地震構造探

査の結果とも併せて，深さ約 10kmからの反射波の強度分布からマグマ蓄積場所を特定できるか否か

の可能性を検証し，伊豆大島火山のマグマ蓄積に関する新たな知見を得ることを目指す．

　上記構造探査で得られる速度構造の情報を用いて，浅部マグマ溜り（深さ約 4km）と深部マグマ溜

り（深さ約 10km）を分離したマグマ蓄積時間変化の検出を試みる．これらのマグマ溜りは，それぞれ

1986年噴火の際の割れ目噴火のマグマの起源と山頂噴火のマグマの起源に相当すると考えられ，相互

のマグマ蓄積の関連を解明することは，地下のマグマ蓄積現象の本質を理解する上で極めて重要な情

報である．更に，マグマ蓄積に伴う応力変化を定量的に解析し，火山体の不均質構造，周辺の広域応

力場の影響も考慮に入れ，伊豆大島で見られる山体膨張に同期した地震活動の時間変化を説明するモ

デルを構築する．

　平成 22年度には，平成 21年度に実施した人工地震構造探査の解析を更に進め，1999年に実施した

構造探査実験も併合して解析し，伊豆大島近傍の地震波速度構造をより精度良く推定することを試み

る．更に，絶対重力計による高精度重力測定を伊豆大島火山観測所，鎧端観測点で実施すると共に，そ

れらの点を基準とした相対重力測定を伊豆大島のカルデラ内を中心とした地域で実施する．また，伊

豆大島で超長周期MT観測を行い，これまで実施してきた AMT観測，MT観測のデータと併合処理

し，伊豆大島の地下数 kmまでの比抵抗構造を明らかにする．比抵抗構造と地震波速度構造を比較し，

伊豆大島の地下の火山流体の分布の検出を試みる．

　平成 23年度には，フィリピン海北縁に位置する富士山周辺において，絶対重力と相対重力の測定を

行う．また，これまで蓄積された伊豆大島，伊豆半島，富士山周辺の地震記録を解析して地下構造の

推定を行い，人工地震探査の結果と比較する．これまでの地震活動，地殻変動，構造探査の結果を統

合し，伊豆大島，伊豆半島の火山性流体の存在を検証し，マグマ供給系を明らかにする．また，これ

らのマグマ供給系の構造と，この地域の地震活動を火山性流体の存在とこの地域の広域応力場の関連

を考慮に入れて考察する．

　平成 24年度には，伊豆大島における絶対重力と相対重力を再測し，平成 22年度の測定と比較して

重力の時間変化を調査する．有意な重力変化があった場合には地殻変動等の観測データと比較し，そ

の原因の地球物理学的な意義を明らかにする．富士山周辺において，これまで実施してきた北西～南

東方向の電磁気構造探査と直交する北東～南西方向の電磁気構造探査を実施し，富士山直下の３次元

電磁気構造探査を行い，富士山のマグマ供給系を明らかにする．また，これまでに蓄積されてきた自

然地震の観測データを用いて，伊豆半島から富士山周辺にかけての地震活動と，火山性深部低周波地

震，マグマ貫入に起因する地殻変動を関連について明らかにする．

　平成 25年度には，富士山周辺で絶対重力及び相対重力の測定を行い，平成 23年度の測定結果の比

較し，重力の時間変化を調査する．有意な重力変化があった場合には地殻変動等の観測データと比較

し，その原因の地球物理学的な意義を明らかにする．伊豆大島では超長周期MT観測を行い，平成 22

年に実施した同様の観測と比較し，伊豆大島の地下数 kmまでの比抵抗構造の時間変化の検出を試み

る．これまでの各種構造探査の結果を統合し，この地域の火山性流体の存在が，地震活動とマグマ蓄

積活動に与える影響を明らかにし，この地域の地震活動と火山活動の関連を明らかにする．



（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　伊豆半島，伊豆諸島の位置するフィリピン海北縁は，伊豆半島北方でのプレートの衝突と相模湾と駿

河湾における沈み込みにより，ほぼ水平方向に最大主応力と最小主応力を持つ応力場に支配され，深

部からのマグマの上昇に呼応した火山性地震活動やダイク貫入に伴う群発地震活動が，高い頻度で発

生している．例えば，1986年の伊豆大島噴火，2000年三宅島噴火の際の地震活動や，1970年代後半

から現在まで続く伊豆半島東方沖群発地震活動では，ダイク状のマグマが貫入を示唆する地震活動が

観測されている．このような地震は，広域応力場とマグマの貫入により生じる応力の両者の影響で発

生していることが知られている．本研究は，特徴的な広域応力場にあるフィリッピン海北縁において

地震活動と火山活動が強く関連しているダイク貫入現象を中心とした，以下の研究を実施した．

（１）地震活動から推定した繰り返し発生するダイク貫入現象（伊豆東方沖）

（２）ダイク貫入を起こす火山島直下の地震波速度構造（伊豆大島）

（３）火山直下の地下比抵抗構造と重力探査（伊豆大島，富士山）

（４）2000年三宅島噴火に伴う震源移動から推定した大規模マグマ貫入機構

（５）山体膨張・収縮を繰り返す火山での地震活動の定量的なモデル化（伊豆大島）

このうち，（１）～（３）は昨年度までの成果であるので，簡単に概要を記述し，（４）及び（５）につ

いて詳細に記述する．また，最後に，地震活動と火山活動の相互作用について総括する．

（１）地震活動から推定した繰り返し発生するダイク貫入現象

　伊豆半島東方沖で発生する群発地震は，震源分布，発震機構解，震源移動，地殻変動の時間変化よ

り，ほとんどの地震は貫入するマグマの先端で発生し，震源移動がマグマの移動を描出していること

が明らかにされている．2009年 12月に発生した群発地震は，1970年代から発生した一連の群発地震

活動によるマグマ蓄積の時間変化を理解する上で，極めて有効な事例となった．

　この地域の群発地震活動は，1）主活動が深さ３～７ kmである浅い活動と，７～10kmの深い活動

に大別でき，それらは異なる密度のマグマがそれぞれの浮力中立で停留したと見られる．2）1990年

代は浅い活動が多かったのに対して，2000年以降は 2009年 12月を除いて全て深い活動であり，1998

年以降 11年ぶりの浅い活動であった．3）今回の活動を除き，これまで全ての群発地震活動の震源は，

鉛直から約 20度傾斜した面上に並ぶ．これは周辺応力の作る最小主応力の方向に垂直な面にマグマ

が貫入してきたことを示している．4）マグマ中立深度とダイク内の過剰圧には系統的な相関が存在す

る．これはマグマ先端での破壊条件が，ダイクの広がりを制御していることを示している．

　この活動は a)震源が深さ 8から６ kmに上昇する活動，b)深さ 6kmから浮力中立深度と思われる

4.5kmまで上昇する活動，c)浮力中立点周りに広がる活動の３つの活動に明瞭に分類できる．これま

での活動では a）と b）に明瞭な区分はなかった．更に，深さ 8～6kmに上昇する活動の震源はこれま

でと同様に，鉛直から約 20度傾斜した面に分布するが，それ以浅の活動の震源はほぼ鉛直の面上に分

布し，これまでの活動とは異なった面上に群発地震は発生した．この活動は，マグマが上昇する際に，

深いマグマ蓄積領域と浅いマグマ蓄積領域の境界で，これまでと異なる新たな面を形成し，そこに貫

入したと考えられる．このようなことが起こったのは，マグマの浮力中立深度付近の局所的な最小主

応力の方向が，これまでの一連のマグマ蓄積により変化したと考えることができるかも知れない．こ

の現象は，マグマ蓄積範囲が拡大してマグマ溜りが拡張を始める過程を示し，より大きなマグマ溜り

への成長過程の初期段階にあることを示していると考えられる．

（２）ダイク貫入を起こす火山島直下の地震波速度構造

　伊豆大島では 1986年噴火の際に，大規模なダイク貫入が発生したことが知られている．ダイクはマ

グマの浮力中立深度に沿って水平に広がると考えられているため，火山周辺の構造を知ることが極め

て重要である．特に，次回の噴火においてもダイク貫入現象の発生が懸念される伊豆大島周辺の構造

を事前に知っておくことは，ダイク貫入現象の科学的な理解の深化と共に山腹噴火の可能性も考えら

れることから，火山防災上も極めて重要である．

　人工地震による構造探査実験を，2009年 10月 26日から 11月３日の期間に実施した．伊豆半島下

田沖から伊豆大島を通り，房総半島沖まで西南西～東北東に並ぶ約 60kmの測線に，約 2km間隔で海



底地震計 39台を設置した．また，伊豆大島島内には約 50m間隔で，東西方向に約 180台，南北方向に

約 100台の地震計を配置した．人工地震は，測線上に５～８ km間隔で９か所において薬量 300kgの

ダイナマイトによる海中発破と測線上及び伊豆大島沿岸１周で容量 50リットルのエアガン発震を行っ

た（図１）．海底地震計は全ての震源を，伊豆大島島内の稠密地震観測点は，海中発破及び伊豆大島沿

岸でのエアガン発振の信号を記録した．陸上観測点，海底地震計ともほぼ全てのデータが回収できた．

　これらの観測データを解析し，伊豆大島周辺の地震波速度構造を推定した．解析から以下の特徴を

得た．1)初動走時を説明するには，伊豆大島東方約 15kmでフィリピン海プレートが約 20度で東方に

沈み込む構造でなければならない．この構造が測線の東側の走時に大きな影響を与えている．2)火山

の基盤を形成している第４層の地震波速度は 5.8-6.2km/sと推定され，その上面の深度は伊豆大島と伊

豆半島の中間で約 4kmであるが伊豆大島に向かって徐々に浅くなり，伊豆大島島内ではほぼ 2.5kmと

なる．一方，伊豆大島の東側では急激に深くなり，フィリピン海プレートの沈み込みの場所で約 4.5km

となる．3)伊豆大島島内における基盤面の以浅の構造については，1999年の構造探査の結果（伊東，

2003）とほぼ一致している．4)伊豆大島火山の直下 7.5kmに P波速度が 6.8km/sの基盤が，北西‐南

東測線と南西‐北東測線の両者で盛り上がっている構造が明らかになった．基盤が火山直下で盛り上

がると言うのは，どの火山においても共通して見られるが，伊豆大島において基盤の深さが正確に得

られたのは初めてである．

（３）火山直下の地下比抵抗構造，重力探査

　伊豆大島におけるカルデラ北部深さ約 5kmで発生する間欠的な山体膨張源周囲をはじめとする全

島にわたる火山体深部比抵抗構造を調査するため，広帯域ＭＴ法観測を実施した（図３）．観測には

Metronix社 ADU07型測定装置を 10台用い，2010年 12月～2011年 1月，2011年 1月～2011年 2月

の２期間で，のべ 20箇所で観測を行った．局所的なノイズを除去するため，宮城県丸森町に遠隔参照

観測点を置いた．また，伊豆大島では，課題番号 1402：「特定地域の地殻活動モニタリングシステム

の高度化」による長基線地電位差ならびに３成分磁場連続モニタリング観測を実施しており，これら

のデータから長周期，長基線のネットワークＭＴ応答関数が推定できるので，帯域ＭＴ法データとあ

わせて全島にわたる深部構造が明らかになると期待できる．

　三原山火口直下の現在の状況を明らかにするため，人工電流源を用いた ACTIVE観測を 2011年 1

月に実施した．火口周辺の比抵抗構造変化の検知のために，三原山中央火口丘縁の５箇所で鉛直磁場

観測を常時実施しているのに加え，電流源に直交する配置の４箇所で観測を実施し，磁場－電流間応

答関数の推定を図った．

　富士山直下の比抵抗構造を調べるために，これまで 2002 2003年，2011年 6 11月，2012年６～７月

の３期間で合計約 40地点において広帯域MT探査を行った他，2009年に AMT探査を行った．特に，

東北地方太平洋沖地震直後の 2011年 3月 15日に富士山直下で発生したM6.4地震震源域を通る北西

‐南東方向の測線に沿った断面での比抵抗構造を，２次元解析の手法と３次元解析の手法で解析した．

共に，海水および海底及び陸上の地形をモデルに組み込み，陸地の初期比抵抗値を 1000ohm-m，空気

を比抵抗 108 　ohm-mとした．推定された構造では，両解析とも 2011年 3月 15日の地震とその余震

の震源域が，マグマや熱水の存在を支持する低比抵抗域となる結果が得られているが，結果の有意性

については更に検討する必要がある．

　2012年 10月に，伊豆大島において，絶対重力観測 2点を基準とし，そこからの 29点の相対重力

測定を行うハイブリッド重力測定を実施した．測定精度は，絶対重力測定は 1マイクロガル程度，相

対重力観測は 10マイクロガル程度と見積もられる．この結果を，2009年 6月に実施した同様の測定

の結果と比較したところ，(a)中央火口近傍の重力増加（+10～ +30マイクロガル），及び (b)カルデ

ラ内北東部の重力減少（ -10～ -40マイクロガル）を確認した．これらの特徴は，ほぼ同時期に行われ

た国土地理院の観測でも見出されている．特徴（a）については，火口近傍の 1?程度の狭い範囲では，

5～6?の沈降が生じていることが，国土地理院の水準測量（2008年 10月～2012年 10月）で明らかに

なっている．そのため重力にもフリーエア効果だけで 20マイクロガル程度の増加が期待され，観測さ

れた 10～30マイクロガル程度の増加と概ね，整合している．特徴 (b)については，島全体の北東上が



り（南西下がり）の傾動が引き続き生じていることが，水準測量で明らかになっており，これにより，

北東部の重力減少の一部（10マイクロガル程度）は説明可能であるが，それでもなお説明しきれない

重力減少（20マイクロガル程度）が残る．地下水起源の擾乱が，この重力減少に含まれている可能性

もある．

　現在地下水の回復が著しい三宅島で重力測定を実施した．このような地下水の回復現象は終息期の

火山活動を理解する上で重要であり，測定が急がれるので計画の変更を行い，三宅島においてハイブ

リッド重力観測を実施した．その結果，2006年～2010年の 4年間の間に，火口を中心として 20～40

マイクロガルに及ぶ同心円状の重力増加を見出した．この変動は海水準付近の地下水層の回復として

モデル化でき，SO2放出量の漸減とも整合した結果を得た．

（４）2000年三宅島噴火に伴う震源移動から推定した大規模マグマ貫入機構
　2000年三宅島噴火では，６月末から震源が山頂から北西岸に移動し，７月１日までの約５日間で神

津島タ慧臧婉瓩泙蚤腓��榮阿靴拭イ修慮紊 8月末まで三宅島北西海域で多くの地震が発生し，大規

模なダイク貫入が発生したと考えられている．これまで全体の地震活動が必ずしも詳細に解明されて

いなかった 2000年三宅島噴火活動時の震源分布を精度良く再決定し，それに基づき 2000年三宅島噴

火に伴う大規模なダイク貫入現象の理解を目指した．

　これまで震源は，震源域から遠く離れた島嶼部の観測点のデータを用いて推定されていた．7月 2

日以降は，震源域直上に海底地震計が設置され，そのデータを用いた解析も行われているが，活動の

一部の期間だけにとどまっている．そのため，海底地震計のデータを有し，高精度に震源が推定でき

る地震を「参照地震」とし，海底地震計が設置されていない時期も含めて地震活動度の高かった 2000

年 6月 26日から 8月 31日までの活動全体のできるだけ多くの地震の震源を，参照地震との相対位置

で推定するという手法を用いて再決定した．

　このような場合でよく用いられるDouble Difference法に以下のような改良を行い，解析した．(1)震

源精度の高い参照地震の震源を極力動かさないという拘束条件を付けて，参照地震とその他の地震の

震源を同時に再決定するように改良した．その際，波形相関を用いた精度の高い初動時間差も利用し

た．(2)公開されているDouble Difference法や，これを用いた多くの先行研究では，震源決定の際の速

度を成層構造で与えている．これをそのまま利用すると，速度構造の境界で，見かけ上の震源の集中

が現れた．この影響を取り除くため，深さ方向に連続な速度構造を利用できるようにプログラムを改

良した．

この解析により，約 3000個の参照地震を用いて，約 3万個の地震の震源を再決定した．得られた震源

分布には以下の特徴が見られる．

(1)地震活動は，震源が三宅島からその北西海域に大きく移動する活動初期（7月 1日まで）と，それ

以降の，多くの地震が約 2か月間継続して海域で発生する主活動期に分けられる．(2)活動初期では，

地震はいくつかのクラスターに分かれてバースト的に活動した．三宅島に最も近いものから，クラス

ターごとに時間差を持って北西方向に震源が移動する．三宅島に最も近いクラスターは，それ以外の

ものと震源の配列方向が異なる．また，このクラスターは活動初期以降には地震がほとんど発生して

いない（図１）．(3)主活動期は，ほぼ鉛直の面上（主活動域）で発生している．面の走向は広域応力

場の主圧軸方向とほぼ一致している．この期間は，地震が領域の色々な場所でバースト的に発生した．

１つのバーストは数時間から半日程度の活動を行い，震源が深部から浅部に移動する活動が多く見ら

れた．また，震源の深さ断面を見ると，震源が分布するほぼ鉛直の断面は，構造境界の存在が示唆さ

れる深さ 12?付近で鉛直から少し屈曲することが新たに分かった（図２）．(4)主活動期後半になると，

主活動域の両端で，主活動域と震源の配列方向が異なる地震活動が高まった．この時の発震機構解は，

広域応力場から期待されるものと一致し，節面を震源分布方向に持つ横ずれ断層であった．

　主活動域の大規模なダイクを形成したマグマが，三宅島から水平方向に供給されたか，直下の深部

から供給されたかについてはこれまで定説がなかった．本研究は，精度の良い震源分布から，上記に

挙げた地震活動の特徴を見出した．また，GEONETの神津島と新島の基線長変化が８月下旬まで徐々

に延びていること，地震の鉛直断面で折れ曲がり見られる深度が人工地震探査で速度境界を持つこと



などから，主活動域のダイクは三宅島のマグマ供給系と独立して存在し，ダイク直下の深部から上昇

してきたと考えるほうがより妥当であることが明らかになった．これは，大規模なダイクが必ずしも

マグマの水平方向に移動してできるのではなく，深部にある既存のマグマ溜りから上昇し，ダイクを

形成する例もあることを示し，ダイク形成に関する新たな知見が得られた（図３）．

（５）山体膨張・収縮を繰り返す火山での地震活動の定量的なモデル化

　火山は地殻の構造的弱点として歪が集中すると同時に，静穏期の火山においても地下にマグマが蓄

積し，それに伴い応力場が変化している．この変化に呼応して，火山性地震が発生することが考えら

れる．これまでの稠密な地震及び地殻変動観測から，伊豆大島周辺では２～３年の間隔で間欠的に山

体の収縮と膨張が急激に進むことが明らかになっている．急激な山体膨張期及び収縮期の圧力源の位

置を推定すると，伊豆大島カルデラ北部の地下約 5kmのほぼ同じ場所に推定される．地震活動につい

ては，稠密な地震観測網から震源が推定され，カルデラ内の地下 1～2kmで発生するグループ（以下，

「カルデラ地震」と呼ぶ．図４の赤丸）と，主として海岸線から沿岸部にかけて深さ約 4km以深で発

生するグループ（「沿岸部地震」と呼ぶ．図４の青丸）に分けられる．前者は，急激な膨張期以外でも

地震が発生し，膨張レートの増加に伴い徐々に活動度が上昇するのに対し，後者は時期に明瞭な相関

がなくバースト的活動を行う．共に，ストライク・スリップが卓越する火山構造性地震である．両者

のうちカルデラ地震に注目して，火山体の歪場の変化と地震活動の変化の関係を調べた．

　地殻変動データを時間依存インバージョン法で解析し，マグマ蓄積量の時間変化を推定し（図５

（ｃ）），震源域における応力変化を求めた．この応力変化を Rate and State 　Friction Law（RSF則）

に代入し，モデルに基づく地震活動度（青線）と観測された観測された地震発生頻度（赤棒グラフ）

を比較した．この時，RSF則のパラメータである Aσを 2003年 11月～2014年１月までの全期間で

7KPaと一定にしたのが図５ (a)である．これを見ると，基本的には地震活動度は RSF則でうまく説明

できるが，2011年以降はモデルから予想される地震活動度と観測値が大きくずれる．このことは，応

力変化以外の影響を考慮する必要があることを示している．

　アイスランド・Northern Volcanic Rift Zoneでは，深さ 10km以深の地殻にダイクが貫入した後，ダ

イク走向の延長上の浅部で微小地震が発生したことが知られ，これはダイクから放出された二酸化炭

素が地殻浅部の断層面における封圧を上げたことが原因と考えられている．また，静穏期にあるイタ

リアゥ屮襯�療腓 La Fossa火山では，噴気温度の上昇，つまり揮発性成分の増加と地震活動の上昇に

良い相関があることが知られている．このように，貫入したマグマから放出された揮発性成分が，地

震活動を高めることがいくつかの火山で知られている．そこで，山体の膨張時に揮発性成分が増加し

て断層面の封圧が増加する，収縮時には減少するという効果を導入した．また，長期的な山体膨張の

トレンドが低下した 2011年以降は，深部から新たなマグマの供給が少なく，マグマから地下への揮発

性成分の供給は少なくなると考え，山体膨張時でも封圧が増加しないモデルを導入した．このように

膨張時と収縮時で Aσをそれぞれ 5KPaと 15KPaにしたのが図 5(b)であり，このモデルによると全期

間を通して，地震活動度は RSF則で良く説明できる．

　ここで示したことは，1)火山周辺の地震活動の変化は，マグマ蓄積による応力場の変化とマグマか

ら地下に揮発性成分が放出される等の効果が相乗して起こる．2)応力場の変化は，RSF則に基づいた

モデルで定量的に評価できる．3)それで説明できない地震活動の変化は，他の火山の例から揮発性成

分による効果が最も有力である．という点である．つまり，逆に言えば，応力場の変化で説明できない

地震活動の変化から，地下の揮発性成分の量の変化が推定できる可能性があるということである．こ

こでは伊豆大島の例を示したが，元となるモデルは一般的なものであり，観測網が整備された火山で

あれば，どの火山でもこの手法は適用できる．これは，地震活動度の変化の応力変化による応答が事

前に判っていれば，噴火前に先行物質として上昇してくると考えられている揮発性成分を検知できる

可能性があることを示している．これは今後起こる火山噴火の規模や噴火様式の予測に役に立つこと

が考えられる．

　上記のことは，地震活動度がこれまでと違った意味で，新たな地下状態のモニタリング手法となり

得ることを示している．今後は，応力変化以外の効果が，揮発性成分の変化によるものであるか否か



を検証するため，火山ガス等を直接的に観測し，モデルを検証することを目指す必要がある．

５ヵ年の総括

　今期の地震及び火山噴火予知のための観測研究計画は，地震予知研究計画と火山噴火予知研究計画

が統合され，ひとつの研究計画となった．そのため，両研究分野の融合がひとつの大きな目標であっ

た．本計画はそれを強く意識し，地震研究のノウハウを火山研究に活かし火山防災に資する火山現象

の解明と，火山という自然界における歪場が大きく変動する場での地震活動の研究を行った．具体的

には，精密な震源分布と震源移動からマグマ移動現象を伊豆東部で解明し，繰り返しマグマが貫入す

ることによるマグマ蓄積状況の変遷を明らかにしたこと，また，2000年三宅島噴火に伴う海域の大規

ダイクは三宅島から水平にマグマが移動して形成されたのではなく，直下から徐々に供給され蓄積し

て形成されたことを明らかにしたことである．これらの知見は，今後両地域を始め，同様のテクトニッ

ためのクセティングにある伊豆大島をはじめとする伊豆諸島の火山が火山活動を開始したときに，将

来の活動を予測する基盤となる重要な知見である．更に，地震活動と応力変化の関係を火山という応

力時間変化大きい場で研究することにより，地震活動に関する根源的な理解を進める端緒を開く研究

成果が得られつつある．今後は，この成果をまとめるとともに，地震研究と火山研究の一層の融合に

努める必要がある．
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図 1．2000年三宅島噴火に伴うダイク貫入初期の地震活動
2000年 6月 27日から７月１日までの震源分布．震源分布や地震活動から５つのクラスターに分けられる．クラス
ター１（紫色）とそれ以降の活動で震源分布の走向が異なることや，クラスター 1の領域では６月 28日以降地震
活動が起きていないことから，クラスター１は雄山山頂直下から移動してきたマグマが形成したダイク．その他の

クラスターは海域の深部からマグマが供給されて形成されたダイクと考えられる．

図 2．再決定した三宅島と神津島・新島間の海域の地震の震源
(a)7月 2日から 7月 23日，(b)7月 24日から 8月 9日，(c)8月 10日から 8月 31日の期間での震央分布と鉛直断
面図．赤：海底地震計のデータを有する地震（参照地震）．黒：海底地震計データのない地震（参照地震との相対

位置によって震源を推定した）．震源がほぼ鉛直の板状の領域に分布している．活動期の後半になって，三宅島西

方沖の地震活動が開始した．



図３．三宅島と神津島・新島間の海域下でのダイク形成の機構の模式図

(a)三宅島と神津島・新島間の海域下で形成されたダイクは，２ヶ月間にわたり地震活動が継続し，その期間のい
くつかのバースト活動では震源が深部から千部へ移動する特徴が見られた．赤はマグマの動き，黒は震源移動を

示す．(b)三宅島とこの海域のダイクを結ぶ領域では，７月１日までの活動初期の極めて短い時期にのみ地震は発
生したが，それ以降地震は発生しなかった．(c)活動後半になると，ダイク先端でストライクスリップの地震が発
生するようになった．

図 4. 　伊豆大島における地震活動と山体膨張・収縮の圧力源の位置
伊豆大島では，山体の膨張に同期して地震活動が高くなる．地震活動のパターンや震源分布の違いから，カルデ

ラ内千部の地震（赤丸）と沿岸部の地震（青丸）に分けられる．山体膨張時の圧力源（赤星印）と収縮時の圧力

源（青星印）はカルデラ内北部の地下約 5kmのほぼ同じ場所に存在する．



図 5. 伊豆大島のカルデラ内の実際の地震活動と RFS則で推定された地震活動度
(a)赤棒グラフ：伊豆大島カルデラ内浅部で発生している一定の基準で選んだ５日毎の地震数．青線：震源域にお
けるマグマ蓄積による応力場の変化から RSF則を用いて推定した地震活動度．Aσ=7kPaとした．(b)(a)と同じ
であるが，震源域で揮発性成分による影響で，Aσが 5KPaと 15KPaが変化するモデルを用いて推定した地震数．
2011年以降，(a)では観測値を説明できなかったが，(b)では良く説明できる．(c)伊豆大島の地下に蓄積するマグ
マ体積の時間変化．長期的には 2011年頃から蓄積率が低下したと見える．



平成 25年度年次報告

課題番号：1414

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

大規模活断層システムにおける長期地殻歪みの蓄積過程の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

オ．地震発生サイクルと長期地殻ひずみ

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本課題では、これまで個別的な理解にとどまっていた活断層をより広い島弧単元でのシステムと捉

え、その長期的なひずみ蓄積過程の解明から地震発生様式の理解に新しい視点を与えることを目的と

している。対象地域は、東北地方南部と金沢平野東縁断層帯である。東北日本南部については、現在、

東北日本の日本海側で実施されている「ひずみ集中帯の重点的調査観測・研究」と相補的に、奥羽山

脈から太平洋側の活断層帯について検討し、島弧スケールでの長期ひずみの実態を定量的に明らかに

する。金沢平野東縁断層帯を代表とする北陸地域の逆断層帯は、日本海東縁の逆断層帯の南方延長に

あたり，大規模な変形構造を有するものの、地下形状が不明なまま残されている。本計画では、これ

らの断層群に対して地震研究所の反射法地震探査システムを用いた浅層反射法地震探査を行うととも

に、地形・地質情報を併せて、長期的なひずみ速度を求める。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は，会津盆地・郡山盆地などの東北中南部周辺地域の活断層帯において，探査の具体的

計画を立案するための地質・地形調査・資料収集を行う。

　平成 22年度は，平成 21年度の調査に基づいた反射法地震探査（1測線）を実施する

　平成 23年度は，金沢平野東縁断層帯などの北陸地域の活断層帯において，探査の具体的計画を立案

するための地質・地形調査・資料収集を行う。

　平成 24年度は，平成 23年度の調査に基づいた反射法地震探査（1測線）を実施する

　平成 25年度は、探査結果に基づき、大規模活断層システムの震源断層モデルの構築・長期地殻ひず

みの蓄積過程の解明に向けた成果の取りまとめを行う。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
平成 22・24年度に地震研所有の反射法探査システムを利用した反射法地震探査を，会津盆地西縁断層

帯および越後山地東縁断層帯でそれぞれ実施した．東北日本南部背弧域の山地・丘陵は東北日本弧の地

殻変動像を知る上で非常に重要であり，その重要な構造要素である越後山地の東側を限る逆断層帯で

ありながらその地下構造がよく分かっていなかった会津盆地西縁断層帯の地下構造を探る目的で，高

精度浅層反射法地震探査を行った．本実験では，東京大学地震研究所所有のマルチチャネル陸上反射

法地震探査システム GDaps-4（（株）地球科学総合研究所製）および小型バイブレーター震源 T-15000

（ IVI社製）を用いた．測線は会津坂下町青木から喜多方市高郷町大田賀の約 7.3 km区間である．測線



周辺のノイズレベルは非常に低く，その結果ほぼ全てのショット記録において S/N比の高い良好な記

録が得られた．この観測記録を用いて，Super-XC（（株）地球科学総合研究所製）を使用した共通反

射点重合法に基づくデータ解析を行った結果，結果，会津盆地および同西縁断層帯の上盤側に発達す

る非対称背斜構造の，往復走時 1.5-2.0秒までのイメージが取得できた．会津盆地の地下にはほぼ水平

な高周波の連続的な反射面群が往復走時約 1.5秒まで分布しており，盆地を埋積する鮮新・更新統に対

応するとみられる．一方，断層の上盤側では更新統に対比される反射面群が東側に傾斜していること

がわかる．両者の間に存在する西傾斜の向斜軸の地表延長は，完新世段丘の分布位置におおよそ対応

している．

　平成 24年度は，背弧域の顕著な沈降域と越後山地を境する笹神丘陵を横断する約 8km区間で高分解

能反射法地震探査を行った．震源は大型バイブロサイス 1台を使用した．受振点間隔は 10mで計 812

チャンネルの固定展開でデータを取得した．受振システムはオフラインレコーダ（GSR-1）と JGI製

MS2000を用いた．得られたデータに関して反射法地震探査は共通反射点重合処理法により解析を行っ

た結果、 　測線東部では基盤の花崗岩類を覆う堆積層が約 30度の西傾斜で分布し，月岡断層はこの反

射面群と平行に位置し，層面滑りによって形成されていることが分かった．測線西部の 1.5km以浅で

はやや緩傾斜になるが堆積層は，同様に西傾斜を示す．一方，測線中央部から西部の深さ約 2.5 km付

近の領域では、やや凸型を示す反射面が卓越する．阿賀野川沿いの深部反射のイメージと合わせて検

討すると，月岡断層は，越後山地西縁の東傾斜の逆断層である主要断層とともにウエッジスラストを

形成していると推定される．従って，東傾斜の逆断層が震源断層として重要であり，二次的な断層で

ある月岡断層よりも変位量が大きいものと推定される．

　以上の成果に加えて，ひずみ集中帯プロジェクトを中心とした精力的な地殻構造調査により，長期

間地殻変動に重要な寄与をする活断層の浅部から深部にかけての構造が明らかになりつつある．さら

に，変動地形学・第四紀地質学による活構造の理解についての進展と第四系層序データが蓄積され，新

たな活構造の抽出やひずみ速度の推定が可能になってきた．そこで，平成 25年度は，東北日本南部

（富山トラフ～阿武隈山地）の島弧横断方向における活断層の浅部から深部構造と地表で求められる

すべり速度に基づくひずみ速度分布を求めた．活断層における地質学的ひずみ速度は角田-弥彦断層で

最大となり，いずれも 10-8/yrオーダーであり，従来の歴史地震や第四紀断層に基づく見積の 10から

100倍となる．活断層による地質学的ひずみ速度は，背弧域で大きくなり前弧域で小さくなる．また，

2011年東北地方太平洋沖地震前の測地学的なひずみ速度はこれよりも一桁程度大きく，測地学・地質

学的時間スケールのひずみ速度の乖離は太平洋側ほど大きい．なお，阿武隈山地南部では 2011年福

島県浜通りの地震に代表される正断層が分布するが，これらの平均変位速度は概して小さく，ひずみ

速度は 10-9～10-10/yrオーダーと考えられる．これらの東北日本南部の活断層の殆どは、中新世に形

成された正断層の再活動である。背弧域の逆断層は中新世の背弧拡大の中心であったことを反映して，

大規模な地殻の薄化に寄与する正断層および副次的な正断層と，形成された地溝を埋積する厚い堆積

物およびその構造に支配され，断層関連褶曲・薄皮構造やデタッチメント褶曲や分岐断層を伴う複雑

な褶曲衝上断層帯を形成する．対象的に，前弧域では比較的単純かつ構造的落差の小さい半地溝を形

成する西傾斜の正断層群の再活動である。一方，活断層・活褶曲による上下変動の成分を除去した長

波長地殻変動は，佐渡海峡から新潟平野にかけて最大となり 3 mm/yr程度の沈降となる．それ以外は

波長 50 km程度の隆起域がみられ，隆起速度は 0.3 mm/yr程度と沈降速度の絶対値に比べてかなり小

さい．陸棚斜面から海溝にかけては，若干の沈降域となる．このようなほぼ陸域をカバーする長波長

の波状変形を伴う隆起，背弧域での急速な沈降と変形の集中は，非対称な地殻の座屈が生じているこ

とを示している．このような，?長波長の高速な沈降運動が第四紀から現在まで長時間続くこと，?隆

起速度に比べて沈降速度が圧倒的に大きいこと，といった長期間地殻変動の特徴は，地殻の座屈に加

えてリフト形成時の苦鉄質岩の卓越する領域とリフト形成時前の珪長質の大陸地殻との境界部に形成

されたスラストウェッジの存在を考えることで説明される．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：



石山達也・加藤直子・佐藤比呂志・蔵下英司・越谷 　信・豊島剛志・小林健太、2013、長野盆地西縁・

飯山断層における高分解能反射法地震探査、ひずみ集中帯の重点的調査観測研究 　平成 24年度

報告書、269-273。加藤直子・石山達也・佐藤比呂志・戸田 　茂・豊島剛志・小林健太・飯塚弦奨・

品田航也・入谷正人、2013、月岡断層を横切る高分解能反射法地震探査、ひずみ集中帯の重点的

調査観測研究 　平成 24年度報告書、274-278。佐藤比呂志・岩崎貴哉・石山達也・蔵下英司・加

藤直子、2013、飯山-小谷測線地殻構造探査、ひずみ集中帯の重点的調査観測研究 　平成 24年度

報告書、228-268。

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京大学地震研究所 　地震火山噴火予知研究推進センター 　佐藤比呂志

他機関との共同研究の有無：有

東北大学大学院理学研究科 　今泉俊文 　石山達也

千葉大学理学部 　宮内崇裕

岩手大学工学部 　越谷 　信

愛知教育大学 　戸田 　茂

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所 　地震火山噴火予知研究推進センター

電話：03-5841-5737

e-mail：satow@eri.u-tokyo.ac.jp

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：佐藤比呂志 　

所属：東京大学地震研究所 　地震火山噴火予知研究推進センター
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課題番号：1415

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

プレート境界の固着域とその深部延長上遷移領域の構造と物理特性の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　フィリピン海プレートが沈み込む相模トラフ・駿河トラフから南海トラフにかけてのプレート境界

域では、巨大地震が繰り返し発生している。これら巨大地震の発生様式を考える上で、フィリピン海

プレートの沈み込み過程に関する知見は非常に重要である。近年、固着域深部延長上のプレート境界

遷移領域では、深部低周波地震、深部低周波微動、超低周波地震、スロースリップといったプレート

境界の滑り運動と考えられる現象が発見されている。本計画では、過去に実施された海陸統合地殻構

造探査データと、新規にプレート境界域の陸域において実施する稠密アレイ観測で得られるデータと

の統合解析を実施することで、固着域から固着域深部延長上の遷移領域におけるプレート境界域の 3

次元構造と物理特性を明らかにし、アスペリティの実体の解明を目指す。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、紀伊半島において取得されている既存の地殻構造探査データの統合解析を

実施し、紀伊半島下の 3次元的不均質構造の解明を目指す。また、紀伊半島南部下の遷移領域におけ

る詳細な不均質構造を明らかにするための稠密自然地震アレイ観測を実施する。

　平成 22年度においては、紀伊半島南部において、深部低周波微動・低周波地震が活発に発生してい

る場所の反射法断面図が得られる測線を設定し、制御震源を用いた地殻構造探査を実施する。得られ

たデータに対して反射法解析を実施し、測線下の反射法断面図を得る。

　平成 23年度においては、平成 22年度に取得した地殻構造探査データと平成 21年度に得た稠密自然

地震アレイ観測データに、それ以前に紀伊半島において取得している海陸統合地殻構造探査データ・

自然地震観測データを加えた統合解析を行ない、プレート境界、特に固着域からその深部延長上の遷

移領域における 3次元地震波速度構造を得る。

　平成 24年度においては、平成 22年度に取得した地殻構造探査データと、それ以前に取得している

地殻構造探査データに対して反射法解析を適応し、固着域から固着域深部延長上の遷移領域における

プレー境界面の 3次元形状を得るとともに、観測されるプレート境界面からの反射波に対しての振幅

解析を行い、プレート境界面上の反射係数の空間分布を明らかにする。

　平成 25年度においては、本計画で取得した稠密自然地震アレイ観測・地殻構造探査データと既存地

震観測データの統合解析により得られたプレート境界域の 3次元構造・物理特性とプレート境界域に



おける地震活動・深部低周波微動発生場所との対応関係を考察し、地殻変動、構造地質、熱力学モデ

ルから得られている知見と比較することで、アスペリティの実体の解明を目指す。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
フィリピン海プレートが沈み込む相模トラフ・駿河トラフから南海トラフにかけてのプレート境界域

では、巨大地震が繰り返し発生している。これら巨大地震の発生様式を考える上で、フィリピン海プ

レートの沈み込み過程に関する知見は非常に重要である。近年、固着域深部延長上のプレート境界遷

移領域では、深部低周波地震、深部低周波微動、超低周波地震、スロースリップといったプレート境

界のすべり運動と考えられる現象が発見されている（例えば、Obara et al., 2002）。このような現象に

は，沈み込むプレートの脱水作用によって生成された流体が関与していると考えられている（例えば、

Kodaira et al., 2004) 。プレート境界における流体のふるまいは、断層面上のすべりを理解する上で重

要な要素である。地震波速度構造や反射波の特徴から、プレート境界における流体に起因した不均質

構造に関する重要な情報を得ることができる。本計画では、低周波地震発生域を含む紀伊半島南部下

の 3次元地震波速度構造やプレート境界面の形状等を詳細に把握するために、紀伊半島南部で稠密自

然地震観測と地殻構造探査を実施した (図 1)。測線は、フィリピン海プレートの沈み込み方向の直交

方向に約 60kmの測線長で設定した。自然地震観測は、測線上の 60か所と測線周辺の 6か所に 3成分

地震計を設置し、2009年 12月から 4カ月間実施した。また、2010年 10月には、制御震源地殻構造

探査を自然地震観測と同一の測線で実施した。制御震源としてダイナマイトを使用し、測線上の 5か

所で発破を行った。これら発破による信号を観測する為に、測線上に計 290か所の観測点を約 200m

間隔で設置した。これら、自然地震と制御震源探査データから得た初動走時データを用いてトモグラ

フィー解析（Thurber and Eberhart-Phillips,1999）を実施した。また、制御震源探査データに対して反

射法解析を行った。得られた測線下の P波速度構造を図２、Vp/Vs構造を図３、反射法断面図を図 4

にそれぞれ示す。得られた反射法断面図からは、測線西側の深さ約 15km付近に明瞭な反射面が確認

でき、地殻内での地震活動の高い領域との対応関係が見られる (図 2、3)。SP-2Dから SP-3D下の深さ

27km付近に確認できる水平な反射面は、トモグラフィー解析で得られた速度構造と比較すると、島弧

側のモホ面に対応すると考えられる。深さ 30-35kmに確認できる反射面は、この地域に於いて過去に

実施された地殻構造探査の結果と比較するとフィリピン海プレート上面に対応すると考えられ、低周

波地震発生域で、特に明瞭に確認できる。また、低周波地震発生域近傍では、Vpが低下し、Vp/Vs値

が大きくなる傾向がみられる (図 2、3)。これらの結果から低周波地震発生過程には、沈み込むプレー

トの脱水作用によって生成された流体の関与が示唆される。

稠密自然地震観測データに対しては、温度、クラック密度、流体の存在に敏感なパラメターである Q

値を求め、紀伊半島下の P波減衰構造を推定するための解析を行った。Q値の推定には Tsumura et

al.(2000)による同時インバージョン法を使用した。その結果、紀伊半島北西部に地表からモホ面相当

の深さまで連続的に分布する広域の高減衰異常領域が存在し、和歌山県北部の非火山性浅部群発地震

は高減衰異常の領域で発生することがわかった (図 5の黒丸破線)。既存研究で得られた S波速度構造

（Hirose et al. 　2008)と Q値分布の比較から、群発地震が高減衰かつ S波速度の低い領域の直上で発

生していることが明らかになり、群発地震が流体に関連する現象である可能性が示唆される。また、

紀伊半島で深部低周波地震が発生する領域が、地震波減衰が小さく Vp/Vsの高い領域に一致している

(図３、図 6)。完全に流体で飽和状態にある岩石の Qp値は高くなることが知られている (Winkler and

Murphy，1995)。高 Vp/Vsが流体の存在を反映したものであるとすれば、深部低周波地震は飽和流体

が存在する領域で発生している可能性を示している。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Saiga, A., A. Kato, E. Kurashimo, T. Iidaka, M.Okubo, N. Tsumura, T. Iwasaki, S. Sakai, and N. Hirata,

2013. Anisotropic structures of oceanic slab and mantle wedge in a deep low-frequency tremor zone

beneath the Kii peninsula, SW Japan, J. Geophys. Res., VOL. 118, 1091-1097, doi:10.1002/jgrb.50069.
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図 1
発破点と観測点配置図。?は平成 21年度に実施した臨時地震観測点位置、－と★は、平成 22年度に実施した地殻
構造探査測線と発破点位置、?はトモグラフィー解析に使用した定常観測点の位置をそれぞれ示す。●は気象庁一
元化震源カタログによる低周波地震（2002.1.1-2009.11.30）の震央を示す。コンターは 5km間隔で、地殻下地震の
深さ分布（中村・他，1997）を示す。



図 2
トモグラフィー解析により得られた P波速度構造と測線近傍の震源分布。（a)＋が観測点、星印は発破点位置を
示す。 白色丸印は再決定した震央分布を示し、その大きさがマグニチュードを表す。（b）P 波速度をカラ―ス
ケールで表示し、コンター間隔は 1km/s。白色丸印は再決定した震源を示す。十印は、気象庁一元化震源カタログ
（2002.1.1-2009.11. 30）による低周波地震の震源（ -3<Y<5km)を示す。白破線は、反射法断面図 (図 4)で確認で
きる明瞭な反射面の位置を示す。PHS:フィリピン海プレート。



図 3
トモグラフィー解析により得られた Vp/Vs構造と測線近傍の震源分布。（a)＋が観測点、星印は発破点位置を示す。
白色丸印は再決定した震央分布を示し、その大きさがマグニチュードを表す。（b）Vp/Vs値をカラ―スケールで
表示し、コンター間隔は 0.1。白色丸印は再決定した震源を示す。十印は、気象庁一元化震源カタログ（2002.1.1-
2009.11.30）による低周波地震の震源（ -3<Y<5km)を示す。白破線は、反射法断面図 (図 4)で確認できる明瞭な
反射面の位置を示す。PHS:フィリピン海プレート。



図 4
反射法断面図 　（マイグレーション後深度断面図）。PHS:フィリピン海プレート



図 5
紀伊半島西部における Qp 鉛直断面図。黒点と赤点は、それぞれ気象庁一元化震源カタログによる通常の地震
（2009.1-2010.12）、深部低周波地震（1998.1-2009.9）の震源を示す（断面から± 2kmの範囲）。 　高減衰異常領域
を黒破線で示す。

図 6
紀伊半島南部における Qp 鉛直断面図。黒点と青点は、それぞれ気象庁一元化震源カタログによる通常の地震
（2009.1-2010.12）、深部低周波地震（1998.1-2009.9）の震源を示す（断面から± 2kmの範囲）。緑線で囲む範囲は、
図 2、3で示す地震波速度構造の範囲を示す。



平成 25年度年次報告

課題番号：1416

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

海域から陸域までの総合的調査・観測によるアスペリティの実体解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

イ．上部マントルとマグマの発生場

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

エ．スラブ内地震の発生機構

3. 新たな観測技術の開発

（1）海底における観測技術の開発と高度化

イ．海底地震観測技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本観測研究計画は

１）アスペリティの空間規模及び分布の把握

２）プレート間固着を支配する物理的過程の理解

３）プレート境界近傍で発生する地震の震源と発震機構の高精度推定

を進めることにより，アスペリティの実体を解明することが目的である．更には，境界での滑りと固

着の状態の時間的変化についても研究を行う．このために，様々な分野の観測を有機的に結合し，研

究を行う．最終的な目標であるアスペリティの実体把握のために，陸域・海域地殻変動，繰り返し地震

などを用いて，プレート間の固着度の分布を精度良く求め，更に固着が強い領域，弱い領域のプレー

ト境界付近及びこれまでに求められているアスペリティ（大地震震源域）の詳細な構造，地震活動，発

震機構解による応力分布を求め，それらの比較検討を行う．

　本観測研究計画は大きく次の５つの観測研究項目からなる．



１．大規模制御震源構造調査によるアスペリティ－非アスペリティ境界域における構造不均質の解明

２．海底地震観測ネットワーク及び陸上テレメータ観測による、地震活動の解明

３．海底測地観測によるプレート固着域のマッピングと非地震性滑りの検出

４．重力及び GPS観測によるプレート境界固着部のマッピング

５．精密地殻変動観測

（６）本課題の５か年計画の概要：

　本課題の５つのテーマそれぞれについて，全年度にわたって以下の観測研究を実施する。

１．海陸プレート境界域において，大規模な制御震源地震探査を自然地震観測、海底ケーブル観測、

GPS音響測位等による地殻変動観測及び電磁気的観測との密接な連携のもとに実施する。平成 22年

度と 25年度に実施する。

２．構造探査域及びその周辺において，海底地震計観測網を構築し，長期にわたる地震活動の把握を

行う。平成 21年度は、房総沖に 40台規模の長期観測型海底地震計観測網を構築し，約１年間の連続

海底地震観測を行う。また、精度のよい震源決定のために、エアガンを用いた浅部構造探査を実施す

る。設置した地震計は、平成 22年度に回収の予定である。また，日向灘沖に短期観測型海底地震計を

用いた高密度観測を実施する．得られたデータにより震源決定、繰り返し地震、低周波イベントの検

出などを行い、地殻活動の把握に努める。平成 22年度以降も、各年度において、海底地震計観測網に

よる地震活動の把握を実施する。

３．広帯域海底地震計等による繰り返し地震観測、海底圧力計，海底傾斜計等による海底地殻変動観

測を行い、アスペリティ周辺で発生する非地震性滑りを検出し，その位置を求める。平成 21年度は、

技術開発の研究計画（課題番号 1431）と連携し、広帯域海底地震計に、高精度圧力計を付加し、海底

の上下変動を観測する。観測域は、南海トラフ付近とし、１年程度の長期観測を開始する。平成 22年

度以降も、各年度において、２．の観測と連携しながら、海底地殻変動観測を実施する。

４．絶対・相対重力測定を、太平洋岸５地域（北海道、宮城、東海、四国、九州）で、年数回から２

年に１回程度繰り返し、重力の時空間変動を検出する。粘弾性、地球の曲率を考慮した、重力変動と

変位のモデリング計算手法を完成させ、プレート間固着分布を得る。絶対・相対重力測定を牡鹿半島、

東海地方、日向灘沿岸（宮崎）で行い、データの蓄積を図る。平成 21年度は、サブダクションがもた

らす変位・重力変動を、粘弾性・水平不均質な地球モデルについて計算するコードの開発に着手する。

平成 22年度は、絶対・相対重力測定を四国（室戸）、東海地方、北海道の東部及び中部の太平洋岸で

行い、データの蓄積を図り、計算コードを完成させる。平成 23年度については、絶対・相対重力測定

を牡鹿半島、東海地方、日向灘沿岸（宮崎）で行い、データの蓄積を図る。完成したコードを用いて、

過去の経年的な重力変動・GPS変位データから、宮城県沖、東海、日向灘のプレート境界固着部のマッ

ピングを行う。平成 24年度については絶対・相対重力測定を四国（室戸）、東海地方、北海道の東部

及び中部で行い、データの蓄積を図る。H22年度に完成したコードを用いて、過去の経年的な重力変

動・GPS変位データから、南海・東海、十勝沖・根室沖のプレート境界固着部のマッピングを行う。平

成 25年度については、絶対・相対重力測定を牡鹿半島、東海地方、日向灘沿岸（宮崎）で行い、デー

タの蓄積を図る。前年度までのすべての重力変動ならびにＧＰＳ変位データから、プレート固着部の

時空間的な揺らぎを検出する。

５．ひずみ・傾斜の連続観測は横坑で、引き続きデータの蓄積を行うと共に，これらのひずみ・傾斜

データにより，スローイベントの検出しその特性を明らかにする。関東・東海など地震研究所が地殻変

動観測点を展開している地域を対象とする。ひずみ・傾斜の連続観測は横坑では 10年以上、ボアホー

ル観測でも７年以上の実績があり、10−9あるいはそれ以上の高分解能のデータが蓄積されている。平

成 21年度以降も、引き続きデータの蓄積を行うと共に、これらのひずみ・傾斜データを現在国土地理

院が展開しているGEONETなどのデータと共に解析することにより、スローイベントの検出しその特

性を明らかにする。



（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
本研究課題は，観測研究によるアスペリティの実体解明を目的としていた．2011年東北地方太平洋沖

地震の発生を受けて，観測研究項目１．２．３については，平成 23年度から東北地方太平洋沖地震の

研究に統合することとして，本課題では，平成 22年度までに行った観測研究について継続することと

した．

１．2010年度に海陸プレート境界域において，大規模な制御震源地震探査を他の観測との密接な連携

のもとに実施する予定であったが，本課題の一部である長期海底地震観測の観測時期，設置回収航海

時期などとの関係で，次年度に実施を延期することとなったが，その後，2011年東北地方太平洋沖地

震が発生し，この項目の観測研究は，「海域観測による超巨大プレート境界地震震源域の実体解明」に

おいて，実施することとした．

２．平成 21年度に，房総沖に 40台規模の長期観測型海底地震計観測網を構築し，約１年間の連続海

底地震観測を実施した（図 1）．設置は，東京大学海洋研究所学術調査船「白鳳丸」KH09-3次航海に

より，2009年７月に実施され，地震研究所で開発された１年間連続観測可能な長期観測型海底地震計

40台を用いた．また，精度のよい震源決定のために，エアガンを用いた浅部構造探査を設置直後に実

施した．制御震源として総容量 100リットルのエアガンを用いた．設置した海底地震計は，2010年は，

10月に本研究計画による用船航海により，全台回収した．

さらに 2010年 10月に，茨城沖海域にて，1年間の長期海域地震観測のための長期観測型海底地震計

24台を設置し，観測を開始した．2011年 2月には，「白鳳丸」航海により，10台の長期観測型海底地

震計を追加設置し，観測網の拡大を行った（図２）．さらに同海域において短期観測型海底地震計お

よびハイドロホン・ストリーマーを用いて，エアガンを人工震源とした海域構造調査を実施した．こ

の長期海底地震観測は，海底地震計の設置間隔を，約 7kmと従来の観測のほぼ 1/3とし，高精度な観

測を実施することが特徴である．設置後に，2011年東北地方太平洋沖地震が発生し，本震前，本震お

よび本震後の記録を得ることができた．陸上地震観測網や地殻変動解析から得られた本震断層滑り量

分布によると，本観測域は本震断層域の南端部に，また本震発生 30分後に発生した最大余震震源域の

東端に位置している．本震直後から最大余震，さらに最大余震後の地震活動およびその分布について，

バックプロジェクション法によって解析を行った．その結果，本震発生直後から最大余震までよりも，

最大余震後に本震南端部での活動が活発になり，またそれらに地震は最大余震滑り域の浅部に位置す

る，沈み込んでいる海山の前縁部に集中して発生していることがわかった（図３）．

３．2009年から，技術開発の研究計画（課題番号 1431）により開発された高精度圧力計付き広帯域海

底地震計を用いた海底の上下変動観測を南海トラフ紀伊水道にて開始した．これは従来の広帯域海底

地震計に，高精度水圧計を付加することにより，より広い周波数帯域での観測が行えるようにしたも

のである．南海トラフ紀伊水道にて，1年ごとに回収・再設置を繰り返し，平成 25年 1月をもって観

測を終了した（図４）． 2011年東北地方太平洋沖地震発生後の平成 23年 3月 28日から 4月 3日にか

けて四国沖（室戸沖）の海域で超低周波地震活動が発生した事が報告されている．広帯域海底地震計

で得られた平成 23年 3月 31日の地震記録を見ると，短周期領域の地震記録には東北地方太平洋沖地

震の余震と考えられる通常の地震波形が見られるが，長周期領域の地震記録には，表面波による地動

の他に，超低周波地震によると考えられる低周波イベントが数多く記録されており，断続的に低周波

イベントの活動が発生している事がわかった（図５）．また，東北沖での観測研究は，「海域観測によ

る超巨大プレート境界地震震源域の実体解明」において，実施することとした．

４．サブダクション・ゾーン陸側の長期的な重力変動をとらえるために，沖縄～北海道太平洋岸の６

地域（北海道東部，えりも，三陸，東海，四国南部，日向灘）で，毎年 1回程度の頻度で絶対重力測

定及び相対重力測定を繰り返した（図６）．これに加えて，長期的スロースリップ・イベント（SSE）

が半年ごとに繰り返される西表・石垣島で，重力の連日観測を行った．これらの地域の重力の経年変

化には，沈み込む海洋プレートと陸側プレートの固着の度合いが反映されていることが見いだされた．

たとえば，観測期間中に巨大地震も SSEも生じていないサブダクション・ゾーンの場合，重力は定常

的かつ単調な変化を示すことが，御前崎（東海）や厚岸（北海道東部）での観測から明らかになった



（図７)．これに対して，顕著な SSEが生じた地域では，定常的で単調な重力変化の傾向から，観測誤

差（１マイクロガル程度）を超える異常な重力変化が生じることを見出した（図８)．例えば，西表島

では観測開始後，２回のスロースリップ・イベント（平成２４年５-６月，平成２４年１２月末-平成２

５年１月）が発生したが，二度のスロースリップ期間中とも４～８マイクロガルの重力減少が見られ

る．また，宮崎においても，豊後水道のスロースリップ・イベント（平成２１年７月－平成２２年１０

月）時に，１０マイクロガル程度の重力減少を検出した．SSEが終了すると，異常重力値は解消され，

蓄積しないという特徴も認められる．これらの重力変動は，Tanaka et al. (2010)が東海地方で見出した

現象と同じであり，スロースリップ時に高圧間隙水の拡散がおきている可能性を示唆する結果である．

　東北地方においては，２０１１年東北地方太平洋沖地震により，絶対重力観測を毎年行っていた女

川観測点が使用不能となったため，定常的な観測は中断を余儀なくされた．そのかわりに新たに，仙

台・八戸・有珠の絶対重力点を基点として，福島北部～北海道南部までの約３０点で精密相対重力測定

を年 1回の頻度で繰り返した．それにより，地震後２年間の重力の余効変動を検出することができた

（図９)．測定誤差を有意に超える余効変動（±２０マイクロガル）が，北海道南西部～東北地方に見出

される．コサイスミックな変動としては，震源域近傍の牡鹿半島～仙台に１００マイクロガルの変化

が局在していたのに対し，余効変動の振幅は，地震時変動の３０～４０%と小さくなっているものの，

２０マイクロガルを超える陸上変動領域は，地震時変動のそれよりも広がっている．これは，地震断

層の延長上でのアフタースリップの影響や，地球を構成する物質がもつ粘性によって，地震時に生じ

た変形が徐々に周囲に広がってくる効果（粘弾性変形）を見ている可能性がある．粘弾性緩和による

と思われる長波長の変動が考えられたため，平成 25年には震源域からの距離がなるべく遠い秋田・山

形県等の日本海側にも観測網を拡大した．今後の時間変動を追跡すれば，アフタースリップと粘弾性

緩和効果の分離が可能となり，深部の粘性構造を推定できるものと期待される．

５．当初計画策定後に担当者の異動により，本項目については，実施しないこととした．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Fujie, G., S. Miura, S. Kodaira, Y. Kaneda, M. Shinohara, K., Mochizuki, T. Kanazawa, Y. Murai, R. Hino,

T. Sato, and K. Uehira, Along-trench structural variation and seismic coupling in the northern Japan

trench subduction zone, Earth Planets Space, 65(2), 75-83, doi:10.5047/eps.2012.06.003, 2013.

Tanaka, Y., Y. Imanishi, S. Okubo, K. Nawa, Y. Tamura, T. Miyaji, H. Ikeda, S. Okamura, T. Miyazaki, M.

Nakamura, Gravity changes observed during the long-term slow slip events along the Ryukyu Trench

in May 2012 and December 2012, 　2013 American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco

(USA), Dec. 9-13 (poster presented on Dec. 12), 2013.

田中愛幸・岡村盛司・宮崎隆幸・風間卓仁・名和一成・今西祐一・大久保修平・中村衛, 　２０１２年

５月と１２月の琉球弧の長期的スロースリップに伴う絶対重力変化,日本地球惑星科学連合 2013

年度連合大会,幕張市, May 19-24, 2013.

国土地理院・東京大学地震研究所, 2013,御前崎における絶対重力変化,地震予知連絡会会報, 90, 295.

国土地理院・東京大学地震研究所, 2013,御前崎における絶対重力変化,地震予知連絡会会報, 89, 220

Nakahigashi, K., M. Shinohara, T. Yamada, K. Uehira, K. Mochizuki, and T. Kanazawa, Seismic structure of

the extended continental crust in the Yamato Basin, Japan Sea, from ocean bottom seismometer survey,

J. Asian Earth Sci., 67-68, 199-206, 2013

Yamamoto Y, K Obana, S. Kodaira, R. Hino, amd M. Shinohara, Structural heterogeneities around the

megathrust zone of the 2011 Tohoku earthquake from tomographic inversion of onshore and offshore

seismic observations, J. Geophys. Res., 2014, in press

Akuhara, T., K. Mochizuki, K. Nakahigashi, T. Yamada, M. Shinohara, S. Sakai, T. Kanazawa, K. Ue-

hira, H. Shimizu, Segmentation of Vp/Vs ratio and low frequency earthquake distribution around the

fault boundary of the Tonankai and Nankai earthquakes, Geophys. Res. Lett., 40, 1306-1310, doi:

10.1002/grl.50223, 2013.
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図１

房総沖に展開した 40台の長期観測型海底地震計の設置位置．浅部構造探査のための 10台の短期海底地震計の位
置とエアガン発震測線の位置も併せて示す．長期観測型海底地震計は，2010年に回収された．



図２

2010年に茨城沖に設置した 34台の長期観測型海底地震計の設置位置．茨城沖に設置された長期観測型海底地震
計は，2011年に回収された．星は，1923年以降のM7よりも大きい地震の震央，点は 2010年１年間に発生した
M1.5より大きい地震の震央を示す．

図３

茨城沖における東北地方太平洋沖地震発生後の地震活動度．図中のカラーイメージは，1.5 km四方の小領域にお
ける地震発生個数を表したもの．カラーの点線は沈み込む太平洋プレート上面の震度を表す．黒実線によるコン

ターは，陸上観測点によって決められた滑り域を示し，北側が本震の，西側が最大余震のものを示す．黒丸が沈み

込んだ海山の領域を示し，赤枠で囲った領域で最大余震後に地震が活発化した．灰色の実線は震央の決定精度の

程度を表したもの．



図４

平成 24年度に実施した東南海・南海地域での海底地震計観測の観測点位置．

図５

広帯域海底地震計の長周期記録．平成２３年３月３１日の１日分の記録．１０～１００秒のバンドパスフィルター

を施してある．特に，５時から１２時にかけて断続的に低周波イベントが記録されているのがわかる．



図６

サブダクションゾーン陸側での絶対重力観測地域

図７

スロースリップも巨大地震も発生しない時期の，サブダクション・陸側の重力変動．概ね，定常的かつ単調な重

力変化がみられる．(上）北海道東部太平洋岸・厚岸町の重力変化． 　（下）東海地方太平洋岸・御前崎の重力変
化（国土地理院との共同観測）．



図８

長期的スロースリップ・イベント（SSE)が発生する時期の，サブダクション・陸側の重力変動．SSEの期間には，
定常的な重力から大きく逸脱した重力値が観測された．(上）日向灘・宮崎市の重力変化． 　（中・下）南西諸島・
西表島の地殻変動と重力変化．



図９

東北地方太平洋沖地震にともなう重力の余効変動．単位はマイクロガル.



平成 25年度年次報告

課題番号：1417

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

濃尾断層系における歪・応力集中過程と破壊様式解明のための総合的研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

イ．地殻活動予測シミュレーションの高度化

（５）本課題の５か年の到達目標：

　内陸地震の発生プロセスにはまだ不明の点が多く残されている，従って，研究対象域を選ぶにあた

り，破壊様式を支配する不均質構造の検知の容易なこと及び地震・地殻変動が顕著なことが重要な条

件となろう．本計画では，変形速度の大きな構造帯である新潟-神戸ひずみ集中帯内に位置する国内最

大級の内陸地震である 1891年濃尾地震の震源域（濃尾断層系）に焦点をあて，総合的観測とモデリン

グ研究を密接な連携のもとに実施する．具体的には，断層下の地殻・上部マントル不均質構造とその

中での運動特性を明らかにし，その知見を踏まえて内陸地震発生のひずみ・応力の蓄積・集中の物理

メカニズムに対する定量的モデルの構築を行う．

　濃尾断層系は幾つかの segmentに分かれており，segment間の連動的破壊が進行したと考えられてい

る．従って，断層を含む上部地殻には，この地震のアスペリティとともに，segment境界における連動

性破壊を示唆する不均質構造の存在が強く示唆される．一方，現計画の跡津川断層域における総合観

測の成果から，濃尾断層系下の下部地殻内にも局在化した異常構造域（低速度異常）が期待されると

ころである．この異常域では滑り運動が進行している可能性があり，その運動によって蓄積されるひ

ずみ・応力が不均質構造を介在させて下部地殻から上部地殻に再配分され，更に断層面近傍に集中し

て連動型を含めた破壊に至ると想定される．

　そこで本計画では，破壊様式を支配する上部不均質構造（アスペリティ・segment境界・断層端域）

と，ひずみ・応力の蓄積の原因となる下部地殻構造不均質及びそこで進行している運動の特性を，総

合的観測（広域地震観測・稠密自然地震観測・電磁気的観測・GPS観測・制御震源探査）から明らか

にする．地殻内流体は，上部・下部地殻を問わず，応力の集中に重要であるので，地震・電磁気観測

によってその分布・挙動を明らかにする．さらに，この総合的観測で得られた知見を元にモデリング

研究を実施し，この地震に対するひずみ・応力の集中プロセス（不均質構造の中での応力の蓄積・再

配分・集中プロセス）やこの地震で特徴的な連動型破壊の物理的メカニズムを明らかにする．



（６）本課題の５か年計画の概要：

平成 21年度：

　５か年観測の立ち上げ年度である．従って，衛星テレメータを主体とする広域地震観測網の整備及

び GPS観測点の設置を開始する．また，断層帯周辺における稠密アレー観測を実施する．

　広域地震観測：濃尾断層を取り囲むように 100km四方の地域において衛星及び電話線を用いた 40

点のテレメータ観測網を構築する。調査地域は山岳地や電気等が通じていない地域が予想される。そ

こで，その様な地域においては，オフラインレコーダを用いた観測を行うことにより観測空白域のな

いように対応する。今年度のオフラインレコーダの展開は 10点程度を予定している。観測されたデー

タは，東京大学地震研究所と京都大学防災研究所に収録システムを構築しデータの収録を行う。また，

精密震源決定によって地震活動を把握するとともにメカニズム解，走時データ等データを取得する。

　稠密アレー観測：震源域南部において、断層帯の走行と直交する方向（WSW-ENE）に 3本の稠密

アレーから成る自然地震観測網（合計 90点）を約 6か月間展開する。各々の稠密アレイは、約 30点

の観測点から構成され、観測点の設置間隔は約 1kmである。各観測点では、1Hz-3成分速度型地震計

を使用して連続波形記録を収録する。

　GPS観測：濃尾断層帯の中央部付近に 20点程度の稠密 GPS観測網を構築する。観測点は堅固な構

造物にアンテナ固定用ボルトを設置するか，地中に直接ピラーを埋設する。可能な範囲で連続観測を

実施するが，それ以外の観測点については 1か月程度のキャンペーン観測を実施する。データ解析の

体制を整備し，キャンペーン観測データを解析して初期座標値を得る。

　モデリング：モデルについては，H21年度は，前計画で様々な結果が得られた跡津川についてのま

とめ及び定量モデルの構築を行う。また，その結果も踏まえて，濃尾断層帯におけるモデル化の方針

について検討する。

H22年度：

　広域地震観測：観測点設置を継続して行うとともに，データ解析に着手する．

　稠密アレー観測：前年度に引き続き，アレー観測を実施する．また，前年度データを併せ，解析に

着手する．

　電磁気観測：比抵抗構造探査を実施する．

　GPS観測：観測点を維持するとともに，データ収集・解析を実施する．

　モデリング：計算機環境を引き続き整えるとともに，モデルリングのための基礎的コード等を整備

する．

　この年度末までに，当該地域の不均質構造及び地殻変形様式の概略を明らかにする．

H23年度：

　広域地震観測：観測点を維持し，データ収集を図るとともに，解析を実施する．

　稠密アレー観測：前年度に引き続き，アレー観測を実施する．また，前年度までデータを併せ，解

析を継続して行う．

　電磁気観測：前年度の比抵抗構造探査の解析を実施する．

　GPS観測：観測点を維持するとともに，データ収集・解析を実施する．

　モデリング：モデルリング計算に着手する．

　次年度の制御震源探査に備え，当該地域の不均質構造と断層近傍で進行しているであろう変動現象

の概略を明らかにする．

H24年度：

　広域地震観測：観測点を維持し，データ収集を図るとともに，引き続き解析を実施する．

　稠密アレー観測：前年度に引き続き，アレー観測を実施する．また，前年度までのデータを併せ，解

析を継続して行う．

　制御震源地震探査：自然地震観測，電磁気観測，GPS観測の結果を踏まえ，大規模制御震源地震探

査を実施する．



　電磁気観測：前年度までの結果を踏まえ，比抵抗構造探査を実施する．また，前年度までのデータ

については解析を継続して行う．

　GPS観測：観測点を維持するとともに，データ収集・解析を実施する．

　モデリング：モデルリング計算を継続して実施する．

　この年度から，全体の取りまとめを目指した総合的解析を実施する．

H25年度：

　広域地震観測：解析を引き続き実施するとともに，観測点の撤収を行う．

　稠密アレー観測：前年度までのデータの解析を継続して実施する．

　制御震源地震探査：前年度のデータの解析を引き続き実施する．電磁気観測：前年度までの比抵抗

構造探査の解析を実施する．

　電磁気探査：データ解析を継続して行うとともに，観測点の撤収を行う．

　GPS観測：データ解析を実施するとともに，観測点の撤収を行う．

　モデリング：モデルリング計算を継続して実施する．

　全体の成果の取りまとめを行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
【濃尾地震震源域の総合集中観測】

　本計画では，変形速度の大きな構造帯である新潟-神戸歪集中帯内に位置する国内最大級の内陸地震

である 1891年濃尾地震の震源域（濃尾断層）に焦点をあて，総合的観測 (自然地震観測・電磁気観測・

GPS観測・制御震源地震探査)とモデリング研究を密接な連携のもとに実施してきた．

　

断層域及びその周辺域 3次元不均質構造と地震活動
　自然地震観測については，H21年度までに完成した広域地震観測網によって順調にデータが取得さ

れてきた．このデータ及び定常観測点データを用いた地震波トモグラフィ解析によれば，濃尾平野下

の下部地殻は P波，S波とも周囲に比べ低速度である (図 1)．また，フィリピン海プレートから濃尾地

震の震源直下の地殻中部にかけて，連続的な低速度域がみられ，濃尾地震のすべり量が大きかった温

見断層直下の下部地殻は特に速度が遅い．また，濃尾地震の震源よりも南東側の下部地殻の速度は平

均程度であり，震源域付近を境に下部地殻の速度が大きく変化する．

　また，断層周辺の稠密アレー観測によれば，濃尾地震の破壊開始点と考えられる断層北東部（温見

断層）の地震発生層深部に低速度体が存在し，その低速度体の上面は断層の南東部へ向かって徐々に

深くなる．この低速度体は，跡津川の断層深部で見られたものと類似した特徴を示す．また，温見断

層セグメントの地震発生層は，高速度を示すとともに，地震活動度は極めて低調である．Vp/Vs比は，

地震発生層の全体にわたって低い値を示すが，濃尾地震の震源域南東延長部では，北東-南西走行の活

断層が密集する地帯が存在するが，この地帯の地震発生層下部には低速度層が存在し，且つ， Vp/Vs

比が周辺に比べて若干増加する (図 2)．H25年度には，根尾谷断層南端と梅原断層と岐阜・一宮断層が

交差する断層セグメント境界において稠密な地震計ネットワークを面的に展開し，連続波形記録を収

録した．2013年 8月 4日に宮城県沖で発生したM6.0の地震による波動伝播を可視化したところ，断

層セグメント境界において波面の乱れが観察された．

　

応力解析

　研究領域内で発生したM1.0以上，深さ 30km以浅の地震に対して P波初動の押し引きをデータとし

て震源メカニズム解 702個を決定した．得られた解の多くは左横ずれタイプであり，P軸はほぼ東西

を向き，この地域の広域応力場と一致している．さらに，これらの震源メカニズム解を震源の深さに

よって，2～7km，5～10kmおよび 8～13kmの 3グループに分け，各グループに対し 0.1度間隔の格子

点毎に応力テンソルインバージョンを行った．その結果，各深さグループとも最大主応力軸はほぼ東

西・水平方向を向くが，多少の空間的な変化が認められる．特に濃尾断層帯では，1891年濃尾地震で



地表変位が出現した範囲では，ほぼ東西方向であるが，それより北側および南側では，時計回りに数

10度の回転が見られる．

　

S波異方性及びコーダ Q解析
　地殻内で発生する地震の S波スプリッティング解析においては，速い S波の偏向方向は概ね東?西か

ら北西?南東であり，新潟?神戸歪集中帯を広く解析した Hiramatsu et al. (2010)の結果と一致する．こ

れは，この地域の地殻の異方性は広域応力場に支配されたクラックの選択配向により生じていること

を示す．濃尾断層帯周辺の観測点でも断層帯に斜交する偏向方向が得られており，断層帯の固着が進

み広域応力場支配のクラックが卓越的であることが示唆される．また，波線長で正規化した時間差は，

歪集中帯における差歪速度との比例関係と整合的で，差歪速度に対応する速度で上部地殻に応力が蓄

積していることを示している．また，コーダ Q解析からは，低周波数帯のコーダ Qの空間分布が地震

波トモグラフィによる深さ 10～15 kmの地震活動と良い相関がある．コーダ Q値や S波スプリッティ

ングの強さと差歪速度の関係は Hiramatsu et al. (2010, 2013)の結果と整合的であった．これらは，脆

性－延性遷移領域下での高変形速度が上部地殻での高応力速度すなわち高歪速度を形成していること

を示唆している．

　

RF解析
　濃尾地震断層域を取り巻く，200?× 150?の広い領域でレシーバ関数解析によれば，東経 137.5度に

沿った南北断面では，沈み込むフィリピン海プレートの上面と海洋地殻のモホ面が北に向かって傾斜

する境界面として深さ 80km程度まで確認できるの．一方，解析領域西部の伊勢湾から若狭湾にかけ

ての領域では，フィリピン海プレートは浅い．また，稠密アレーデータを用いた RF解析では，濃尾

地震の震源域の南東部の深さ約 40 km付近に沈み込むフィリピン海プレートの海洋性地殻が明瞭に示

された．東海地域において，海洋性地殻は傾斜角約 15度で北西方向に沈み込んでいるが，濃尾地域で

はほぼ水平に沈み込む．濃尾地域の北側では，海洋性地殻の存在を確認することが困難であり複雑な

構造を呈する．マントル・ウェッジの厚みは 10km未満と狭く，Vp/Vs比は周辺よりも高い値を示す．

これは，マントル・ウェッジのオリビンの一部が蛇紋岩化していると考えられる．また，陸側プレー

トのモホ面は深さ約 30kmにほぼ水平に位置する (図 2)．

　

制御震源地震探査

　稠密アレー観測点における，北美濃地域反射法地震探査の人工地震データを用い，速度解析と反射

法解析を行った結果，根尾谷断層と交差する断面で反射波群上端・下端にあたる速度境界に断層の両

側で最大 3kmの差が見られ，北東側の方が深くなることが分かった．また各速度断面を 3次元的に解

釈すると，反射波群が北西方向にも傾斜する構造を持つことが確認された．この反射波群の深度の差

は，先行研究で明らかになった南西側隆起の断層の運動センスによる地殻変形の結果と整合的であり，

根尾谷断層帯の変位が下部地殻に及んでいる可能性がある．

　2012年に行った全長 280kmの制御震源地震探査については解析が進み，深さ 40kmまでの速度構

造が明らかとなった (図 3)．反射法断面図からは，沈み込むフィリピン海プレートは，琵琶湖から根尾

谷断層下で島弧地殻と約 28?の深さで接する凸状の形状をした反射層として確認できる．この反射群

に富む部分の島弧下部地殻の P波速度は低速度（6.3km/sec）で，沈み込むフィリピン海プレートと直

接接触している．また，本地域で得られている比抵抗構造研究の結果と比較すると，深さ 20km以深

で低比抵抗領域が報告されており，本解析で得られた低速度で反射層に富む領域と対応している．

　

電磁気学的観測

　電磁気的観測においては，3次元的解析による比抵抗構造が求められつつある．その結果によれば，

深さ 4km程度までの地下浅部に，濃尾地震断層南部に沿って低比抵抗帯のあることがわかった．一方，

中部地殻は全体的に?比抵抗である．また，福井－岐阜県境域上部マントルに東西に横たわる低比抵抗



域が存在することがわかった（図 4）．この低比抵抗域は，深さ 100km以深にまで達しており，その

生成には太平洋プレートからの脱水が関与している可能性が示唆される．

　

GNSS観測
　GNSS観測においては，2009年度に濃尾断層系の周辺に 20箇所にキャンペーン観測用の観測点を

設置して観測を開始したが，東北地方太平洋沖地震の発生により濃尾地区の観測点においても，10cm

程度の東ないし北東向き変位（朝鮮半島を基準）を観測した．得られた変動を全体として見れば，依

然として東北地方太平洋沖地震の余効変動が支配的に見えるが，濃尾断層系周辺では，この広域的な

余効変動に加えて断層系の運動に整合的な左横ずれの変位が生じており，時間の経過に伴って余効変

動が減衰するに従い，次第に明瞭になりつつあるように見える．東北地方太平洋沖地震の震源が遠く，

この地震の本震および余効変動に伴う応力変化が必ずしも大きくないことを考慮すれば，濃尾断層系

周辺の応力場は殆ど変化しておらず，当地域の応力場を反映する形で濃尾断層系に応力を蓄積させる

ような運動が継続しており，広域的な変形とローカルな変形の足し合わされたものが観測されていた，

と見ることが可能である．当地域における東北地方太平洋沖地震に伴う伸びの歪み変化は 0.5 ppm程

度，これに伴う応力変化は 2 kPa程度であり，断層周辺の絶対応力に比べて十分小さい変化と考えて

良いだろう．本観測を通じて，内陸断層における応力蓄積過程は，たとえ M9クラスの巨大地震が発

生しても応力変化の影響としては非常に限定的であると見なすことができよう．

　

結論

　この 5ヶ年の結果で，根尾谷断層帯周辺では地震波速度の不均質が大きく，更に断層下の速度が相

対的に低いことが明らかとなった．断層下の中部・下部地殻の速度異常は，跡津川断層域における総

合観測でも顕著であり，内陸地震の応力蓄積過程の重要な構造要因である可能性がますます強まった．

また，濃尾断層下においては沈み込むプレートが浅い位置に達しており，プレートからの流体供給を

含め，プレートと内陸断層の強い相互作用が示唆される．また，電磁気的観測によれば，流体の供給

源として，フィリピンプレートだけでなく，太平洋プレートも大きな役割を果たしている可能性が強

いことがわかった．また，GNSS観測によれば，濃尾断層系に応力を蓄積させるような運動が継続し

ておりの変動は東北沖地震による変動の影響は限定的であることがわかった．

　

【跡津川断層域の総合集中観測】

　前計画で実施した跡津川断層域における総合集中観測については，S波スプリッティング解析とコー

ダ Q解析を行った．S波スプリッティング解析からは，波線長で正規化した直交する 2つの S波の到

達時間差が差歪速度と良い相関があることを示した．コーダ Q解析からは，低周波数帯のコーダ Qの

空間分布が地震波トモグラフィによる深さ 25kmの S波速度の摂動と良い相関をもつことがあること

を示した．S波スプリッティングやコーダ Qの応力変化に伴う時間変化の研究結果に基づき，これら

の空間変化量から地殻の応力速度の空間変化量を推定した．その結果，上部地殻の応力速度は地表の

GPS観測結果から推定される応力速度と同程度であるのに対して脆性?延性遷移領域下の応力速度は

約 5倍大きいことが示された．これは，脆性?延性遷移領域下での高変形速度が上部地殻での高応力速

度すなわち高歪速度を形成していることを示唆している．

　

【内陸地震域応力集中プロセスのモデリング】

　跡津川断層周辺の応力蓄積メカニズムを明らかにすることを目指し，跡津川断層周辺の微小地震の

メカニズム解を自動決定した．これらの解を目視により精度検証し，最終的に先行研究を上回る 275

個のメカニズム解を得た．これらの解から，跡津川断層近傍の応力場の短波長変化と，100 kmスケー

ルの長波長変化に着目した．短波長変化の最も顕著な特徴は，断層西端において P軸が断層走向と直

交するものと平行するものが存在することである．長波長変化を調べるために応力逆解析を行ったと

ころ，断層直上では圧縮応力の主軸は N80W前後の方向だが，断層から遠ざかるに従い北向き成分が



大きくなり，能登半島の付け根付近では N50W程度を向くことが明らかになった．

　以上の特徴は，いずれも跡津川断層のすべり運動が作り出す応力擾乱と背景応力場の和で説明され

るはずである．跡津川断層浅部が固着しており，深部と東西延長はすべりを続けることで跡津川断層

に応力が蓄積すると考え，応力蓄積場を Fukahata and Matsu’ura (2006)により定式化されたディスロ

ケーションモデルで計算した．一般に応力パターンは長い時間の断層運動の結果として形成されると

考えられるため，下部地殻以深を線形Maxwell粘弾性体で近似し，さらに完全に緩和しているとみな

した．背景応力場は先行研究 (Katsumata et al., 2010)により N87Wに圧縮の主軸を持つものとし，断

層近傍の微小地震の P軸パターンと整合的な結果を得た．

　しかし，上のモデルでは跡津川断層から遠ざかるにつれて P軸の向きが変わることは説明できない．

そこで，背景応力場の圧縮軸はこれまで考えられてきたよりも北向きの成分を持つ (N50W)と仮定し

て計算したところ，断層近傍から遠ざかるほど圧縮軸の方向が北向きに回転する様子を再現すること

に成功した．この時の総すべり遅れ量は 50 mであり，5 mm/yrで 10,000年間すべりが継続した場合に

相当する．このように，活断層が深部延長を持ち，その深部延長ですべりと固着（すべり遅れ）が発

生していると仮定すれば，微小地震観測から推定された応力解放パターンを説明することができるこ

とを示した．

　2007年能登半島地震発生後の連続波形記録を利用して，気象庁一元化震源（気象庁カタログ）を用

いた波形相関処理によるパターン検索（Matched Filter Technique）を適用することで，本震発生直後か

ら約 1ヵ月間の余震活動をより正確に捉えることに成功した．気象庁カタログに比べて，約 10倍のイ

ベントを検出した．その結果，本震発生直後から，余震域は断層の走行方向に拡大をしていたことが

明らかとなった．断層の南西方向への拡大は北東方向に比べて顕著である．余震域のフロントは，時

間の対数に比例して概ね拡大するが，詳細に見ると，複数の地震クラスターを活発化させながら階段

状に拡大するように見える．本震発生後に実施された地殻変動観測によると余効滑りが震源域におい

て観測されており，余震域の拡大は余効滑りによって駆動されていると考えられる．気象庁カタログ

によると，この余震域の拡大は本震から 7年以上が経過した現時点でも継続しているように見え，周

辺域への応力載加が続いているものと推察される．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Arai, R., Iwasaki, T., Sato, H., Abe, S. & Hirata, N., 2013. Crustal structure of the Izu collision zone in

central Japan from seismic refraction data, J. Geophys. Res., 118, doi:10.1002/2013JB010532

Arai, R. & Iwasaki, T., 2014. Crustal structure in the northwestern part of the Izu collision zone in central

Japan, Earth, Earth Planets Space (in press).

Hiramatsu, Y., A. Sawada, Y. Yamauchi, S. Ueyama, K. Nishigami, E. Kurashimo, and the Japanese Uni-

versity Group of the Joint Seismic Observations at NKTZ, Spatial variation in coda Q and stressing

rate around the Atotsugawa fault zone in a high strain rate zone, central Japan, Earth Planets Space, 65,

115-119, 2013.

Kato, A, Igarashi, T., Obara, K., Sakai, S.,Takeda, T., Saiga, A., Iidaka, T., Iwasaki, T., Hirata, N., Goto,

K., Miyamachi, H., Matsushima, T., Kubo, A., Katao, H., Yamanaka, Y., Terakawa, T., Nakamichi, H.,

Okuda, T., Horikawa, S., Tsumura, N., Umino, N., Okada, T., Kosuga, M., Takahashi, H & Yamada, T.,

2013. Imaging the source regions of normal faulting sequences induced by the 2011 M9.0 Tohoku-Oki

earthquake, Geophys. Res. Lett., 40, doi: 10.1002/grl.50104.
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図 1. 広域トモグラフィによる断層直下の速度構造 (velocity perturbation)



図 2.稠密アレーデータによるトモグラフィ及び RF解析．



図 3. 2012年構造探査による速度構造及び反射断面．



図 4. 濃尾断層下における比抵抗分布．



平成 25年度年次報告

課題番号：1418

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

スラブ内地震とプレート境界地震の相互作用 A:海域観測より明らかにするプレート境界地震との

連動性 B:関東下におけるフィリピン海プレートと太平洋プレートの相互作用による内部変形が及ぼ

す影響

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

エ．スラブ内地震の発生機構

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

（５）本課題の５か年の到達目標：

A:紀伊半島沖南海トラフでは５か年度に渡って、また日本海溝沿いでは単年度ごとに場所を移動しつ

つ根室沖から房総沖に至るまでの海域を網羅するように、長期観測型海底地震計を用いた地震観測を

行ってきた。これによって、海域下の地震活動の詳細を知る事が可能となった。本研究ではここで得ら

れたデータを用いて、スラブ内地震について精度の高い震源決定を行う。また陸上地震観測網のデー

タとあわせてトモグラフィー解析を行う事によって、沈み込むスラブから島弧下の構造まで、その不

均質性を詳細に求める。ここで得られた地震活動と構造不均質をあわせて検討し、スラブ内地震の発

生メカニズム解明に資する。

B:フィリピン海プレートと太平洋プレートとが接しているフィリピン海プレートの北東縁部で、二つ

のスラブが衝突することによってフィリピン海スラブ内で変形が進行して、内部変形が、スラブ内地

震発生の準備過程を促進・抑制しているという仮説（スラブ内変形仮説）を提案して、この仮説を検

証する研究を行う。このために、プレート内の速度（Vp，Vs）・Ｑの分布、震源分布、発震機構分布を

空間的に高分解能で調べる。本研究地域は、「首都直下地震防災・減災特別プロジェクト」で平成 22

年度までに稠密地震観測網（MeSO-net）が整備されるので、そのデータを用いて、空間分解能 5km程

度の３次元速度分布が得られる。

（６）本課題の５か年計画の概要：

A:

平成 21年度：紀伊半島沖南海トラフ沿いで長期観測型海底地震計を最大 32台用いて平成 15年から

５か年度に渡って行った繰り返し地震観測の記録について、観測された地震の震源を精度良く決定す



る。気象庁一元化震源リストに記載されている地震については、陸上観測点の検測値を含めた解析を

行うことによって、震源と同時に南海トラフ軸から紀伊半島下の陸域を含めた領域における地震波速

度構造も精度良く求める。ここで決定された地震について、その震源メカニズムを決定する。一方房

総沖において、長期観測型海底地震計 40台を用いた 1年間地震観測を始める。

平成 22年度：紀伊半島沖南海トラフ沿いで行った５か年の海域観測点のみで観測された微小地震につ

いて、前年度までに決定された地震波速度構造を用いて精度の高い震源を求める。また、これらのう

ち可能なものについては、震源メカニズムを決定する。房総沖においては、研究課題「アスペリティ

の実体解明」から、制御震源を用いた構造調査を行う。平成 21年度に設置した海底地震計 40台の回

収を行い、観測された地震の震源決定および地震波速度構造トモグラフィー解析を始める。

平成 23年度：紀伊半島沖で観測された地震について、前年度までに決定された震源、地震波速度構造

および震源メカニズムをあわせて、スラブ内地震の発生メカニズムについて検討を行う。房総沖で観

測された地震については、引き続き震源決定および地震波速度構造トモグラフィー解析を進める。ま

た、震源メカニズムの決定も行う。

平成 24年度：紀伊半島沖及び房総沖で観測された地震について、震源、地震波速度構造及び震源メカ

ニズム、さらに、制御震源地震波速度構造調査の結果をあわせて、スラブ内地震の発生メカニズムにつ

いて検討を行う。これまでに紀伊半島沖南海トラフや日本海溝沿いの海域で行われてきた長期地震観

測との連携を考慮し、研究課題「アスペリティの実体解明」から、制御震源を用いた構造調査を行う。

平成 25年度：紀伊半島沖および房総沖で観測された地震について、スラブ内地震の発生メカニズムに

ついて考察を行い、ここまでの研究をまとめる。平成 24年度に行った構造調査の結果と、これまでの

長期海域地震観測との結果をあわせて、考察を行う。

B:

平成 21年度：平成 20年度までに完成するMeSo-net観測点（178点）のデータを用いて得られる房総

半島下の 2次元速度断面から、フィリピン海スラブ内の速度分布の特徴を抽出する。スラブ内変形仮

説を具体的に提案する。関連の研究者とのワークショップを開く。

平成 22年度：平成 21年度までに完成するMeSo-net観測点（約 300点）のデータを用いて得られる関

東下の 2次元速度断面から、フィリピン海スラブ内の速度分布の特徴を抽出して、スラブ内変形の実

体を解明する。スラブ内変形仮説を修正する。

平成 23年度：平成 22年度までに、MeSO-netが完成し、約 400観測点のデータが使える。関東全域の

高分解法 3次元速度分布・Ｑ分布を明らかにして、関東の下のフィリピン海スラブ内の速度分布、ス

ラブ内変形の実体を解明する。新しいデータに基づいて、スラブ内変形仮説の再提案。この新しい仮

説によって、観測される速度・Ｑ分布が説明できるか検討する。

平成 24年度：関東の 3次元速度分布と、Ｑ分布から、スラブ内の「弱面」を推定する。このために、

速度・Ｑと破壊強度の関係を解明する研究グループとの共同研究をすすめる。スラブ内変形仮説と、

「弱面」が整合的であるか検討する。

平成 25年度：スラブ内の強度分布並びに流体の供給・輸送過程を明らかにし，スラブ内地震の発生に

至る過程を解明して、スラブ内変形仮説に基づく物理モデルを作成する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
A:海域観測より明らかにするプレート境界地震との連動性
平成 15年度から 19年度にかけて東京大学地震研究所で開発された長期観測型海底地震計最大 27台

（32観測点）を用いて紀伊半島沖東南海・南海地震震源域境界周辺において繰り返し海域地震観測を

行った。本観測で得られた海底地震観測データに加えて，観測海域周囲に位置する陸上地震観測点の

観測データを用いて解析を行った（図 1）．この観測網内で発生した地震について、P波および S波の

到達時刻検測値を用いた震源および 3次元地震波速度構造の同時インバージョン解析を行い、精度の

高い震源と P波および S波の 3次元速度構造を求めた（図 2）。この時に，震源の相対位置決定精度

の向上を目的として，地震間の相対走時計測精度を良くするために，観測波形について相互相関解析



を適用した．海底地震計の観測波形は，海底における設置状況や海底下の厚い堆積層の影響によって

単調な雑音が卓越することが多く，特に海底地震計観測網でのみ観測されるような微小地震では，地

震波到達時刻周辺における相互相関係数が一様に大きくなることが頻繁に発生した．この問題につい

て，観測波形からの波形切り出し時間を変化させて波形相関を複数回計算することによって計測誤差

が大きい走時を同定し，誤差の大きい走時はデータから除外する手法を適用した．ここで決定された

地震のうち，およそ 80%がスラブ内で発生していることがわかった．これらのスラブ内地震では，潮

岬沖南海トラフ軸から紀伊半島南西部を結ぶ直線を境界として，地殻内で発生している領域とマント

ル最上部で発生している領域が明瞭に区別されている（図 2）．さらに，マントル最上部で発生してい

る地震について，明瞭に直線的分布が確認できる（図 3）．その配列は，フィリピン海プレート形成時

の拡大軸方位とほぼ一致し，形成過程で生じた構造に依存していると考えられる．一方，震源分布境

界の東側に位置する地殻内で発生する地震では，数十キロメートル程度の規模のクラスター的な発生

をしていることがわかった（図 4）．ここで得られた 3次元地震波速度構造を見ると，震源分布境界

の東側では，地殻内の Vp/Vsが低いことが明らかとなった（図 5）．この低 Vp/Vs領域のすぐ東側に

は，上盤側プレート最下部で高 Vp/Vs物質が存在することが明らかとなり，電磁気観測の結果と整合

的であることから，流体が多く存在すると考えられることを示した．この領域のプレート境界では低

周波地震が発生しておらず，プレート境界における間隙流体圧が高くなっており，安定滑りを起こし

ているとするモデルを提案した．これらの流体の分布は，沈み込むフィリピン海プレート内での脱水

反応と関連していると考えられる（図 6）．また、この 3次元地震波速度構造を参照して、P波初動の

押し引き分布から震源メカニズムを決定した。その結果，震源メカニズム解の主応力軸が，およそ 30

度回転していることが分かった（図 7）。また，マントル最上部に見られる直線的に配列している地震

クラスターの震源メカニズムが横ずれ断層型であり，その震源分布，応力軸方向と広域応力場と整合

的であることが明らかとなった．平成 25年度には，これらの構造不均質等を踏まえ，海底地震計波形

データを用いたレシーバー関数解析をはじめている．海底地震計波形データでは特に水平動成分に雑

音が大きく，また単調な雑音が卓越することを考慮したレシーバー関数解析手法の開発を行い，実際

のデータに適用した．自己浮上式の海底地震計では，海底における水平動成分の方位が既知ではない．

ここでは近地地震の到来方向から，水平動の方位の決定を行った．現在までに，陸側プレートの堆積

層最下部，および沈み込むフィリピン海プレートのモホ面に対応する構造の同定の可能性が確認され

た（図 8）．

一方房総沖では，平成 21年 7月から 8月にかけて行われた白鳳丸航海で 1年間の長期海域観測を目

的に 40台の海底地震計を設置した．平成 22年 10月に行った本計画による傭船を用いた航海で，これ

ら 40台を回収すると同時に，これより北に位置する茨城沖海域にて 1年間の長期海域地震観測のた

めの海底地震計 24台を設置した．平成 23年 2月にはさらに 10台を加え， 34台の観測アレイとした．

茨城沖海域ではこれまでの地震波構造調査から，深さ 10 kmに沈み込む太平洋プレート上に富士山級

の規模の海山が存在することが明らかにされている（Mochizuki et al., 2008）．本観測アレイでは，観

測点間隔～6 kmと通常の海底地震観測と比較して 4分の 1程度で地震計を設置し，震源を高精度で決

めるとともに，沈み込み構造との詳細な対比から構造と地震活動との関係を詳細に議論することを目

的とした．平成 23年 9月までに，アレイ観測点 34台中 31台の回収を行った．房総沖観測網につい

ては，日本海溝軸より海側に設置した海底地震計の観測記録を用いて，精度の高い震源決定を行った．

震源・3次元速度構造の同時インバージョン解析により，沈み込む太平洋プレートが標準的な海洋地殻

に準ずる構造をもち，震源は気象庁一元化震源と比較して 50 km程度浅く陸側に求まり，沈み込む太

平洋プレートの沈み込みに沿って地殻及びマントル最上部に集中的に発生して二重地震面上に分布し

ていることが明らかとなった．また茨城沖アレイの観測期間中には 2011年東北地方太平洋沖地震が発

生し，本震前、本震および本震後の記録を得ることができた．陸上地震観測網や地殻変動解析から得

られた本震断層滑り量分布によると，本観測アレイは本震断層域の南端部に，さらに本震発生から 30

分後に発生した最大余震震源域の東端に位置している（図 9）．平成 25年度には，本震直後から最大

余震，さらに最大余震後の地震活動およびその分布について，バックプロジェクション法によって解



析を行った．その結果，本震発生直後から最大余震までの 30分よりも，最大余震発生直後に本震南端

部での活動が活発になり，またそれらの震源は最大余震滑り域の浅部に位置する，沈み込んでいる海

山の前縁部に集中して発生していることがわかった（図 10）．茨城沖海域は通常の地震活動は活発で

はないが，これらの地震の多くが沈み込む太平洋プレート内で発生していることがわかった．

B:関東下におけるフィリピン海プレートと太平洋プレートの相互作用による内部変形が及ぼす影響
　平成 19年度から開始した文部科学省委託研究事業「首都直下地震防災・減災特別プロジェクト」に

よって．平成 20年度には 178点，平成 21年度までに 226点，平成 22年度に 249点，平成 23年度に

296点と観測点を増やし，首都圏地域に稠密地震観測網（MeSo-net）が構築された．このMeSo-net観

測点に加えて周囲の観測網のデータと統合して震源決定を行い，さらにトモグラフィー解析によって

関東下の地震波速度構造を求めた．MeSo-netの観測点間隔は 2～3 kmで，これまでの観測網と比較

して格段に狭いため，トモグラフィー解析で得られる速度構造の解像度が飛躍的に向上している．そ

の結果，沈み込むフィリピン海プレートの海洋性地殻が高 Vp/Vs領域として明確となり，その上部プ

レート境界面の位置をより高精度に求めることができた．東京湾北部付近下で従来のプレート境界モ

デルよりも約 10 km浅いことが確認された．こうした情報は，首都圏で発生する地震による地震動の

想定を行う際に，重要な情報となる．またフィリピン海プレートと太平洋プレートが接している部分

の直上も高 Vp/Vs領域となっており，その境界部分に横ずれ型メカニズムをもつスラブ内地震が分布

していることがわかった．さらに観測波形のスペクトルから求められる傾きから観測点ごとの t*を求

め，その t*を用いた減衰構造のトモグラフィー解析を行った．関東下に沈み込むフィリピン海プレー

トに起因すると考えられる減衰域が見られ，特に千葉県中部の下では顕著な減衰域が存在する．この

部分はフィリピン海プレート下面が太平洋プレートと接している部分で，上述の高 Vp/Vs領域と一致

している．首都圏のような人工的な雑音が大きく，地震観測に不向きと言われていた地域でも，十分

な解像度を持って構造が把握できることが示された．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
A: 　望月公廣・篠原雅尚・山田知朗・金澤敏彦

B: 　平田直・佐藤比呂志・酒井慎一・他 1１名

他機関との共同研究の有無：有

（防災科学技術研究所，神奈川県温泉地学研究所，地震研共同利用による公募）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所 　地震予知研究推進センター

電話：03-5841-5712

e-mail：yotik@eri.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/index-j.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：望月公廣 　

所属：東京大学地震研究所 　地震地殻変動観測センター



図 1 　紀伊半島沖東南海・南海地震震源域境界周辺における海陸統合地震観測網の観測点分布
黄○は解析に用いた海底地震観測点を，赤■は陸域観測点を示す．黒×は震源・3次元速度構造同時インバージョ
ン解析におけるグリット分布を表す．青実線はすでに行われた海域構造調査の測線，赤実線は南海トラフ軸，灰色

線は東南海・南海地震想定震源域，緑および紫の星印は 1944年東南海地震および 1946年南海地震の震央を表す．

図 2 　本研究で得られた震源分布と 3次元地震波速度構造
左図は本研究で得られた震源分布を表す．また赤実線は中および右図で示す構造断面図の位置を表す．中図は P波
速度構造を右図は Vp/Vs分布を表し，図中の黒点は震源を投影したものである．



図 3 　紀伊水道沖の海洋性マントル内で発生した地震の震央分布
紀伊水道沖では，地震の多くが沈み込むフィリピン海プレートの海洋性マントル内で発生しているが，その中に

は直線上に配列して発生する地震クラスターが確認できた．

図 4 　紀伊半島潮岬沖地震のクラスター
紀伊半島潮岬沖では，プレート境界面上に低角逆断層型の地震がクラスター的に発生している．．



図 5 　フィリピン海プレート地殻内及び上盤側プレート最下部における Vp/Vs比と低周波地震の分布
フィリピン海プレート地殻内及び上盤側プレート最下部における Vp/Vs比をカラー及びコンターで、低周波地震
の震央を星印で示す。青線は、Vp/Vs比を参照して決定した構造セグメンテーション境界。低周波地震の分布と
Vp/Vs比は良い一致を示し、フィリピン海プレートの海洋性地殻で Vp/Vs比が低い場所に低周波地震が発生して
いる。そのすぐ東側では上盤側最下部における Vp/Vs比が高くなっており、低周波地震は発生していない。

図 6 　震源メカニズム分布
主軸方向の頻度分布を，ローズダイアグラムで示した．中心の円中の色は，その領域で決定されたメカニズムの

個数を示す．代表的な震源メカニズム解もあらわした．紀伊半島西端沖を境界として，主軸方向がおよそ 30度回
転している．本図中に示されている Bおよび Cの領域は，図 5中の Aおよび Bに対応する．



図 7 　紀伊半島周辺下における流体の分布モデル
Vp/Vs比及び低周波地震の分布から考えられる、地殻内流体の分布に関するモデル。Vp/Vs比が低い海洋性地殻が
沈み込んでいる場所（セグメント B）と一致して低周波地震が分布しているが、これらの積算滑り量は非常に小
さい。そのすぐ東側の上盤側地殻最下部では流体が多く存在すると考えらる。

図 8 　レシーバー関数解析による構造断面
使用した観測点を，上図中の黄○で示す．左図が個々のレシーバー関数をプロットしたもの，右図がスタックした

波形を示す．1～2秒に堆積構造の底部が，3～4秒に海洋性モホ面が認められる．



図 9 　震源域と茨城沖アレイの配置
図中赤枠は，2011～2012年に 34台設置された海底地震計アレイの位置を，さらにカラーコンターは東北地方太
平洋沖地震の本震（Yasgi and Fukahata, 2011）および最大余震（Kubo et al., 2013）の滑り量分布を示す．黒円は，
深さ 10 kmに沈み込む海山の位置を表す．



図 10 　東北地方太平洋地震後の地震活動分布
茨城沖における東北地方太平洋沖地震発生後の地震活動度．図中のカラーイメージは，1.5 km四方の小領域にお
ける地震発生個数を表したもの．カラーの点線は沈み込む太平洋プレート上面の震度を表す．黒実線によるコン

ターは，陸上観測点によって決められた滑り域を示し，北側が本震の，西側が最大余震のものを示す．黒丸が沈み

込んだ海山の領域を示し，赤枠で囲った領域で最大余震後に地震が活発化した．灰色の実線は震央の決定精度の

程度を表している．



平成 25年度年次報告

課題番号：1419

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

大地震サイクルと関連した地震活動変化の詳細な解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

イ．先行現象の発生機構の解明

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本研究では、大地震断層の予測シミュレーションモデルの正確な状態更新を行うための観測データ

の有力候補である,中小の地震活動データの詳細な解析を行い,地震サイクルに関連する地殻の状態に

関する情報を抽出することを目標とする. 過去に地震サイクルとの関連が指摘された地震活動の特徴と

して,静穏化/活発化,潮汐との同期度,クラスタリングなどがあげられるが,活動変化と地震サイクル進

行の関係は一意的ではなく,大地震発生場の性質によって大きなバリエーションがあるようだ. そこで,

本研究では,地震活動の良質なデータが存在する事例について,データの精度をよく検証して活動を再

解析するとともに,物理解釈をよりよく拘束するために断層面解等の追加情報を得,さらに,プレート境

界や内陸断層といった,異った大地震発生帯による地震活動のバリエーションを把握することを目指す.

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は, 中小の地震には大地震の断層の一部を破壊するタイプのものと,それ以外の部分の

地殻を破壊するものの両者があり,それらが地震サイクルの状態に関してあたえる情報は,まったく異

なると考えられる．そこで，解析に適した事例を同定し ,データを収集・整理する準備期間と位置づけ

る．個々の中小地震の精密な震源位置と断層面解がわかればその区別がかなりの程度可能であるので,

そのために波形データを収集し，内陸断層,プレート境界の両者から解析に適した事例をとりあげる.

日本周辺の地震活動の静穏化/活発化あるいは地球潮汐との同期などの事例については,まずその解析

に耐えうる地震カタログの利用が不可欠となる.そのために地震カタログのコンプリートマグニチュー

ドの調査やクラスタリング手法については静穏化/活発化および地球潮汐との同期度に最適なパラメー

タ等の調査を実施する.

　平成 22年度は，収集した波形データから，断層面解等を決定する．静穏化/活発化および地球潮汐

との同期度などの具体的な解析を開始する．



　平成 23年度は，大地震サイクルとの関連性に着目し，地震活動変化を調査する．

　平成 24年度は，大地震サイクルと地震活動変化との関連性から地殻に関する情報を抽出する研究を

進める．

　平成 25年度は，全体の成果を取りまとめる．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
地震の繰り返しを議論する際に，ある震源域における地震活動がグーテンベルグ・リヒター則（G-R

則）に従うか，あるいは特徴的なスケールを持った固有地震的な挙動を示すかは地震発生予測可能性

を探る上で重要な問題であり，これまで様々な分野から議論が行われてきた．シミュレーションや広

域的な地震活動にみられる規模別頻度分布がべき乗則に従うことから地震は臨界現象であり，その規

模を予測することはできないとする考えがある．一方，主に地質学的な見地から大地震の震源域にお

いてはその全体を破壊する地震（固有地震）が高頻度で発生し，べき乗則には従わないとする固有地

震モデルが提案されている．ある震源域を仮定した場合にその破壊の拡がりが確率事象であり，大地

震はその確率分布に準じた偶然の産物であるとするならば大地震の予測は困難である．一方，震源域

において inter-seismicな期間における地震活動が低調であり，比較的周期性をもって領域全体を破壊

する地震（固有地震）が発生しているとすれば，物理的背景を解明することでその挙動を把握するこ

とができると考えられる．また，もしも破壊が及んだ場合にその内部では破壊が停止しない一蓮托生

の破壊単元が存在し，その特徴的なサイズに準じた固有規模の地震を発生させる領域が存在していれ

ば，その特徴的なサイズと比較可能なスケールで議論した場合に G-R則が破綻することを意味する．

そこで地震調査研究推進本部によって長期評価が行われている主要活断層周辺ならびに南海・東南海

地震の震源域における地震を対象として，その規模別頻度分布について調査した．

主要活断層帯の周辺において近年に発生した微小地震の活動度と，地形・地質学的に推定されている

最大規模の地震の発生頻度を比較した．その結果，ほとんどの主要活断層帯において，最大規模の地

震の発生頻度が近年の微小地震活動度から G-R則を用いて計算される頻度より大きいことが明らかと

なった（ Ishibe et al., 2012, BSSA）．つまり，近年の微小地震活動からそのままG-R則を用いて外挿す

る手法は，その活断層で発生する大地震の発生確率を過小評価する可能性がある．G-R則からの乖離

度は，平均変位速度が大きい断層あるいは平均再来間隔が短い断層ほど，大きくなる傾向にあり，こ

のことは活断層が活動累積によって成熟，発達していく過程で，その地震発生様式が変化する可能性

を示唆する．

また別の事例として，南海・東南海地震の震源域における地震活動を調査した．豊富な歴史資料や津波

堆積物調査などから，南海トラフ沿いではおおよそ 90年～150年の周期でM8級プレート間地震（南

海・東南海・東海地震）が繰り返し発生してきたことが知られており，最新の活動は 1944年東南海地

震と 1946年南海地震である．また，1923年以降の震源は気象庁により決定されている．南海地震の

想定震源域において発生した中規模（M>5.0）以上の地震を，推定されている平均再来間隔で規格化

した M-Tダイアグラムからは，前駆的地震活動（1944年東南海地震の余震の可能性がある）や余震

を除くと 2つしか発生しておらず，顕著に低調であることがわかった（図 1）．そのうち， 1982年 5

月 11日の地震の発震機構解を気象庁初動に基づき HASH（Hardebeck and Shearer, 2002）により推定

すると横ずれ型であることがわかった．震源の不確定性を考慮してもフィリピン海プレート上面で発

生する低角逆断層型とは異なり，プレート境界深度付近に震源を仮定すると横ずれ型になる．1923年

12月 5日の地震に対する記録はほぼ残されておらず，そのためプレート間地震であった可能性は否定

できないが，この結果は南海地震震源域のようなカップリングが強いプレート間大地震の震源域では，

全体を破壊するか，破壊しないかの二択に近い単元がある可能性を示唆する．

大地震と地震活動変化の関連性として，2011年東北地方太平洋沖地震による関東地方，ならびに主要

活断層帯周辺における地震活動変化と東北沖地震による静的クーロン応力変化（Δ CFF）の関連性を

調査した．関東は太平洋プレートとフィリピン海プレートが陸のプレート下に沈みこむ複雑なテクト

ニクス下にあり，様々な型の地震が発生している．このような領域に対して，受け手側の断層メカニズ



ムを仮定してΔ CFFを計算すると大きな誤差を生じる恐れがある．そこで本震前に発生した地震のメ

カニズム解（関東・東海地震観測網定常処理初動メカニズム解；1979年 7月 1日～2003年 7月 1日）

を受け手側の断層メカニズム解として，2011年東北地方太平洋沖地震によるΔ CFFを計算した．

東北沖地震後の関東地方における地震活動度変化は概ね，東北沖地震によるΔ CFFで説明が可能であ

るが，動的ΔCFF，流体の寄与や余効すべりといった別の要因も可能性として考えられることがわかっ

た（石辺・他，2011，予知連会報）．関東地方で過去に発生した 30,000個余りの地震のメカニズム解

のうち，Δ CFFが 0.1 bar以上増加した地震数は約 16,000個であった．一方で，0.1 bar以上減少した

地震数は約 8,000個であった．Δ CFFが増加した地震の割合が多かった領域は，30 kmより浅い地震

に対しては伊豆や箱根，丹沢領域を含む静岡県東部から神奈川県西部であった．一方，深さ 30 100 km

の地震に対しては，茨城県南西部と東京湾から銚子に至る領域であった．これらの領域において地震

活動は，本震後に顕著に活発化し本研究は第一近似的に本震後の地震活動を良く説明する．しかしな

がら，従来地震活動が低調であった茨城県北部から福島県南部の浅部において活発化した正断層型の

地震など，過去のメカニズム解を用いる本手法では，大地震前に地震活動が不活発であった領域など

予測が困難な領域もある．

また東北沖地震前後における主要活動断層帯周辺の地震活動度変化の調査およびそれらの領域におけ

る微小地震の活動度と地形・地質学的に推定されている最大規模の地震の発生頻度の調査を実施した

（石辺・他，2012，予知連会報）．東北地方や中部日本に分布する主要活断層帯の周辺，特に，境峠・

神谷断層帯主部，北伊豆断層帯，真昼山地東縁断層帯，長町‐利府線断層帯，横手盆地東縁断層帯北

部，牛伏寺断層，十日町断層帯西部，六日町断層帯南部，長井盆地西縁断層帯，高田平野東縁断層帯，

猪之鼻断層帯の周辺（活断層帯から 5 km以内）では，本震前に比べて地震発生率が 10倍以上増加し

ていることがわかった．このうち，境峠・神谷断層帯主部，北伊豆断層帯，牛伏寺断層では，断層近

傍で明瞭な活発化が認められ，東北地方太平洋沖地震によるΔ CFF（地震調査委員会，2011による）

の増加と調和的であった．一方，真昼山地東縁断層帯，横手盆地東縁断層帯北部，猪之鼻断層帯にお

ける活発化は，その活断層帯の断層パラメータを仮定したΔ CFFでは説明が困難であった．本震後に

活発化した領域は，本震前の逆断層型の地震が活発であった領域とは異なり，またそのメカニズムも

ほとんどが横ずれ型であった．このことは，地殻内の応力分布が空間的に不均質で，もともと横ずれ

場であった領域が選択的に活発化したものとして解釈される．大地震後の地震活動変化を適切に予測

するには過去地震のメカニズム解の充実（不均質な応力場の理解）が必須である．

そこで，国立大学観測網地震カタログ（JUNEC）の P波初動ならびに HASH（Hardebeck and Shearer,

2002）に修正を加えたプログラムを用いて，1985年 7月から 1998年 12月までに日本で発生した約

14,000個の地震のメカニズム解を推定し，カタログ化した（ Ishibe et al., 2014, BSSA；図 2）．東京大

学地震研究所・地震予知情報センター (現在は，地震火山情報センター)は，1985年 7月から 1998年

12月まで，国立大学により運営されてきた地震予知観測情報ネットワークで得られた検測データを統

合処理し，JUNECを公開してきた．その地震数は約 190,000個である．JUNEC メカニズム解カタロ

グは多数のマグニチュード 2以上の微小地震を含んでおり，様々な解析への活用が期待される．ただ

し，推定されたメカニズム解の分布は時間・空間的に不均質であり，観測点分布とそれぞれの観測点

における初動報告率（初動報告数/検測数）を顕著に反映することに注意を要する．他機関によって同

一の地震に対して決定されたメカニズム解（防災科学技術研究所で決定されたモーメントテンソル解

や関東・東海地震観測網による初動解，気象庁による初動解）と大局的には調和的であることも確認

したが，顕著に異なる地震も若干見られた．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Ishibe, T., H. Tsuruoka, K. Satake, and M. Nakatani, 2014, A Focal Mechanism Solution Catalog of Earth-

quakes (M ? 2.0) in and around the Japanese Islands for 1985-1998, Bull. Seism. Soc. Am., 104, doi:

10.1785/0120130278 (in press).
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氏名：鶴岡弘 　
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図１．

(a)南海地震の想定震源域内において発生した中規模以上（M5以上）の地震の震源分布．星印は 1946年南海地震
の震源（いずれも気象庁震源による）．緑は南海地震直前の期間に発生した地震（1944年東南海地震の余震の可
能性がある），赤は南海地震後 10年以内に発生した地震（1944年東南海地震，1946年南海地震の余震と考えら
れる），青は地震間に発生した地震を表す．黒実線で囲まれた領域は地震調査研究推進本部による南海・東南海地

震の想定震源域を表す．(b)南海地震想定震源域において発生したM5以上の地震のM-Tダイアグラムならびに累
積頻度曲線と本研究で推定した 1982年 5月 11日の発震機構．



図２．

JUNEC初動に基づき推定されたメカニズム解の分布（クオリティAまたは Bのものに限る）．震源球の色は震源
の深さを，大きさはマグニチュードをそれぞれ表す．左上は決定されたメカニズム解の規模別頻度分布．
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課題番号：1420

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

南アフリカ大深度金鉱山における応力パラメタの先行変化の発生機構の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

イ．先行現象の発生機構の解明

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

（3-2）地震破壊過程と強震動

ア．断層面の不均質性と動的破壊特性

（4）地震発生・火山噴火素過程

ウ．摩擦・破壊現象の規模依存性

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地震発生を司る根幹を成すパラメタとして，応力とひずみが挙げられる．種々の応力に関する直接的

な測定手法が提案され高度化されつつあるが，日本の内陸やその周辺地域においては震源域近傍，す

なわち地殻深部の応力場の直接計測は非常に困難である．そこで，応力逆解析パラメタや応力降下量，

Energy Indexなどの地震波形から推定される応力パラメタを用いて，震源近傍の応力状態を推定する

手法が提案されている．対象とする震源領域でこれらの応力パラメタを推定することで，事後的にで

はあるが，先行現象が示唆された例はある．しかしながら，これら応力パラメタと絶対応力の比較は

上述の理由により困難である．

　本課題で研究を遂行するフィールドである南アフリカ金鉱山 (以下，南ア金鉱山)では，地震は主と

して，採掘による応力擾乱が原因で発生している．そのため，このフィールドには，上記の応力パラ

メタの変化の原因を解明する上で，３つの大きな利点がある．

１．採掘は計画に基づいて行われており，また，鉱山内の坑道など，応力場の不均質性を生み出す構

造はすべて既知であるため，応力モデリングを行うことができる．鉱山でも採掘前や採掘前線近傍に

おいては，応力モデリングが行われている．適切に安全性を評価し，採掘計画を検討することによっ

て，甚大な被害をもたらす大規模な地震の発生を抑制している．

２．応力と密接に関係するひずみの連続観測が，関連課題で計画されている．南ア金鉱山では，採掘

が行われている地下約 3kmにひずみ計を埋設できるため，地震発生深度でひずみの直接観測が可能で

ある．複数点観測を実施することにより，ひずみ場の時空間分布の推定が可能となる．



３．関連課題で，同一サイトにおいて断層から数メートル以内での強震計アレイの展開が計画されて

いる．このアレイで得られるデータを用いて，応力パラメタ推定の肝となる微小地震の震源情報を高

い精度で推定することができる．

　そこで本課題では，南ア金鉱山における微小地震観測網の維持・構築を進めるとともに，微小地震

の震源ならびにメカニズム解・応力逆解析パラメタ・Energy Index等の推定をおこない，応力パラメ

タの時空間分布を明らかにする．その後，応力モデリングや直接観測結果との比較を通して，応力パ

ラメタの感度や有効性などについて検討することを５か年の到達目標とする．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は，現在観測が実施されているサイトの維持に努めるとともに，得られた波形データ

の整理を行う．現行のサイトでは，地震発生が予測される断層のすぐそばに地震計が埋設されており，

既存の鉱山の地震計とともに観測ネットワークを形成している．地震記録はすでに取得されているが，

対象とした断層及びその周辺で発生した地震記録がどの程度存在するかなど，データの確認が行われ

ていない．対象とする断層及びその周辺の地震活動とそれら地震に対応する波形記録の有無などを調

べるなど，解析の準備を進める．並行して新規に展開する観測サイトの候補地を現地調査し，サイト

の構築に向けての準備を進める．

　平成 22年度は，既存のデータ解析を進めるとともに，現行観測サイトの維持，新規観測サイトの構

築を開始する．

　平成 23年度は，既存のデータ解析を取りまとめるとともに，現行観測サイトの維持，新規観測サイ

トの構築を完了する．

　平成 24年度は，新規観測データに関し，対象とする断層及びその周辺の地震活動とそれら地震に対

応する波形記録の有無などを調べるなど，解析の準備を進める．また観測サイトの維持をおこなう．

　平成 25年度は，データ解析を進めるとともに，観測サイトの維持を行う．また，研究成果の取りま

とめを行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　震源近傍の応力状態を推定するために，M2級以上の誘発地震が発生する南アフリカ金鉱山におけ

る微小地震観測網の維持・構築ならびに，観測された微小地震の解析を行った．

　ムポネン鉱山地下 3.3 kmでは，厚さ約 20 mで垂直に貫入しているダイク周辺において，加速度計

7台 (うち 4台は 3成分)を埋設し，48 kS/s集録という他に例のない高周波数帯域までをカバーした観

測を行った．その結果，至近距離 (< 150 m)で発生した-3 < M < 0の極微小地震がとらえられた．そ

こで，収録された波形記録を用いて，地震モーメント，コーナー周波数などの震源パラメタの推定を

試みた．埋設されたボアホール型加速度計には，25 kHzまで応答がフラットなエレメントが組み込ま

れているが，躯体の形状の影響などにより，3成分加速度計としては孔軸方向の成分の応答が他の 2成

分と異なることが判明した．つまりエレメントの応答特性が分かっていても，埋設後の加速度計の応

答が正確には推定できないことが明らかになったため，直達 S波のスペクトルから直接的にコーナー

周波数を推定することは困難であった．したがって，とらえられた極微小地震について，直達 S波の

スペクトル比法とコーダ波スペクトル比法といったスペクトル比を利用する推定手法を適用し，コー

ナー周波数の推定を行った．その結果，これらの地震は，地震モーメントがコーナー周波数の 3乗に比

例する応力降下量一定の関係を満たし，また多くの地震で応力降下量がほぼ 100 MPaであるという結

果が得られた．コーダ波スペクトル比法は，震源ペアが同一視できるほどには近くなくても適用可能

であり，破壊伝播の効果を平均化できるため，多くの地震について推定することができるうえ，観測

点ごとのコーナー周波数のばらつきが抑えられ，標準偏差の小さい値として推定できることもわかっ

た．ムポネン鉱山の観測網は，地震活動が低調になったため，すでに閉鎖した．

　また上述の通り，ボアホール加速度計の応答に課題が見つかったため，躯体形状を改良するととも

に，一部の加速度計の応答周波数帯域の上限を 10 kHzに下げる等の変更を加え，加速度計を再設計し



た．再設計された加速度計は，イズルウィニ鉱山などの観測網で使用された．

　イズルウィニ鉱山においては，AEセンサと加速度計を併用した観測網を展開した．本観測網はセ

ンサの展開が立体的で，広範囲（約 100 m）にわたっており，また，近傍での地震活動度が高い．AE

センサの出力は振動方向が特定されない 1成分であり，応答特性もフラットではないが，AEセンサの

P波初動応答特性を隣接している加速度計の P波初動応答と比較することで校正することにより，AE

波形記録から読み取った P波初動極性を AEの震源メカニズム解析に使えるようになった．平面状の

分布を示すいくつかの AEクラスタ（課題 2402）に対して，各クラスタ内の AE数十個に対して読み

取った P波初動極性を一つの震源球解にプロットすると，面上の滑りと調和的な震源球解が得られる

ことがわかった．このことは，面状クラスタの多くのイベントが，面上の滑りイベントであることを

示唆する．また，AE記録から読み取った P波初動極性の分布と，加速度計で得られた波形に対する理

論波形のモデリングとを組み合わせることで，個々のイベントのメカニズム解を求めることができる

こともわかった．プロジェクト期間中に多数のイベントに対してメカニズム推定を行い，応力場推定

を行うことはできなかったので，今後の課題としたい．

　平成 25年度は，イズルウィニ鉱山における AE観測で得られた，採掘前線から 10-20 m前方で新規

に現れた平面状 AEクラスタの AE活動の記録について，2011年 7月から 10月の間，約 3ヶ月の時間

発展を調べた．採掘が進行しクラスタ周囲の差応力が上昇するにつれてこのクラスタの活動域が徐々

に広がり，初期には 5 m程度の広がりしかなかった活動域が最終的には差し渡し 20 mまで拡大した

（図１）．クラスタ内で起こるイベントのMwは徐々に大きくなる傾向にあり，ｂ値は時間とともに大

きく減少した（2.5から 1.5；図２）．採掘前線が近づいたことによる差応力の上昇と共にｂ値が低下

したということであり，室内岩石実験や自然地震の観察で指摘されている結果と調和的である．また，

この平面状クラスタ内で，近接して発生した AEイベントの応力降下量の，コーダ波スペクトル比法を

用いた推定を行った．上記 3ヶ月間の初期には，概ね数MPaの応力降下量だったが，後半には 10 MPa

程度の応力降下量を持つイベントも現れはじめていた．ただし，上述のように発生イベントの規模の

変化もあるため，震源近傍の応力状態の推定には，さらなる検討が必要である．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Nakatani, M., Microfractures on natural faults stressed by mining (invited), The International Summer School

on Earthquake Science ”Diversity of Earthquakes” organized by the Earthquake Research Institute of

the University of Tokyo and the Southern California Earthquake Center, 25 September 2013, Hakone,

Japan.

R.J. Durrheim, H. Ogasawara, M. Nakatani, Y. Yabe, A.M. Milev, A. Cichowicz, H. Kawakata, H. Moriya,

M. Naoi, T. Kgarume, O Murakami and The Satreps Research Group (2013), Observational Studies In

South African Mines To Mitigate Seismic Risks: A Mid-project Progress Report, Proceedings of SAGA

13th Biennial Conference, accepted.

Yabe, Y., M. Nakatani, M. Naoi, T. Iida, T. Satoh, R. Durrheim, G. Hofmann, D. Roberts, H. Yilmaz, G.

Morema, and H. Ogasawara, 2013, Estimation of the stress state around the fault source of a Mw 2.2

earthquake in a deep gold mine in South Africa based on borehole breakout and core discing, Proc. 6th

Int. Symp. on In-Situ Rock Stress, Sendai, 604-613.
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図１．顕著な拡大を示した平面状 AEクラスタの震源分布の時間変化．
図中の１ー６の期間は図２下部に示した１－６に対応している．



図２．図１に震源分布を記した AEクラスタの積算個数・ｂ値・Mwの推移．
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（2-1）地震発生予測システム
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（3-1）地震発生先行過程
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（５）本課題の５か年の到達目標：

　本研究では、地震活動が大地震のサイクルとの関連をもつためのシナリオをいくつか想定し、物理

的なモデルを通してそこから期待される地震活動パタンを提案することで,観測データでのシナリオの

検証ポイントをつくることを目標とする。本研究での入力側に想定される大地震サイクル起源のシナ

リオは,大きくわけて (a)局所的な滑りもしくは広域的ローディング速度のゆらぎによる応力レベルの

変化,(b)中小の地震の相互作用によって,応力場が均質化し破壊が停止ししにくい場が形成する,とい

う本質的にことなるものが考えられ,それぞれの事態の進行に係る物理的メカニズムの理解を進める必

要がある. 一方で,出力側である地震活動,すなわち中小の地震の発生頻度が,応力等の地殻の物理状態

をどう反映するかについてもメカニズムはよくわかっておらず,この面でも根本的な理解を進める必要

がある.



（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は,地殻活動のデータセットの信頼性を検討し ,過去に先行変化として報告された観測事

例やモデル,実験との整合性をどのように評価できるかを検討する. また,地震活動と地殻応力場の関

係について, 既存の理論の問題点を整理して, 地震活動を物理的に理解するための理論的, 概念的枠組

みについての検討を始める.

　平成 22年度は,具体的な地殻活動の先行変化のパタンについて,定性的な物理モデルをつくり,デー

タでの検証ができる可能性のあるポイントを検討する.

　平成 23年度は,モデルを定量的なものに発展させる.

　平成 24年度は,具体的な事例についてのデータとモデルの定量的比較を行う.

　平成 25年度は,解析例を増やしつつ,成果をとりまとめる.

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
摩擦実験の結果をより正確に記述できる新しい摩擦則 (課題 1427, Nagata et al., 2012)を用いたバネ-ブ

ロックモデルによるシミュレーションによって，断層の固着 (強度)の低下は，プレスリップよりもずっ

と早い時期からおこり，また，その規模も非常に大きいことが示された (Kame et al.,2012a)．また，今

年度は，新しい摩擦則が，連続弾性体中におかれた断層上での震源核形成に及ぼす影響についてのシ

ミュレーション結果の整理を行った (Kame et al.,2013a,b)．新摩擦則は，従来の 2種類の代表的摩擦則

による予測 (拡大するクラック状の震源核 vs一定幅の狭いパルスとして移動しながら滑り速度を増す

震源核)の中間的なふるまいを示した (図 1)．新構成則の，核形成時程度の滑り速度におけるふるまい

からは，ほぼパルス状の振舞いが期待されるが，実際には，滑り領域の集中度はそれほど極端にはな

らず，核形成時程度の滑り速度における実験室での摩擦挙動からは，パルス状の非常に狭い震源核が

期待されるという最近の議論 (e.g., Ampuero and Rubin, 2008)は必ずしも正しくないことが示された．

また，応力擾乱に対する地震活動の応答性に関しても，新しい摩擦則でバネ-ブロックモデルによるシ

ミュレーション (Kame et al.,2012b)を行ったところ，余震等のトリガ率は従来より二倍程度高くなるこ

とが示された．この過程で，新構摩擦則では，応力擾乱による地震サイクルへの影響が必ずしも，時計

の進み/遅れとして近似できないことが明らかになったが，初期状態の異る多数のバネーブロックモデ

ルに同一の応力擾乱履歴を与えることにより，地震活動の発展を数値的に追って予測することは，従

来の摩擦則を用いた場合と同様に可能である．しかし，実際に観測される余震のトリガ率は，摩擦則

による予測より二桁程度高く，この点を解消するには，断層の法線応力が被り圧より二桁程度小さい

と考える等，かなり根本的な変更が必要である．

上述のトリガモデルは，ある程度大きな地震が，それよりずっと小さい多数の地震群の活動に与える

影響を念頭においている．一方で，トルコの北アナトリア断層等の例のように，大きな地震の発生が，

同一の断層上系のとなりあったセグメントを順に壊していくという例もしられている．このような事

象における小地震の活動を詳細に解析できる例として，南アフリカ鉱山の既存断層上で活発に起って

いる微小地震の面状クラスタ (課題 2402)の中で,比較的大粒 (M0,破壊域 20m)の地震が 10分間隔で

2個隣接して起こった例について,その前後の超微小地震の震源分布を詳細に調べた (Naoi et al., 2012).

この地震の周辺では，M-4程度までの定常的微小地震によって，断層面の形状がジョグやブランチと

いった不規則構造まで含めて詳細に描かれ，また各M0の破壊域はその余震分布から正確に推定でき

る．1つ目のM0は,既存弱面のブランチにぶつかって停止し , 2つ目のM0はそのブランチから破壊開

始し，1つ目のM0の破壊域の隣接領域を破壊した．さらに,1つめのM0の破壊開始点は，17日前に

おこったやや大粒のM-1.0破壊端に位置していた.この事例は，同程度の地震の相互作用は，破壊端へ

の応力集中が主要な要因であることを示唆している．また，地震の破壊開始や停止が断層の幾何学的

不規則点でおこることが多いことと整合的であり，大地震の連動・続発の問題に関して決定論的なモ

デリングの有効性を示唆している．

一方で，小さな地震が大きな地震をトリガするかという問題は，特に地震先行現象の捕捉による大地

震発生の予測の可能性にとって根本的な問題である．仮に，大きな地震のアスペリティが，アスペリ



ティサイズに比例した大きな静的破壊エネルギーをもつ (Kato 2012,課題 1702,1427)としても，小さ

な地震の動的破壊が，大きな地震のアスペリティの破壊核を代用するカスケード成長がおこれば，準

静的には小さな震源核しかできていない段階で，大地震をおこすことが可能だからである．大きな破

壊成長抵抗をもつ大きなアスペリティ(以下大ぺ)の中に，破壊エネルギーの低い小さな領域 (小アスペ

リティ,以下小ぺ)を設定した，断層モデルにおいて，テクトニックな載荷で地震サイクルが繰替えす

シミュレーションを行って，大地震の始まり方として，大きな準静的震源核と小地震からのカスケー

ドのどちらがおこりやすいかを検討した (Noda et al., 2013a, d;中谷, 2012，2013a,b)．小ぺが大きい場

合は，小さい地震はおこらず，小ぺ内部にできる小さな核からはじまる小地震は必ず大ペ全体を破壊

する大地震となる．一方，小ぺが小さい場合は，小ペ地震がカスケード成長して大地震に発展するこ

とはできず，大地震の発生には必ず大きな準静的震源核が先行する．小ぺサイズが大ペの臨界核サイ

ズと同程度の場合は，大地震は，大きな核ができてはじまることもあれば，小地震からカスケード成

長する場合もあり，小ぺが大きいほどカスケード成長による大地震の割合が高くなる．しかし，小地

震が小地震で終るか，大地震にカスケードするかは，大ペの準備状況に強く依存する．我々のシミュ

レーションでは，応力蓄積の段階はサイクルの半分程度までで，それ以降は，大ペの周縁部から広域

にわたって，プレート速度よりはずっと遅いクリープによって固着の剥れが進み，最終的な加速する

震源核は，その広域な剥れの中のどこかで形成をはじめる．広域な剥れは，ゆきつもどりつのスロー

スリップイベント的な複雑な進行をみせ，そのゆく末を予測することは不可能とおもわれる.しかし，

十分に剥れている状態になければ，たとえ小地震でトリガしても，それが大地震に発展することはな

く，つまり，固着の剥れを，大地震発生の必要条件とみることができる．このことは，2011年東北沖

地震の数年前から測地的に観測されていた震源域のプレートカップリング率の低下 (Ozawa et al., 2012)

と符号する．さらに，シミュレーションでは固着の剥れが進んだ状況で小地震がおこり，それがカス

ケードしなかった場合には，異常に大きい余効滑りをもつ現象がみられ (図 2)，これも東北沖地震の前

に観測されている (Suito et al., 2011)．本年度は，仮想的な小地震に対する大ペの反応をみることで固

着の剥れによる大ぺの危険度を定量化するための数値実験を行った (Noda et al., 2013c)．

直前の大きな準静的震源核は，スキップされうるので大地震条件ではないが，小ぺの大きさに応じた

確率で発現するので，地震発生の予測にとって以前有力な現象である．測地的に直接観測された例は

ないにしろ，Bouchon et al. (2013)は，プレート間大地震のほとんどに，本震に向って加速する前震

活動が伴うことをみつけた．一方で，プレート内地震においては，そのようなケースがほとんどない

こともあきらかにしている．本年度は，摩擦則とそれに支配される震源核成長のスタイルによっては，

震源核の大きさが断層の載荷速度に正の依存性をもちうることを次元解析とシミュレーションによっ

て示した (Noda et al. 2013b,e)．

上述のような，震源核や固着の剥れは，大地震で破壊する断層がゆっくりとではあるが既に壊れ始め

ているというタイプの準備過程である．これとは根本的に違う準備過程として，応力場が均質化し，破

壊が停止ししにくい場が形成されるという仮説も考えられる．我々は，複雑で非連続な変形を扱える

離散要素シミュレーションを行い，大規模な断層運動の前に応力場が均質化することを見いだしたが，

均質化が生じても必ずしも大規模な断層運動につながらない場合も見られた．そのため，均質化に加

えてどのような条件が大規模な断層運動に必要かを後半では検討した．大規模な断層運動が起きると

いうことは，それまでの連続的な変形ができなくなり，変形様式の分岐が起きているはずだとの観点

から，断層運動が生じる直前に特化した解析を行った結果，断層運動が開始する領域付近での変位が，

周りのほぼ一様な変位よりも小さくなり，さらに局所的な領域で変位の向きがローディングとは無関

係にばらつく現象が生じるといった分岐現象が起きる場合があることを確認できた．今後はこうした

現象について，断層運動を生じる室内実験や地殻を対象とした実観測で検証する必要がある．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Kame, N., S. Fujita, M. Nakatani, and T. Kusakabe, 2013a, Effects of a newly incorporated stress-weakening

term in a revised RSF on earthquake nucleation, Proceedings of 13th International Conference on Frac-



ture, S20, 004, 1-9.

Kame, N., S. Fujita, M. Nakatani, and T. Kusakabe, 2013b, Earthquake nucleation on faults with a revised

rate- and state-dependent friction law, Pure Appl. Geophys., DOI 10.1007/s00024-013-0744-0, 9 pages.

中谷正生, 2013a,見逃しも空振りもありつつ．．．．階層的アスペリティにおける大地震の準備過程 (invited),

気象庁地震火山部談話会,東京.

中谷正生, 2013b,地震発生物理と前兆現象,日本地震学会モノグラフ 2「ブループリント」50周年ー地

震研究の歩みと今後, 2012年秋季大会特別シンポジウム実行委員会篇, 30-39.

Noda, H., M.Nakatani and T. Hori, 2013a, Large nucleation before large earthquakes is sometimes skipped

due to cascade-up - Implications from a rate and sate simulation of faults with hierarchical asperities, J.

Geophys. Res., 118, doi: 10.1002/jgrb.50211.

Noda, H., M. Nakatani and T. Hori, 2013b, A slower fault may produce a smaller preseismic moment rate:

Non-1/tf acceleration of moment rate during nucleation and dependency on the background slip rate,

Geophys. Res. Lett., 40, 4850-4854, doi: 10.1002/grl.50962.

Noda, H., M. Nakatani, and T. Hori, 2013c, Ripening of a seismogenic patch and the increased triggerability

by a small rupture (invited), AGU Fall Meeting, S52A-05, San Francisco CA, USA.

野田博之・中谷正生・堀高峰, 2013d,階層アスペリティモデルにおける地震の始まり方の多様性 (invited),

SSS29-12,地球惑星科学連合 2013年大会,幕張メッセ,千葉.

野田博之・中谷正生・堀高峰, 2013e,震源核の加速が 1/tfより遅いと，長期的滑り速度の遅い断層ほ

ど地震直前のモーメント解放速度が小さくなる可能性,日本地震学会秋季大会，A22-04,神奈川県

民ホール,横浜.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京大学地震研究所中谷正生・加藤尚之・加藤照之・加藤愛太郎

他機関との共同研究の有無：有

海洋研究開発機構堀高峰・阪口秀

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所

電話：03-5841-5763

e-mail：nakatani@eri.u-tokyo.ac.jp

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：中谷正生 　

所属：東京大学地震研究所



図 1．修正された摩擦則の震源核形成に対する効果 (Kame et al., 2013b)．
弾性体中にある断層に対する載荷をゆっくりと増していくと，ゆっくりとした滑りの集中域 (震源核)が自発的に
形成・発展してゆく．上段からそれぞれ，滑り，滑り速度，断層面での剪断応力の分布をスナップショットで示し

た．中段に示した水平太線の長さは，Againlg lawの場合に期待される臨界核サイズの近似式 (Rubin and Ampuero,
2005)による．a)摩擦則として Agin lawを用いた場合．震源核はクラックのように拡大しながら発展してゆく． b)
応力弱化の項を加えた Nagata則の場合．途中までは，a)と同様のクラック的拡大をするが，片端では成長が止ま
る． c)Nagata則での応力弱化項を室内実験でみられるより大きく仮定した場合．クラック的成長から，パルス伝
播的スタイルへの移行がより早い段階でおこる．それでも，パルス内での滑り速度の集中度合いは，Slip lawでみ
られる (Ampuero and Rubin, 2008)よりは，ずっと穏やかである．



図 2．階層的アスペリティモデルにおける地震サイクルシミュレーション (Noda et al., 2013a)からのスナップショット．
左列から，滑り速度，剪断応力，断層強度 (state, Nakatani, 2001)の空間分布．小ぺのサイズを大ペの臨界震源核サ
イズ程度に設定した場合で，大ペ地震の約半数程度が小地震からのカスケード成長でおこり，残り半数は，大きな

準静的震源核の形成を経ておこる．ここに示したケースでは，大ぺ内広域にわたって固着が剥れている段階 (a)で
小ぺの独立地震 (b)が発生した．その余効滑りは，異常に大きく (c),小ぺ地震の 14時間後には，余効滑り域から，
大きな準静的震源核 (d)が発達・加速し ,大ペ地震 (e)が発生した．なお，時間は大ペ地震が Mw6程度とした場合
のスケーリングで示してあるが，これを Mw8とすれば，時間スケールも 10倍にして読みかえることができる．
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（２）研究課題（または観測項目）名：

震源断層の不均質破壊過程と動的特性

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進
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（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

イ．地殻活動予測シミュレーションの高度化

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

イ．強震動・津波の生成過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　大地震時の震源断層の不均質破壊過程を理解するため、強震波形に加え、遠地・測地・津波等のデー

タを活用した多元的データ解析による震源破壊過程の推定を推進する。これらの震源解析の高度化の

ために、震源破壊過程の推定手法の改良を行う。また、震源破壊過程の高度な推定に必要な３次元地

下構造モデルを高度化する。蓄積された震源モデルのデータベース化とスケーリングを行い、震源断

層を巨視的・微視的に理解する。さらに、アスペリティの動的特性の把握を、数値計算と解析の両面

から行い、アスペリティを特徴付ける諸物性を明らかにするとともに、短周期強震動の生成過程を解

明する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成２１年度は、大地震時の震源断層の不均質破壊過程を理解するため、強震波形に加え、遠地・

測地・津波等のデータを活用した多元的データ解析による震源破壊過程の推定を推進する。また、震

源過程解析に必要な３次元地下構造モデルを高度化する。

　平成２２年度は、多元的データ解析による大地震の震源破壊過程の推定を引き続き推進する。また、

震源過程解析に必要な３次元地下構造モデルを完成させる。



　平成２３年度は、震源破壊過程の推定手法の改良を行う。また、必要に応じて３次元地下構造モデ

ルの改良を行う。震源断層の巨視的・微視的に理解に向けて、蓄積された震源モデルのデータベース

化とスケーリングに着手する。

　平成２４年度は、震源モデルのデータベース化とスケーリングを実施する。さらに、アスペリティ

の動的特性の把握を、数値計算と解析の両面から行い、アスペリティを特徴付ける諸物性を明らかに

するとともに、短周期強震動の生成過程を解明する。

　平成２５年度は、震源断層の不均質破壊過程と動的特性に関して、研究課題の取りまとめを行う。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　本課題の第一の目的である大地震時の震源断層の不均質破壊過程を理解するため，強震波形に加え，

遠地・測地・津波等のデータを活用した多元的データ解析による大地震の震源破壊過程の推定を推進

した．2008年岩手・宮城内陸地震や 2009年駿河湾の地震などの国内の主要な地震に加え，2008年中

国・四川地震，2009年イタリア・ラクイラ地震，2010年ハイチ地震や 2010年チリ・マウレ地震など

の海外の被害地震についても，継続的に震源過程を推定し，国内外の被害地震の解析結果の情報発信

を行った．このような解析によって，中小地震から巨大地震に至る地震スケールにおいて，super-shear

あるいは near-shearの破壊伝播速度を有する地震から津波地震までを含む，断層破壊現象の多様性が

解き明かされた．また，1-Hz GPSデータの震源インバージョンへの適用可能性について研究し，中規

模地震において静的な断層すべりのみならず動的な破壊進展も強震波形インバージョンと整合的な結

果が得られることを確認した．

　また，計画期間中に発生した 2011年東北地方太平洋沖地震に関する多元的データ解析を行い，ジョ

イント震源インバージョン解析による統合震源モデルを提示すると共に，超巨大地震サイクルに関す

る研究を行った．さらに，東北地方太平洋沖におけるすべり欠損の時空間変化や，地震時の強震動パ

ルス源の特定についても研究を推進し，東北地方太平洋沖地震に先立つ大規模なスロースリップ現象

を明らかにした．

　第二の目的である震源破壊過程の推定手法の改良の一環として，全国の広域地下構造モデルや震源

域の局所的な地下構造モデルに対して，波形再現を目的としたチューニングを行い，より精度の高い

震源過程解析に必要な３次元地下構造モデルを構築した．この地下構造モデルを活用し，2011年東北

地方太平洋沖地震，1995年兵庫県南部地震，1952年および 2003年十勝沖地震，1923年関東地震を対

象に，三次元グリーン関数を用いた震源過程解析を行い，構造不均質や断層幾何が断層破壊の進展に

与える影響について議論した．

　また，震源断層の巨視的・微視的理解に向けて，十分な継続時間をもつ遠地実体波と近地記録を用

いて 1952年と 2003年十勝沖地震の震源過程解析を行った．その結果，1952年十勝沖地震の西側主要

部と 2003年十勝沖地震は繰り返し発生した巨大地震であると考えられるが，1952年の先行する小イ

ベントと津波成に関わる東側のすべり域は、2003年にない 1952年に固有なものであることが明らか

となり，十勝沖地震の類似性と相似性がより明らかとなった．

　これらの国内外の地震に関する震源過程解析結果を査読論文として出版すると共に，震源断層の巨

視的・微視的に理解に向けて、蓄積された震源モデルのデータベース化とスケーリングに着手した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Guo, Y., K. Koketsu and T. Ohno, 2013, Analysis of the rupture process of the 1995 Kobe earthquake using

a 3D velocity structure, Earth Planets Space, 65, 1581-1586.

Koketsu, K., and Y. Yokota, 2013, Large-scale slow slip event preceding the 2011 Tohoku earthquake, 2013

AGU Fall Meeting, Abstract S52A-02.

Miyake, H., 2013, An overview of the 2011 Tohoku earthquake rupture models, Proceedings of the Interna-

tional Workshop of Japan Association for Earthquake Engineering on the Effects of Surface Geology

on Strong Ground Motion, 1-23.



郭 　雨佳・纐纈一起・大野大地, 2013,三次元速度構造を考慮した 1995年兵庫県南部地震の震源過程

解析,日本地球惑星科学連合 2013年大会, SSS33-P23.

樋口 　駿・纐纈一起・三宅弘恵, 2013,沈み込み帯構造を用いた 2011年東北地震の長・短周期パルス

源の決定,日本地球惑星科学連合 2013年大会, SSS33-P19.

樋口 　駿・纐纈一起・横田裕輔, 2013, GPSデータによる日本周辺のすべり欠損分布およびその時間変

化,日本地震学会講演予稿集 2013年秋季大会, P1-65.

小林広明・纐纈一起・三宅弘恵・金森博雄, 2013, 1952年と 2003年十勝沖地震の類似性と相違性,日本

地球惑星科学連合 2013年大会, SSS28-11.

横田裕輔・纐纈一起, 2013, 2011年東北地方太平洋沖地震に先立つ大規模なスロースリップイベント,

日本地震学会講演予稿集 2013年秋季大会, A21-12.

横田裕輔・纐纈一起・藤井雄士郎, 2013,東北地方太平洋沖地震：統合震源モデルとその破壊過程,日

本地球惑星科学連合 2013年大会, SSS28-10.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
纐纈一起ほか１５名程度

他機関との共同研究の有無：有

東京大学大学院情報学環

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所地震・火山噴火予知協議会

電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/YOTIKYO/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：纐纈一起 　

所属：東京大学地震研究所

図１．多元的データ解析による 2011年東北地方太平洋沖地震の震源破壊過程（Yokota et al., 2011）．
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課題番号：1423

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

南アフリカ大深度金鉱山における断層破壊面極近傍の精細な動力学的破壊過程の推定

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

ア．断層面の不均質性と動的破壊特性

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

イ．先行現象の発生機構の解明

（4）地震発生・火山噴火素過程

ウ．摩擦・破壊現象の規模依存性

（５）本課題の５か年の到達目標：

　大きな地震ほど破壊成長抵抗 (Gc)が大きいことが震源インバージョンなどから示唆されているが，

室内実験からは Gcはスケールに依存しない物性値であることが示されている．自然地震から示唆さ

れている Gcのスケール依存性が，マルチスケールな不均質場の中で破壊が動的に成長することで現

れるのか，あるいは，既存断層中のダメージゾーン等の成熟度の差によって場の固定的な性質として

現れるのかは，地震のサイズ予見性にも関わる根本的な問題である．前者では地震破壊は常に停まる

か停まらないかのぎりぎりのところで進行していることになり，後者では地震はその地震にとっての

断層全面を壊すまで途中で停まることはないということになる．

　本課題では，－ 3＜M＜ 3までの活発な地震活動が起こっている南アフリカ大深度金鉱山 (以下，南

ア金鉱山)において，M3クラスのラプチャーが予想される大規模な地質弱面（ダイク境界面や地質断

層）の超至近距離に地震計アレイ (以下，on-fault地震観測網)を構築し，100-200m級のラプチャーを

破壊面から数メートル以内の複数点で観測し，地震破壊の動的成長過程を直接観測することを一つの

目標とする．

　断層至近距離で観測される地動の長周期成分からは断層滑りの時間履歴が高い確度で得られ，地震

の成長途上での断層構成則や破壊成長抵抗が得られる．また，媒質の影響をほとんど受けずに観測され

る短周期地震波からは，その成長過程における破壊の複雑さの程度と素性が分かるだろう．これらの

情報からより大きな地震の破壊過程に内包されるより小スケールの部分破壊の役割を明らかにし，冒



頭で述べた破壊のスケーリングの問題に対して実証的な立場からのモデルを提示することが本課題の

最大の到達目標である．

　また，計画している on-fault地震観測網は予想される最大級の地震ラプチャーの数割を覆う程度の

大きさであるが，これによって最大級の地震ラプチャーの最中を観察するだけでなく，同じ場所で起

こるより小規模な地震の開始や停止を間近で観察することも期待でき，－ 3＜M＜ 3までの幅広いス

ケールの破壊を，高い分解能で観察することができる．

　本課題は，南ア金鉱山で展開される関連課題と有機的に最大限連携し，同一サイトで多項目の観測

を行い，観測網，計器設置作業，データなどを共有することで，費用対効果の向上を目指す．各関連

課題の主たる観測目的は異なるが，現地調査や計器の設置などで効率化が図れる上，互いに異なる周

波数帯を対象とした観測が同一サイトで展開されるため，地震発生場の理解に対して相補的な役割を

果たすことが期待される．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成２１年度は，現行観測の維持，現行観測で得られたデータの初期解析，及び多項目の観測を行

うための観測網の構築準備の期間と位置付ける．現在観測が実施されているサイトの維持に努めると

ともに，得られた波形データの初期解析を行い，比較的遠方で発生した地震記録を用いて解析に使用

する全地震計の方位・極性の確認，較正を行う．また，新規に展開する観測サイトの候補地を現地調

査し，サイトの構築に向けての準備を始める．

　平成２２年度は，波形データの初期解析及び方位補正を継続的に行うとともに、新規に展開する観

測サイトの構築を開始する．

　平成２３年度は，前半に新規に展開する観測サイトの構築を完了し，後半にデータの解析に着手する．

　平成２４年度は，新規サイトにおけるデータの解析を実施し，幅広いスケールの震源過程を高分解

能で抽出する．

　平成２５年度は，地震発生場の理解に向けて，断層破壊面極近傍の精細な動力学的破壊過程の推定

の観点から，研究課題の取りまとめを行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
断層帯は複雑な構造をもつが，個々の地震がおこす食い違い変位のほとんどは，センチメートルスケー

ルの薄い主滑り面でまかなわれることが，断層の観察からしられている．主滑り面は，断層帯や破砕

帯といったゾーンではなく，破壊面としてみてよいほどくっきりしたものであるが，その形状はさま

ざまなスケールの不規則性をもっており，地震時の断層運動を支配する破壊成長抵抗は，主滑り面の

もつ不規則形状，そして，その食い違いが起す短波長大振幅の応力擾乱に強い影響を受けると考えら

れる (Dieterich and Smith, 2009)．しかし，天然の断層においては，クリープしているプレート境界面

でおこるリピーターを除いては，主滑り面での微小地震活動が認めらる例はほとんどない (Hauksson,

2010; Powers and Jordan, 2010)．本震滑り面の巨視的形状を描き出す程度には活動の集中がみられる余

震ですら，よくみると，むしろ主滑り面をとりまくダメージゾーン中に雲状に分布するようにおこって

おり (Liu et al., 2003)，その活動は，主滑り面の属性を得るといった観点で使われることはなく，せい

ぜい，本震の巨視的な滑りの分布による長波長の周辺応力分布の変化としての解釈にとどまっている．

本課題では，百メートルスケールの断層面全域にわたって，センチメートルスケールの多数の微小破

壊を観察し，精密に震源決定をすることによって，余震 (Naoi et al., 2011)でも定常活動 (課題 2402)で

も，まさに主破壊面そのものをくっきり描き出しているとおもわれる極度に薄い微小破壊の面的な集

合を，圧倒的な密度コントラストをもって描き出すことに成功した．これらの微小破壊集合は，余震

のケースで b = 1.4,定常活動のケースで b = 1.4-2程度と，小さなイベントが極端に卓越しており，通

常の地震観測で主滑り面に対応する活動が見いだされないのは，このせいとも考えられる．個々の断

層面で b値は異っており，また，ほとんどの破壊が 10 cm程度のサイズであることを考えると，面状

に集中した破壊の活動は，個々の断層面のそのオーダーの波長における粗さを反映している可能性が



高い．

また，われわれの微小破壊観測網では，既存断層でおこるもの以外に，採掘域前方の高応力下にある

インタクトな岩盤中におこる多数の微小破壊も観測しており，これらの b値は 1.2であった (Naoi et

al., 2013)．いままで，このような活動は雲状の体積的な分布をしていると考えていたが，本年度，こ

れら，採掘域周辺の活動に対して相対震源決定を行ったところ，実は，ほとんどの微小破壊は，厚さ

3 m，さしわたし数十メートルの板状のゾーン内 (図 1)でおこっており (Moriya et al., 2013)，採掘域が

前進してゆくにつれ，古いゾーンの活動がおさまり，さらに前方に同様の活動ゾーンが新たにできる

というパターンが確認できた．活動ゾーンの走向は採掘前線と平行であり，最大剪断面に近い 65度程

度の傾斜をもっている．活動ゾーンのあいだの部分は，採掘前線が接近ー通過していく全過程におい

てほとんど微小破壊をおこさないままである．断層面上の AE活動とは違って，板状ゾーンの活動は，

イベント密度が非常に高いにもかかわらず，連続性のある長いトレースがみられず，また，ゾーンの

大きさに匹敵するような地震 (M = 0程度)もおこっていないので，大きな破壊面はいまだ存在してい

ないとおもわれる．ひとつの採掘前線だけでなく，多数の採掘前線や断層を含む鉱山全体での地震活

動をみると，この鉱山も，他の南アの大深度鉱山や自然地震と同じく b値はほぼ 1であり，採掘前線

での b = 1.2という，広域活動と断層面上の活動の b値の中間的な値は，採掘前線前方が，新たな二次

元的な破壊面ができかかっている領域であるということを示唆しているのかもしれない．解釈はとも

かく，微小破壊が巨視的な面に強く集中している状況ほど b値が高いという傾向 (Nakatani, 2013)は

確かであり，大きな地震の主滑り面の性質に関する情報は，極端に小さな破壊の活動にこそ反映され

ることになる．これは，大地震において S波速度を超える超高速で地震破壊が伝播した，断層形状の

単純なセグメント上では，(観測できるサイズの)余震がすっぽり抜けているという観測事実 (Bouchon

and Karabulut, 2008)とも符号している．

一方で，断層破壊の不均質が強震動生成に及ぼす影響を直接的に調べるために，大容量（500 G），高

速応答（25 kHz）の三成分加速度計を開発して，南アフリカのクック 4金鉱山（旧称イズルイーニ金

鉱山）の深さ約 1 kmとドリーフォンテイン金鉱山の深さ約 3.2 kmにある断層のごく近傍に埋設した．

いずれの断層も，坑道壁の調査にくわえて複数の掘削を行い，コア試料やボアホールカメラの映像か

ら，連続性や平面性が高いことが確かめられており，センチメートル精度でその位置をとらえること

ができている．また，いずれの断層においても，採掘に伴う載荷により，M2程度の地震の発生が期待

されているが，まだそのような地震は発生していない．一方，観測網の周辺ではM1-2の地震がいくつ

か起きているので，本年度は，このような地震に伴って観測された加速度波形の簡単な解析を行った．

　図 2は，クック 4金鉱山で発生した M1.3の地震の際に観測された波形の例である．加速度の両振

幅は，震源距離 88 mで 51.6 m/s2，震源距離 149 mで 26.3 m/s2ときわめて大きなものであった．スペ

クトル解析からは，この地震のコーナー周波数は約 30 Hzであり，円形クラックを仮定した場合の半

径は約 40 mである．M1.3の地震の標準的な地震モーメント（1.1E11 Nm）を用いれば，応力降下量

は約 0.6 MPaと推定される．これらのパラメータを用いて，Haskelモデルや Sato&Hirasawaの円形ク

ラックモデルのようななめらかな震源モデルから期待される加速度の最大振幅は 10-30 m/ s2であり，

観測値をおおむね説明する．このことは，今回観測された最大加速度の生成には断層破壊の不均質性

があまり寄与していないことを示唆する．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Moriya, H, M. Naoi, M. Nakatani, O. Murakami, T. Kgarume, A. K. Ward, R. Durrheim, J. Philipp, Y.

Yabe, H. Kawakata and H. Ogasawara, 2013, Detection of mining-induced fractures associated with

stress perturbation around a stope in Ezulwini gold mine, South Africa, by using AE events. Proc. 6th

International Symposium on In-Situ Rock Stress, 598-603.

Nakatani, M., 2013, Microfractures on natural faults stressed by mining (invited), The International Sum-

mer School on Earthquake Science ”Diversity of Earthquakes” organized by the Earthquake Research

Institute of the University of Tokyo and the Southern California Earthquake Center, Hakone, Japan.



Naoi, M., M. Nakatani, S. Horiuchi, Y. Yabe, J. Philipp, T. Kgarume, G. Morema, S. Khambule, T. Masakale,

L. Ribeiro, K., Miyakawa, A. Watanabe, K. Otsuki, H. Moriya, O. Murakami, H. Kawakata, N. Yoshim-

itsu, A. Ward, R. Durrheim, H. Ogasawara, 2013, Frequency-Magnitude Distribution of -3.7 .LE. MW

.LE. 1 Mining-Induced Earthquakes around a Mining Front and b-Value Invariance with Post-Blast

Time, Pure Appl. Geophys., DOI 10.1007/s00024-013-0721-7.
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図 1．南アフリカ金鉱山の採掘前線付近で観測された微小破壊の震源分布．
地下 1 kmの採掘前線の走向方向にそってみた鉛直断面図．視線方向 50cmに含まれるイベントだけを図示してあ
る．2ヶ月の観測期間中に採掘域は左へ 10mほど延伸．採掘前線の前方のインタクトな岩盤中に順次生成した微小
破壊活動の板状の集中域 (1,2)は，3m程度の厚さのゾーンとなっており，既存断層面上の活動 (3)が，デシメート
ルスケールの薄さの連続的かつ極端に密度コントラストの高い分布を示しているとのとは，明らかに様相が異る．

活動域 1-3の走向はいずれも採掘前線に平行．視線方向 50cmに含まれるイベントだけを図示してあるので，活動
域 1，2のもつ 3m程度のみかけの厚味は走向方向の曲りのせいではない．



図 2．クック４金鉱山で発生したM1.3の地震の際に観測された加速度波形の例．
上図は，震源距離 88 mで観測されたもので，30 Hz-2 kHzのバンドパスフィルターをかけている．下図は，震源
距離 149 mで観測されたもので，5 Hz-1 kHzのバンドパスフィルターをかけている．
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（２）研究課題（または観測項目）名：

広帯域シミュレーションによる強震動・津波予測

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

イ．強震動・津波の生成過程

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　大地震による強震動と津波の生成過程を理解し、地震現象の解明を目指すことを目的として、不均

質な地下構造と震源断層運動を高い分解能でモデル化した、長周期～短周期地震動を含む、広帯域地

震動及び津波の発生伝播を、地球シミュレータ等のスーパーコンピュータを用いて高速かつ高精度に

評価するための計算手法を確立する。強震動と津波のシミュレーション結果を用いて過去と未来の大

地震の強震動と津波の発生過程の解明と予測、そしてこれを用いた地震・津波観測データの逆解析に

よる震源と波源域の高精度推定を目指す。これまで地球シミュレータ向けに開発した地震動・津波シ

ミュレーションコードを新型地球シミュレータ（2009年４月～）へ移植し、コードの最適化を図るこ

とにより、従来の 10倍以上の性能を高めることにより、従来の 2～3倍以上の分解能（計算量は 16～

27倍）で上記計算を実行する。また、高分解能シミュレーションに必要となるスケールが 1km以下

の短波長不均質構造と、断層運動の不均質性（滑り分布、破壊伝播速度の揺らぎなど）を組み込んだ、

広帯域シミュレーションの実用化を目指す。

（６）本課題の５か年計画の概要：

１．短周期地震動の生成に寄与する断層面上のミクロ構造と断層破壊運動の不均質性の寄与を大地震

の震源解析及び数値シミュレーションから評価する。断層不均質構造の不確定性に伴う、強震動評価の

バラツキを考慮した、実用的な強震動予測手法を確立する。このために、高密度強震観測網（K-NET、

KiK-net）及び高感度観測網 (Hi-net）観測データを用いて、地殻および最上部マントルの短波長不均質

構造の分布特性と地域性を定量化する。S波の見かけ放射パターンの崩れの周波数依存性、P波コーダ

の３成分（Vertical, Radial, Transverse）のエネルギー分布、地震波伝播に伴う P波および S波コーダエ

ンベロープの拡大様式に着目し、地殻・マントルの短波長不均質構造の分布スケールとアスペクト比、

そして強度（物性揺らぎの標準偏差）を定量的に評価する。

１．短周期地震波動伝播に寄与する、地殻及び上部マントルの物性の不均質ゆらぎの規模とその地域

性を高密度地震観測データ解析と地震波伝播のコンピュータシミュレーションに基づく理解の深化を

目指す。観測データ解析から求められた短波長不均質構造を計算モデルに組み込み、地球シミュレー

タ等のスーパーコンピュータによる大規模数値シミュレーションをもとに、内陸地震（2008年岩手・

宮城内陸地震など）及びスラブ内地震（2008年岩手沿岸北部の地震など）における短周期地震波伝播



と、距離減衰異常（異常震域）の再現を行う。短周期地震動の生成に寄与する断層面上のミクロ構造

と断層破壊運動の不均質性の寄与を大地震の震源解析及び数値シミュレーションから評価し、断層不

均質構造の不確定性に基づく強震動評価のバラツキを考慮した、実用的な強震動予測手法を確立する。

２．地球シミュレータ向けにこれまで開発した「地震波伝播シミュレーションコード」と、「津波発

生伝播シミュレーションコード」を、新型地球シミュレータに移植し、計算コードの最適化を図るこ

とにより現在の 2～3倍以上の分解能を持つ高分解能地震―津波連成シミュレーション（計算量は現行

の 16～27倍）を実用化する。さらに、次世代スパコン（京速計算機）の利用を視野に入れた、数万～

十数万 CPU規模の大規模並列地震波動伝播と津波発生伝播計算コードの開発を進める。地震動シミュ

レーションと津波シミュレーションを連結した、「地震―津波連成計算」による地震と津波の同時評価

の実現を目指す。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
大地震による強震動予測の確度向上に向け、短周期（高周波数）地震動の伝播に関わる地殻・マント

ルの不均質構造を的確にモデル化し、そして短周期および長周期地震動を強く増幅させる堆積平野や、

震源から平野への伝播経路の地下構造を詳細に把握するための研究を進めた。地球シミュレータや京

コンピュータ等の高速スパコンを用いた、地震波伝播と津波の大規模数値シミュレーションに基づき、

過去地震の震源過程と波動伝播過程を再現して、地震被害を引き起こす強震動の成因を精査した。地

震観測データとの一致からシミュレーションモデルを検証し、そして本モデルを用いて、将来発生が

心配される大地震の強震動の高精度予測に関する研究を進めた。本課題の５ヶ年間の成果は以下のと

おりである。

(1)東北地方太平洋沖地震による強震動と長周期地震動の特性と成因
K-NETと KiK-net強震観測網で記録された、高密度地震計記録を用いて、東北地方太平洋沖地震にお

ける各地の強震動の特性を精査した。震源域に近い宮城県や茨城県で観測された重力加速度（1G）を

超える近地強震波形には、周期 0.2～0.5秒以下の極短周期地震動が強く含まれている一方、木造家屋

の被害に結びつく周期 1～2秒程度の、やや長周期の地震動成分は小さく、その速度応答スペクトル値

（減衰定数 5%で 100cm/s程度以下）は兵庫県南部地震において鷹取や葺合での観測（200～300cm/s程

度）よりずっと小さかったことが確認された（図１；Furumura et al., 2011;Furumura, 2014）。

こうした極短周期の地震動は、2003年宮城県沖の地震、2005年宮城県沖地震、2008年岩手沿岸北部の

地震など、東北地方で起きるスラブ内地震やプレート境界地震で共通して見られる現象である。これら

の地震記録の解析から、東北地方で卓越するごく短周期地震動の原因として、１）広角で沈み込む太平

洋スラブの比較的深い（25～50km）場所で発生する、応力降下量が大きな（高周波数地震動の放射が

強い）震源特性、２）高周波数地震動を遠地まで伝えるHigh-Qスラブの伝播経路の影響、３）北上山

地などの硬質岩盤上を覆う、数メートル以下の薄い風下層からなる表層地盤での極短周期地震動の強

い増幅、の相乗効果が考えられた。東北地方太平洋沖地震における地盤崩落や液状化などの地盤災害

の発生原因は、こうした極短周期地震動により地表に作り出された 1Gを越える強い加速度と、M9地

震の断層運動により生まれた３分間以上の長い揺れの継続が原因であると結論づけられた（Furumura,

2014）。

　強震観測記録を用いて、地表の最大加速度を調べたところ、その距離減衰特性は、M8地震の距離減

衰特性（Si and Midorikawa,1999）と大きく違わないことがわかった（図２）。これは、M9地震の広い

震源域に沿って強震動に見舞われる範囲は拡大するものの、地震動自体は頭打ちすることが考えられ

る。また、太平洋側（前弧側）に沿って広がる震源域から日本海側（背弧側）に入ると、Low-Q地殻

において地震波の減衰が大きいことも、比較的大きな距離減衰の原因となっていることも考えられる。

巨大地震の強震動予測に向け、世界の他のＭ９地震の観測データを含めた詳細な検討が必要である。

　周期が数秒を超える長周期地震動については、たとえば周期６秒の速度応答スペクトルは、震源域

に隣接する宮城や福島でも最大 100cm/s程度のレベルであり、2003年十勝沖地震（M8.0）において被

害が発生した苫小牧地点などの観測を越えるレベルではなかった。関東平野（東京）では、超高層ビ



ルが十数分間以上にわたって大きく長く揺れたことが問題となったが、1944年東南海地震（M7.9）の

強震観測データと比べても、同等の応答レベル（30cm/s）であり、東北地方太平洋沖地震の周期地震

動のレベルは小さかった（過去のM8規模の地震と同等レベル）と結論づけられた（図３）。

　この原因を探るために、近年の大地震（＞M7）の地震波形記録を調べたところ、東北沖のアウター

ライズの地震、プレート境界地震、及びスラブ内地震ではいつも関東平野での長周期地震動の励起が

小さい（他地域の地震に比べて 1/2～1/3程度）ことがわかった。これは、急角で沈み込む太平洋スプ

レートの地震では、内陸地震やフィリピン海プレートの地震（プレート間地震）に比べて震源が深く、

長周期地震動の原因である表面波の励起が小さいためである。また、震源の浅いアウターライズの地

震においても海域の伝播経路において周期数秒の表面波が発達しないためと考えられる（図４）。これ

に対して、南海トラフの巨大地震では、１）震源が比較的浅く陸に近いこと、２）トラフ軸に沿って

広がる付加体に沿って表面波が強く生成・誘導されること、の２点により、平野で長周期地震動が強

く生成されるというメカニズムが考えられる。

(2)高精度津波シミュレーションに基づく震源過程の再評価
大地震の震源過程と津波の発生過程の詳しい評価のために、流体方程式（Navier-Stokes方程式）及び

津波の線形分散波方程式に基づく高精度シミュレーションコードを開発した。これを用いて、2004年

紀伊半島南東沖の地震（アウターライズの地震）における室戸沖と相模湾沖の沖合ケーブル津波計記

録のインバージョン解析により、震源モデル（波源モデル）の再評価を行った（図３）。ケーブル津波

計に見られる津波の分散波の特徴を説明するモデルとして、北西傾斜の断層面を持つ地震であったこ

とが確認でき、従来、近地強震波形や遠地実体波を用いた震源解析からは区別できなかった断層面を

決定づけることができた。沖合津波計は湾内の津波増幅の影響を受けないため、震源（波源）の特性

を良く保存している。従来の地震波形を用いた震源解析おいて、津波とその後続相を補足的に用いる

ことにより、震源インバージョンの拘束条件が格段に改善される可能性が示された。

　また、1707年宝永地震の震源モデルを再考察し、足摺岬～大分県・宮崎県沿岸の津波高と、大分周

辺に点在する津波湖での津波堆積物の存在を説明する、宝永地震の新しい震源モデルを確定した。こ

のモデルにより、新震源断層が日向灘の 70km*100kmの範囲に伸展し、足摺岬～日向灘の津波高が従

来モデルより 1.2倍程度高まったことから、観測に良く一致することが示された。そして、日向灘の

断層セグメントがゆっくり破壊（破壊伝播速度Vr=0.4-0.6km/s）を起こしたした場合には、津波発生・

伝播のディレクティビティ効果による増幅現象が発生し、足摺岬～日向灘の津波高が最大 1.5倍高く

なる可能性が示された。このように、南海トラフ地震の津波の評価では、地震の連動性に加えて、断

層の破壊伝播速度が重要な鍵となることが示された。

海溝型地震の震源過程と津波発生の詳細な評価に向けて、地震動（水中音波を含む）、地殻変動、そし

て津波を一つのシミュレーションで同時に評価することのできる「地震ー津波同時シミュレーション

法」（Maeda et al., 2011）を新規開発した。これは、従来、地震動のシミュレーションに用いた運動方

程式に津波の復元力となる重力の項を加えて、津波の発生伝播を水中の速度場として地震波や音波と

同様の扱いで評価するものである。京コンピュータを用いて東北地方太平洋沖地震のシミュレーショ

ンを実施し、釜石沖の海底ケーブル津波計で記録された特異な津波成長過程を再現するとともに、地

震地殻変動により海域に大津波が発生すると同時に、東北地方の海岸線が 1m程度沈降した効果によ

り内陸まで津波が伝わる過程が時間を追って再現できた（図５）。海底ケーブル津波計地点の海面と海

底のシミュレーション結果から、地震時に 170秒をかけて海底と海面の沈降が続き、その直後に周囲

の海水の流入が開始、そして大津波が到来した過程が確認できた。また、断層運動速度が水中音波の

震幅に大きく寄与することも確認でき、津波と水中音波の震幅比から、断層運動速度が遅い津波地震

の検出ができる可能性も示された。

(3)地殻・マントルの短波長不均質構造を評価した広帯域強震動シミュレーション
　将来の大地震の強震動評価の高度化に向け、周期１秒以下の短周期地震動を含む広帯域地震動シミュ

レーションを目指した、地下構造の短波長不均質構造のモデルに関する基礎的研究を進めた。

まず、不均質な地下構造で強い散乱を繰り返し起こした高周波数Ｐ波が Transverse（T）成分に染み出



す現象に着目し、P波の T成分強度の周波数・距離変化を、K-NET, KiK-net高密度強震観測データを用

いて調査するとともに、不均質地下構造をモデル化した３次元地震波伝播シミュレーションとの比較

により、地殻・マントルの不均質地下構造パラメータ（相関距離、揺らぎの強度、分布特性など）を推

定した。その結果、地殻・マントルの不均質性として相関距離が a=5km程度、速度揺らぎが標準偏差

e=7%程度の Von Karman型の分布特性を用いた不均質モデルで観測を良く説明できることを示した。

　こうして求められた不均質地下構造モデルを用いて、2000年鳥取県西部地震の地震波伝播シミュ

レーションを行い、周期７秒以上のやや長周期の表面波の波形から短周期地震動の波形の特徴（P波

と S波の実体波とコーダ波の包絡線形状）まで、広帯域の地震動を良く再現できることを確認した。

　全国の、地下数メートルの表層地盤による地震動の増幅特性の評価のために、S波コーダ波を用い

た全国のサイト増幅特性の推定を行った。K-NETおよび KiK-net強震計記録を用いて、周波数 fc＝

0.75，1.5，3，6Hzの帯域毎に、各観測点のサイト増幅係数を F-net岩盤観測点の一つを基準として最

小自乗法により推定した、「全国の揺れやすさ地図」を作成した（図６）。求められたサイト増幅係数

を用いて 2007年新潟県中越沖地震等の加速度波形を仮想岩盤サイトのものに補正し、計測震度を計算

したところ、震度の距離減衰曲線からのバラツキが半分程度に小さくなり、サイト増幅が適切に求め

られたことが確認された。

　近年、レシーバ関数解析やトモグラフィ解析結果に基づき議論されている、局所的に大変形して折

れ曲がる複雑な形状（Shiomi et al., 2008）と、紀伊水道～兵庫でプレートが断裂している可能性の指

摘（ Ide et al., 2010)に対して、Hi-netデータの解析と地震波伝播シミュレーションの二面から検討を

行った。

　まず、フィリピン海プレートのスラブ内地震である、2009年９月 3日に豊後水道の地震（深さ 170km、

M6.0）等の加速度波形を解析し、地表の加速度分布が Shiomi et al.（2008）の複雑なプレートモデルの

形状と良く整合することを確認した（図６）。次に、高周波数地震動伝播の２次元シミュレーションか

ら、プレート上面深度の急変に伴って、地震波がプレートからマントルに抜け出すことにより地動が

急減する現象や、屈曲するプレート境界に沿って強い SP変換波が発生す現象が確認できるなど、観測

データを定性的に説明することができた。なお、２次元シミュレーションからは、プレートの断裂が

高周波数地震動に与える顕著な効果は確認できず、今後、３次元モデルを用いた再検討が必要である。

(4)「京」コンピュータを用いた大規模地震・津波同時シミュレーション
　高性能スパコンを用いた大規模地震動シミュレーションの実現に向け、地球シミュレータに最適

化された地震動シミュレーションコード（Seism3D）の京コンピュータ向けチューニングを進めた。

地球シミュレータの高いメモリバンド幅性能（2.5～4.0Byte/FLOPS）と比べて低い京のメモリ性能

（0.5Byte/FLOPS）に対応させるための計算手順の大幅な見直しと京の CPU性能を引き出すためのコー

ドの微調整（チューニング）を進め、京のメモリ性能から期待される最大実効性能 (理論性能の 20%)

を達成することができた。これにより、京の最大ノード数（82,944CPU）を用いて、2.1PFLOPSの演

算性能を達成し、従来の地球シミュレータの 40倍の規模の大規模計算（約 2.5倍のシミュレーション

の高解像度化に相当）が可能となった（図７）。

　また、低周波数～高周波数の広帯域地震動の高精度計算のために、地表や海底面での境界条件の高

精度化や、計算領域の物理境界からの反射波を効果的に消去するための、PML吸収境界の導入など、

シミュレーションモデルの高度化を進めた (Maeda et al., 2013)。
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図 1. 　東北地方太平洋沖地震における近地強震波形と応答スペクトル。
(a)大加速度を記録した震源域近傍の３地点（MYG004, IBR013, IBR003）での加速度波形（NS成分）と 1995年
兵庫県南部地震の断層近傍の加速度波形（鷹取、葺合地点）、(b)速度応答スペクトルの比較（水平動、減衰定数=
５％）。黄色の帯は、木造家屋の被害に結びつく、やや長周期地震動帯（1-2秒）。

図 2. 東北地方太平洋沖地震における加速度の距離減衰。
K-NETと KiK-netで記録された地表加速度と断層距離の関係（緑は太平洋側、赤は日本海側の観測点を表す）。実
線は、日本の地震動予測式（Si and Midorikawa, 1999）による、Mw=7,8,9の地震の加速度距離減衰。



図 3. 東北地方太平洋沖地震による長周期地震動の分布特性と、関東平野での長周期地震動の過去地震との比較。
(a)東北地方太平洋沖地震における、固有周期 6秒の速度応答スペクトルの分布（減衰定数＝ 5%）（Ｂ）と、2003
年十勝沖地震の速度応答スペクトル（Ａ）の比較。(b)十勝沖地震における苫小牧観測点（HDK129）での速度波
形と、東北地方太平洋沖地震での新宿観測点（TKY007）での記録、及び 1944年東南海地震での東京大手町の地
震計記録の比較、及び (c)速度応答スペクトルの比較。



図４．関東における長周期地震動の生成特性。

(A)内陸地震および南海トラフの地震における、新宿）（TKY007）地点の速度応答スペクトル（基盤構造から推定
される一次卓越周期＝ 6～８秒を黄色の帯で示す）、(B)宮城県沖の地震（アウターライズ地震、プレート境界地
震、スラブ内地震）の速度応答スペクトル。図中の (a)-(d)は左図の震源ラベルに対応。

図５．コーダ規格化法に基づき推定した、全国のサイト増幅特性。

(a)周波数 0.75Hzのサイト増幅特性と、(b)６ Hzの高周波数 S波に対するサイト増幅特性 (九州の岩盤観測点に対
する相対値）。



図６．東北地方太平洋沖地震の地震動と地殻変動、津波の同時シミュレーション。

(a)地震から 5分後の、震源域からの地震動と水中音波の広がりと、地震地殻変動による海岸線の沈降の様子（鉛
直スケールを 650倍に拡大）、(b)地震から 30分後の津波が沿岸に到達する様子。

図７．京コンピュータによる地震波伝播の大規模シミュレーション性能。

並列計算に用いるCPU数（横軸）増大に伴う演算性能の向上（京コンピュータと地球シミュレータ（ES2）の比較）。
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（２）研究課題（または観測項目）名：

浅間山における火道内部構造の解明に基づく噴火過程の研究

（３）最も関連の深い建議の項目：
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ア．噴火機構の解明とモデル化

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本研究計画では，浅間山を対象に火道周辺の稠密な地震・地殻変動等の観測に基づき，火道内部と

その周辺の力学的状態及び噴火に伴う火道内部の変化を把握すると同時に，宇宙線観測による火道内

部のイメージング，絶対重力観測による密度変化の把握，3次元比抵抗構造解析による火道浅部の物性

推定等，多項目の観測研究の成果を統合して，噴火機構の解明とモデル化及び噴火推移の把握を進め

る上での基礎となる火道浅部内部構造を解明する．

　2009年度は，宇宙線観測によるイメージングの観測網整備を開始すると同時に，火口壁観測点での

多項目観測の実施体制を整備する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　2009年度は，浅間山山腹に複数の宇宙線ミューオン観測点を整備することで，これまでの一方向

でのイメージングではなく火道浅部の立体的なイメージングを可能とする観測体制を整備する．また，

火口壁で商用電源使用可能な火口壁総合観測施設を実現した浅間山の観測環境の長所を生かして，地

震観測以外の多項目観測が実施できる体制の整備を行う．

　2010年度は，浅間山火口壁総合観測施設での多項目観測を開始し，それらのデータがリアルタイ

ムでモニターできるシステムを整備する．また，山頂部での臨時広帯域稠密地震観測を実施して，噴

火終息後も多数発生している特異な長周期地震の発生機構を解明する．これらの特異な長周期地震は

2004年噴火前にも発生しており，その地震活動は噴火の前兆を示す特別な推移を示した．その発生機

構を明らかにすることにより，2004年噴火前の火道内部の状態変化を解明する．また，絶対重力観測

により，現在の火道内部の密度分布等を推定する．

　2011年度は，複数観測点による宇宙線ミューオン観測データを元に，火道浅部の立体的なイメージ

ングを行う．さらに，より短時間で火道内部の変化をモニターするための観測システムの開発に取り

組む．絶対重力の繰り返し観測を実施し密度変化の推定を進める．地震・地殻変動等の連続データと，

火山ガス・空振等の火口からの噴出に関連した観測データとの解析を進め，火道内部の力学的状態の

推定を目指す．

　2012年度は，山頂部における稠密 AMT観測を実施し，宇宙線ミューオン観測や絶対重力の繰り返

し観測から推定された火道サイズ，密度分布をベースにこの稠密 AMTデータを解析して，火道内部



の 3次元的比抵抗構造を明らかにする．また，噴火が発生した場合でも噴火中の火道内部の変化を随

時把握できる火道浅部イメージングの時間変化モニターシステムを完成させる．これにより，噴火推

移の予測精度向上が期待される．

　2013年度は，火道浅部イメージング，絶対重力変化，火道内部比抵抗構造などの各種観測データを

統合した火道内部の物性状態の解明と，地震や地殻変動等の力学的観測データから推定された火道内

部の力学的状態を統合して，噴火機構のモデル化の基礎となる火道浅部におけるマグマ・火道内部の

状態を明らかにする．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　本研究計画の前半では，浅間山山頂での多項目観測環境の整備の一環として，山頂部での簡易ボア

ホール型傾斜計設置を進めるとともに，2009年度までに実施した浅間山山頂部での臨時広帯域稠密地

震観測データの解析結果を取りまとめた．浅間山山頂部では，2004年 9月の中規模噴火活動以前から，

特異な波形的特徴を持つ長周期パルス（VLP）・長周期地震・長周期微動が観測されていた．2008年 9

月～12月にかけて実施した浅間山山頂部での臨時稠密広帯域地震観測網のデータを解析することで，

VLPは火道浅部における急激な発泡（火山ガスの発生）により火道再頂部に形成された割れ目及びそ

れに連なる通路での急激な膨張と，それに続く緩やかな減圧により発生している事を解明した．また，

火道浅部の震源分布，VLPの発生場所および VLPとガス噴出との関連，山腹東と北側に整備した宇宙

線ミューオン観測点の解析よって判明した火口底直下の低密度領域の分布範囲等を総合して考えると，

現在の浅間山で活動的な火道の位置は，火口内の北側に位置していることが明らかになった．

　浅間山山体及び周辺部の観測網で観測された S波のコーダ波を使った地震は干渉法により，浅間山

直下での 2008年～ 2009年の微噴火活動に先行する地震波速度の変化を検出した．また，浅間山周辺

の約 150km四方の領域の地震観測データを元に，脈動を用いた地震波干渉法で，上部地殻内部の S波

速度構造の推定を行った．その結果，浅間山の西，車坂峠から地蔵峠に至る池の平を中心とした領域

の，深さ 5kmから 10kmの上部地殻内部に顕著な局所的な低速度領域の存在が明らかになった．2009

年 2月 2日の噴火直後に浅間山周辺の傾斜計や広帯域地震計から推定された傾斜は，この領域に向かっ

た沈降を示しており，これらのデータは海抜下 1kmを上端とするダイクの内部での減圧で説明するこ

とができ，この噴火に直接関連したダイクの直下に見つかった低速度領域は，浅間山の噴火活動を引

き起こす上部地殻内部に位置するマグマ溜りである事が判明した．

　2013年度は，2012年度の実施した山頂部における稠密MT/AMT観測のデータ解析を進め，浅間山

山頂部での比抵抗構造を推定する事を目指した．この観測では，各点数 100m間隔で配置し、AMT法

27点、MT法 9点で測定をおこなった．現在，このデータの解析が進み，見かけ比抵抗分布より，深

さ数 10mのごく浅部では火口東側に低比抵抗の領域が広がっていることがわかり，このことは CO2フ

ラックスの卓越した地域と調和的であることがわかった．また，深さ数 100 m～1 km程度ではその低

比抵抗領域が西側に移っており，このことは火道が西下方方向から火口に到達している様子を示唆し

ている．さらに，火道浅部で発生する地震の震源決定精度の向上と，VLPや火山性微動などの火山活

動に特徴的な振動現象をより正確にとらえることを目指して，釜山火口の北側，天明溶岩流の上の標

高 2000mの位置に広帯域地震観測点を 2012年 10月に新設したが，この観測点設置後，11月下旬か

ら 12月上旬にかけて，火山活動に特有なゆっくりとした減衰を示す N型地震が山頂部で頻発し，高

品質のデータを得ることが出来た．このデータを用いることにより，N型地震の震源を精度良く求め

ることが出来，これらの地震が海抜 1400ｍ～1800ｍ付近の火口西観測点直下に，約 68 °西に傾いた

南北走向の狭い領域に分布することを明らかにした．さらに．これまで確認することの出来なかった

周波数構造についての情報を得ることが出来た．

　2009年 2月の微噴火後の火山ガス観測と VLP地震の観測から明らかになった VLP地震と SO2の

定量的関係を使って，2007年から 2010年の間の地震を励起しながら地表に放出された火山ガスの割

合を調べた結果，2009年微噴火前後で大きくその割合が変化していることを明らかにし，噴火による

火山地下の脱ガス気候の変化を示唆する結果が得られ，現在，データを再度確認して投稿論文を準備



中である．

　浅間山と同様な爆発的噴火を行う霧島山新燃岳の火口近傍で観測された広帯域地震計，傾斜計によ

り，2011年噴火活動初期の準プリニー式噴火，マグマ湧出期，ブルカノ式噴火という異なる火山活動

に伴う火道浅部に起因する傾斜変動を捉え，これらの火山活動に関連する火道浅部のプロセスに関す

る知見を得た．これは同様のブルカノ式噴火を繰り返す浅間山の噴火過程を解明するためにも重要で

ある．その結果，ブルカノ式噴火では，噴火に先行する傾斜の時系列の特徴を明らかにする事を通じ

て，噴火に先行する火道浅部でのプロセスを推定した．最初に発生した 3つの準プリニー式噴火では，

地震・空振の振幅を他の観測データと比較することにより，1番目と 3番目の噴火は浅部での急激な減

圧より，2番目の噴火は火道のより深部に起因するトリガー機構によって引き起こされたという知見

が得られた．ブルカノ式噴火に先行する火道浅部でのプロセスについては，JGRに公表された．また，

準プリニー式噴火のトリガー機構については，現在，投稿論文を準備中である．

　尚，上記の研究概要は主に東京大学地震研究所（武尾実，前原祐樹，小山崇夫，西田究，青木陽介，

大湊隆雄，市原美恵，及川 　純），東京大学大学院理学系研究科（森俊哉），防災科学研究所（前田裕

太），京都大学大学院理学研究科（横尾亮彦），九州大学（風早竜之介），電磁気探査グループの成果

を取りまとめたものである

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Takeo, M., Y. Maehara, M. Ichihara, T. Ohminato, R. Kamata, and J. Oikawa, Ground Deformation Cycles

in a Magma-effusive Stage, and Sub-Plinian and Vulcanian Eruptions at Kirishima Volcanoes, Japan, J.

Geophys. Res., 118, doi:10.1002/jgrb.50278, 2013.

Aoki, Y., M. Takeo, T. Ohminato, Y. Nagaoka, and K. Nishida, Structural controls on magma pathways

beneath Asama Volcano, Japan, Geological Society London Special Publications, 380, 2013.

Nagaoka, Y., K. Nishida, Y. Aoki, M. Takeo, and T. Ohminato, Seismic imaging of magma chamber beneath

an active volcano, Earth Planet. Sci. Lett., 333-334, 1-8, doi: 10.1016/j.epsl.2012.034, 2012, 2012.

Ichihara, M., M. Takeo, A. Yokoo, J. Oikawa, and T. Ohminato, Monitoring volcanic activity using cor-

relation patterns between infrasound and ground motion, Geophys. Res. Lett., 39, L04304, doi:

10.1029/2011GL050542, 2012.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京大学地震研究所； 　武尾 　実

他機関との共同研究の有無：有

北海道大学大学院理学研究院； 　橋本武志，

東北大学大学院理学研究科： 　西村大志， 　東京大学大学院理学系研究科： 　森 　俊哉

東京工業大学： 　小川康雄， 　名古屋大学大学院環境科学研究科： 　中道治久

秋田大学工学部； 　坂中伸也， 　京都大学大学院理学研究科： 　宇津木 　充，

京都大学防災研究所： 　井口正人， 　九州大学大学院理学研究院： 　清水 　洋，

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所

電話：03-5841-5666

e-mail：

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：武尾実 　

所属：東京大学地震研究所



平成 25年度年次報告

課題番号：1426

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

噴火推移および事象に関する発生予測の数値的検討

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-3）火山噴火過程

イ．噴火の推移と多様性の把握

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-2）火山噴火予測システム

ア．噴火シナリオの作成

（５）本課題の５か年の到達目標：

　観測データ解析，物質科学的分析結果に加えて，過去の火山活動の推移や噴火履歴を精査すること

により，火山噴火規模や様式，推移を支配する要因の理解を深めることが可能となる．過去の噴火事

象の推移を定量的に調べ，噴火のモデルと噴火のシミュレーション結果を考慮しながら，国内の代表

的な火山についての噴火シナリオの確率的検討をすることを目的とする．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21，22年度は，国内外の火山噴火例を参考に，過去の複数の噴火について，噴火タイプにより，

その発生から終息までの噴火推移をまとめ，今後，想定される標準的な噴火推移タイプ（イベントツ

リー）を作成する．その際，長期的な火山の噴火履歴をどう考慮するかについても検討する．

　平成 23，24年度は，イベントツリーの分岐（噴火推移のタイプにおける各噴火現象への推移）にお

ける確率評価の手法について，物理観測データに基づくモデルを考慮して検討する．その際に，国内

外で試みられている確率評価技術のレビューを行うとともに，溶岩流・火砕流・泥流等の噴火現象の数

値シミュレーションを参考にし，それぞれの分岐の数値的判断に必要な物理パラメターの抽出を行う．

　平成 25年度は，イベントツリーの数値的評価及び予測シミュレーションによる結果を踏まえ，1.

（1-2）（2-2）「シナリオ予測」で実施している火山など，具体的な火山のイベントツリーについて，そ

の分岐現象の確率的な評価を行うこと試みる．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
1. 概要

　平成 21年から 24年度においては，噴火シナリオ（確度を付したイベントツリー）を作成するため

に，分岐の数値的な重みを付けるために，三宅島と有珠山の噴火履歴から，噴火間隔，噴火場所，先



行地震の発生頻度，噴火様式などについて文献を調査し，その統計的な処理を実施した。また，活動

的な火山の噴火の規模と頻度の関係について検討し，えられた「べき乗則」の関係から，マグマ噴火

が起こる場合の規模毎の発生確率を検討した。また，平成 22年度には，噴火記録のない火山でどのよ

うに噴火シナリオを作るための情報が地質調査からえられるかについて，2010年 8月 9月に噴火した

インドネシア共和国スマトラ島のシナブン火山を対象に検討した。そこでは，これまでに地質図がな

かったために，現地の火山地質災害軽減センターと共同で地質調査を実施し，地質図を作成し，それ

に基づいて噴火シナリオを作成した。

２．平成 25年度の成果

　平成 25年度は，一作年度に行った噴火規模と頻度の関係をさらに一般化できるかどうかを確認する

ために精査を行った。まず，１）日本列島とインドネシア，さらにはチリなどの火山で，噴火規模と

頻度に，地球規模の関係とどのような関係にあるのかを確認した。さらに，２）個々の火山における

これらの関係が，どのような位置関係にあるかを確認した。

　これらの規則性は地震活動のGutenberg-Richter則と似た性質のもので，対象領域がオーダーで異なっ

ても，サンプル数が十分にあれば噴火に規模と頻度には「べき乗則」が成り立っていることを示して

いる（図１）。特に，サンプル数さえ十分であれば，火山噴火指数が６以上のカルデラ噴火のような，

低頻度大規模においてもこの規則性が保持されている。

　このことは特に規模の大きな噴火で特別のマグマ発生のシステムがある訳ではなく，より小さな規

模の噴火の延長上で巨大噴火が起きていることを示唆している。

　さらに，最近の規模の大きな噴火頻度を時代毎に見て行くと，インドネシアやチリに比べて，日本

で極めて噴火が少ないことが浮き彫りとなる（図２）。上で見たように，一定の範囲や火山において，

噴火の規模と頻度には類似の規則性が見られるので，日本における最近数百年間の噴火頻度の低さは

異様であると結論できる。

　平成 25年 9月 15日から噴火活動が再開したシナブン火山は，平成 22年度に作成した噴火シナリオ

の内，最も頻度の高いシナリオ通りの展開をたどった（課題研究 1408に記載した）。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
中田節也（2014）大噴火の溶岩流・火砕流はどれほど広がるか。岩波科学，84, 49-52.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
中田節也・森田裕一・前野 　深（東京大学地震研究所）

他機関との共同研究の有無：有

中川光弘・村上 　亮（北海道大学理学研究院），藤田英輔（防災科学技術研究所火山防災研究部），

三浦大助（電力中央研究所）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所火山噴火予知研究センター

電話：03-5841-5695

e-mail：nakada@eri.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/vrc/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：中田節也 　

所属：東京大学地震研究所



図１ 　日本，インドネシア，チリの噴火の規模と頻度の関係。

インドネシアについて火山爆発指数６，７が高い頻度を示すのは，それらの噴火が新しく，かつ，調査対象とした

期間が短いためである。

図２ 　日本，インドネシア，チリにおける 16世紀以降の火山爆発指数 3以上の噴火の発生比較。
最近は日本において異様に規模の大きな噴火が少ないのが目立つ。



平成 25年度年次報告

課題番号：1427

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

地殻・上部マントル岩石変形の物理過程の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

ア．岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

イ．地殻活動予測シミュレーションの高度化

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

イ．先行現象の発生機構の解明

（3-2）地震破壊過程と強震動

ア．断層面の不均質性と動的破壊特性

（4）地震発生・火山噴火素過程

イ．地殻・上部マントルの物性の環境依存性

ウ．摩擦・破壊現象の規模依存性

エ．マグマの分化・発泡・脱ガス過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本震破壊及びその直前の強度低下を伴う脆性領域での断層のレオロジーついては，様々な条件での

滑り/破壊実験や，多体系の数値モデル等によりその詳細を解明し，現象の裏にひそむ物理メカニズム

を明らかにすることによって，地震現象への合理的適用を基礎づける．また，地震断層への載荷を直

接的に担う深部細粒断層岩の流動則や，沈み込みプレート境界における地震発生モデルに必要となる

ウェッジマントルの力学物性を室内実験によって決定する．さらに，様々なレオロジーのプロセスが

共存する地震現象の予測モデルをより現実的なものにするために，脆性-塑性遷移や多相系の複合的レ

オロジーを表現する合理的な枠組みの確立を目指す．

（６）本課題の５か年計画の概要：



　平成 21年度は，現在用いられている様々なレオロジー構成則についての現象的,理論的関係を整理

し，今後 5年間の研究を有機的に連携されるための概念的枠組みを検討することで，重点的に行うべ

き実験の内容を調整するとともに，各実験の技術開発を進める．

　平成 22年度は，予備的実験を行い，それぞれの実験技術でカバーできる物理現象とその条件範囲

を実際に確認する．

　平成 23年度は，系統的なデータの収集を行う．

　平成 24年度は，実験データの定量的分析により，様々な条件での各種物理プロセスの重要度を検討

し，その結果をフィードバックして，更に実験を進めるべき領域を決定する．

　平成 25年度は，追加実験と，結果の整理を行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
地震現象に関連する非常に広い速度範囲での摩擦特性とその背後にあるメカニズムが，多岐にわたる

実験によって次々明らかになり，その知識に基づく自然現象へのスケーリングが検討された．低い法

線応力下での粉体層の摩擦については，統一的な実験を通して図 1に示すような 3つの領域が示され

(Kuwano and Hatano, 2011, Kuwano et al., 2013a)，それぞれのステージを支配する物理モデルおよびそ

の移り変りの理論を提示した (Kuwano et al, 2013b)．

低速域での摩擦は，地震サイクルのモデルで標準的に使われている速度・状態依存摩擦則に従う．今年

度その次元解析的側面を明らかにした (波多野, 2013).また，現象論的摩擦パラメタを，真実接触部位

での微視的プロセスから導出しスケーリングの理論的基礎を構築した．真実接触部位の局所的超高応

力下で駆動される微視的クリープについては，超微小硬度計を用い徹底的な圧痕形成試験を行い，今

年度は荷重範囲を拡張したが，鉱物種や結晶方位，試験法によらないユニバーサルな挙動 (図 2)がみら

れた (Masuda et al., 2011;増田・大森，2013)．また，微視的クリープの素過程の反応速度を考慮して大

地震後のプレート間固着回復のスケーリングを行った (Yoshida et al., 2013)．今年度はさらに，Cheng

and Lapusta(2009)が繰り返し地震のスケーリングを説明するために提案した速度弱化領域の一部分だ

けが破壊するモデルを用いて，2011東北地方太平洋沖地震後の繰り返し地震の発生間隔と規模の変化

を説明した (図 3).

図 1の中速域における顕著な速度弱化については，様々な実験で確認され，表面のゲル化等がその原

因としてあげられているが，われわれは，そのような物質変成のおこりえない条件でもこれを見いだ

し，真実接触部の局所的な温度上昇で定量的に説明できることを示した (Kuwano and Hatano, 2011).

地震時の断層滑り速度程度の高速域での顕著な速度強化 (図 1)は，我々が新たに発見したもので，摩耗

物の動的再配置に伴う散逸過程として定量的に説明できる (Hatano and Kuwano, 2013)．これが 1MPa

程度の法線応力でも可能であることを実験し示すとともに，高速ステージの緩和過程を記述する新し

い発展法則 (Hatano, 2009)も発見した．この発展法則はいわゆる「臨界すべり量」が全すべり量に比例

することを帰結し，摩擦特性のスケール依存性に関する重要問題に全く新しい解釈を与えるものであ

る．さらに臨界滑り距離については，速度急変時に過渡応答を調べられるようになり，10 mクラスの

長大な臨界滑り量をもつ摩擦の緩和を見いだした．この摩擦緩和はすべり速度の急減速時も加速時と

対称な応答を示し，それに対応して粉体層厚も変化しており，多体粒子系の構造変化が関与している

と考えられる (桑野ら,2013d)．本年度はこの緩和過程に対して粉体層全体の厚みがどのように影響す

るかを調べた．その結果，速度急変に対する瞬間的応答の大きさは粉体層の厚みにほとんど依存しな

いが，緩和は層が厚いほど大きいことが分かった (Kuwano et al.,2013c,e)．したがって層全体にわたる

多体粒子系の遅い応答が緩和を支配している可能性が高い．天然の断層破砕帯の主すべり面は数 mm

と非常に薄いものであるが，実験結果からはその外側も含む破砕帯全体の厚みが断層の過渡応答に影

響する可能性が示唆される．

一方で，天然の環境下では，鉱物が様々な化学反応をおこすのはあきらかであり，それが摩擦の性質

を変えてしまうかを検討する必要がある．また，高速滑りにおける摩擦挙動の変化が，摩擦発熱によ

る温度上昇のせいなのか，それによる材料の変質によるのか，あるいは，滑り速度そのものの影響な



のかをみるためには，これらを独立に変えて調べる必要がある．我々は，複数の試験機と実験手法を

組合せて，ドレライトの摩擦試験を室温から 1000℃程度まで，広い速度範囲で行い，また，今年度

は，化学反応を抑えるために窒素雰囲気下でも実験を行ない (田中ら, 2013),それらを総合していくつ

かの物質変化と摩擦への影響をみいだした．1)輝石の酸化分解反応による細粒の生成物の砕屑流動が

摩擦を低下させる．実験では 800℃程度でおこった (Noda et al., 2011)．2) 400-800℃程度での含鉄鉱

物の酸化による磁鉄鉱・赤鉄鉱の増加と，それに相関した摩擦の増加 (Noda et al., 2011). 3)鉱物の極

度な機械的損傷によって生じる非晶質成分は直接的には摩擦にあまり影響しないが，非晶質への吸着

水には，毛管凝縮による凝着力を通して摩擦を増加させる効果があり，また,摩擦発熱による急激な脱

水は，間隙圧効果を通して強度低下をもたらしうる (和田ら,2013)．

粘土鉱物は，機械的性質が他の鉱物とは大きくことなり，流動的な性質をもつことがよく知られてお

り，その含有量は断層の性質に大きな影響があると考えられる．我々は，ODP掘削によって得られた

南海トラフ付加体浅部体積物試料の分析と，各試料の現位置条件での種々の水理・変形試験を行い (図

4)，粘土鉱物含有量への系統的な依存性を見出した (Kanagawa et al., 2012; Takahashi et al., 2013)．特

に粘土鉱物含有量の高い泥岩試料 (図 4, C2516)の諸々の性質は，それらが南海トラフ付加体浅部で観

測されているスロースリップの発生源となっている可能性を示唆するものである．

地震そのものである断層の滑りの理解とならんで，本課題のもうひとつの大きな目標は，地震が発生す

る脆性断層を載荷する下部地殻，上部マントルの流動そ支配する塑性変形のメカニズムを理解するこ

とであった．我々は，独自に開発した高緻密極細粒鉱物多結晶体を用いて高温・大気圧下でのクリープ

試験を行うことで，硬質珪酸塩鉱物において超塑性による変形をはじめて実現し (Hiraga et al, 2010a)，

研究が飛躍的に進んだ．まず，上部マントルを代表するカンラン石－輝石系を用いて，二相目鉱物の

量比が多くなるにつれてクリープ強度が一桁以上下がることを示した (Tasaka et al., 2013b）．この低

下は，岩石が粒径依存型の拡散クリープで変形すること，岩石中の二相目鉱物の増加と共に平均粒子

径が小さくなること (Hiraga et al., 2010b; Tasaka and Hiraga, 2013a）でよく説明され，様々な岩石に適

用可能な第二相分率の効果を入れた多相系流動則を提案した．さらに，カンラン石-輝石系での粒成長

実験から，それぞれの鉱物粒径の比が第二相分率でよく表される (ゼナー則に従う)ことを明らかにし，

今年度はこの関係が，天然のペリドタイトマイロナイト中の 10ミクロンから 1ミリにかけての広い粒

径範囲で成り立っていることを示した (Tasaka et al., 2014）．

また，剪断実験変形試料の微細構造解析により，超塑性変形に特有の圧縮方向への同相粒子集合化構

造 (図 5)と変形誘起粒成長を見出した (Hiraga et al, 2010a)．今年度は，同相粒子集合化は粒界すべり

の結果生じること，また集合化が変形誘起粒成長の原因であることを示すとともに，集合化構造を天

然のウルトラマイロナイト中に見出し，自然界における粒界すべり変形を初めて実証した (Hiraga et

al, 2013)．これは，としてこれまで常識とされてきた，変形に伴う鉱物相の分散という，断層深部延長

等の塑性変形局所化を可能にするメカニズムが，実際には働かないということを意味している．また，

変形誘起粒成長則をマントルせん断帯にも適用し，その強度が 10万年程度で 2桁も増加することを示

した (Tasaka et al., 2014)．
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図 1.
低い法線応力下での粉体層の摩擦における，すべり速度に応じた３つのステージ (概念図)．それぞれは異なる物
理過程が支配し，構成法則も異なる．物理過程のクロスオーバーが起こる条件として V1と V2が求まる．実験と
物理モデルによって，我々はその具体形を求め，スケール依存性まで明らかにした．

図 2．
単結晶石英表面での圧痕形成実験の結果のまとめ．横軸は圧痕の深さの対数，縦軸は圧痕を作るときに費やされ

たエネルギーの対数である．5種類の圧子を用いたので，別々にプロットした．いろいろな結晶方位のデータが同
一直線上にのっており，結晶方位依存性がないことがわかる．直線の傾きは圧子の種類にかかわらずほぼ同一であ

ることも分かった．また，モース硬度 1-9の各種鉱物表面でも同じ傾きが得られている．



図 3.
2011東北地方太平洋沖地震後の繰り返し地震の発生間隔と規模の変化を説明する地震サイクルシミュレーション．
上段)同じ速度弱化パッチ (半径 5.5km)内で繰り返しおこった地震のうち四例における地震時滑り分布．パッチの
物性は同じだが，載荷速度の違いにより規模の異る地震が起きた．地震時に滑らなかった部分では，それ以前に

クリープして滑り遅れが解消されている．モデル領域に対する載荷は，東北地震の余効滑りの観測結果 (Fukuda et
al.,2013)を説明できるように調節してある．下段左)予測されたマグニチュードの時系列．下段右)地震後の部分
を拡大してしめしたもの．

図 4.
南海トラフ付加体浅部体積物試料の三軸変形試験結果．各試料の現位置条件 (右表の Pc,Pp)で試験を行った．表に
は粘土鉱物の含有量と，測定された間隙率，透水率も示してある．C2516:粘土質泥岩,C2571:方解石による膠結の
進んだ砂岩．C2562:シルト質泥岩,C9073:シルト質泥岩,C9087:凝灰岩．



図 5.
二種の鉱物からなる多結晶体の超塑性変形に特有の圧縮方向への同相粒子集合化構造．すべて水平方向がせん断

方向の右横ずれ変形 a)せん断変形実験後の微細構造. 灰色粒子がオリビン,白色粒子が輝石. b)花崗岩起源ウルト
ラマイロナイト．c)粒界すべりに伴う同相粒子集合化構造の形成モデル.粒界すべりに伴う粒子のスイッチング＋
同相粒子合体．
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（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

可観測物性の状態・環境への依存性

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

イ．地殻・上部マントルの物性の環境依存性

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ア．地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

イ．地殻活動予測シミュレーションの高度化

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

イ．上部マントルとマグマの発生場

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（4）地震発生・火山噴火素過程

ア．岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地震断層の載荷とその破壊は,物質の状態と,種々の物理量が空間的に強い不均質をもって発展する

現象であり,観測からそれらをなるべく拘束することが地震予測の精度向上に不可欠である. 本課題で

は,地震発生に関連する場所に存在して種々の観測量に大きな影響を与える可能性がありながら,その

振舞いがよく分かっていない物質と環境条件を中心に,幅広く物性データを集めるとともに,限られた

実験データを地震発生に関するさまざまなシチュエーションに適用するために,実験データを説明する



物性理論を発展させることを目標とする.また,より広い範囲の現象を系統的に実験するために,様々な

物性プロセスを比較的容易に再現することが可能な人工合成岩石を用いた物性測定という新たなアプ

ローチを導入する.

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成２１年度は、今後５年間に必要な実験技術開発、物性データ整理、物性理論の発展に必要な基

礎理論の構築を進める。特に、また、これら全体を最終的にまとめあげることが可能になるよう検討

および調整を行う。

　平成２２年度は、予備的実験を開始し、実験技術の再検討、実験データに必要な物性理論の再検討、

また、逆に理論の正当性を実証できるような実験法探索を行う。

　平成２３年度は、系統的なデータの収集、物性理論の発展を行う。

　平成２４年度は、引き続き系統的データの収集、物性理論の発展を行う。また、相互の結果を持ち

寄り検討し、それを踏まえた更なる実験と理論発展を行う。

　平成２５年度は、追加実験を行い、最終的に結果のまとめ・整理を行う。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　海溝型地震発生帯であるマントルウエッジ－沈み込みスラブ浅部境界付近の主要構成鉱物は、温度・

圧力・化学組成および含水条件よりアンチゴライトと考えられている。その存在を地震波観測から特

定するためには、アンチゴライトの地震波速度特性、具体的には、アンチゴライト単結晶の弾性定数

を求める必要がある。したがって、沈み込み帯ウェッジマントルにおける蛇紋岩の分布を推定するた

めに，蛇紋岩の弾性的性質の研究を進めた。 　アンチゴライトのような弾性的異方性の強い鉱物を含

む場合，従来の Voigt平均，Reuss平均による多結晶体の弾性定数の見積もりは不確かさが大きい。ア

ンチゴライトのみからなり，結晶方位がランダムである等方的な蛇紋岩を考えた場合，Voigt平均と

Reuss平均の間には P波速度，S波速度ともに 1 km/sほどの差が生じる。このため，算術平均である

VRH平均には± 0.5 km/sという不確かさが含まれている。そこで，実測値（Watanabe et al., 2011）が

Reuss平均に近い低速度であることに着目し，アンチゴライト粒子の形状を考慮した蛇紋岩の弾性定数

の計算方法を開発した (Watanabe et al., 2014)。これは Eshelby (1957)のインクルージョン理論に基づ

き，アンチゴライト粒子を異方性をもつ楕円体として扱うものである。Nishizawa and Yoshino (2001)

は，同様の方法で雲母が完全に配列した岩石をモデル化した。これを結晶方位が分布をもつ場合に拡

張すること、およびアンチゴライト粒子を c軸方向につぶれた楕円体として扱うと，計算値と実測値

の対応が良くなることが分かった。蛇紋岩試料中のオリビン，アンチゴライトの結晶方位分布と，こ

れらの鉱物単結晶の弾性定数を用いて，弾性波速度のフォワード計算を行い，測定データとの比較を

行った。その結果，測定された速度は，下限である Reuss平均に近い低速度に相当することが分かっ

た。とくに，この傾向は，岩石の面構造に垂直に伝播する波について顕著であり、蛇紋岩試料に見ら

れるアンチゴライトの濃集した層にその原因が求められる。実際に蛇紋岩試料を固体圧変形試験機内

でせん断変形させ、変形試料内の鉱物粒子の結晶方位を測定することで変形による弾性波速度異方性

変化を求めた。方位測定には SEM-EBSD法を用い、試料表面の処理法を工夫することで、アンチゴラ

イトの結晶方位解析手法を確立した。その解析によると、わずかな歪みによって著しく地震波異方性

を強くすることがわかった。さらに，この結果を沈み込み帯に適用して沈み込むスラブの角度によっ

て，蛇紋岩の異方性が地上での地震波速度観測に現れることを示した。粒子形状を考慮した計算方法

を応用して，等方的な蛇紋岩の弾性波速度（常温，常圧）を求め，P波，S波それぞれ，6.70 km/s（図

１ a左端），3.78 km/s（図 1b左端）という値を得た。これから得られる Vp/Vsは 1.77であり，実測

で得られている 1.8とほぼ一致する。この結果を地震波速度トモグラフィの解釈に応用すると，紀伊

半島下のウェッジマントルなどで得られている 1.8を超える Vp/Vs（Hirose et al., 2008）は，蛇紋岩化

だけでは説明できず，流体の存在を意味していると考えられる。アンチゴライト単結晶弾性定数の圧

力依存性は Bezacier et al. (2010)によって明らかにされたが，弾性定数の温度依存性についての理解は



依然として不足している。この問題を解決するために、25年度において、98%アンチゴライトからな

り，ほぼ等方的な蛇紋岩（長崎県野母半島産）を用いて圧力 1GPa，温度 20-550度で弾性波速度測定

を行った。測定には岡山大学地球物質科学研究センターのピストンシリンダー型高圧発生装置を使用

した。P波，S波速度は，温度上昇に伴い線形に低下した。温度微係数は，それぞれ，-3.6(5)× 10−4

, -2.7(6)× 10 −4 (km/s/K)である (図 1)。蛇紋岩が存在しうる領域の温度は 200-600度であり，温度の

違いによる速度の違いは，0.1 km/s程度であると考えられる。測定したアンチゴライト蛇紋岩の弾性

波速度を用いて，西南日本のウェッジ・マントルの地震波速度構造を解釈した。脱水脆性化に起因す

ると考えられるスラブ地震が活発であるほど，その上部のウェッジ・マントルへの水の供給が多く，蛇

紋岩化が進んでいるように考えられる。

　このような蛇紋岩が地質スケールでどのように分布し、変形しているか、推定された流体はどのよ

うに存在していたかを調べるために、実際のフィールドでの検証を行った。まず、福井県大島半島の東

端に露出する待ちの山蛇紋岩体の岩石試料を構造解析した．その結果，断層境界に近い 200 mにブロッ

クインマトリック構造が発達しているが，特に 100 mの幅で大規模な蛇紋岩化作用がおきていること

を明らかにした．25年度、待ちの山蛇紋岩体の微細構造解析を行った結果，アンチゴライト蛇紋岩が

クリソタイル蛇紋岩主体の中に取り込まれていることを発見した．さらに，アンチゴライト蛇紋岩は

内部にクリソタイルが入りこんだことによって変形していることを確認した (図 2) (Michibayashi et al.

2013a)．このことは、沈み込み帯での変形においてアンチゴライト蛇紋岩が上昇してくる場合，アン

チゴライトークリソタイル相転移が起きる領域で大きく変形することを示唆する．オマーンオフィオ

ライト延性剪断帯における過去の流体の分布を推定した．オマーンオフィオライト北部フィズ岩体に

露出する延性剪断帯は海洋地殻とその下部のマントル物質を横切る大剪断帯である．この剪断帯の特

に地殻－マントル境界において強い水の影響が確認され，400度以下の低温部では蛇紋岩化作用によっ

て著しく軟化したことがわかってきた (図 2) (Michibayashi et al. 2013b)．海洋地殻－マントルを横切る

延性剪断帯はマントルを蛇紋岩化するための水みちとしての機能をもつ可能性が十分に考えられる．

　地球内部の３次元速度構造から地球内部の温度分布や流体分布を定量的に推定するためには，岩石

の非弾性特性の解明が不可欠である．有機多結晶体を岩石のアナログ物質として用い、試料のヤング

率 Eと減衰Qを様々な周波数 (10-0.1mHz)で精密に測定できる強制振動型の変形実験装置を開発した。

これまでの実験から (Takei et al., 2011; McCarthy et al, 2011)，減衰スペクトル Q(f)の温度 T，粒径 d

，メルト分率φ依存性には相似則が存在し、マックスウエル周波数 fM (T, d,φ)を用いて Q(f, T, d,φ)

= Q(f/fM )と表せることが分かった．同様の相似則がオリビン多結晶体のデータについても成り立ち，

Q(f/fM )がアナログ物質と同一の曲線上に載ることから，多結晶体の非弾性の持つ普遍性を明らかにす

ることができた．しかし、マントルのマックスウエル周波数で地震波の周波数を規格化すると、実験

の規格化周波数（ f/fM < 5× 104）よりも２桁以上高周波になり（ f/fM =106−9）、実験データが地震波

帯域をカバーしていないことも分かった．そこで実験法を改良してこれまでより高周波、低温領域で

アナログ試料の非弾性データを取得し、f/fM = 107 までの高規格化周波数領域で非弾性データを取得

した。これまでに得られた予備的実験データは、高規格化周波数帯域では、マックスウエル周波数を

用いた単純な相似則が成り立たないことを示唆している。

　上部地殻の地震波速度構造は一般的に地下 15キロ程度から地表にかけて、緩やかに減少する。15

キロ以深では、岩石を鉱物の単結晶の組み合わせとして考えたときの速度で説明可能であるが、それ

に対し、上部地殻での速度構造は浅くなると共に理想的な岩石の弾性波速度からのずれが顕著になる

ことを意味する。その原因が岩石で普遍的に観察される鉱物粒間におけるクラックの発達度であると

いう仮説を立て、その仮説検証をするために実験・計算を行った。実験当初、理想的な岩石試料に人

工合成岩石を用いることを試みたが、地殻の主要鉱物である石英の高緻密多結晶体を作成することが

出来なかったため、クラックをほとんど含まない天然のメタチャートを採取し、それを実験に用いた。

メタチャートを加熱すると、ほぼ 100％粒界にクラックが生じ、そのクラック長を調べ、その結果を粒

界クラックの生成が温度や圧力の変化に伴う異方的な鉱物粒子の変形ミスフィットによるものである

場合のモデルと比較検討した。その結果、実験データとモデル計算の結果はよく一致し、粒界クラッ



クが変形ミスフィットによって発生することが分かった。天然岩石の弾性波速度・クラック密度測定

実験によって弾性波速度と粒界クラックの密度の関係を調べた結果、弾性波速度と粒界クラック密度

の関係が Hudson ’s modelによって記述できることがわかった。これをもとに地殻を想定したモデル

計算を行い、地殻の弾性波速度分布が粒界クラックの発達度によって説明できることを示した (平賀他

2012)。

　プレート境界や断層面のような巨視的なインターフェイスの固着度の時々刻々の変化も弾性波の透

過率によって，リモートセンシングできることを目指した研究を行った。花崗岩の摩擦実験で示して

きた適切な周波数の弾性波の断層における透過率・反射率は，断層のその時点での強度にほぼ線形な

相関があることが Nagata et al. (2008)の室内実験によって示されている．我々は，25年度、米地質調

査所と共同で，断層強度の物理的実態であるとおもわれる真実接触面積の光学的測定と，弾性波透過

率の音響的測定を同時におこなった．両者はそれぞれ，強度に線形な依存性をもつが，接触面積と弾

性波透過率の関係は一意ではなく，強度変化が法線応力変化による場合と，滑り速度変化による場合

では異ったトレンドを示す (図 3)．これは，真実接触の総面積が同じでも，個々の真実接触部の代表的

サイズ分布が違えば，弾性波透過率は異るであろうとする接触弾性理論と整合する．接触弾性理論に

もとづき，巨大地震の臨界滑り距離に相当する 1mを代表サイズとすれば，1-100Hzが適切な観測窓

となるとの結論を得た (Kame et al., 2013a, b)．これは，反射法探査によってプレート境界での反射率

に空間的差異があることが，この周波数レンジで見い出されていることと整合的である．

　地殻・マントル主要造岩鉱物の多くは、強い弾性率異方性を持つ。鉱物の結晶軸選択配向（CPO）が

何らかの理由で生じる場合、それを地震波速度異方性として観測的にとらえることが可能である。本

研究では、地球内部物質のレオロジーを調べるのに最適な高緻密極細粒鉱物多結晶体を独自に開発し、

その試料を高温・大気圧下でのクリープ試験に用いることで、変形条件によってどのような可観測量が

変化するかを実験的に調べた。25年度において、粒界すべりが卓越する拡散クリープ下で、鉱物粒子

形が結晶学的に決定されている場合、強い結晶軸選択配向（CPO）が形成されることを示した（図 4）

(Miyazaki et al. 2013)。また、鉱物粒子形が組織平衡時の温度条件で決定されることも見出した。直線

的な結晶学的面に平行な長い粒界に選択的に粒界すべりが生じると、粒子回転が生まれる。この特定

の粒界がせん断面に平行になるまで回転することで、CPOが形成すると考えている。これまで、CPO

は鉱物の転位クリープのみで生じると考えられてきた。よって、天然の岩石中に見られる CPOは地

殻・マントルがべき乗流体として振舞っている証拠とされてきたが、ニュートン流体の可能性も出て

きた。カンラン石粒子形を決める温度から、マントル内での地震波速度異方性の深度分布を推定した

ところ、観測される上部マントル内での異方性深度と一致した。

　25年度、流体が岩石中に生成すると、岩石の粘性率や電気伝導度にどのような変化が起きるかをオ

リビン (50%)-斜方輝石 (40%)-単斜輝石 (10%)に 0.5vol%のスピネルを加えたレールゾライト合成試料

を用いて調べた。試料を一定荷重で変形させながら、ソリダスをまたぐ温度領域において緩やかに温

度上昇させることで、徐々にメルトを生成させ、各温度での粘性と、同時におこなうインピーダンス

測定によって電気伝導度を算出した。特に、メルト無しからメルト有りの系に転移する際、粘性と電

気伝導度に連続的変化がみられるかに注目した。温度領域は 1100-1390度、メルト分率は最大 0.09ま

で上昇させた。測定の結果、粘性率は温度上昇に伴って連続的に低くなった。これにはメルト分率が

増えることに伴う効果が重なっている。測定した粘性率をアレニウスプロットしたところ、直線的な

関係がみられ、これまで知られている経験則の形で粘性率がよく表されていることが示された。本実

験の粘性率を解析すると、1220度から 1340度にかけての見かけの活性化エネルギーは 970 kJ/molで、

メルト分率の増加による見かけの活性化エネルギーは約 35 kJ/molであった。これを差し引き、メルト

無しの系の活性化エネルギーは 935 kJ/molであることが分かった。この値は輝石の転位クリープの活

性化エネルギーの値に近く、本実験では輝石が変形に大きく寄与していることが推定された。一方電

気伝導度は、ソリダスをまたいでもメルトによる電気伝導度の上昇が確認できなかった。そして粒径

依存性がみられたことから、本実験試料は粒径が小さいために粒界による電気伝導の寄与が強く、単

斜輝石質メルトの電気伝導度を上回ったことがわかった。同じ温度において、これまでの研究で明ら



かにされている玄武岩質メルトと輝石を含まない系での粒界の電気伝導度と比べても、本実験におけ

る粒界の電気伝導度は 3-4倍大きかった。これは本実験に含まれる輝石の粒界の存在が大きな影響を

及ぼしていると考えられる。
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図 1a
アンチゴライト蛇紋岩の圧力 1GPaにおける P波速度の温度依存性



図 1b
アンチゴライト蛇紋岩の圧力 1GPaにおける S波速度の温度依存性

図 2
断層境界に近い 200でのブロックインマトリック構造。特に 100 mの幅で大規模な蛇紋岩化作用がおきているこ
とを明らかにした．アンチゴライト蛇紋岩がクリソタイル蛇紋岩主体の中に取り込まれている．



図 3
様々な速度，法線応力でのアクリルプロックの定常滑り摩擦における弾性波透過率と真実接触面積．色は滑り速

度を表し，青が 10 um/s,黒が 0.01 um/sである。

図 4
オリビン＋輝石の粒界すべりが卓越する拡散クリープ下で発達するオリビンの選択配向。左からオリビンの [100]、
[010]、[001]軸で、鉛直軸が引っ張り方向。[100]軸の引っ張り方向への配向が見られる。



図 5
温度 vs粘性率の逆数および電気伝導度プロット。
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し、流体膜の物性と気泡内圧力の影響を、実験的に調べる。また、実験データの解析を補佐するため、

市販のマルチフィジックスによる音響シミュレーションソフトを使う準備をする。

　平成２２年度においては、連続的振動の発生過程として、空気の流れによって励起される圧力波を

想定し、これまでのモデルと問題点を整理する。また、実験室で簡単なモデルを作り、その機構を分

析する。

　平成２３年度においては、前年度までの素過程の研究と、実際の火山で観測されたデータを比較し、

注目するべきメカニズムを絞っていく作業を行う。

　平成２４年度には、火山現象の具体的なプロセスを想定した実験のデザインと実施を行う。

　平成２５年どにはそれまでの研究成果を踏まえ、火山振動の観測データと噴火モデルを有機的に結

びつける道筋を模索する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
火山噴火に伴うマグマと波動の放出素過程として，爆発的噴火におけるマグマ破砕機構の研究，気泡

ダイナミクスの研究，火山の空振観測と発生・伝播に関する研究などを，理論，実験，観測を組み合



わせて進めてきた．これらの知見を合わせて，マグマ破砕の発生やそれに伴う波動放出に関する新し

い描像を提案し（図１），空振と地震の統合解析が有用であることを示した．

(1)爆発的噴火におけるマグマ破砕機構の研究

　流体マグマが脆性破砕を起こす条件を定式化する際の問題は，火道流モデルの土台となる流体力学

と，破壊現象を取り扱う固体力学の間の障壁である．これは，固体力学が「歪」を主要な物理量とし

て組み立てられているのに対し，流体では初期状態の定義に依存する「歪」が意味を持たないことに

起因している．これを克服するため，Ichihara and Rubin (2010)は，仕事率と散逸レートの観点から，

ある瞬間ある場所の物質の変形の弾性度を定量化する新しいパラメータを定義し，これによって流体

破壊の脆性度を定量化することを提案した．このパラメータによって，「減圧時間」で整理されている

衝撃波管実験の結果 (Kameda et al., 2008; 2013)を，プリニー式のような「減圧時間」の定義が難しい

連続的な噴火におけるマグマ破砕のモデル化に結びつけることが可能となった．

　マグマ破砕に関する実験的研究は，東京農工大学工学部が中心になって行っている．これまで考え

られていた「脆性破砕」と「粘性膨張」の間に，「遅延破砕」という新たな現象が発見された．遅延破

砕は、減圧にだいぶ遅れて単発，あるいは，連鎖的爆発として発生する．実際の噴火では，マグマが

固結している場合を除いて脆性破砕を起こすような急激な減圧は難しく，この遅延破砕に相当する現

象が起こっている可能性がある．そして，遅延破砕の特性が，火道内の破砕伝播速度や，波動放出過

程を支配しているという考えを提案し，新燃岳 2011年噴火の準プリニー式噴火の開始過程に適用した

(Kameda et al.,2013)．また，これまでに行われた様々な破砕実験で見られた現象を，物性，減圧時間，

応力の観点から整理し，系統樹にまとめた (図２, Ichihara, 2012）．

(3)火山の空振発生メカニズムを理解するための実験研究

　気泡が連続的に上昇し表面で破裂するときの音の変化を調べた実験では，気泡破裂の時間間隔，様

式，前兆信号，そしてそれらを支配する記憶効果や前のイベントから次のイベントへのフィードバック

現象など，火山現象の予測の科学において重要な要素を内包する現象を見出した．それは，非ニュート

ン性流体中の連続的な気泡の上昇・破裂現象において，気泡の破裂に伴う圧力波の波形と破裂前に発生

する前駆的音波に明瞭な相関関係があり，両者の特徴が準周期的に変動する，というものである．その

相関関係と変動を支配する物理メカニズムとして，気泡の通過に伴う流体の変形と破壊の記憶が蓄積

し、あるとき通路が更新されることによって、気泡の破裂の仕方が準周期的に変化しているというモ

デルを提案した (Vidal et al., 2009)．また，この実験で観察したジェル状流体中の気泡の挙動に発想を

得て，新燃岳 2011年噴火で観測された地震―空振調和型微動の特徴を再現する実験を行った (Ichihara

et al., 2013; Lyons et al., 2013)．

　その他にも 　流体・気泡・共鳴等は，火山特有の振動現象の発生メカニズムを考える上で重要な要素

を取り入れた室内実験を行い，市販の数値計算ソフトによる解析と合わせて，理解を進めた（図３）．

これらの実験から得られた知見は，空振観測データの解釈に，新たな視点を与えるものである．

(4)火山の空振観測

　研究期間中に，浅間 2009年噴火のと新燃岳 2011年噴火の二つの噴火の空振データを解析した．い

ずれの噴火においても，火口近くに空振観測点を一つ作っただけで初期の主な活動を迎えてしまった．

空振観測の最大の問題は風によるノイズである．特に，連続噴出に伴う空振は風のノイズとの区別が

難しい．そこで，一観測点のデータで空振と風ノイズを区別する，地震－空振相関法という新しい解

析手法を提案した（ Ichihara et al., 2012）．これは，空振と空振によって生じる地震上下動とが特有の

位相ズレを持つという性質を利用し，両者の相互相関関数を調べることによって空振信号を抽出する

ものである．上記二つの噴火に対してこの方法を用いることにより，一観測点のデータから噴出活動

の推移を捉えることができた．この方法は，電源確保や装置の維持の難しい環境での空振観測に役立

つ，簡単かつ画期的な方法である．

　新燃岳噴火の開始に伴い，常設空振観測点を増設した．その観測点配置は，霧島火山のみではなく，

桜島の観測も視野に入れている．現在の火山空振研究は，火山のごく近傍と，数百 kmを超える遠方観

測に偏っており，桜島－霧島間の距離である数十 kmスケールの研究が欠けている．しかし，大噴火



の場合には，数十 km程度離れた観測点のデータから噴火活動を把握する必要性の生じる場合もある．

約 2年間の 1700回近くの爆発空振を解析し，空振伝播の時空間変動を明らかにするとともに，フィレ

ンツェ大学や日本気象協会とも協力して，空振伝播に対する地形や大気構造の影響を評価する手法を

提案した (Lacanna et al., 2014, H25の成果)．

(5)空振‐地震統合解析 (H25の成果）

　桜島の爆発による空振を利用し，新燃岳周辺の観測点の，空振に対する地面の応答関数を計算した．

その応答関数を用いて，新燃岳 2011年噴火における連続噴出に伴う空振と地震を解析した．その結

果，ブルカノ式の後の弱い噴出に伴う地震動においては，空振による揺れの寄与が大きいこと，準プリ

ニー式噴火においては，空振の寄与を有意に超える連続振動が発生していることを確認した (Ichihara

et al., 2013)．この期間において，地震と空振のエネルギー比や地震の振幅比分布が大きく変化しない

ことから，火道流システムや波動放出機構はほぼ一定であったと考えている．そして，地震，空振の

エネルギーはともに，マグマだまりの体積収縮率 (Ueda et al., 2013)ともほぼ比例関係にあることが分

かった（図４）．マグマだまりの体積収縮率は，マグマの質量流量，すなわち，噴火のエネルギーを

担う熱エネルギー放出率と揮発成分放出率に換算できると考えると，振動エネルギーとの比例関係は

重要である．

　波動場からマグマ噴出率を推定する要請は大きく，いくつかの提案がなされている．Prejean and

Brodsky (2011)は，噴火微動の震源として噴出の反作用であるシングルフォースを考え，変位振幅が

噴出速度と噴出率 (DRE)の積であると提案した．一方，McNutt and Nishimura (2008)は，噴火微動が

火道内の圧力変動によって生じると考え，圧力変動の振幅に比例すると考えた．空振振幅については，

自由噴流場における乱流ノイズとの類推から，噴出速度の n乗 (n=2 4)に比例するモデルが提案されて

いる (Woulff and McGetchin, 1976)．Ripepe et al. (2013)は，空振振幅と噴出速度の実測から，n=3が

最もよく一致すると結論した．本研究の結果は，様々な波動放出メカニズムの存在すること，一定の

噴出率でも，メカニズムが変化すれば振動の振幅が大きく変化することを示している．実際，３回の

準プリニー式噴火において，地震，空振の振幅（振動エネルギーの 1/2乗）とマグマだまり収縮率の

相互関係は異なっている．しかし，２回目の準プリニー式噴火成長期においては，一定のメカニズム

が働いていたと考えられ，空振，地震ともに振幅の２乗平均がマグマだまりの体積収縮率に比例して

いる．このことから，空振と地震の震源は，火道内の圧力変動であると考えられる．そのエネルギー

が，噴出エネルギーに比例するメカニズムについては，今後の検討課題である．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Lacanna, G., M. Ichihara, M. Iwakuni, M. Takeo, M. Iguchi, and M. Ripepe (2014) Influence of atmospheric

structure and topography on infrasonic wave propagation, J. Geophys. Res., in press.

Ichihara, M., J.J.Lyons, and A. Yokoo (2013) Switching from seismic to seismo-acoustic harmonic tremor

at a transition of eruptive activity during the Shinmoe-dake 2011 eruption, Earth Planet Space, 65, 633-

643.

Kameda, M., M. Ichihara, S. Shimanuki, W. Okabe, T. Shida (2013) Delayed brittle-like fragmentation of

vesicular magma analogue by decompression, J. Volcanol. Geotherm. Res., 258,113-125.

Takeo, M., Y. Maehara, M. Ichihara, T. Ohminato, R. Kamata, and J. Oikawa (2013) Ground deformation

cycles in a magma-effusive stage, sub-Plinian and vulcanian eruptions at Kirishima volcanoes, Japan,

118, 1?16, doi:10.1002/jgrb.50278.

Ichihara, M., M. Takeo, Y. Maehara, J. Oikawa, and T. Ohminato, Shallow and deep triggering of Plinian-type

eruptions inferred from acoustic and seismic eruption tremors, IAVCEI, 2A-O8, (2012-7-23, Kagoshima,
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図１：爆発的な連続噴火における波動場の概念図

火道内の破砕面で発生した小爆発により地震波・空振波が放出される．一方，連続噴流は，乱流によるノイズを発

生させる．火道の乱流ノイズは，地震波・空振波の両方を発生するが，噴煙中の乱流は空振のみを発生する．ま

た，空振がその場の地面をたたくことによる地面の振動も無視できない．風のノイズは地震・空振双方に影響す

るが，両者の間の関係は，空振と空振による地面の揺れの間の相関関係とは異なるため，識別できる．



図２：模擬物質を用いた破砕実験の事象系統樹

特性時間（τ g：粘弾性緩和時間；τ v：粘性膨張時間；τ dec：減圧時間；τ i：慣性膨張時間）と応力物性（P：
圧力；G：剛性率；σ wall：気泡壁面応力；σ c：強度）からみた，急減圧による破砕・膨張現象の分岐．



図３：気泡振動と流路の共鳴の相互作用



図４：空振―地震の変化と噴出率

2011年 1月 26日から 27日にかけての 3回の準プリニー式噴火における空振・地震の振幅二乗平均の推移と噴出
率の比較．(a)火口から 700mの SMN観測点における上下動の二乗平均（青）と，同設の空振データから推定し
た空振による地面の揺れ（オレンジ），火口から 3kmのボアホール型地震計（気象庁）の振幅二乗平均（水色）．
(b)SMNにおける，空振による地面の揺れと計測された地震の振幅二乗比（オレンジ）が 0.1程度であることは，
計測されている地震動が地震波によることを示す．薄紫は，計測された空振と地震の振幅二乗比．(c)マグマだま
りの体積収縮率の推定値 (Ueda et al., 2013)．(d)気象レーダーによる噴煙高度 (新堀・他，2013)．(e-g)3回の準プ
リニー式噴火の各ステージ（a,cに色分けして表示）における、噴出率，地震平均二乗振幅，空振平均二乗振幅の
関係．プロットの色は，(a)(c)のカラーバーの期間の値．2回目の準プリニー式噴火 (SP2)の火口拡大の発生する
3:08以前においては，三者すべての間で比例関係が成り立っている．
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課題番号：1430

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

噴火に伴うマグマ中の揮発性成分変化に関する研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

エ．マグマの分化・発泡・脱ガス過程

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

イ．噴火履歴とマグマの発達過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　火山噴出物やメルト包有物等の分析及び室内実験により，噴火前と噴火中のマグマ移動に伴う揮発

性成分 (H2O, CO2)の挙動を明らかにする．この知見に基づき，マグマの上昇や脱ガス・発泡といった

噴火の諸プロセスの発生時間と発生場所を火山噴出物から高精度で読み出す方法の確立を目指す．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては，真空型顕微 FTIRを用いた揮発性成分濃度定量方法を確立する．

　平成 22年度においては，国内の幾つかの代表的な活動的火山の噴出物について，メルト包有物の分

析から，噴火前のマグマ中の揮発性成分濃度を明らかにする．

　平成 23年度においては，平成 22年度に引き続き，国内の幾つかの活動的火山の噴出物について，メ

ルト包有物の分析から，噴火前のマグマ中の揮発性成分濃度を明らかにする．

　平成 24年度においては，噴火の経緯が明瞭に判明している幾つかの噴火の噴出物について，噴火の

進行に伴うマグマ中の揮発性成分濃度変化を調べる．

　平成 25年度においては，噴出物中の揮発性成分量の変化と噴火の諸プロセスの発生場所や推移との

関係について，それまでに得られた知見を総合する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　本研究の 5カ年の到達目標は，噴火前と噴火中のマグマ移動に伴う揮発性成分 (水および二酸化炭

素)の挙動を明らかにするべく，手法の開発と天然試料への応用を行うことであった．手法の開発につ

いては 5カ年の期間内に，顕微 FTIR反射分光法という新たな分析手法を立ち上げた．顕微 FTIR反射

分光法の最大の特徴は，分析試料の前処理の容易さにある．この方法は試料の片面研磨しか必要とし

ないため，これまでは試料準備の困難さから分析ができなかった壊れやすい試料や小さな試料，とり

わけ斑晶ガラス包有物および石基ガラスの含水量定量が，きわめて容易に行えるようになった．加え



て，天然試料への適用を確実にすべく斑晶オーバーラップ補正方法を考案した．この補正方法は微小

な斑晶ガラス包有物の分析に威力を発揮する．現時点で，ルーチンワークとしては 30ミクロン径，最

小は 20ミクロン径の試料が分析可能で，後者の場合には，やや分析時時間をかける（１点あたり１時

間程度）必要がある．誤差は 0.3wt％程度で分析可能であり，実用的なレベルに到達したと思われる．

二酸化炭素の定量については測定方法についての基本的検討は完了したが，検量線の整備や検出限界

の向上などの課題が残されており，未だ実用段階には到達していない．

　平成 25年度は，含水量定量のための検量線をマグマの組成別のものに更新した．加えて，データ

処理についての自動化プログラムを作成し，顕微 FTIR反射分光法による含水量定量がより簡単に実

行出来る環境を整備した．また，この手法による天然岩石への応用として，前年度に引き続き新燃岳

2011年噴火のかんらん石に捕獲されたガラス包有物の分析を行うとともに，新たに富士火山宝永噴火

噴出物の解析に取り組んだ．

　まず，含水量測定については，検量線を組成別のものに更新した（図１）．流紋岩組成から玄武岩

組成にかけて検量線の傾きに若干の組成依存性が存在するが，その程度は小さい．データ処理の自動

化については，ガラス包有物とホスト斑晶の分析データファイル（測定波数とその波数における反射

率を記載したテキストファイル）を与えると，自動的に斑晶のオバーラップ率，含水量（ピーク高さ）

を計算し，スペクトル図とともに PDF化してレポートとして出力するプログラムを作成した．これに

よって，検量線にあてはめるためのデータ前処理やピーク高さの判読にかかる時間を大幅に短縮する

ことができた（図２）．データ処理時の読み取りの個人差によって分析値のバイアスが生じることを

排除し，大量のデータを同じ質で処理するためにも，この自動化の技術は重要な成果である．しかし

ながら，課題も残されている．極めて薄い試料（10ミクロン以下）を分析した際には，試料下面から

の反射のためにスペクトルに干渉縞が生じることがある．この干渉縞はピーク高さの読み取りを困難

にするとともに，干渉光の通過経路における赤外吸収の影響を加算するため，試料の含水量を過大に

評価する原因になる．現在は，この干渉縞の影響の補正が適切にできないため，干渉縞が出現したス

ペクトル図のデータは廃棄しているが，これをうまく補正できるようになれば，顕微 FTIR反射分光

法の天然試料への適用可能範囲を広げることが期待できる．

　天然試料への応用としては，富士火山宝永噴火の白色軽石中に含まれる斜方輝石中のガラス包有物

（図３-a）を顕微 FTIR反射分光法で分析するとともに，共存する鉱物（斜方輝石，単斜輝石，角閃石）

と石基ガラスの組成を EPMA分析した．斜方輝石斑晶中のガラス包有物を反射法で分析した結果，4

から 4.5wt%の含水量が得られた．一方，共存する角閃石の組成からは平均 1.1kb，両輝石の組成から

は平均 1.4kb，石基ガラスの組成からは 1kbの圧力が得られた．複数の手法による圧力の推定値が収束

しており，白色軽石のもとになったマグマ溜まりの存在した圧力は 1～1.5kbと考える蓋然性は高い．

すなわち，深度 4～6kmに相当する．本研究によって，宝永噴火の浅部マグマだまりの位置について

初めて物質科学的制約を与えることができた（図 3-b）．ガラス包有物の含水量を考慮すると，マグマ

溜まりにおいて噴火前の珪長質マグマは揮発性成分に飽和していたことが示唆される．ホスト鉱物の

斜方輝石の形状やガラス包有物内部の気泡の存在量も，水に飽和したマグマから斜方輝石が結晶化す

る際にガラス包有物が捕獲されたという考えと調和的である．富士山宝永噴火の噴火過程を理解する

上で重要な知見を得ることができた．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Yasuda, A., Quantitative analysis of water concentration in melt inclusions by reflectance micro-FTIR spec-

troscopy, IAVCEI2013 abstract, 563, 2013.

Fujii, T., A. Yasuda and A. Yasuda, Depths of two magma chambers of the Fuji 1707 eruption, IAVCEI2013

abstract, 189, 2013.

安田 　敦, FT-IR顕微反射分光法による微小な火山ガラス試料の揮発性成分定量,日本火山学会秋季大

会予稿集，75, 2013.

Suzuki, Y., A. Yasuda，N. Hokanishi，T. Kaneko，S. Nakada and T. Fujii, Syneruptive deep magma transfer



and shallow magma remobilization during the 2011 eruption of Shinmoe-dake, Japan-Constraints from

melt inclusions and phase equilibria experiments-, Journal of Volcanology and Geothermal Research,

257, 184-204, 2013.
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東京大学地震研究所 　安田 　敦

他機関との共同研究の有無：有

産業技術総合研究所

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
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e-mail：

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：安田敦 　

所属：東京大学地震研究所

図１ 　顕微 FTIR反射分光法による検量線



図２ 　自動化されたデータ処理の一例

図３ 　(a)富士火山宝永噴火の白色軽石に含まれる斜方輝石中のガラス包有物,(b)富士火山宝永噴火の珪長質マグ
マ溜まり圧力の推定
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（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

次世代の機動的海底地殻変動観測に向けた観測技術の高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（1）海底における観測技術の開発と高度化

イ．海底地震観測技術

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

イ．上部マントルとマグマの発生場

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地震予知研究において実際の地震発生の場・現象を捉えるためには、海域での地震観測研究は欠か

せないが、現象を把握できる時間軸はおよそ数 100秒まででしかない。現在計画されている高機能な

海底ケーブル観測網では測地学的センサーを含み得るが、その観測領域は限られている。今後、測地

学的時間軸まで時間的観測空白域を網羅し、空間的にもより広い領域で新たな知見を得るためには、

機動的な海底地殻変動観測技術の新たな開発が必須である。これまで、海底における圧力観測として

は、広帯域海底地震計に海底差圧計を組み込み、試験観測を行ってきた。これらより、本課題では、以

下の２つについて、技術開発を行う。

(a)海底絶対圧センサーによる機動的な海底地震・圧力同時観測の技術開発。

(b)海底での傾斜観測を機動的観測として実現するための先端的技術開発。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、上記 (a)については、機器設計、(b)については、仕様検討を行う。(a)に

ついては、地震・圧力同時観測を行うために、既存の広帯域海底地震計に圧力センサーを併設するた

めに設計、機器開発を行う。(b)については、海底における傾斜観測の可能性を含めて、センサーの選

定などの検討を進める。

　平成 22年度においては、(a)の機器試作を開始し、(b)の機器設計を進める。

　平成 23年度においては、(a)の試験観測を開始し、(b)の機器試作を開始する。

　平成 24年度においては、(a)の試験観測を継続し問題点を解決する。(b)の試験観測を開始する。



　平成 25年度においては、(b)の試験観測を継続し問題点を解決する。開発に関する取りまとめを行う。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　　本 5ヶ年では，(a)海底絶対圧センサーによる機動的な海底地震・圧力同時観測の技術開発，(b)海

底での傾斜観測を機動的観測として実現するための先端的技術開発，の 2項目について実施した．

　(a)に関しては，2008年に既存の OBS用レコーダーと組み合わせて使用する絶対圧力計システムの

開発を開始し，2009年より BBOBSと圧力計を併せたシステム (BBOBS+APG)として，実海域での観

測に供した．このレコーダーは高精度・高安定度の周波数源を内蔵しているので，圧力ゲージの周期

信号を正確に計測することが可能となった．更に，2010年に開発した OBS専用高機能レコーダーと

連携して動作可能な高精度圧力計レコーダー（図 1）を 2012年に完成させた．それと共に，紀伊水道

沖・東北沖・ニュージーランド北東沿岸に展開するなど，2011年以降は定常的に観測に用いており，

海底絶対圧センサーを用いた海底地震・圧力同時観測はほぼ実用化した．2011年の東北沖地震の余震

観測では，7月に発生したM7地震の震央近傍で発震時に伴う大振幅の圧力波形と-25 cm相当程度の

静的変位を記録した (図 2)．震源断層面の CMT解，OBS網による精密震源決定などを参考に推定し

た震源断層面から海底面の上下変動モデル計算を行った (図 3)．近傍の複数点での静的上下変動量を

簡単には説明出来ない断層面である可能性が高い．

　(b)については，オフラインの機動観測に用いることができる小型で低消費電力の傾斜計が必要とな

る．そこで，海底観測のための小型傾斜計を開発することとし，地震研究所内で開発されたレーザー

光源を用いた傾斜計を海底観測に適合させる改良を検討した．試作器については，地震研究所鋸山地

殻変動観測所坑内において，試験観測を実施し，さらなる改良を行う．一方，課題番号 1432にある次

世代型広帯域海底地震計 (BBOBS-NX)の広帯域地震センサーのマスポジション出力から傾斜変動を検

出するシステム (BBOBST-NX)について，2011年に引き続き海域での実地試験を行った．2010年に実

施した陸上での水管傾斜計との比較結果は良好であった（図 4）．海洋開発研究機構の研究船を用いて

2012年 11月に無人潜水艇「かいこう 7000II」を利用して設置，2013年 2月に回収した (図 5)．今回

の観測期間は約 77日と短かったが，海底面直下での傾斜変動観測の可能性を評価するのに足りると思

われるデータが得られた (図 6)．2013年 4月より，房総東岸沖の，スロースリップイベント (SSE)が

繰り返し発生する地域での本格的な長期試験観測中である (「ハイパードルフィン」にて設置)．2014

年 4月に回収するが，2014年 1月には SSEが発生しているので，この SSEに伴う海底傾斜変動が記

録されていることが期待される．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
篠原雅尚・金沢敏彦・塩原 　肇

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所 　地震予知研究推進センター

電話：03-5841-5712

e-mail：yotik@eri.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/index-j.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：篠原雅尚 　

所属：東京大学地震研究所 　地震地殻変動観測センター



図１

2012年に実用化させた絶対圧力ゲージ (APG)用データロガー (LS-9150)．周波数出力の APGの信号を正確に計測
するため，超小型原子時計 (CSAC)を基準周波数源とする．CSACが載った OBS専用レコーダー (LS-9100，2010
年に共同開発)と連動，もしくはこれに CSACを載せて単体でも計測可能とした．本ロガーは白山工業に技術支援
し開発した．

図 2
BBOBS+APGと津波発生時の圧力変化．（左）BBOBS+AGP全体像．灰色の筒の中に APG本体が入っている．（右）
震央近傍の 531地点で記録された 2011年 7月 10日のM7余震発生時前後での圧力 (青)と温度 (赤)データ．10秒
サンプリングで FIRフィルターなどはかけていない．約+25 hPaの静的圧力変化が見られ，約 25 cm圧力センサー
部が沈降したことを示す．但し，BBOBS+AGP本体もこの地震発生時に約 6度傾斜しており，実際の沈降量は約
19 cmと推定される．



図３

図 2で示した M7余震時の上下変動モデル計算例．断層パラメータは F-netを，震源位置は OBSデータによる値
(Obana et al., 2013, EPSL)を参照した．531と 533が BBOBS+APG，GJTは東北大学の OBPの位置である．北西-
南東の断層面（左）と北東-南西の断層面（右），それぞれの場合での上下変動が示されている．右図の場合は 533
と GJTでの観測値とほぼ一致するが，533の大きな変動量を全く説明出来ない．左図の場合には 531での値を定
性的には説明出来そうであるが，他 2地点は合わなくなる．共役な両方の断層面での滑りが寄与しないと，これ
ら 3地点全てでの変動量の説明は難しいと思われる．

図４

水管傾斜計 (WT)と BBOBST-NX用広帯域センサー (MP)による傾斜変動記録の比較．鋸山観測抗にて 2010年 4
～5月に実施した．数日長のハイパスフィルターをかけてある．MPで大きな変動が見られる箇所は，計測室内で
の作業によるものである．両者が絶対値でほぼ合っており，広帯域センサーでも 0.5μ rad程度の静的変動は検出
出来そうであることが確認できた．



図５

試験観測を実施した BBOBST-NXの海底での様子．（左）2012年 11月に「かいこう 7000II」で展開・設置，2013
年 2月に回収した．この観測では課題番号 1432での BBOBS-NXの機能高度化に関する基礎的試験も兼ねていた．
そのため，オレンジ色のチタン球耐圧容器であり記録部を，センサー部の上方へ設置する為に，その中央部に台

座 (塩ビパイプ製)を置いてから記録部を載せている．（右）2013年 4月に房総東岸沖の SSEが繰り返し発生する
海域に設置された BBOBST-NX．2014年 4月に回収するが，1月に SSEが発生しているのでその傾斜変動記録が
得られると期待される．

図６

上記の試験観測で得られた底層流の流速と傾斜変動の関係．2013年 1月中の圧力 (流向流速計内蔵)，傾斜と流速
(南北及び東西成分)を示す．青線はモデル計算値である．静的変動が± 0.1μ rad以上あれば認識できそうである．
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（1）海底における観測技術の開発と高度化
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（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

イ．上部マントルとマグマの発生場

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地震予知研究において実際の地震発生の場・現象を捉えるためには、海域での地震観測研究は欠か

せないものである。しかし、海底ケーブル網が存在・計画されているのは限られた海域であり、今後空

間・時間的な観測空白域を網羅し新たな知見を得るためには、機動的海底地震観測技術の新たな開発

が必須である。次の 3項目に示す技術開発は、これまで基礎的な試験観測、またほぼ実用観測を行って

きたものである。そのうち、超深海型海底地震計 (UDOBS)は設置したが回収不能となっており、今後

に開発しなければならない箇所が多く残っている。また、広帯域海底地震計 (BBOBS)は、既に大規模

アレイ観測を実施しているが、水平動成分はノイズレベルが高くデータを解析する上で有効利用しに

くい問題点がある。これを解決するため科学研究費等で開発研究を開始しているが、潜水艇による試

験観測の機会が少ないことから開発期間が不足している。その他、海底での強震観測については、ス

マトラ地震の余震観測として試験的に実施した。

　これらを踏まえた上で、以下の 3項目を具体的な技術開発の内容として計画している。

(a)海溝軸付近など水深 6000m以上の超深海域での地震及び他のセンサーによる海底観測技術開発で、

空間的観測空白域を埋める。

(b)海底強震観測の高度化で、数年間の地震発生待ち受けと震源域近傍での高い信号強度へ対応する。

(c)海域での浅部超低周波微動などを直上で精密に捉えられる能力を持つ海底広帯域地震観測の高度化

で、陸上観測点に匹敵・凌駕する品質のデータを取得し、脈動域～潮汐変動の時間軸へ対応する。

　これらの成果の地震観測研究における波及的重要さは言うまでもない。また、各技術開発共に、現

存の海底地震観測システムを多少変更して対応できる内容ではないため、完全な観測技術へと完成す

るのには 5年間では短い可能性はある。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、上記 (a)と (b)の仕様検討を行う。(c)は科研費で進行中の試験観測研究を

継続して進め、研究を継続するために科研費を申請する。特に (a)の UDOBSは、これまでの問題点を



精査し、超深海域で確実に使用可能な部品の選定を進め、その解決策を全体構造の見直しという点ま

で含めて検討する。

　平成 22年度においては、(a)の機器試作を開始し、(b)の機器設計を進める。(c)は試験観測研究を

継続して進める。翌年度の試験観測に向け、観測船利用の申請を行う。

　平成 23年度においては、(a)の試験観測を開始し、(b)の機器試作を開始する。(c)は試験観測研究

を継続して進め、機器の改良を行う。翌年度の試験観測に向け、観測船利用の申請を行う。

　平成 24年度においては、(a)の試験観測を継続し問題点を解決する、(b)の試験観測を開始する。翌

年度の試験観測に向け、観測船利用の申請を行う。

　平成 25年度においては、(b)の試験観測を継続し問題点を解決する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　本 5ヶ年での技術開発の具体的内容は、(a)水深 6000 m以深の超深海域での海底観測技術開発、(b)

海底強震観測の高度化、(c)海底広帯域地震観測の高度化、の 3項目である。

　(a)に関しては、過去の試験的観測での結果を鑑み、根本的に構造を変えて耐圧性能を安定的に確保

しやすい新方式の超深海用海底地震計 (NUDOBS)のプロトタイプ (図 1)を開発し、2012年 11月に試

験観測を開始、2013年 2月に無事回収した。この試験観測では、深海底の環境下で各部が問題無く動

作すること (図 2)の確認も目的としたので、無人潜水艇「かいこう 7000II」の潜航時に、投入時から

観測状態への移行、回収時の動作を撮影し、潜水艇により回収作業を行った。上記の各段階の動作は

もとより、地震観測の機能も問題なかった。この結果を元に、2013年 4月には房総半島沖の三重会合

点 (水深 9200 m)地点に NUDOBSを設置し、1年間の長期観測を実施中である。回収は 2014年 4月

に予定されている。また、本課題初年度から開発を続けている、従来型の OBSの構造を踏襲した高耐

圧のガラス球１個を用いた超深海型海底地震計 (UDOBS)も一定の完成レベルに達した。こちらは現

在広く用いられている海底地震計と機構および外寸・重量の互換性を維持した上で、システム各部お

よび全体構成の検討を行い、水深 6000 mを超える超深海底に設置可能な実器の製作を行った（図 3）。

2012年 5月に 6500 mを超える海底に自由落下で設置した。この UDOBSは、船上からの音響通信を

用いることにより、自己浮上により回収、データを取得することに成功した。続いて 8月に 7500 mを

超える日本海溝域に UDOBSを自由落下により設置、10月に自己浮上により回収し、地震データを取

得した。さらに 2013年 8月にも、7000 mを超える日本海溝域において、設置・回収を行い、制御震

源構造探査のデータを取得することに成功した。

　(b)については、これまでに実績があるサーボ型加速計を搭載した海底地震計を製作し、観測に用

いた。一方、海底における観測のダイナミックレンジの拡大を目的として、2011年に新たに導入する

水晶発振式加速度センサーの検討を行った。2012年に陸上で試験観測を実施し、2013年には水晶発振

式加速度計 3式を用いて、3成分一体型加速度計 1式への成型を行った。さらに、これを海中重力シ

ステムに組み込むことで、自律航行型潜水艇を用いた海中での観測データを取得し、3成分型の評価

を行った。陸上試験と海中試験結果を踏まえ、さらに改良を施した新たな水晶発振式加速度計を用い

て、東京大学地震研究所鋸山地殻変動観測所の観測坑内において試験観測を実施した。その結果、従

来のサーボ型加速計に比べ、測器ノイズが約 10分の 1であることがわかった。なお、この研究は、防

災科学技術研究所との共同研究である。

　(c)では、2008～2010年の間に実地試験観測を重ねて実施したことで、次世代型の広帯域海底地震

計 (BBOBS-NX)が 20秒以上の長周期帯域で陸上観測点並のノイズレベルを 3成分共に達成できるこ

とを確認した。その能力を発揮させるべく、2010年から開始した特別推進研究 (「ふつうの海洋マン

トル計画」、代表：歌田久司)で海底観測の核として適用開始している。また、無人潜水艇を用いない

で運用する方式への機能高度化を目指す基礎データ取得も開始した。先の特別推進研究での航海 (2012

年 8月)では既設の BBOBS-NXのセンサー部を海底から引き抜くのに要する力を 2例実測した。また

この高度化への試験観測 (2012年 11月設置・2013年 2月回収)を実施し (図 4)、無事データを得ると

共にこの際にも引き抜き力を測定した。後者の観測では流速計などの機器も近傍に設置しデータを得



ており、今後、詳細なデータ解析を進める。図 4中に見られるようにセンサー部中央に大きな物体を

置いても、ノイズレベルには影響が見られないことを確認した。前述の NUDOBSで開発した動作・切

り離し制御機構は、自己浮上型の BBOBS-NXへの適用も念頭にしている。2013年には、これまでの

BBOBS-NX開発について取りまとめた論文を発表した。
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図 1 　新方式の超深海用海底地震計 (NUDOBS)のプロトタイプ
2012年 11月に開始した試験観測での投入前の状態。2013年 4月に設置したものは、ガラス球フロートを 12000
m耐圧品 6個に替えて構成した。



図 2 　NUDOBSの全体と運用の概念図
全体構造は小型の係留系であり、浮上回収用のガラス球フロートと本体部分 (「展開・回収制御部」・「センサー・記
録部」・アンカー)を結ぶロープは約 20 mの長さとなる。設置時には、自由落下による着底後に音響トランスポン
ダを用い命令を送り、観測状態へ移行させる。その時、「センサー・記録部」を海底に残して「展開・回収制御部」

が若干浮上することで機械的な結合を解くが、アンカーと「展開・回収制御部」は繋がった状態を保つ。これによ

り、地震観測に邪魔な底層流による雑音を最小限にする。回収時には別の命令を送ることでアンカーとの接続を断

ち、「センサー・記録部」を引き抜きつつ「展開・回収制御部」と共にガラス球フロートの浮力により上昇する。

図 3 　超深海型海底地震計 (UDOBS)
現在広く用いられている海底地震計と機構及び外寸・重量の互換性を維持した超深海型海底地震計 (UDOBS)．設
置する前の船上で固定されている状態である．ガラス球を耐圧容器に用いた従来の海底地震計と同じ設置及び回

収手順で観測運用可能である．



図 4 　BBOBS-NXの高機能化への基礎試験
BBOBS-NXを無人潜水艇に頼らず運用可能とする為の基礎データ取得を目的とした試験観測を 2012年 11月から
2013年 2月にかけて実施した。投入時 (左)と同様なセンサー部と記録部の相対位置関係を維持した状態 (右)での
ノイズレベルを、これまでの記録部を離して配置した状態でのものと、近傍に同時設置した流向流速計のデータ

と併せて（課題番号 1431参照）、比較検討した。



平成 25年度年次報告

課題番号：1433

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

次世代インライン式海底ケーブル地震計の開発・高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（1）海底における観測技術の開発と高度化

ウ．海底実時間観測システム

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

イ．上部マントルとマグマの発生場

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地震・噴火予知研究を遂行する上において、海域においても、陸域観測網と同等のデータを取得す

る必要がある。その中でも、海底における地震、地殻変動及び津波の実時間観測ができるシステムの

開発は、必要不可欠である。地震発生域の地殻活動をリアルタイムで知ることができるばかりではな

く、地殻活動予測シミュレーションにおいて、データ同化を行う際に重要である。そのためにも、地

殻変動帯域から地震帯域までの広帯域で、高ダイナミックレンジであり、かつ、できるだけ空間的に

高密度で、障害に強い海底実時間観測システムの構築が必要である。そのために、海底ケーブルを用

いて地震・地殻上下変動・津波をリアルタイムで観測する技術を構築する。これまでの海底ケーブル

システムと異なる点は、できる限り多点観測とし、また、システムの海底への設置および回収が比較

的容易にできるようにし、機動的な観測を行えるシステムにすることである。更には、多項目観測が

できるシステムをめざす。これらの特長を満たすシステムを開発し、プレート境界型地震・ひずみ集

中帯の研究のみならず、大地震の余震観測にも応用する。また，火山島近海での観測も視野に入れる。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、文部科学省委託研究事業「次世代インライン型システムの検討 -海底ケー

ブル・インライン式地震計の開発」、文部科学省委託研究事業「ひずみ集中帯の重点的調査観測・研究

　海域における地震観測」と連携し、ネットワーク技術を導入した次世代ケーブル式海底観測システ

ムの製作及び評価試験を行う。さらに、これらの結果より、より大規模なシステムに拡張するための

検討・システム設計を行う。



　平成 22年度においては、平成 21年度に製作・評価を行ったシステムを日本海に設置する。引き続

き、より大規模なシステムに拡張するための検討・システム設計を行う。

　平成 23年度においては、平成 22年度に設置したシステムによる観測を継続するともに、多項目観

測のための高度化設計を行う。

　平成 24年度においては、本年度で、平成 22年度に設置したシステムによる観測を完了するともに、

多項目観測のための高度化システムの個別要素の試作を行う。

　平成 25年度においては、多項目観測のための高度化システムの個別要素の評価・改良を行う。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成 21年度は，文部科学省委託研究事業「次世代インライン型システムの検討-海底ケーブル・イ

ンライン式地震計の開発」，文部科学省委託研究事業「ひずみ集中帯の重点的調査観測・研究 　海域

における地震観測」と連携し製作したネットワーク技術を導入した次世代ケーブル式海底観測システ

ムの評価試験を行った．このシステムの特徴は，光海底ケーブルに接続される観測ノードが小型であ

ること（図１）と，インターネット技術の導入による冗長性を備えたことである．また，最新の電子

技術を導入したことにより，地震計センサーである加速度計３成分，24ビット AD変換器，CPUおよ

び２つのイーサネットスイッチを，コンパクトにまとめることができた．実際に製作したシステムは，

４つの観測ノードを持ち，ケーブルの長さが 25kmである．観測点間隔は約 5kmとなる．このシステ

ムは，平成 21年４月から連続稼働試験を行った．

　平成 22年度は，開発したケーブル式海底観測システムを，「ひずみ集中帯」委託研究により，設置し

た．設置は，海底ケーブル敷設船により，平成 22年 8月 23日から 28日にかけて行われた．システム

は，新潟県粟島の南方の日本海に設置され，地震計をなるべく 2次元的に配置するために，ケーブル

は全体として S字型に設置された（図２）．敷設時に，埋設機を用いて，ケーブルと地震計を海底下

に埋設した．

　平成 23年度は，設置した観測システムの運用およびデータ伝送に関する技術開発研究を行った．粟

島陸上局と地震研究所間を商用インターネット回線により，VPNを構築し，システムの監視およびデー

タのリアルタイム伝送を始めた．また，観測システムの高度化としては，高精度水圧計を観測ノード

に実装するための検討を行った．

　平成 24年度には，観測を継続すると共に，平成 23年度に行われた制御地震による構造調査のデー

タを解析することにより，地震計センサー 3成分の方向を推定した．また，第 3世代ケーブル式海底

観測システムの開発として，高精度水圧計または Power over Ethernet（PoE）による外部拡張ポート

を観測ノードに実装するための内部ユニットの検討・設計を行った（図３）．エレクトロニクス部は，

GigaBit Ethernet，WDM，IEE1588などの最新技術を導入した．

　平成 25年度は，粟島南東沖に設置した次世代ケーブルシステムの観測を継続した．設置後，順調に

海底地震観測データが蓄積されている（図４）．さらに，第 3世代ケーブル式海底観測システムの開

発を引き続き行い，内部ノードの試作器を製作した．この試作器の試験観測を，地震研究所鋸山地殻

変動観測所観測坑内で行い，正常にデータ収集されることを確認すると共に，測器の特性を把握した

（図５）．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
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発,日本地球惑星科学連合 2013年大会, STT56-01, 2013.
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SE06-D5-AM1-P9-003, 2013.

Shinohara, M., T. Yamada, S. Sakai, and T. Kanazawa, Development of new Ocean Bottom Cabled Seis-

mic and Tsunami Observation System off Sanriku Using ICT, IASPEI ? IAPOS ? IAHS. IUGG Joint

Assembly, SP3S1, 2013.

篠原雅尚・山田知朗・酒井慎一・塩原肇・金沢敏彦, ICTを用いた新しい三陸沖海底光ケーブル式地震

津波観測システムの開発,日本地震学会 2013年度秋季大会, D11-11, 2013.

篠原雅尚・山田知朗・酒井慎一・塩原肇・金沢敏彦, ICTを用いて新規開発した海底光ケーブル式地震

津波観測システム,海洋調査技術学会第 25回研究成果発表会, 2013.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
篠原雅尚・金沢敏彦・塩原 　肇

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所 　地震予知研究推進センター

電話：03-5841-5712

e-mail：yotik@eri.u-tokyo.ac.jp

URL：http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/index-j.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：篠原雅尚 　

所属：東京大学地震研究所 　地震地殻変動観測センター

図１

開発したケーブル式海底地震計システムの観測ノードのエレクトロニクス．３個の直交する高精度加速度計を搭

載し，光ファイバーを使って，イーサネットを構築する．電源には，従来の通信用海底ケーブル中継器の技術を

用いた．



図２

設置したケーブルルート．地震観測システムのケーブル全長は，25kmであり，４台の地震計が 5km間隔に取り付
けてある．

図３

第 3世代ケーブル式海底観測システムにおける内部エレクトロニクスの配置設計図．耐圧筐体の変更により，基
板のレイアウトを大幅に変更した．



図４

設置したケーブル式地震観測システムにより，観測された微小地震の波形．地震は，粟島近海を震央とし，マグニ

チュードは 1.4である．

図５

第 3世代ケーブル式海底観測システムの観測ノード試作器による雑微動のスペクトル．観測は地震研究所鋸山地
殻変動観測所観測坑にて行った．三陸沖光ケーブル式地震津波観測システム及び粟島沖光ケーブル式地震観測シ

ステムによる海底の雑微動スペクトルも表示してある．



平成 25年度年次報告

課題番号：1434

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

干渉合成開口レーダー解析の高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（2）宇宙技術等の利用の高度化

ア．宇宙測地技術

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　通常の Stripmapモードによる干渉 SARの解析については，ある意味でルーチンワークになりつつあ

る．しかし，（７）に述べるような諸課題が放置されており，これらを解決して干渉合成開口レーダー

解析の高度化を図る。これによって可能となる高空間解像度での微小地殻変動検出を通じて、ひずみ

蓄積や火山噴火準備過程に関する研究に貢献する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　年度ごとの研究計画を立てることは、問題の性質上困難であり、以下の課題１～４に 5年間、一体

として取り組む。

（課題 1）大気遅延/電離層遅延ノイズは依然として除去が困難である．現時点では,スタッキングとい

う対症療法が限定的な効果を示すのみであり、いまだに決定的な解決には至っていない。

（課題 2）ScanSARモード同士、或は、ScanSARと通常の Stripmapモードによる干渉 SARの解析手法

が未確立。従来は困難だった海溝型巨大地震に伴う地殻変動や数百 kmの空間スケールを持つ経年的

な地殻変動シグナルの検出をするためには、技術の確立を急ぐ必要がある。

（課題 3）植生に覆われた地域では C-bandなどの短波長データは殆ど利用されておらず、長期にわたっ

て蓄積されたデータが有効に活用されていない。

（課題 4）PS-InSAR手法の簡易化、L-bandの ALOSやその後継機データ、GPSデータとの高次処理レ

ベルでの有効的組み合わせ

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　SAR干渉解析におけるノイズ源の一つである大気遅延によるものがある．本年度は，集中豪雨中に

撮像された SAR画像から大気中の水蒸気分布を推定する研究が行われた（Kinoshita et al., 2013）．推

定は，独立な観測から得られた結果とよく一致したが，SAR観測をよく説明するためには，降水の影

響を適切に評価しなくてはならないことが明らかになった．

　本計画に掲げた計画は，この 5年間で十分に進展したものもあれば，そうでないものもある．（課題 1)

については，大気遅延ノイズは気象データを用いることによりある程度除去できることが示された一

方で，電離圏遅延ノイズについては相変わらず除去困難なままである．（課題 2）については，ScanSAR

モードの画像の干渉解析には成功し，海溝型巨大地震にともなう地殻変動の観測に成功したのと同時

に，衛星の仕様の問題点を洗い出すことにより，後継機の仕様について提言を行うことができた．（課



題３）の短波長データの利用については，火山地域などにおいて短い時間スケールを持つ変動の観測

には威力を発揮することが示された．（課題 4）については、衛星の仕様の問題もあり，ALOSと後継

機とを有効に組み合わせることは難しい状態はあるが，PS-InSARなど時系列解析を工夫することに

より，将来の発展を見込んでいる．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Abe, T., M. Furuya, and Y. Takada, 2013, Nonplanar Fault Source Modeling of the 2008 Iwate-Miyagi Inland

Earthquake (Mw6.9) in Northeast Japan , Bull. Seismol. Soc. Am., 103, 507-518, doi:10.1785/0120120133.

Amarjargal, S., T. Kato, and M. Furuya, 2013, Surface deformations from moderate-sized earthquakes in

Mongolia observed by InSAR, Earth Planets Space, 65, 713-723, doi:10.5047/eps.2012.12.015.

Fukushima, Y., Y. Takada, and M. Hashimoto 2013, Complex Ruptures of the 11 April 2011 Mw 6.6 Iwaki

Earthquake Triggered by the 11 March 2011 Mw 9.0 Tohoku Earthquake, Japan, Bull. Seismol. Soc.

Am., 103, 1572-1583, doi: 10.1785/0120120140.

Kaneko, Y., Y. Fialko, D. T. Sandwell, X. Tong, and M. Furuya, 2013, Interseismic deformation and creep

along the central section of the North Anatolian fault (Turkey): InSAR observations and implications

for rate-and-state friction properties , J. Geophys. Res., 118, 316-331, doi:10.1029/2012JB009661.

Kinoshita, Y., M. Shimada, and M. Furuya, 2013, InSAR observation and numerical modeling of the water

vapor signal during a heavy rain: A case study of the 2008 Seino event, central Japan, Geophys. Res.

Lett., 40, 4740-4744, doi:10.1002/grl.50891.

Yasuda, T., and M. Furuya, 2013, Short-term Glacier Velocity Changes at West Kunlun Shan, Northwest Ti-

bet, Detected by Synthetic Aperture Radar Data, Remote Sens. Environ., 128, 87-106, doi:10.1016/j.rse.2012.09.021.

Muto, M. and M. Furuya, 2013, Surface Velocities and Ice-Front Positions of Eight Major Glaciers in the

Southern Patagonian Ice Field, South America, from 2002 to 2011, Remote Sens. Environ., 139, 50-59,

doi:10.1016/j.rse.2013.07.034.

Rudolph, M. L., M. Shirzaei, M. Manga, and Y. Fukushima, 2013, Evolution and future of the Lusi mud

eruption inferred from ground deformation, Geophys. Res. Lett., 40, 1089-1092, doi:10.1002/grl.50189.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京大学地震研究所 　大久保修平・青木陽介・田中愛幸

北海道大学大学院理学研究院 　古屋正人・高橋浩晃

東北大学大学院理学研究科 　三浦哲・大田雄策

京都大学防災研究所 　橋本学・福島洋・山本圭吾

九州大学大学院理学研究院 　松島健

他機関との共同研究の有無：有

宇宙研究開発機構 　島田正信

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所 　地震火山噴火予知研究推進センター

電話：03-5841-5712

e-mail：yotik@eri.u-tokyo.ac.jp

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：青木陽介 　

所属：東京大学地震研究所 　火山噴火予知研究センター



平成 25年度年次報告

課題番号：1435

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

無人ヘリコプターによる火山近傍観測システムの開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（2）宇宙技術等の利用の高度化

イ．リモートセンシング技術

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　無人ヘリコプターをロボットヘリとして取り扱うことで、活動的火山の火口近傍において安全に統

合的な地球科学観測を行うことを目指す。具体的には、地震計・GPS装置等の様々な観測装置の遠隔

設置機能、空中磁気測量や赤外画像撮影等のリモートセンシング、火山灰等の試料採集を行えるよう

にハード・ソフトの開発を進める。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成２１年度は、遠隔設置の開発として、地震計設置装置の試作を主に行う。また、桜島昭和火口

周辺において、地震計設置、空中磁気測量等を実施する。

　平成２２年度以降は、平成２１年度の実験結果を踏まえ、機器開発・特性を実地試験（詳細は未定）

も行いつつブラッシュアップしてゆく。最終年度には、到達目標に上げた観測項目を行える統合シス

テムの開発を完了させる予定である。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　本課題では計画期間中、無人ヘリコプターを利用した観測システムとして,測定装置の遠隔設置・回

収,稠密繰り返し空中磁気測量、接近空撮による火口内観察,火口近傍における火山ガス採取など多岐

にわたる開発・測定を実施した.

　その中でも特筆すべき事項は,測定装置の新規開発およびその遠隔設置,測定データの遠隔伝送,遠隔

回収に成功したことである.無人ヘリコプターは総重量 100kg以下という法的制限があり,それに応じ

ペイロードも限られるため,測定装置の抜本的な小型化が必要となった.そのために,小型 3成分加速

度計の利用,解析回路の稠密化,効率的なデータ伝送のための小型モジュールの選択,高エネルギー密度

バッテリーや太陽電池パネルの試用など ,その他開発項目は多岐にわたった.さらに,実際に火口近傍に

てテスト測定を行った結果,想定以上の強風により小型測定装置が煽られる事態があったため,風洞実

験などを通して試行錯誤を重ね,最適な装置形状に到達し ,重量もおよそ５ｋｇに抑えることに成功し

た.また,無人ヘリコプターを用いた遠隔操作による機器設置の方法も非常な難題であったが,議論を重

ねた結果ウィンチによる吊り下げ方式での機器降下・接地が安全かつ効率的であるとの結論に至った.

なお,先の重量の問題により,設置時に全重量を支える必要のあるウィンチ自体も小型で高効率なもの

が求められたため,耐久試験を含め,機器の昇降テストを入念に重ねた結果,目的を遂行するための仕様

を十分満たす性能を保持するウィンチの開発に成功した.また,このウィンチを利用することにより,測



定装置を遠隔操作により回収することにも成功した.このことは,不意の機器故障・データ伝送不良の

際に必要十分な機能であり,この回収の成功をもって設置状態での機器の具合を実際に確認できるよう

になったため,本計画の機器開発作業は当初予定よりも格段に加速的に進んだ.実際のフィールドへの

適用として,活動的火山である桜島および霧島新燃岳にて設置実験をおこなった.設置初年度には機器

故障やデータ伝送不良等があったが,機器回収による原因究明などを経て,平成 23年度以降の実験では,

不具合なくデータ取得することに成功した.平成 25年度も 10～11月に測定機器設置および前年度設置

機器の回収をおこなった.取得したデータの一部は,人工地震による桜島火山体構造探査にて火口直近

の構造を精査する目的のため提供された.また,霧島新燃岳火口近傍に遠隔設置された GPSモジュール

による取得データ解析の結果,新燃岳火口近傍は収縮傾向にあることがわかった.

　次に重要な成果として,無人ヘリコプターによる繰り返し空中磁気測量による火山活動に伴う磁化変

化の検出が挙げられる.磁場は非接触型センサーで測定可能であるため,地上に設置された機器による

以外にも,空中磁気測量等による遠隔測定は古くから行われている.これは陸上測定において地理的状

況等の制限により測定不能であった場所でも比較的容易に測定作業ができる反面,通常は操縦を人の手

に頼るため,繰り返し測定をおこなう場合はその誤差が大きく,誤差を軽減させるための煩雑なデータ

ポストプロセッシングが必須であった.しかし ,プログラミングされた航路を高精度で飛行できる無人

ヘリコプターを利用することでこの点が払拭され,微弱な地磁気変化を検出することに成功した.実際

のフィールドとして霧島新燃岳において,2011年噴火イベント後の 2011年 5月および同年 11月に実

施した.その結果,このおよそ半年間で新燃岳山頂域において,火口南側が正,北側が負の最大 100nTに

およぶ明瞭な磁場変動が見られた.これは噴火活動に伴い山頂火口に滞留した溶岩が冷却した際に磁化

を獲得したことを反映していると考えられ,火山活動の沈静化を検証することができた.平成 25年度は

11月に再度霧島新燃岳において空中磁気測量を実施した.その結果,帯磁はさらに進んでおり,また都

合 3回分を比較することでその速度は経過時間の平方根に比例することを発見した.このことは火口内

マグマが対流などの運動システムではなく,熱伝導・熱拡散によって徐々に冷却していったことを示し

ており,火山活動度やマグマ粘性に大きな情報をもたらす結果となった.平成 25年度には、前年度に引

き続き樽前山においても繰り返し空中磁気測量を実施した結果,こちらも帯磁傾向にある地磁気変化を

検出することに成功した.

　この他にも,桜島において火山ガスの採取をおこなったり,空撮により新燃岳火口内の様子の詳細を

撮影することなどに成功するなどの成果も挙げた.

　以上の成果を持って活動的火山火口近傍における多項目観測が成功したことにより,今後ますます火

山観測の場で無人ヘリコプターが有効活用されることが期待される.

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Hashimoto, Takeshi, Koyama, Takao, Kaneko, Takayuki, Ohminato, Takao, Yanagisawa, Takatoshi, Yoshi-

moto, Mitsuhiro, and Suzuki, Eiichi, 2013, Aeromagnetic survey using an unmanned autonomous heli-

copter over Tarumae Volcano, northern Japan, Exploration Geophysics, http://dx.doi.org/10.1071/EG12087

.

Takao Koyama, Takayuki Kaneko, Takao Ohminato, Takatoshi Yanagisawa, Atsushi Watanabe, and Minoru

Takeo, 2013, An aeromagnetic survey of Shinmoe-dake volcano, Kirishima, Japan, after the 2011 erup-

tion using an unmanned autonomous helicopter, Earth Planets Space, 65, 6, 657-666.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京大学地震研究所火山噴火予知研究センター

他機関との共同研究の有無：有

千葉大学環境リモートセンシング研究センター 　本多嘉明、梶原康司

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先



部署等名：京大学地震研究所火山噴火予知研究センター

電話：

e-mail：

URL：http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/VRC/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：小山崇夫 　

所属：東京大学地震研究所



平成 25年度年次報告

課題番号：1436

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

衛星赤外画像による噴火推移の観測と類型化に関する研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（2）宇宙技術等の利用の高度化

イ．リモートセンシング技術

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-3）火山噴火過程

イ．噴火の推移と多様性の把握

（５）本課題の５か年の到達目標：

　MODIS，MTSAT等の高頻度型の衛星赤外画像を利用して，東アジア地域に分布する火山の観測を

行い，噴火推移に関するデータを収集する．得られたデータの比較分析や他衛星データ・地上観測デー

タとの統合的解析を行い，噴火推移の解析や類型化，その違いを生むプロセスの解明研究を実施する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21～22年度は，2007年～2010年にかけてMODIS，MTSATによって収集された噴火データの

整理と現地情報のコンパイルにあたる．

　平成 23～24年度は，MODISとMTSATとの比較分析を実施し，熱異常の時間変化と噴火発生の関

係等を検討する．また，高分解能画像等のデータを併せた検討を行い，噴火推移の分析，類型化を試

みる．

　平成 25年度は，国内噴火を対象に，衛星と地上観測データの統合的な解析を行い，噴火推移の解析

や，その違いを生むプロセスの解明に取り組む．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　本課題は，衛星赤外画像（MODIS，MTSAT）による火山観測システムの開発とそれを用いた東アジ

ア活火山の観測・研究に取り組むものである．本研究には２つの目的がある．第一は「噴火推移の多

様性の把握とその類型化に関する研究」を進めることである．すなわち，衛星赤外画像を用いて，東

アジアの広い地域から効率的に噴火データを収集・データベース化，熱異常や噴火イベント発生等に

着目し，噴火推移の比較分析や系統的な整理－類型化－を進める．火山の熱的状態は，噴火活動の特

徴や噴火状況を反映しており，その時間変化パターンという独自の視点に基づいた噴火推移分析が可

能となる．第二の目的は，「アジアの火山防災に向けたリアルタイム活動情報の発信」である．東アジ

アには多数の活火山が分布するが，観測体制は必ずしも十分ではない．火山の活動状況をリアルタイ



ムでインターネット上に公開することにより，地域の火山防災に大きく貢献できると考えられる．ま

た，得られた観測結果を，防災情報としてより効果的に活用する方法の検討や開発を行う．ここに挙

げた２つの目的の達成には，従来から運用している衛星観測・解析システムの高度化を図る必要があ

る．この高度化を，解析方法の改良，新衛星の導入，関連ルーチンの追加といった技術開発に基づい

て進める．

1. 衛星観測・解析システムの高度化

　(1)パラレルタイムラインチャートを用いた解析の考案と開発

　衛星観測・解析システムの高度化を図るために，パラレルタイムラインチャートを用いた解析を考

案した．従来は，単独のインデックスによって活動の観測が行なわれることが多かったが，同じ衛星

データの場合も含めて，異なる性質をもつ複数のインデックスを設定しそれらを同一タイムライン上

に配列し（パラレルタイムラインチャート）比較することにより，より詳細な噴火状況を推定するこ

とが可能となる．例えば，熱異常の時間変化と噴煙の発生状況を同じタイムライン上に並べ比較する

ことにより，溶岩流の噴出が中心の静穏な噴出的噴火であるのか，規模の大きい噴煙を絶え間なく発

生する爆発的噴火であるのかを区別することができる．パラレルタイムラインチャートに用いる熱異

常のインデックスの吟味と処理システムの開発についても検討を行った．

(2) SGLIの赤外画像による火砕流識別アルゴリズムの開発

　2016年に JAXAから新衛星 GCOM-C1が打ち上げられる．この衛星の SGLI画像は，分解能 250m，

観測頻度 1-2日毎，リアルタイム性能 6時間と，高い分解能により噴火の細かい状況を捉えることが

できる．雲仙溶岩ドーム活動の一連のランドサット TM画像から，SGLIのシミュレーション画像を作

成し，1.6umと 11um赤外画像上の熱異常域の面積の比等に基づいて，火砕流の有無やその拡大状況

を観測できることを示した．このアルゴリズムを観測システムに組込むことで，リアルタイムで火砕

流発生状況の変化を監視することが可能になると期待される．

(3) SGLI赤外画像の溶岩流観測能力の検討

　溶岩流の数値モデルを用いて，SGLIの観測能力の評価とその利用法についての検討を行った．ここ

で SGLIは打上前のため，溶岩流がどのように捉えられるか，実際の画像を用いて検証することはでき

ない．そこで，溶岩流の数値モデルを使って計算機の中で溶岩流を再現し，流出に伴ってその被覆域

と表面温度がどのように変化し，それが SGLI画像でどのように観測されるかを検証した．この結果，

SGLIの 250mの分解能があれば，溶岩流の噴出点や拡大状況を知ることが可能であることがわかった．

また，溶岩流の噴出率を変えたシミュレーションの結果から，1.6um画像上の高温域 (＞ 900℃）の面

積をインデックスにとることで，噴出率の変動をモニターすることが可能であることがわかった．

2. 防災システムの強化

(1)リアルタイム観測・リアルタイムシミュレーションの実現に向けた開発

　従来のMODIS画像を用いた観測では，分解能が 1kmと低いため，溶岩流の噴出状況を詳しく捉え

ることはできない．しかし，SGLIは分解能が 250mと高く，リアルタイムで噴出地点，分布，拡大状

況が可能となると見込まれる．Web上にシミュレーションツールを用意すれば，得られた SGLIの観

測情報を基に，状況の変化に応じて即座に被災域の予測を行うことが可能となる．このようなリアル

タイム観測・リアルタイムシミュレーションの実現に向け，Webベースのシミュレーションツール（火

砕流，溶岩流）の開発を行った．

(2)噴火予知に利用可能と思われる予兆的現象の収集と利用研究

　これまでの衛星観測システムの運用等の中で，噴火予知に利用可能と思われる予兆的現象がいくつ

か見つかっている．例えば，「噴火に先行（2-3週間程度）して熱異常が発生するケース」，「熱異常の

低下に伴って噴火が発生することが繰返されるケース」，「連発プリニー式噴火ステージに先行して小

噴火が発生するケース」等である．将来，噴火推移データベースにデータの蓄積が進めば，このよう

な予兆的現象に留意しつつ，観測している火山の噴火推移を，過去の噴火推移の特徴等と比較検討す

ることにより，次の噴火の可能性を検知するが可能となるかもしれない．例えば，先の 2番目に挙げ

た「熱異常の低下に伴って噴火が発生することが繰返されるケース」では，衛星によるリアルタイム



観測により，熱異常の低下が検出されれば，次の噴火の発生が近いことが予見される．

3. 噴火の事例研究

　研究期間中に観測対象域内で発生した噴火について，他の情報等とも併せ詳しい噴火推移解析を行っ

た．このような事例研究を積重ねることは，噴火推移の類型化研究を進める上で重要と考えられる．

(1)サリチェフ 2009年噴火

　サリチェフ火山は，千島諸島中部マツワ島に位置する標高 1497m，底経 6km× 16kmの活火山で,千

島弧の中でも最も活発な火山の１つである．2009年 6月 11日 20年ぶりに噴火が発生した．

・高分解能画像による 2009年噴出物分布状況の判読

ALSO-PROSM等の高分解能画像を用いて， 2009年噴出物の分布状況を解析した．今回の噴火により，

島の北東側は火砕流堆積物に完全に埋め尽くされた．堆積物が泥流となり，谷に沿って海岸まで流れ

下り，多数の扇状地をつくっているのが確認された．活動の最後のステージに主火口脇から 2本の溶

岩流が北東および北西側に流下した．

・MTSATによる活動推移の観測

　MTSATは時間単位の高頻度観測が可能であり，次々と発生した傘型噴煙を漏れなく捉えることが

できた．MTSAT等の画像解析から，6月 11日（日本標準時)に最初の噴火が起き，12日から 15日か

けて，直径数 10～100kmに近い傘型領域をもつ巨大な噴煙が，日に 2回程度のペースで発生したこと

がわかった．この間，14日から 15日にかけては，拡大しつつある噴煙の下から，新しい噴煙が発生

し，例のない二重の傘型噴煙が形成されたことも観測された．この後，16日 2時 30頃発生した噴火

を最後に，噴煙が細長く連続的に放出されるようになり，20日頃にはほぼ活動は終息した．6月 13日

に発生した傘型噴煙の１つが，国際宇宙ステーションから撮影されたが，これは直径約 6kmと一連の

傘型噴煙の中でとりわけ小型のものであった．

・MODISによる熱異常の時系列観測

　MODISの夜間赤外画像の解析から，サリチェフ火山では熱異常のない静穏な状態が長く続いてい

たが，2009年 6月 11日から噴火と供に突然高い熱異常を示すようになったことがわかった．2004年

の浅間火山の噴火で見られたような噴火に先行する熱異常（金子・他，2006）は，観測されなかった．

熱異常は活動の終了と同期して徐々に低下し，数週間でバックグラウンドに近いレベルとなった．今

回の活動は，短期間にきわめて高い熱異常を示すという特徴的な噴火であった．

(2)浅間 2009年噴火

　浅間火山は 2009年 2月 2日に噴火し，噴煙が火口縁から高さ 2000mまで上がった．この噴火の規

模は，きわめて小さかったが，東京に降灰があり，世間の関心を集めた．

　噴火によって発生した噴煙の移動状況をMTSAT熱赤外チャンネルの差分画像を用いて解析した．こ

の差分画像により，浅間で発生した噴煙が時間と共に南東方向に移動する様子を詳しく捉えることが

できた．これらをまとめて見ると，噴煙は，浅間-東京-勝浦を結ぶライン上を移動しており，同時に，

移動方向に伸長し長くなっている．各時刻における噴煙の先端と末端の浅間からの距離をプロットす

ると，両者はそれぞれ直線上にのる．この関係から，先端は時速約 135km，末端は 51kmの速度で移

動したことがわかる．もし，箱根で同様の事態が発生したとすると，30分足らずで羽田空港まで達す

ることになる．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
安田敦・金子隆之・新堀賢志・藤井敏嗣（2013）：インターフェイスを改良した溶岩流シミュレーショ

ンシステムとその防災上の意義．火山．58，379-385．
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平成 25年度年次報告

課題番号：1438

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

宇宙線観測による構造探査技術の高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（3）観測技術の継続的高度化

ア．地下状態モニタリング技術

（４）その他関連する建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（3）観測技術の継続的高度化

イ．地震活動や噴火活動の活発な地域における観測技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　宇宙線など透過力の強い素粒子を用いて火山体のラジオグラフィー（透過像撮影技術の技術開発を

行い，火山体や活断層の密度構造の高空間分解能・実時間モニタリングを目指す．特に有珠山，北海

道駒ケ岳，浅間山，桜島，薩摩硫黄島等の火山で，開発機器を用いた試験観測を行い，技術の性能確

認および問題点の把握を行う．同時にこの新技術によって得られる結果を,独立の手法である絶対重力

連続観測によって検証する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は、FPGA（プログラマブルロジックデバイス）を用いたデータ取得システム等を完成さ

せる。より深部の密度構造を明らかにするための S/N比の向上を目指した試験観測を有珠山、桜島等

で実施する。絶対重力観測は桜島で連続観測を実施し、連続観測を続けるためのノウハウを蓄積する。

　平成 22年度は、カロリメータ方式による、宇宙線雑音低減の試験観測のためのプロトタイプを製作

し運用する。同時に必要となるソフト開発を実施する。同方式を大型化したときに想定される課題を

洗い出す。絶対重力観測は桜島で連続観測を継続する。宇宙線による火山体のイメージ変化と、絶対

重力変化とを照合し、整合性をチェックする。

　平成 23年度は、前年度試作したプロトタイプを大型したモデルを製作する。

　平成 24～25年度は、23年度に製作した大型モデル、及び絶対重力計を用いて、活動的な火山の１

ないし２を同時観測する。観測イメージの変動から、活動の推移予測を試みる。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　ミューオン透視装置を，前年度の 4層型から 7層型カロリメータ方式に改良した．併せて，宇宙線

ミューオンスペクトルの高エネルギー成分だけを用いる自動解析アルゴリズムも開発した．この 7層

式検出器を用いて，2012年 10月から 2か月間，有珠山の観測を行った．その結果，厚さ 1500ｍまで

の山体において，現実的な観測時間（～2か月）で密度構造を精度良く求めることが出来ることが確



認された．有珠新山の隆起，およびその地域での断層形成につながる貫入マグマをイメージングでき

た．透視限界が従来の 2層式では 400m程度，4層式でも 800mだったものが，この新型検出器（7層

式＋新解析アルゴリズム）で 1500mまで延伸できたことから，活動的火山への応用が広がった．平成

25年度は平成 24年度に開発したカロリメータ検出器の高度化を行い、超低雑音ミュオグラフィ検出器

が完成した。活動中の薩摩硫黄島を観測することで、火道中のマグマダイナミクスに伴う観測イメー

ジの変動をとらえることに成功した。噴火に伴うマグマ頭位の変動を捉えることで活動の推移予測に

使えることを確認した。以上のことより，当初計画の目標は達成された．
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Tanaka, H. K. M., Subsurface density mapping of the earth with cosmic ray muons, Nucl. Phys. B , 243-244,

239-248, 2013.

Anastasio, A., A. Taketa, H.K.M. Tanaka, et al. The MU-RAY detector for muon radiography of volcanoes,

Nucl. Instr. Meth. A , 732, 423-426, 2013.
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ogy to the understanding of volcanic phenomena, Nucl. Instr. Meth. A , 718, 134-137, 2013.

井上邦雄、田中宏幸,素粒子地球物理学,パリティ, 1, 56- 58, 2014.

Nishiyama, R., Y. Tanaka, S. Okubo, H. Oshima, H. K. M. Tanaka, T. Maekawa, Integrated processing

of muon radiography and gravity anomaly data toward the realization of high-resolution 3D density

structural analysis of volcanoes: case study of Showa-Shinzan lava dome, Usu, Japan, J. Geophys. Res.
, 2014, in press, DOI: 10.1002/2013JB010234.
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図１

超低雑音ミュオグラフィ検出器を用いた薩摩硫黄島の観測結果



図２

7層式カロリメータの外観



図３

（上）7層式カロリメータの配置点（北大有珠火山観測所温泉分室）．(中）カロリメータ設置点から望む、大有珠
の外観．(下）平均密度の透視画像．



平成 25年度年次報告

課題番号：1439

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

小型絶対重力計の開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（3）観測技術の継続的高度化

イ．地震活動や噴火活動の活発な地域における観測技術

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　マグマなど火山流体の移動を地表の重力変化によって検知するため、野外でも使用可能な省電力・

堅牢・高精度な小型絶対重力計を開発する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、試作絶対重力計装置と市販の絶対重力計を並行観測することによって、試

作装置の精度の評価を行う。また、野外での試験観測を実施し、実用性や消費電力についての問題点

を洗い出す。

　平成 22年度においては、前年度の問題点を改良し、精度、実用性などを再評価する。

　平成 23年度においては、再評価の結果を受けて、火山体でも使用可能な小型絶対重力計を製作する。

　平成 24年度においては、小型絶対重力計を用いて野外での試験観測を実施する。並行して火山体へ

の設置準備に着手する。

　平成 25年度においては、小型絶対重力計を活火山体上に設置し、一定期間観測を継続する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　小型絶対重力計の開発を国立天文台江刺地球潮汐観測施設（岩手県奥州市）において実施し，その

プロトタイプの知見を活かした実証機を製作した（図１）．干渉計入射部分のユニット化と光ファイ

バーコネクター接続，及び落下装置の小型化により市販の絶対重力計の約 2/3の高さの装置となった．

これを用いてＨ２５年度に霧島火山観測所において実証試験を実施し，図２のように理論潮汐と整合

したデータが得られ，観測精度は従来の絶対重力計と同等と推測された．

　一方，江刺観測施設においては東北地方太平洋沖地震以降の長期的な重力変化を観測するため，開

発で使用したプロトタイプ絶対重力計を用いて定期的に重力測定を実施している．測定値の系統誤差

の評価をすすめており，長期的な重力変動の解析を行っている．



（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Araya, A., H. Sakai, Y. Tamura, T. Tsubokawa, and S. Svitlov,”Development of a compact absolute gravime-

ter with a built-in accelerometer and a silent drop mechanism”, in Proc. of the International Association

of Geodesy (IAG) Symposium on Terrestrial Gravimetry: Static and Mobile Measurements (TGSMM-

2013), 17-20 September 2013, Saint Petersburg, Russia. (in press)

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京大学地震研究所 　新谷昌人、高森昭光、堀輝人

他機関との共同研究の有無：有

国立天文台水沢ＶＬＢＩ観測所 　田村良明

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所

電話：

e-mail：

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：新谷昌人 　

所属：東京大学地震研究所



図１ 　本研究で開発した小型絶対重力計の実証機

高さ 95cm，重量 60kgであり，市販の重力計より小型・軽量となっている．

図２ 　霧島火山観測所で取得された絶対重力値

理論潮汐とほぼ同じ重力変動が観測されている．2013/7/25-26の平均値は 979222163.6ugalであり精度は 0.8ugal
と見積もられた．



平成 25年度年次報告

課題番号：1440

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

光技術を利用した大深度ボアホール用地震地殻変動観測装置の開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（3）観測技術の継続的高度化

ウ．大深度ボアホールにおける計測技術

（４）その他関連する建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（1）海底における観測技術の開発と高度化

ア．海底地殻変動観測技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　レーザー技術を利用した大深度ボアホール内における広帯域地震計測・傾斜計測法の開発を行う。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、大深度ボアホールの高温環境下で使用可能な部品の選定や基礎測定を実施

する。具体的には高温・耐振動対応のセンサ部・光ファイバーケーブル・光学素子の仕様（材質、目

標精度等）の決定や個別部品の特性の測定をおこなう。

　平成 22年度においては、前年度に選定した部品を組み合わせ、観測機器として動作可能な状態に組

み上げる。

　平成 23年度においては、組み上げた装置の精度や高温・耐振動特性などを評価する。

　平成 24年度においては、前年度の結果を受けて、問題点を改良する。

　平成 25年度においては、高温試験、ボアホール観測を実施し、大深度ボアホールで観測可能である

ことを実証する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　レーザー技術を利用して大深度ボアホール内において使用可能な広帯域地震計・傾斜計の開発を

行った．

　広帯域地震計に関しては，長周期振り子とレーザー干渉計による変位検出を組み合わせ，1mHzか

ら 50Hzまで平坦な特性を持つ地震計を開発した．雑音レベルは市販の広帯域地震計と同等以上と評

価された．レーザー干渉計部分の温度試験の結果，-50℃～290℃の範囲で正常に変位検出できること

がわかった．Ｈ２５年度は装置全体の高温試験の準備（図１），地震計の立上げ・調整の自動化（図

２）および長期試験観測を継続した．

　傾斜計については，折りたたみ振り子ユニットと光反射センサを組み合わせたボアホール型傾斜計

を開発し，潮汐が明瞭に検出できる分解能であることを確認した．Ｈ２５年度は深さ 10mの孔内で試

験観測を継続した．



　高温試験については一部準備中であるが，広帯域地震計および傾斜計の各構成要素は高温に耐える

部材で構成可能であり，本研究の計測方式は 300℃程度までの大深度ボアホールに適用できると考え

られる．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
新谷昌人,共同プロジェクト研究「光ファイバーネットワークを利用した地震・津波・地殻変動の面的

な計測技術に関する研究」,東北大学電気通信研究所研究活動報告, 19, 273-275, 2013.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京大学地震研究所 　新谷昌人、高森昭光、堀輝人

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所

電話：

e-mail：

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：新谷昌人 　

所属：東京大学地震研究所

図１ 　高温試験に使用予定の地震計振り子

高温環境に耐える材料で作製された地震計振り子（約 100mm立方）．高温試験では振り子の変位検出器として簡
易な光ファイバー式遮光センサーを用いる．



図２ 　広帯域地震計振り子の自動調整

広帯域地震計では振り子に制御をかけながら無定位（周期無限大）にする調整が必要である．定常振動（無定位

相当）になるように，振り子のばねをマイコンと組み込みモーターにより自動調整する．



平成 25年度年次報告

課題番号：1441

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

東北地方太平洋沖地震前後の地殻変動・重力のモニタリングとモデル化

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（1）超巨大地震とそれに起因する現象の解明のための観測研究

イ．超巨大地震の発生とその前後の過程の解明

（４）その他関連する建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（1）超巨大地震とそれに起因する現象の解明のための観測研究

ア．超巨大地震の発生サイクルの解明

ウ．超巨大地震に誘発された内陸地震や火山活動等の解明

（2）超巨大地震とそれに起因する現象の予測のための観測研究

ア．超巨大地震の震源域における地殻活動のモニタリング

イ．超巨大地震の長期評価手法

（５）本課題の５か年の到達目標：

　東北地方太平洋沖地震の後，大規模な余効変動が GPSにより観測されている．この余効変動の発生

原因としては，プレート境界面上の余効滑り，下部地殻・上部マントルの粘性応力緩和，流体の拡散

など断層運動に因らない物質移動が考えられる．余効変動や余効滑りによって生じるプレート境界面

や内陸における応力変化は，今後のプレート境界面上の滑りの時間変化や余震・誘発地震活動に大き

な影響を与えると予想される．また，東北地方の太平洋沿岸で測地学的に観測されている地震間・地

震時の沈降と地質学的に観測されている沿岸の隆起の間の矛盾が大規模な余効変動によって説明でき

る可能性が以前から指摘されている．さらに，これまでの余効滑りの研究から，余効滑りの時空間変

化から断層の摩擦特性についての情報が得られる可能性があることが分かっており，このような情報

は，超巨大地震発生サイクルの数値シミュレーションによるモデル化に有益である．従って，東北日

本における超巨大地震発生サイクルを理解し，将来的にその予測シミュレーションモデルを構築する

ためには，余効変動と余効滑りの詳細なモニタリングを行い，その発生メカニズムを解明することが

重要である．本課題では，GPS連続観測と重力観測を実施し，得られたデータと国土地理院GEONET

の GPSデータ及びひずみ計・傾斜計データ等の測地データを統合的に解析することにより，余効変動

と余効滑りのモニタリングと発生メカニズムの解明を行い，余震・誘発地震活動への影響を評価する．

　東北日本の超巨大地震発生サイクルの包括的な理解のために，本課題では，東北地方太平洋沖地震

前の地殻変動についても検討を行う．東北地方太平洋沖地震前の GPSデータから，東北日本のプレー

ト境界面における固着状況やM6-7級地震の余効滑りの発生様式の顕著な時間変化が報告されている．



本課題では GPSデータを用いて 1996年から東北地方太平洋沖地震発生までの滑り・滑り欠損速度の

時間変化を従来の研究よりも高い時間分解能で明らかにし，時間変化のメカニズムを考察する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

【平成 24年度】

　今年度までに設置した千葉県から茨城県の沿岸部及びいわき市周辺の誘発地震発生域の GPS連続観

測点における観測を継続する．得られた GPSデータと GEONETの GPSデータを同一の解析ソフト

ウエアで統合解析し，余効変動のモニタリングを行う枠組みを構築する．GPS座標時系列から断層滑

りの時空間変化を推定する時間依存インバージョン法を用いて余効滑りの時空間変化を 1日毎に推定

する．

　東日本を中心とする地域の地震前後のひずみ計・傾斜計データを収集し，前記で推定された余効滑

りから予測される変動と調和的であるかを検証する．

余効変動の影響は震源から水平距離 100km以上に及ぶため，地球の曲率の影響を評価する必要がある．

このため，球体地球モデルを仮定したディスロケーション理論を用いて観測データをインバージョン

解析するためのコード開発に着手する。このコードによる解析結果と半無限媒質を仮定した場合の解

析結果との比較を行い，曲率が滑り分布の推定に与える影響を評価する．

　本震の滑り分布モデルと粘弾性・球体地球モデルを仮定したディスロケーション理論を用いて東北

地方太平洋沖地震後の粘性応力緩和による地殻変動の計算を行い，GPSデータと比較して下部地殻・

上部マントルの粘性率構造の推定を行う．

　余効変動による上下変動と地下の密度変化を検出するために，絶対・相対重力観測を東北地方及び

その周辺の地域で実施する．得られたデータから流体等の物質移動の検出を試みる．

　1996年から東北地方太平洋沖地震までの GEONETの GPSデータを余効変動と同一の枠組みで解

析し，座標時系列を得る．得られた時系列に時間依存インバージョン法を適用し，東北地方太平洋沖

地震前のM6-7級地震の余効滑りにおける滑り速度の時間変化を 1日毎に推定する．

【平成 25年度】

　平成 24年度と同様の GPS観測を継続し，得られた GPSデータを平成 24年度と同様に解析して余

効変動のモニタリングを継続する．また，GPS座標時系列の時間依存インバージョンによる余効滑り

の時空間変化のモニタリングを継続する．

　ひずみ計・傾斜計記録について，東北地方太平洋沖地震の余効変動と考えられる長期の安定な記録

が得られている観測記録を抽出してインバージョンに組み込むことを試みる．また，余効変動では説

明のできない局所的な影響が有意に大きいと考えられる観測点についてその原因を考察する．

　観測された余効変動には余効滑りの影響と粘性応力緩和の影響が両方含まれると考えられるため，

余効滑りをより正確に推定するためには，粘弾性地球モデルを用いて余効滑りの推定を行う必要があ

る．そこで，粘弾性・球体地球モデルを仮定したディスロケーション理論を用いて余効滑りの時空間

変化を推定するためのインバージョン手法の開発に着手する．

　平成 24年度と同様の重力観測を継続し，流体等の物質移動の検出を試みる．

　東北地方太平洋沖地震前の地殻変動については，平成 24年度に得られた 1996年から地震前までの

GPS座標時系列に時間依存インバージョン法を適用し，プレート境界における滑り欠損速度・滑り速

度の時空間変化を従来の研究よりも高い時間分解能で推定する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
(1) GPS観測

　東京大学地震研究所では，2011年東北地方太平洋沖地震の発生を受けて福島，茨城，千葉各県沖の

プレート境界における余効滑りを高分解能でモニタするため，平成 23年度の所長裁量経費により上記

3県内の合計 20か所において GPS連続観測点を設置した．それら観測点の多くは小中学校や役場の

屋上を借用して設置されている．使用している GPS受信機は， Trimble4000SSiまたは NetR8である．



観測データは，携帯電話端末を用いたデータ伝送システム（出町・他，2012）により，インターネッ

ト経由で 1日 1回収集している．新設観測点のうち，神栖市立柳川小学校と白子町立南白亀（なばき）

小学校は耐震工事のために十分なデータが得られていない．

　各観測点から得られる GPS 観測データの解析には，GIPSY-OASIS II ver. 6.2 の精密単独測位法

（Precise Point Positioning, PPP）を用いており，毎日自動的に解析が行われている．衛星の軌道情報は

ITRF2008に準拠した IGS08を，中性大気中の水蒸気遅延に対する補正には GMF（Boehm et al., 2006）

を用いている．特に東日本では 2011年東北地方太平洋沖地震後の顕著な余効変動が今なお継続してお

り（図 1），余効滑りの時空間変動を捉えるためには，広域の余効変動成分を除去する必要がある．余

効滑りや粘性緩和などを考慮した余効変動の時間発展を精確に再現しうる物理モデルが構築されれば，

それに基づいて余効変動成分を取り除くことも可能であるが，現段階ではそれ自体が重要な研究課題

であることから，本研究課題ではMarone et al. (1997)を参考にして，対数関数と 1次関数の和で定義

される関数を観測データに最小二乗法によりフィットさせて除去をこころみた．図２にその結果を示

す．2013年末頃から特に南側の観測点でトランジェントな変化が共通して観測されており，房総沖ス

ロースリップイベントを捉えている．

(2)重力観測とモデリング

　絶対及び相対重力計を組み合わせた年１回の繰り返し精密重力測定を東北地方及び北海道において

実施した．その結果，超巨大地震の発生後数年以内の短期的な余効変動に伴う，マイクロガルオーダー

の広域的な重力変化を地上観測により世界で初めて捉えることに成功した（図 3）．現在，平成 25年

度に取得したデータの解析と，これまでに観測された重力変化を説明するためのモデリングを行って

いる．観測された重力変化は，地殻の上下変動や余効すべりでは説明できない成分を含んでおり，地

下の物質移動が生じた可能性があることが明らかになった．なお，平成 24年度までの重力データ及

び GPSによる地殻変動データを検討したところ，重力変化の原因として粘弾性緩和によると思われる

長波長の変動が考えられたため，平成 25年には震源域からの距離がなるべく遠い秋田・山形県等の日

本海側にも観測網を拡大した．

　モデリングの一環として，平成 24年度の変位場に続き，応力場に対する地球の曲率の影響の研究を

開始した．点震源を用いて横ずれ断層のメカニズムの場合で半無限モデルと球モデルを比較したとこ

ろ，垂直応力の差が震源角距離 4度で約 10％に及ぶことが分かった（高木・大久保, 2013）．点震源

を用いた半無限との比較はまだ継続中であり，その差を明らかにした上で，断層モデルをインヴァー

ジョンによって求める際の曲率の影響の評価に進む予定である．

　短期的な重力変化の原因を探るため，球体地球モデルにおいてバーガースレオロジーに基づく粘弾

性緩和を計算する手法を開発した（田中・長谷川，2013）．この手法は人工衛星で捉えられるような

長波長の重力変化を計算することができ，GRACEデータとの比較が可能である（図 4）．変位や地上

観測による重力変化を計算するため，改良を進める予定である．

(3)余効すべり

　2011年東北地方太平洋沖地震後に得られた GPS時系列データを用いて，プレート境界面上におけ

る余効すべりとすべり速度の時空間変化を時間依存インバージョン解析により，1日毎に推定した．余

効すべりは地震時のすべり領域の西側に隣接して発生し，すべりの空間パターンは時間的にほとんど

変化しなかった．推定された余効すべりの時間変化は，速度強化の定常摩擦に従うバネ・ブロックモ

デルを用いた余効すべりの標準的な物理モデルでは説明できないことが分かった．推定されたすべり，

すべり速度，及び余効すべりによるプレート境界面上での剪断応力の時間発展は，定常摩擦応力のす

べり速度依存性を表すパラメータ (a-b)*sigma（sigmaは有効法線応力）が，高速でより不安定に近づ

くようなすべり速度依存性を持つことを示す (Fukuda et al., 2013)．

　平成 25年度は，東北地方太平洋沖地震の余効すべりの物理モデルの構築を行った．モデルでは，半

無限弾性体の内部にプレート境界面を近似する平面断層を置き，断層面上のすべり速度と応力の時間

発展が速度強化の定常摩擦に従うと仮定した．地震時のすべり分布から計算された断層面上における

応力変化を入力として与えてその後の余効すべりの時空間変化を計算した．なお，以下の計算では，



摩擦パラメータ (a-b)*sigmaはすべり速度に依存せずに一定であると仮定した．

　このモデルでは，余効すべりの時空間変化は，地震時のすべり域周囲の応力集中の度合を決める震

源域の端での地震時すべりの空間勾配と摩擦パラメータ (a-b)*sigmaに主に支配される．GPSデータか

ら推定された地震時のすべり分布をモデルの入力として用いる場合，地震時すべりの空間勾配はイン

バージョンにおけるすべりの空間平滑化の強さに支配される．そこで，様々な強さの空間平滑化に対

して地震時すべりを推定し，それらを入力として余効すべりの時空間変化を計算した．摩擦パラメー

タ (a-b)*sigmaの値は，モデル計算と GPSデータから推定された余効すべりのモーメントが適合する

ように調整した．図 5に平滑化が強い場合と弱い場合に対するシミュレーション結果を示す．この結果

から，平滑化の強さ（地震時の応力集中の度合い）が異なっていても，余効すべりの時空間変化の特徴

は大きくは変化しないことが分かる．モデルと GPSデータから推定された余効すべりのモーメントの

時間変化の間には系統的な差異がある（図 5d, h）．これら結果は，断層モデルを用いて応力・すべり速

度の空間変化を考慮した場合であっても，(a-b)*sigmaが一定の速度強化の摩擦特性ではインバージョ

ン解析から得られた余効すべりを説明できないことを示す．系統的な差異の原因として，(a-b)*sigma

のすべり速度依存性の他，粘弾性緩和など余効すべり以外の応力緩和プロセスが考えられ，今後それ

らをモデルに取り入れる予定である．

(4)房総スロースリップイベント

　本課題の GPS観測点で 2013年末から 2014年にかけて房総半島沖のスロースリップイベントに伴う

地殻変動が観測された．本課題の観測点 6点と国土地理院 GEONETの観測点 71点における GPS時

系列データ（図 6a）を用いて，2013年 11月 1日から 2014年 2月 1日の期間に対して，フィリピン

海プレート上面におけるすべり・すべり速度の時空間発展を時間依存インバージョン解析により推定

した．すべりは，地震活動が起きた領域より東側で地震活動より前にゆっくりと始まり，12月末から

急激に加速して西に伝播した．加速は 1月 3日頃まで続きその後急激に減速した（図 6b）．速いすべ

りが起きた期間は，地震活動が活発化した期間にほぼ一致する．また，すべりの東から西への伝播は，

震源の移動と調和的である（図 6b）．2月 1日までの積算モーメントは 7.87× 1018 Nm，Mwは 6.56

となっている．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Fukuda, J., A. Kato, N. Kato, and Y. Aoki (2013), Are the frictional properties of creeping faults persistent?

Evidence from rapid afterslip following the 2011 Tohoku-oki earthquake, Geophys. Res. Lett., 40,

3613-3617, doi:10.1002/grl.50713.

Fukuda, J., K. M. Johnson, and P. Segall (2013), A mechanical model of afterslip following the 2011 Mw

9.0 Tohoku-oki earthquake, American Geophysical Union 2013 Fall Meeting, G23B-0795.

田中愛幸 (2013),巨大地震による長期的な地殻変動及び重力場変動を球体地球モデルを用いて正確に

見積もるための理論計算手法について（坪井賞受賞記念論文）,測地学会誌, 59, 1-10.

田中愛幸・長谷川崇 (2013)，GRACE衛星重力データから見た 2004年スマトラ大地震の余効変動，日

本測地学会予稿集.

高木悠，大久保修平 (2013)，点震源によって生じる地球の内部変形 (I):一様球の場合，日本測地学会

予稿集.

大久保修平，高木悠 (2013)，点震源によって生じる地球の内部変形 (II):相反定理を用いた球対称場の

計算，日本測地学会予稿集.
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図 1．福島，茨城，千葉各県の GPS連続観測点における相対変位の時系列．左から東方向，北方向，上方向の変
位成分を示す．期間は 2014年 1月 31日まで．



図 2．福島，茨城，千葉各県の GPS連続観測点における相対変位の時系列．左から東方向，北方向，上方向の変
位成分を示す．期間は 2014年 1月 31日まで．対数関数と 1次関数の和で定義される関数を観測データに最小二
乗法によりフィットさせて長期間の余効変動を除去した結果を示す．



図 3．絶対・相対測定により観測された重力変化（2011.5～6月から 2012年 6～7月）．単位は microGal．絶対重
力点 7点，相対重力点 27点．

図 4．左：GRACE衛星重力ミッションによる観測値（2004年スマトラ地震を例として）．２００４年と２０１１
年の平均値の差．単位は microGal．右：開発された球体モデルを用いて計算した粘弾性緩和．



図 5．(a-d)空間平滑化が強い地震時のすべり分布を入力とした場合の余効すべりのシミュレーション結果．(a)地
震時のすべり分布．(b) 2011/3/11-10/17の積算余効すべり分布．(c)積算余効すべりの時間変化．(d)モデルから計
算されたモーメントの時間変化（赤線）と GPSデータから推定されたモーメントの時間変化（青丸）の比較．(e-h)
空間平滑化が弱い地震時のすべり分布を入力とした場合の余効すべりのシミュレーション結果．



図 6．(a)本課題の観測点 KYOK, TORM（左図）における GPS時系列（2013年 11月 1日～2014年 2月 1日）．
青，黒，緑丸はそれぞれ，東西，南北，上下成分を示す．赤線は推定されたすべりからの計算値を示す．時系列に

含まれる共通誤差は除去されている．(b) 2013年 12月 25日から 2014年 1月 9日までの 1日毎のすべり速度の時
空間発展．紫色の丸は当該の日に発生した地震の震央を示す．
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課題番号：1442

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

超巨大地震に先行する前震活動の特性把握にむけて

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（1）超巨大地震とそれに起因する現象の解明のための観測研究

ア．超巨大地震の発生サイクルの解明

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

イ．先行現象の発生機構の解明

（５）本課題の５か年の到達目標：

　東北地方太平洋沖地震の発生約 2日前に，M7.3の前震が本震震央付近のプレート境界面上で生じ

た．この前震に伴う地震活動は，約 2日間にわたってM9本震に向かう移動を示すとともに，この活

動の中には繰り返し地震が含まれていた．つまり，M9本震に向かってゆっくり地震の伝播が起きてい

たと考えられる．この前震M7.3に伴う地震活動は，東北地方太平洋沖で過去に発生したＭ 7級の余

震活動に比べて特異な活動だったのだろうか？もし特異な性質を示せば，超巨大地震発生前の地震活

動と通常の地震活動とを区別できる可能性があり，地震発生予測にとって重要である．上記の点を検

証するために，本課題では検出限界に迫る新たな地震カタログの構築を目指す．既存の気象庁カタロ

グでは規模の大きな地震後に地震の検出レベルが低下するため，連続波形記録を用いた相関処理を施

す．高感度・広帯域の性質を有する基盤地震観測網Hi-netが敷設された過去 10年間に発生したM7級

のプレート境界型地震の余震活動を対象に解析をおこなう．構築された地震カタログから，余震の移

動，小繰り返し地震の検出，b値，潮汐応答等を系統的に調べ，前震M7.3に伴う地震活動の特異性の

有無を明らかにする．

（６）本課題の５か年計画の概要：

【平成 24年度】

　過去 10年間に東北・北海道沖で発生したM7級のプレート境界型地震に対して，その地震の発生前

約 10日間と発生後 10日間の連続波形記録を収集する．東京大学地震研究所のテレメータ室には，過

去 10年以上の連続波形記録が保管されており，この保管データから解析に必要な波形記録を複写す



る．ある基準地震に類似した地震を特定するために，連続波形記録の相関処理法の解析システムの開

発を行う．相関係数の計算には，非常に莫大な時間がかかるため，複数のマシンでの並列計算，並び

に，計算コードの高速化をおこなう．連続波形記録の準備が整った地震に対して，気象庁カタログから

基準地震を選択し，波形相関処理を連続波形記録に適用することで，検出限界に迫る新たな余震（地

震）カタログの構築に着手する．

【平成 25年度】

　引き続きデータ解析を継続しつつ，M7級のプレート境界型地震の新たな余震カタログを構築する．

このカタログを用いて，余震活動の移動速度，相似地震の検出，b値（規模別頻度の傾き）と p値（前

震活動の加速率），活動の潮汐応答を明らかにする．これらの性質を系統的に調べることで，前震M7.3

に伴う地震活動の特異性の有無を明らかにする．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
過去約 10年間に太平洋プレート境界面上で発生したマグニチュード約 6.5以上の本震に対して、その

地震の発生前後の連続波形記録を利用して、気象庁一元化震源（気象庁カタログ）を用いた波形相関

処理によるパターン検索（Matched Filter Technique）を適用することで、本震前の地震活動と直後の

余震活動をより正確に捉えることに成功した。また、波形相関処理法の計算コードの高速化も遂行し、

大規模なデータセットへの適用に向けての布石となった。

2008年 5月 8日に発生した茨城県沖のプレート境界型地震M7.0の発生前には、本震の近傍で顕著な

群発的な地震活動が見られた。地震活動度は、本震発生前の約 3日前から増え始め、約 1日前から更

なる活発化を示した。同時に、本震の破壊開始点への前震発生域の拡大が見られた。本震発生直前の

1時間においても、地震活動の増加が依然確認できた。この前震活動中に発生した中規模地震の発震

機構解は、低角逆断層タイプのプレート境界型であり、プレート境界での滑りが起きていたことを意

味する。また、活発な前震活動中には小繰り返し地震の活動も含まれており、非地震性の滑りが進行

していたことを意味する。これらの観測結果から、本震発生前に破壊開始点の近傍でゆっくり滑りが

生じていたと解釈できる。さらに、この前震活動の b値は 0.5以下と通常の値に比べて有意に小さい

値を示す。気象庁カタログを用いて、2003年から本震発生までの群発地震域の b値の時間変化を調べ

たところ、b値は 0.8～0.9の値を長期間安定して示していたが、本震発生前直前に減少した。本研究

で得られた地震カタログを用いて、本震発生後約 4日間の余震の b値を計算すると、約 1.0に増加し

ていた。このようなゆっくり滑りの発生や b値の時間変化は、2011年東北地方太平洋沖地震の前震活

動の特徴と類似している。

その他に、2005年 8月 16日宮城県沖地震M7.2と 2008年 12月 20日福島県沖地震M6.6の発生前の数

日前くらいから、震源域近傍の地震活動の増加が若干ではあるが見られた。2010年 3月 14日福島県

沖地震M6.7の発生前には、顕著な前震活動が本震の震源よりも南側約 20 kmの領域で見られた。し

かしながら、それらの震源の深度と発震機構解を参考にする限り、これらの活動はスラブ内地震に相

当する。但し、スラブ内地震が解放する応力変化はプレート境界型地震の滑りを促進するため、本震

発生に影響を及ぼした可能性が考えられる。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Kato, A. and K. Obara (2013), A variety of slip behaviors along plate interface and interplay among them

before and after the 2011 Mw9.0 Tohoku-Oki earthquake (Invited), AGU 2013 Fall Meeting, S52A-01,

San Francisco, USA.
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（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

海域観測による超巨大プレート境界地震震源域の実体解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（1）超巨大地震とそれに起因する現象の解明のための観測研究

イ．超巨大地震の発生とその前後の過程の解明

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

イ．上部マントルとマグマの発生場

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

エ．スラブ内地震の発生機構

3. 新たな観測技術の開発

（1）海底における観測技術の開発と高度化

イ．海底地震観測技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　平成 23年東北地方太平洋沖地震は，従来考えられていたアスペリティの空間的広がりを遙かに超え

た震源域を持っている．また，超巨大地震発生により，プレート境界域および，その周辺において，地

震発生前から応力状態が大きく変化し，地殻活動に変化が生じたことが推定される．超巨大地震の発

生様式を考える上において，従来考えられていたアスペリティの拡がりを超える震源域の実体を明ら

かにすることは，震源過程の解明のために，また，発生後の地殻活動を明らかにすることは，地震発

生サイクルと関連して，重要である．

　本観測研究計画は，海底観測を軸とした

　　１．震源域における構造不均質の解明のための大規模制御震源構造調査

　　２．正確な地殻活動把握のための長期繰り返し海底地震観測とデータ解析

　　３．プレート境界における滑り特性解明のための海底超広帯域地震データの解析

を実施することにより，超巨大地震の震源域の実体解明，更には超巨大地震の発生機構解明に貢献す

ることを目指す．また，これまでに実施されてきた「アスペリティの実体解明」により蓄積されたデー



タ・結果と比較・検討を行うことにより，地殻活動の時空間変化に着目し，超巨大地震発生域におけ

るカップリングの回復過程を推定を試みる．

（６）本課題の５か年計画の概要：

１．震源域における構造不均質の解明のための大規模制御震源構造調査（平成 25年度実施）

　今回の地震震源域において，制御震源地震探査を自然地震観測，海底ケーブル観測，GPS音響測位

等による地殻変動観測との密接な連携のもとに実施する．地震発生後における構造，特に不均質性，流

体の分布特性と地震発生様式及び地震断層面における滑り分布との関連性を明らかにするともに，測

線位置をこれまでの構造探査と一致させることにより，地震発生以前の構造との比較を行い，地震前

後の構造の差異の検出，震源域の空間拡がり及びプレート間固着の特性抽出を目指す．制御震源構造

探査は，全国の大学・機関と連携し，大容量エアガン・火薬と海底地震計 30台程度を用いる．なお，

この観測研究は，拠点としての地震研究所の機能を最大限に活かして，全国の大学・機関の研究者と

の共同研究として実施する．実施対象地域は，震源域内でこれまでの測線が存在する宮城沖，福島沖，

茨城沖などから選定する．

２．正確な地殻活動把握のための長期繰り返し海底地震観測（平成 24，25年度実施）

　今回の地震震源域直上である海底において，長期観測型海底地震計による地震観測を行い，地震発

生後の時間経過による地殻活動の時空間変化の実体を明らかにする．本震発生以前の 2004年から 5か

年にわたって，今回の震源域では，長期観測型海底地震計を用いた海底地震観測が行われており，詳

細な震源分布が得られている．さらに，震源域直上では，発生直後から多数の海底地震計を空間的に

高密度に展開し，詳細な余震分布が得られている．本課題では，平成 23年度に設置された長期観測型

海底地震計を回収し，解析を行うと共に，この観測に引き続き，1年間連続観測可能な長期観測型海

底地震計を震源域直上に設置し，詳細な震源分布を求める．これらの結果から，超巨大地震発生前後

の地震活動の差異，及び地震発生後の地震活動の時空間変化を明らかにすることにより，超巨大地震

発生域におけるカップリングの回復過程を推定する．

３．プレート境界における滑り特性解明のための海底超広帯域観測（平成 24，25年度実施）

　本課題は，これまでの余震観測や調査観測で得られた，地震帯域から測地帯域までの超広帯域地震

データを解析し，プレート境界におけるゆっくり滑りや低周波イベント等の特異な現象を含めた，よ

り詳細な地殻活動を明らかにする．これらの結果を，１．の大規模構造調査，２．の海底地震観測の

結果と比較・検討することにより，プレート間固着の特性抽出を試みる．

【現建議で行っている課題研究計画の変更点】

　本観測研究計画は，「海域から陸域までの総合的調査・観測によるアスペリティの実体解明（課題番

号：1416）」の計画の一部を変更し，本観測研究課題に移行するものである．このため，「アスペリティ

の実体解明」で計画していた

１．大規模制御震源構造調査によるアスペリティ－非アスペリティ境界域における構造不均質の解明

２．海底地震観測ネットワーク及び陸上テレメータ観測による，地震活動の解明

３．海底測地観測によるプレート固着域のマッピングと非地震性滑りの検出

については，新たな観測は実施せずに，平成 23年度までに得られているデータの解析を引き続き実施

し，目標の達成を行う．また，

４．重力及び GPS観測によるプレート境界固着部のマッピング

５．精密地殻変動観測

については，これまでの予定通りに実施する予定である．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
１．平成 23年東北地方太平洋沖地震では，本震近くの海溝よりの地域で特に大きな滑りがあったと推

定されており，



震源北端域にあたる北緯 39 �では，地震活動度が大きく変化することが知られていた．2001年 8月に

行った白鳳丸航海では，この海域にて海溝軸に平行な約 100 kmの長さで約 5 km間隔に引かれた 7本

の測線上で，海底地震計とエアガン人工震源を用いた構造調査を行った．また 2002年 10月には，そ

の南側の東北沖地震震源周辺域にあたる領域で構造調査を行った．これらの調査の結果，地震活動度

が大きい領域においてプレート境界の反射強度が小さく，それとは逆に地震活動度が低い領域では反

射強度が低いことを確認した．反射強度から，地震波速度の非常に遅い物質により固着強度が低いた

めに地震が起こらないことが示唆された．

東北地方太平洋沖地震の震源域は，この北緯 39 �周辺まで達していると考えられ，地震時の断層運動

とプレート境界における低速度物質の分布との関係を知ることは，断層運動のメカニズムを理解する

上で非常に重要である．プレート境界地震波反射強度分布に関して，地震発生の前後で比較すること

によって，断層運動とプレート境界物質の関係を理解する上で重要である．そこで，平成 25年 9月 4

日から 10月 3日にかけて行われた学術調査船白鳳丸KH13-5次航海では，プレート境界反射強度分布

の比較を目的とした，2001，2002年に行った構造調査と同じ測線で調査を実施した（図１）．海底地

震計の設置は，構造探査および群列観測用に，計 44台の短期観測型海底地震計を設置し，制御震源に

は，容量 25リットルのエアガン 4台をもちいた．さらに，48チャンネルストリーマを曳航し，反射

法地震探査も行った．発震は 100m間隔，エアガン深度 10m，ストリーマ深度 10mを基本とした．残

念ながら，荒天による時間の制約から，すべての測線における探査を実施できず，次年度に補完の探

査実験を実施することとした．

２．本震発生時には，震源域の一部に，50台程度の海底地震計が設置されており，定常的な海底地震

観測を実施中であった．これらの地震計に加えて，本震発生後 4日目から，計 72台の海底地震計の震

源域への設置を行った．これにより，本震発生以前からの海底地震計と併せて，120点を超える海底

地震観測網が完成し，観測を開始した（図２）．設置した海底地震計の一部は，ほぼ 1か月間の観測を

行った後，順次回収した．回収地点には，新規の海底地震計を再設置し，観測を継続すると共に，観

測網を広げるために，新たな観測点を設けた．この海底地震計の大部分は，約 1か月間の観測後，６

月に回収をされた（図２）．観測域は，陸上観測網から活発な地震活動が求められている，ほぼ 500

km× 200 kmの領域とし，海底地震計の設置間隔は約 25 kmである．この観測網により震源域ほぼ全

域をカバーすることができた．その後，より精度の高い余震分布を求めるために，空間的な密度を高

くした海底地震計観測網を，本震付近である宮城県沖と，本震震源域の南部である茨城県沖・千葉県

沖に 6月に展開して，9月まで観測を行った（図２）．平成 23年 9月から平成 24年 10月までは，40

台の長期観測型海底地震計を余震域全域にわたって展開し，余震の長期観測を実施した（図３）．ま

た，平成 24年 4月からは，震源域南部に長期観測型海底地震計 40台を追加設置し，高密度な観測を

実施した．追加設置した長期観測型海底地震計 40台は，11月に回収した（図３）．さらに，平成 24

年 8月及び 11月に，福島県沖，及び宮城県南部沖に 40台の長期観測型海底地震計を設置し，平成 25

年 11月に回収した（図３）．さらに，平成 25年 10月には，宮城県北部沖から岩手県沖の震源域北部

に，30台の長期観測型海底地震計を設置し，引き続き長期観測を実施中である．

　回収された海底地震計のデータにより，余震の震源決定を行った．なお，解析対象とした地震は，観

測期間内に，気象庁が陸上観測網のデータを用いて，震源決定した地震のうち，海底地震計観測網近

傍で発生していると思われる地震である．その結果，2011 年 3 月 12 日から 9月 3 日までの期間に，

深さ方向の誤差が 3km以下，水平方向の誤差が 5 km以内の余震を，1210個求めることができた（図

４）．海底地震計観測網で再決定された余震と，気象庁が陸上観測網から求めた震源位置の差異を図

５に示す．

　海底地震計観測網で求められた余震分布は，プレート境界以外にも，陸側プレート内にも活発な活

動がある．深さが 25km程度よりも深いプレート境界付近で発生している余震は，逆断層型の地震が

多いが，陸側プレート内の地震は，正断層型または横ずれ型の発震機構を持つ地震が卓越する．また，

本震時に大きな滑りが推定されている本震付近では，余震活動が低調である．

　今回の余震分布を過去の構造探査実験結果と比較した．宮城県沖の本震付近では，余震活動は低調



であるが，その数少ない余震のほとんどは，陸側プレート内で発生しており，震源断層であるプレー

ト境界で，発生している余震はほとんどない．福島県沖から千葉県房総半島沖の震源域南部では，太

平洋プレートに，フィリピン海プレートが接触していることが推定されており，この領域では余震が

少なく，本震時の破壊がこの付近で停止したことが推定される．

３．平成 23年東北地方太平洋沖地震の余震観測では，従来の広帯域海底地震計に絶対水圧計を付加し

た海底地震計（BBOBS+APG）を余震観測として，震源域に設置した．このうち本震発生直後に設置

した 2台において，7月 10日に，M7の地震が BBOBS+APGから震央距離約 20 kmと約 40kmで発生

した．これらは 2011年 10月に回収し，観測データが得られた．圧力計の記録では，地震発生時刻の

09時 57分に圧力変化を開始し，両振幅で 300 hPaを超える圧力変動があった．その後は約+23 hPaと

約+4 hPaの静的圧力変化が見られた．解析の結果，静的な圧力変化は，それぞれ 18.5 cmと 4 cmの海

底の沈降に相当する．これらは，M7の地震から推定される海底上下変動と調和的である．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Shinohara, M., Recent progress in ocean bottom seismic observation, University of Tokyo Forum, 2013.

Yamamoto Y, K Obana, S. Kodaira, R. Hino, amd M. Shinohara, Structural heterogeneities around the

megathrust zone of the 2011 Tohoku earthquake from tomographic inversion of onshore and offshore

seismic observations,, J. Geophys. Res., DOI: 10.1002/2013JB010582, 2014.

Obana, K., S. Kodaira, M. Shinohara, R. Hino, K. Uehira, H. Shiobara, K. Nakahigashi, T. Yamada, H.

Sugioka, A. Ito, Y. Nakamura, S. Miura, T. No, and N. Takahashi, Aftershocks near the updip end of the

2011 Tohoku-Oki earthquake, Earth Planet. Sci. Lett., 382, 111-116, 2013.
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図１

平成 25年に設置した海底地震計の位置（赤丸）と，構造探査計画測線位置（白線）．天候不良のために，全測線
上の発震ができなかったので，次年度に補完の探査実験を実施する．

図２

余震観測のために設置した海底地震計の配置．丸，四角および三角が海底地震計の位置を示す．左：本震直後から

4月下旬，中央：4月下旬から 6月中旬，右：6月中旬から 9月．



図３

余震観測のために設置した海底地震計の配置．丸，四角および三角が海底地震計の位置を示す．左：2011年 9月
から 2012年 4月，中央：2012年 4月から 10月，右上：2012年 10月から 2012年 11月，右下：2012年 11月か
ら 2013年 11月



図４

海底地震計で再決定した東北地方太平洋沖地震の余震分布．決定精度のよい余震だけを表示してあるので，空間

的には部分的であることに注意．黄色太線は，本震時の滑り量分布を表す．また，赤線は，プレート境界の等深度

線を表す．



図５

海底地震計で再決定した余震位置（赤丸）と，気象庁が陸上観測網から決定した対応する余震位置（青丸）の比

較．一般に，海底地震計で再決定した余震は浅くなる．特に，福島県沖から茨城県沖にかけては，差異が大きい．



図６

BBOBS+AGPで記録された M7の余震発生時前後での圧力 (青)と温度 (赤)データ．10秒サンプルで FIRフィル
ターなどはかけていない．約+20hPaのステップ的圧力変化が見られ，約 18cm沈降したことを示す．



平成 25年度年次報告

課題番号：1444

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

超巨大プレート境界地震による内陸域の応力変化及び応力集中メカニズムの解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（1）超巨大地震とそれに起因する現象の解明のための観測研究

ウ．超巨大地震に誘発された内陸地震や火山活動等の解明

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　東北地方太平洋沖地震発生後，日本列島内陸各地で地震活動が活性化あるいは静穏化するなど，地

震活動に変化が生じた．これは，超巨大地震によって，プレート境界域のみならず，日本列島内陸域

の応力状態が大きく変化したことを示すものである．長野県北部や茨城県北部で発生したM7クラス

の地震は，活発化した地震活動の顕著な例と言えよう．同様の現象は 1896年の三陸地震（M8.2)のほ

ぼ 2か月後に発生した陸羽地震（M7.2)でも見られており，このような超巨大地震の発生は，内陸大

地震発生の一つのメカニズムとして捉えるべきであろう．

　本課題は，東北太平洋沖地震によって生じた地震活動変化を解明するとともに，広域応力の変化が

個々の内陸震源断層周辺の応力場にどのように影響を与えるかを明らかにして，内陸大地震の発生機

構解明に貢献することを目指す．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　本課題では，東北地方太平洋沖地震発生後の活発化した地震活動域において，地震観測を基軸とし

た総合観測を実施し，まず，超巨大地震によって引き起こされた内陸域の応力場の変化と地震活動変

化の実態を明らかにする．さらに，個別の内陸断層への応力集中のメカニズムを明らかにする．その

ために，以下の研究を行う．

1.内陸地震活動の応力変化応答の解明

　日本に展開された高密度高感度地震観測網の観測データを基軸とし，GPSデータ等の他の地球物理

データを活用しつつ，列島域における地震活動変化と応力場の時間変化を，東北地方太平洋沖地震発

生前から後まで追跡する．



2.超巨大プレート境界地震に伴う応力の内陸地震断層への集中メカニズムの解明

　応力集中のメカニズムとして，以下の 2つの要因を作業仮説として考える．

(1) 　地震時の破壊及び余効的滑りに起因する応力変化

(2) 　(1)にともなう内陸域の流体の影響

　これらのメカニズムの解明のため，地震活動が活発化している地域において，基盤的高感度地震観

測網を活用し，更に稠密な地震観測を実施する．すでに地震研究所は，長野県北部・新潟県南部，茨

城県北部・福島県東部，房総半島～茨城県において地震観測を実施している．これらの観測成果を踏

まえて，観測の継続/新規展開を進め，地震活動域における高精度震源・メカニズム解分布，3次元地

震波速度・減衰構造を求め，応力変化，流体分布，活断層との関連などを明らかにする．(1)について

は，このような地震観測と海域観測・GPS観測との連携が有効である．(2)については，稠密地震観測

と電磁気的観測との連携が効果的である．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
１．東北地方太平洋沖地震発生以前の内陸域の応力場

　2011年東北地方太平洋沖地震に伴う内陸域の応力変化の有無をより詳しく明らかにするために，ま

ず，過去の臨時観測のデータを再解析し，より多くの地震を解析に使用することで，東北沖地震が発

生する前の応力場について再検討を行った．その結果，脊梁から背弧側では東西（あるいは西北西－

東南東）圧縮の応力場がみられる一方，前弧域では島弧方向に変化があり，北上山地と阿武隈山地で

はσ 1軸がプレート収束方向を向いていない傾向にある（図１－１左）．その原因としては，重力に

よりつくられる応力がこの地域で支配的である可能性があげられる．

　平成 25年度には，東北日本内陸部の応力場について，メカニズム解とは別の独立の情報を用いて抽

出する目的で，東北日本に稠密に展開された定常地震観測網，臨時地震観測網で観測された地震波形

記録を用いて，東北日本内陸域地殻内の S波偏向異方性構造の推定を行った．得られた S波偏向異方

性には，地殻内の応力場に対応し地殻の最大水平圧縮応力軸方向と平行であるものと，構造に対応し

断層の走向に平行であるものとが認められた（図１－１右）．

　一方，関東地方北部から東北地方の沿岸部を含む領域で行った S波偏向異方性の解析結果から，解

析領域の西側においては概ね東西方向，東側である阿武隈山地から三陸地域においては，南北方向の

偏向が観測された．粘弾性媒質を考慮した沈み込み帯における巨大地震発生サイクルの 2次元有限要

素モデリングから，島弧地殻全域で東西圧縮場となるのに対して，沿岸部の地殻浅部では東西伸長が

卓越する結果が得られ，S波偏向異方性の空間変化と調和的であることがわかった．

２．クーロンの破壊規準に基づく誘発地震メカニズム解の分析

　東北地方太平洋沖地震による内陸での誘発地震の発生メカニズムを理解するために，広域応力場と

本震による応力変化を考慮して，クーロンの破壊規準に基づく地震のメカニズム解の分析を行った．こ

の結果，誘発地震の発生には，間隙流体圧場の時間変化による断層強度の低下が重要な役割を果たし

ていることが明らかになった．また，平成 25年度には，御嶽山周辺域の群発地震のメカニズム解から，

地震メカニズムトモグラフィー法により間隙流体圧場を推定し，御嶽山東麓～南東麓の深さ 5-12kmの

ところに静水圧を 100-150 MPa程度上回る高圧間隙流体が存在することがわかった．この地域では，

M 3程度までの小地震は間隙流体圧場や応力場の不均質を反映して発生するが，M 3以上の地震や数

多くの微小地震群によって形成される数 km以上のスケールでの破壊構造は，テクトニック応力場に

支配されて生じるようである．

３．秋田県森吉山周辺の誘発地震活動

秋田県北部の森吉山周辺では，東北沖地震後に顕著なマイグレーションを伴う誘発地震活動が活発化

した．この誘発地震震源域において臨時観測を実施し，そのデータを含めて震源の再決定を行い，震

源のマイグレーションについて検討した．マイグレーションは複雑な様相を示すが，それが異なる圧

力源からの複数のシーケンスから成っているためと仮定して，圧力増加の時刻，圧力源の位置，及び

拡散係数を推定した．その結果，圧力源は震源域付近でわずかに深く，拡散係数は時間的に増大する



傾向を示した．また，平成 25年度には，地震波形に含まれる反射／散乱波のバックプロジェクション

により，反射／散乱源の位置を推定した．その位置は震源域の南東約 5 kmで，深さは約 13 kmであ

る．この深さは深部低周波地震の深さの上限に近い．

４．東北地方で発生した内陸域の誘発地震震源域の地震波速度構造と地震活動（1207, 1219参照）

　東北地方で発生した内陸域の誘発地震群について，１）震源域周辺の地殻内の地震波速度構造と２）

震源の詳細な時空間分布とについて検討を行った．これらの領域において緊急合同観測で設置した観

測点を使用し，震源位置や速度構造の決定精度の向上を行った．その結果，１）火山下や震源域の深

部に地震波速度の低速度域が見られた．この低速度域は流体の分布域であると考えられる．２）これ

らの領域では震源域が時間とともに広がる様子が見られた．この時間発展は流体の拡散で説明できる．

したがって応力変化以外の別の原因としては流体圧の変化を挙げることができる．

５．茨城県北部・福島県南東部の正断層運動型の地震活動と比抵抗構造

　東北地方太平洋沖地震により誘発された茨城県北部・福島県南東部の正断層型地震活動の解明のた

め，約 60点から構成される臨時観測点を高密度に展開・維持し，これらのデータ及び周辺の定常観測

網データを用いて，高精度な震源分布と詳細な地震波速度構造を推定した．震源分布は茨城県北部に

おいて南西傾斜の明瞭な面状分布を示すが，福島県南東部のいわき地方では小規模な面状分布が東西

に複雑に広がっている．平成 25年度に行った詳細な震源決定では，いずれの地域でも深さ方向に共役

な断層系が複雑に分布している様子が明らかになった．一方，2011年 4月 11日に発生した福島県浜

通りの地震（M7.0）の震源北側の浅部には，顕著な高速度体がイメージングされた．この高速度体は

福島県浜通りの地震（M7.0）発生時の大すべり域に概ね一致する．更に，この高速度体内の余震活動

は周囲に比べて低調である．また，M7地震震源域の深部には流体の存在を示唆する低速度体がイメー

ジングされた．一部の地震クラスターでは，流体の関与を支持する震源の移動現象が見られた．この

ような地殻内の不均質な構造が，誘発地震活動の時空間発展を規定していたと考えられる．また，多

くの誘発地震は 10 km以浅で起きているが，深さ 15-20kmにも局在化していることが明瞭になった．

この地震のメカニズム解を調べたところ，正断層型だけでなく，横ずれ型・逆断層型も発生しており

メカニズム解に多様性が見られた．

　　一方，茨城県北部・福島県南東部の地域において，地震発生に関する流体の寄与を調べるために，

25か所で地球電磁気学的調査を行った．図５－２に示すように，全体の傾向として地震は低比抵抗域

に囲まれた比抵抗の高い領域で起こっていることが明らかとなった．また，2011年 4月 11日に発生

した福島県浜通りの地震（M7.0）の震源域周辺では，上述の地震波速度構造に似た構造のパターンを

示し，震源域が高比抵抗であるのに対し，その直下の低速度域には低比抵抗域が分布し，地震波速度

構造と共に，流体の存在を示唆した．また，観測域のやや南側になるが，茨城県北部の最初の地震活

動があった地域は低比抵抗域となっていて，流体がこの地域の最初の活動を誘発した可能性が指摘で

きる．

　これらの領域における S波偏向異方性の解析結果から，東北地震発生前から南北方向の偏向が存在

しており，東北日本で一般的に観測されていた東西圧縮とは異なる応力場にあることが明らかになっ

た．１．の粘弾性モデリングでも示されたように，もともと東西伸長の場であったという特殊性が，東

北地震による東西伸長の影響を強く受けて活発な誘発地震活動を引き起こしたものと考えられる．

６．長野県北部及び岐阜県北部の誘発地震活動

　2012年 7月 10日に長野県北部を震源とするM5.2の地震が発生した．この地域は，新潟から神戸に

かけてのひずみ集中帯に位置し，過去には 1847年の善光寺地震等のＭ７級被害地震の震源域が並び，

十日町断層帯等の活断層や活褶曲構造が存在している．これらの走向は，主に北東―南西方向で南東

もしくは北西傾斜の逆断層であり，最近の被害地震は，そのような逆断層型の地震が主であった．そ

れに対し，今回の地震の発震機構解は，Ｐ軸は同様の北西―南東方向であるが，Ｔ軸が北東―南西方

向である横ずれ型である．そこで，震源域直上に 3点の臨時観測点を設置し，震源決定を行なった結

果，余震は，ほぼ東西方向の走向を持った鉛直な面状に分布し，深さは約 5～10kmの範囲になった．

この走向が発震機構解の節面の一つとほぼ一致することから，これが今回の地震の地震断層面である



と思われる．この震源域のすぐ北東側や東側では，東北地方太平洋沖地震の直後にM6.7，１カ月後に

M5.6の地震が発生し，それぞれ逆断層型と横ずれ型である．このように狭い範囲での発震機構解の違

いは，東北地震によるこの地域の応力状態が時間変化したためと考えることもできるが，以前から新

潟県と長野県の県境付近では同様の発震機構解の違いが見られていたことから，地域差が原因である

可能性も考えられる．

　一方，岐阜県北部の飛騨山脈付近で発生した 2つの地震クラスターに注目し，東北地方太平洋沖地

震がもたらした静的・動的な応力変化に対する地震活動の変化を明らかにした（図 6a-b）．気象庁一

元化震源カタログを用いた波形相関処理によるパターン検索（Matched Filter Technique）を適用する

ことで，本震前後の地震活動をより正確に捉えることに成功した．2つの地震クラスターの内，西側

の地震活動度は本震発生後に若干の増加を示した（図 6c）．気象庁カタログによると，東北地方太平

洋沖地震の発生後約１日間に地震活動の静穏化が見られたが，これは検出限界による見かけのものと

考えられる．西側のクラスターにもたらされた静的応力変化から地震活動度の変化を予測すると若干

の増加を示し，観測結果と定性的に良い一致を示す．一方，東側のクラスターでは，東北地方太平洋

沖地震による表面波の伝播中に最初の地震が発生し，その後，西側クラスターに比べて非常に活発な

活動が見られた（図 6d-e）．この活発な地震活動の要因として，静的応力変化だけでは不十分で，表

面波が作り出す動的応力変化による断層強度の減少や，2次余震による影響が考えられる．

７．まとめ

　2011年東北地方太平洋沖地震発生後，東北地方内陸域では秋田県北部の森吉山周辺，福島県・山形

県境付近，茨城県北部・福島県南東部等の数か所で活発な誘発地震活動が発生し，現在に至るまで活

動的な地域も存在する．また，長野県北部のように１年以上経過したのちに活発化した地震活動も見

られる．これらの地震についてクーロンの破壊規準に基づく地震のメカニズム解の分析を行った結果，

誘発地震の発生には，間隙流体圧場の時間変化による断層強度の低下が重要な役割を果たしているこ

とが明らかになった．御嶽山周辺では静水圧を上回る高圧間隙流体の存在が明らかにされ，小規模の

地震ほどこれらの不均質な応力場の影響を受けやすい．顕著な誘発地震活動の領域では明瞭な震源移

動が観測されており，流体の拡散が地震発生に影響を与えている可能性がある．森吉山周辺では，こ

の震源移動源と地震波解析から推定される散乱源の関係が議論された．これらの誘発地震活動域の深

部には地震波速度の低速度域が見られる場合が多く，この低速度域は流体の分布域であると考えられ

る．たとえば，茨城県北部・福島県南東部では，東北地方太平洋沖地震の本震発生の 1カ月後に M7

の福島県浜通りの地震が発生しており，その大すべり域は高速度体・高比抵抗体に対応し，その深部

には流体の存在を示唆する低速度域が広がっているとともに，大すべり域の周囲は低速度・低比抵抗

で特徴づけられ，M7地震の発生前から誘発地震活動が開始していることから，このような構造の違

いが地震発生に大きな影響を及ぼしたことが考えられる．また，阿武隈山地を含む前弧域では，東北

地方太平洋沖地震発生以前からσ 1軸がプレート収束方向を向いていない傾向にあり，その原因とし

ては重力によりつくられる応力が，この地域で支配的である可能性があげられる．また S波偏向異方

性の解析結果では，この領域を含む東北地方太平洋沿岸がプレート収束方向とは直交する偏向方向と

なっており，粘弾性を考慮したモデリングでも地殻浅部で東西伸長が説明できることから，これらの

効果が，非常に活発な正断層型地震活動を誘発した原因として考えられる．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
１．

吉田圭佑・長谷川昭・岡田知己，臨時観測データを用いて推定した東北日本の応力場 -プレート収束

と地形効果-，地球惑星科学連合 2013年大会, 2013．

吉田圭佑・長谷川昭・岡田知己，中島淳一，臨時観測データを用いて推定した 2011年東北沖地震前後

での東日本地殻内の S波偏向異方性構造，日本地震学会 2013年秋季大会，2013.

Takashi Iidaka, Jun Muto, Kazushige Obara, Toshihiro Igarashi and Bunichiro Shibazaki, Trench-parallel

crustal anisotropy along the trench in the fore-arc region of Japan, Geophys. Res. Lett., DOI: 10.1002/2013GL058359,



2014.

２．

Terakawa, T., Y. Yamanaka, H. Nakamichi, T. Watanabe, F. Yamazaki, S. Horikawa, and T. Okuda, Effects

of pore fluid pressure and tectonic stress on diverse seismic activities around the Mt. Ontake volcano,

central Japan, Tectonophysics, 608, 138-148, 2013.

Terakawa, T., C. Hashimoto, M. Matsu ’ura, Changes in Seismic Activity Following the 2011 Tohoku-oki

Earthquake: Effects of Pore Fluid Pressure, Knowledge for the future IAHS-IAPOSO-IASPEI IUGG,

S303PS.03, 2013, Gothenburg, SWEDEN.

Terakawa, T., Y. Yamanaka, H. Nakamichi, T. Watanabe, F. Yamazaki, S. Horikawa, T. Okuda, Effects of

pore fluid pressure and tectonic stress on diverse seismic activities around the Mt. Ontake volcano,

central Japan, 　AGU 2013 Fall Meeting, T51D-2492, 2013, San Francisco, USA.

寺川寿子，地震の発生における応力と流体の役割：2011年東北地方太平洋沖地震による誘発地震の発

生を例に，日本地球惑星科学連合 2013年大会，SCG66-08, 2013.（招待講演）

寺川寿子・S. A. Miller,地震メカニズムトモグラフィー法によるバーゼル地熱貯留層での間隙流体圧分

布の時間発展解析,日本地震学会 2013年秋季大会, 2013.

３．

Kosuga, M. and K. Masukawa, 2013, Possible pathway of geofluid suggested by deep low-frequency earth-

quakes, scattered phase, and migration of earthquakes,地球惑星科学連合 2013年大会．

小菅正裕，2013，秋田県森吉山周辺て?発生している誘発地震の震源のマイク?レーション，日本地震

学会 2013年度秋季大会．

４．

岡田知己・高木涼太・吉田圭佑・米川真紀・山村卓也・長谷川昭・東北地方太平洋沖地震合同余震観

測グループ，2013，東北沖地震後の内陸誘発地震の地震活動と地殻構造，地球惑星科学連合 2013

年大会

Okada, T., Matsuzawa, T., Umino, N., Yoshida, K., Hasegawa, A., Takahashi, H., Yamada, T., Kosuga, M.,

Takeda, T., Kato, A., Igarashi, T., Obara, K., Sakai, S., Saiga, A., Iidaka, T., Iwasaki, T., Hirata, N.,

Tsumura, N., Yamanaka, Y., Terakawa, T., Nakamichi, H., Okuda, T., Horikawa, S., Katao, H., Miura,

T., Kubo, A., Matsushima, T., Goto, K., Miyamachi, H., 2014, Hypocenter migration and crustal seis-

mic velocity distribution observed for the inland earthquake swarms induced by the 2011 Tohoku-Oki

earthquake in NE Japan: implications for crustal fluid distribution and crustal permeability, Geofluids,

under review.

５．

加藤愛太郎,五十嵐俊博,小原一成,酒井慎一,武田哲也,岩崎貴哉, 2011年東北地方太平洋沖地震によ

る誘発地震活動域のイメージング,日本地球惑星科学連合 2013年大会,幕張, May 20-24, 2013.

６．

Aitaro Kato, Jun’ichi Fukuda, and Kazushige Obara, Response of seismicity to static and dynamic stress

changes induced by the 2011 M9.0 Tohoku-Oki earthquake, Geophys. Res. Lett., 40, doi:10.1002/grl.50699,

2013.

加藤愛太郎,福田淳一,小原一成, 2011年東北地方太平洋沖地震がもたらした静的・動的な応力変化に

よる地震活動の応答,日本地震学会 2013年秋季大会,横浜, 10月 9日, 2013.

加藤愛太郎,福田淳一,小原一成, 2011年東北地方太平洋沖地震後の見かけの地震活動静穏化,日本地

球惑星科学連合 2013年大会,幕張, May 20-24, 2013.

Takashi Iidaka and Kazushige Obara, Shear-wave splitting in a region with newly-activated seismicity after

the 2011 Tohoku earthquake, Earth Planets Space, 65, 1059-1064, 2013.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：



小原一成・岩崎貴哉・平田 　直・三浦 　哲・飯高 　隆・酒井慎一・上嶋 　誠・蔵下英司・五十嵐俊

博・加藤愛太郎

他機関との共同研究の有無：有

2011年東北地方太平洋沖地震合同余震観測グループ（北海道大学（高橋浩晃・勝俣啓），弘前大学

（小菅正裕），東北大学（岡田知己），千葉大学（津村紀子），防災科学技術研究所（武田哲也），名

古屋大学（山中佳子・寺川寿子），京都大学防災研究所（片尾浩），高知大学（久保篤規），九州大

学（松島健），鹿児島大学（後藤和彦））

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所

電話：03-5841-5712
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氏名：小原一成 　

所属：東京大学地震研究所

図１―１．S波偏向異方性と上盤側プレート内応力場．
（左）推定された S波偏向異方性の平均の方向の分布．S波偏向異方性を推定した観測点の位置に，速い S波の
振動方向の平均方向を示した．平均の方向を北から東に測った方位角をカラースケールで表す．

（右）東北沖地震発生前の上盤側プレート内応力場．赤は最大主応力軸を，青は最小主応力軸を示す．



図１－２．S波偏向異方性の分布と応力場モデリング結果．
（ａ，ｂ）それぞれの観測点直下の地震に対して得られた S波偏向異方性の分布．解析領域の西側及び東側で得
られた結果を（ａ），（ｂ）に示す．軸の方向が速い振動方向の方位，軸の長さが速い振動方向と遅い振動方向の時

間差を表す．紫の点線は Kaneshima(1990)による最大圧縮場の方向である．
（ｃ）2次元有限要素モデリング開始時から 9750年目（プレート境界巨大地震の 10サイクル目）の応力場．青が
ニュートラルから東西圧縮，赤が東西伸長の応力場を示す．



図２－１．御嶽山周辺域の間隙流体圧場とその推定誤差（深さ 5km）
(a)間隙流体圧分布．値は静水圧からの超過分を示す．白い○は本研究で求めた震源分布（深さ 3.75-6.25 km）を
示す．白い矩形と☆は 1984年長野県西部地震の震源断層および震源を示す．グレーの破線は図２－２で間隙流体
圧分布を示した断面の位置を示す．(b)間隙流体圧の推定誤差分布．

図２－２. 鉛直断面の間隙流体圧分布．
(a)現在最も地震活動が活発な地域の断面（図２－１の A-A’断面）．白い○は本研究で求めた震源分布（断面から
2km以内の地震）(b) (a)の間隙流体圧の推定誤差．(c)長野県西部地震の震源断層に沿う断面（図２－ 1の B-B ’
断面）．白い○は (a)と同様．白い☆は 1984年長野県西部地震の震源．(d) (ｃ)の間隙流体圧の推定誤差．



図３．秋田県森吉山付近の誘発地震活動と散乱源分布．

誘発地震の震源を黒丸，震源のマイグレーションから推定した圧力源の位置を色の付いた丸，及びバックプロジェ

クション法で求めた輝度（背景の色．反射／散乱波の波動エネルギーに相当）の分布をカラーパレットで示す．丸

の色は拡散係数を表す．星印は深部低周波地震の震源．白い三角形は観測点の位置を示す．



図４．福島・山形県境周辺（磐梯山・吾妻山近傍）で発生した誘発群発地震の震源分布．

(a) (b)の A-A’に沿う鉛直断面図．色は東北沖地震からの経過時間を示す．代表的なメカニズム解の例をあわせて
示す．(b)震央分布図．□は観測点を示す． (c)群発地震の震源域を通る P波速度偏差を，東西鉛直断面図で示す．
白点は東北沖地震以前，黒点は東北沖地震後の震源を示す．▲は火山を，■は活断層を示す．



図５－１．P波速度パーターベーションの深さ 3 km(a), 6 km (b), 9 km (c)における分布．
それぞれの深さの 1.5 km以内の再決定震源を黒点で示す．HVは高速度体を表す．(d)は深さ 3 kmと 6 kmの間の
Vp平均速度．小さい点は東北地方太平洋沖地震 (2011年 3月 11日)以降M7.0福島県浜通りの地震 (2011年 4月
11日)までの気象庁一元化カタログに掲載されている地震の震央分布を表わす．赤線は主要活断層を示す．



図５－２．茨城県北部・福島県南東部地域における比抵抗分布．

深さ 4-5 km（上左），13-14km（上右）における結果を示す．図中の赤点の位置で調査を実施した．また， Y =
0-1.5 kmでの断面図を示す（下中）．Y軸は N25 °Wの方向にとり，北緯 36.903度，東経 140.593度の地点を原
点としている．暖色系は比抵抗値が小さく，寒色系は比抵抗値が大きいことを表わす．また，M7.0福島県浜通り
の地震 (2011年 4月 11日)の位置を赤丸で示す．



図６．飛騨山脈付近の東北地方太平洋沖地震発生前後の地震活動と波形例．

(a-b)震源分布と発震機構解の代表例．挿入図は震源分布の深度断面を表す．(c-d)西側と東側の地震クラスターの
地震の積算個数の時間変化 (M≧ 0.5)．(e)地震観測点 N.KTRHで観測された地震波形（青線は 0.01-0.05 Hz，黒
線は 4-8 Hzの帯域）．東北地方太平洋沖地震の表面波伝播中に，東側クラスターの最初の地震が発生したことが
わかる．



平成 25年度年次報告

課題番号：1445

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

東北沖地震後の地殻活動予測のための構造モデル構築

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（1）超巨大地震とそれに起因する現象の解明のための観測研究

ウ．超巨大地震に誘発された内陸地震や火山活動等の解明

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

オ．地震発生サイクルと長期地殻ひずみ

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　東北太平洋沖地震は，日本列島の地殻変動や応力状態に大きな変化を引き起こした．超巨大地震は，

マントルウェッジにまで及ぶ広範囲，かつ長期間にわたる非弾性的な地殻変形を引き起こし，その変形

による応力再配分によって新たな被害地震の発生の原因となる可能性がある．これらの地殻活動を定

量的に理解し，プレート境界・地殻内の断層などにどのような影響を受けるかを見積もることは，緊

急の課題である．本研究ではこれらのために，プレート形状・内陸活断層の深部形状・岩石物性の最

新の知見を統合し，数値実験可能なモデルの構築を行う．数値実験の結果は，GPSによる地殻変動や

発震機構解などと比較可能であり，かつ想定した断層面における応力変化がより高い精度で推定可能

となる．

（６）本課題の５か年計画の概要：

【平成 24年度】変動地形・地質・重力・地震活動のデータを総合して，東日本の主要断層形状モデル

を作成する．制御震源・地震波トモグラフィーの結果をもとに，地殻・リソスフェアーの三次元構造

モデルを作成する．弾性係数の他に，岩石物性の室内実験の結果などを用いて，構成岩石モデル・粘

性係数についての推定もモデルに組み入れる．初期的な三次元有限要素法モデルにより，基本的な数

値実験を行う．

【平成 25年度】同様の構造モデルの作成を，関東・中部日本に拡大して実施し，東北日本から中部日

本までの統一的な，有限要素法を前提とした構造データを作成する．得られたモデルを使用して，東

北沖地震後の地殻変動・応力変化を求め，実際のデータと比較しながら，構造モデルの改良を進める．

　列島規模での本格的な数値実験は，次期計画で実施できればと考えており，2年間は主としてモデ

ル構築と，試験的な数値実験を行う．



（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　日本列島の震源断層の位置形状についてのカタログを作成するために、主に日本海沿岸北部におけ

るMCSデータを収集し、コンパイルを行った。また、東北日本内陸域の震源断層モデルを作成した。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
佐藤比呂志ほか、2012、東北地方の震源断層モデル、地球惑星科学連合大会、SSS35-P07.
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佐藤比呂志・岩崎貴哉・平田 　直・石山達也
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今泉俊文（東北大），石川正弘（横国大），工藤 　健（中部大），伊藤谷生（帝京平成大），堤 　浩

之（京都大），武田哲也・松原 　誠（防災科技研），豊島剛志（新潟大），越谷 　信（岩手大），山

北 　聡（宮崎大），David Okaya・Thorsten Becker（南カ大）, Andy Freed（パデュー大）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
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（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：佐藤比呂志 　

所属：東京大学地震研究所



日本海沿岸北部の震源断層モデル。



東北日本の震源断層モデル



関東地域の震源断層モデル
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課題番号：1446

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

超巨大地震のグローバル長期評価手法の確立

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（2）超巨大地震とそれに起因する現象の予測のための観測研究

イ．超巨大地震の長期評価手法

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ウ．地震活動評価に基づく地震発生予測

（５）本課題の５か年の到達目標：

　M9の超巨大地震である東北地方太平洋沖地震の再来周期が数百年かそれ以上であることが，これ

までの研究により知られており，また，観測史上世界的にみてもM9クラスの地震は 6例しかない．そ

のため，希な超巨大地震をもれなく調査することには限界があるため，その物理・化学的過程を完全

に理解し，その知識で超巨大地震の予測可能性を議論するのは不十分である．このような場合，地震

統計的観点からも検討して発生予測の精度を上げることに資する研究が必要である．従来のアプロー

チは，中・小地震の起こり方から外挿して，大地震の発生を予測することであり，大地震の発生様式

（地震の規模別頻度分布）と中・小地震のそれとが相似であることが大前提となっている．しかし，相

似性が成り立つことが必ずしも保証されているわけではない．

　そこで本課題では，新視点のアプローチを導入する．それは，希にしか起きない現象を取り扱う極

値理論の概念を活用することである．極値理論は，標本または確率過程の極値（最大値や最小値）の

漸近挙動を問題にする．すでに大規模な洪水の発生確率や，ある地点における強風の年最大値の確率

を評価して，対策を立てるために用いられている．そこで，この理論を用いてM9の東北地方太平洋

沖地震をパイロットケースとして解析し，超巨大地震の発生確率を算出する方法を確立する．本課題

では世界で起きた他のM9クラスの超巨大地震，及び，世界・日本で起きたM8+クラスの巨大地震を

評価して，テクトニクス環境の異なる場所で発生する地震の長期評価が統一的に理解できるかを明ら

かにする．その課題を通して，本当の将来を長期予測するグローバル手法の高度化に貢献することを

目指す．

（６）本課題の５か年計画の概要：

1．平成 24年度計画
　極値理論で用いられる超過確率（exceedance probability: 変量がある値を超過する確率）が巨大地震

の発生確率の算出に適用可能であるように定式化する．次に，東北地方太平洋沖地震を含む日本のM8+



クラスの地震及び，世界中で起きたM8+クラスの地震について，超過確率を算出する．結果を比較す

ることから，テクトニクスの違う沈み込み帯やプレート内で起きる地震の長期予測が，統一的に理解

できるかを解明する．

　このような長期予測の妥当性を検証するためには，使用するデータの品質評価し，データの全部また

はその一部を取捨選択して使用できるように整理する必要がある．例えば，グルーバルな地震データ

では，Global CMT解，USGS PDEカタログ，The database of finite-source rupture modelsなどが考えら

れ，日本のリージョナルなデータでは，気象庁一元化震源カタログ，Hi-net自動処理震源リスト，F-net

広帯域地震観測網データ，GPS連続観測システム（GEONET），地震断層パラメータなどがある．ま

た，超過確率に基づく予測結果を客観的に評価する手法を開発し，研究基盤も整える．

本課題を効果的に推進するためには，他国のテクトニクスやグローバル・リージョナルデータに関す

る情報収集及びデータ交換，更には研究成果の共有が必要である．そこで，国際共同研究や国際会議

での講演などを通して，CSEPと GCSEPとの連携を強化する．また成果の速報を国際学術誌でも公表

していく．

2．平成 25年度計画
　本年度は，前年度までに整備したソフトウエアやデータの品質管理を有機的に結合して研究環境を

整える．そしてそれらを活用して，日本だけではなく全世界を研究対象とした長期評価のアルゴリズ

ムが妥当であるかを客観的に検証する．この検証結果から，時空間的な分解能の向上かつアルゴリズ

ムの高性能化に必要なヒントを得るだけではなく，実装面でのソフトウエアの改良の必要性が見えて

くる．このことから，将来に起きる巨大地震のための長期評価の向上に資する手法を確立する．

　前年度に引き続き，情報・データの収集や，研究成果の共有を目的として，CSEPと GCSEPとの国

際共同研究及び国際会議等で講演を行う．また，成果のまとめを国際学術誌で公表する．

3．計画の妥当性
　本課題の実施期間が２年であるので，効率良い研究の遂行が必要である．

（ I）参加者を２チームに分けて役割分担を明確にすることで，効率的に進めることができる．

・アルゴリズム構築チーム：アルゴリズムの開発とソフトウエアの整備を行う．さらに，必要に応じ

て地震データの品質管理を行う．

・予測実験運用チーム：地震データの品質管理やソフトウエアの有機的な結合を行い，長期評価と検

証を可能にする．評価結果をもとに，総合報告をまとめる．

（ II）その一方で，プロジェクト進行の停滞を防ぐために，定期的なミーティングを開催する．両チー

ム間で分業がなされるため，チームごとの成果は出やすいが，チーム間の連携を推進する目的でミー

ティングを開き，一つのシステムとしての長期評価手法の確立を目指す．

（ III）また，最も関連の深い項目「1.(2)(2-2)ウ 　地震活動予測に基づく地震発生予測」と連携して，

既存の検証実験の枠組みを活用する．そのため，インフラ整備を一から始める必要がないので，検証

に要する時間を短縮でき，妥当な時間配分で研究を遂行できる．

4．成果の重要性
　世界に類を見ないグローバルなスケールで，本当の将来を事前に予測する手法を確立できる点が重

要である．今まで，全世界規模でM8+クラスの地震の長期予測を試みた研究グループはあるが，事後

予測を行って成功したと主張する論文がほとんどである．GCSEPの先行研究に当たるカルフォルニア

CSEPでは，現在M5程度の中規模地震をグルーバル予測する手法の開発を進めている．対照的に本

課題では，全世界規模でのM8+クラスの巨大地震の長期評価を見据えたアルゴリズムを構築し，更に

事前予測が継続して行える研究環境を整備する．また日本を含む様々な国で行っている巨大地震の長

期評価と，本課題で得られる結果との違いが明らかになるので，評価手法の改良を検討するための基

礎的結果を提供することが可能となる．本研究を世界に先駆けて進めることで，今後始まる国際プロ

ジェクト GCSEPを主導的にけん引することが可能になる．

5．チャレンジ度



　水文学や工学の分野及び，環境や金融の分野でリスク管理に応用・研究されてきた極値理論を超巨

大地震の発生確率の算出に適用した例は，まだない．本課題の根底にあるアイデアは，小・中地震と

大地震の予測方法は分けた方がいいのではないかということである．このアイデアは，現行の「小・

中地震の発生様式の延長上に大地震の発生様式がある」とは違う．よって，新規性が高い．本課題で

極値理論が大地震の発生予測に有望だということが明らかになれば，それは小・中地震と大地震の発

生様式は異なることを示唆するものであり，今後の地震学に新しい視点を与える可能性を秘めている．

現行の地震長期評価の課題は，限られた期間（または領域）で得られたデータを利用して，与えられ

た長期間（または広領域）でのデータの取り得る最大値を予測することである．従来の長期評価よう

に，得られたデータの最大値で長期間のそれを予測することに加えて，極値理論に基づいてデータの

外挿を行うことが必要である．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
１地震カタログデータベースの整備

　超巨大地震のグローバル長期評価手法の確立のためには，地震カタログの整備とその性能評価が必

須であるので，グローバルな地震カタログをデータベース化した．なるべく最新のデータを取り込み，

長期間のデータセットとなるようにした．データベース化を行ったのは，GCMT，ISC，ISC-GEMカ

タログ，GEM Global Historical Earthquake Catalogueの 4データベースである．

２ Relative Intensityモデルによる NW-Pacificテスト領域の地震発生予測検証実験

　地震統計を基礎とする地震発生予測モデルの一つである Relative Intensity (RI)モデルを用いて，3.11

の東北地方太平洋沖地震を含む 2011年の地震予測結果とそれ以前の予測結果の比較を行った．地震

カタログとしては，学習および評価に GCMTカタログを使用した．地震の予測は，マグニチュード

6以上，領域としては，経度 (109.75-169.75E)，緯度 (-0.25-60.25N)の範囲，空間 CELLの解像度は，

0.5x0.5で実施した．予測の評価には，CSEPの標準テストであるN, S, L, CL-テストを実施した．2009

年および 2010年の予測結果は，すべてのテストをパスしたが，2011年の予測結果は，Sと CLテスト

をパスしたが，Nと Lテストはパスしなかった．このテスト結果は，2011年の予測においては，空間予

測は悪くなかったが，地震発生数の予測がおよそ半分であり地震数の予測ができなかったことを示して

いる．図１にその予測マップと実際に発生した地震の震央を示した．RIモデルにおいては，モデルパ

ラメータは，学習期間，下限マグニチュード，b値，平滑化半径の４パラメータである．そのうち平滑

化半径を 50kmから 1000kmまで変化させ，その対数尤度の比較をおこなったところ，2009,2010,2011

年のすべての予測において，150kmの平滑化半径がベストの値をとることがわかった．さらに，領域

の空間 CELLの解像度を変えて，予測モデルの空間期待値マップがほぼ解像度によらないことも確認

した（図２）．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Hirata, N., Tsuruoka, H. and Yokoi, S., Japanese earthquake predictability experiment with multiple runs

before and after the 2011 Tohoku-oki earthquake, AGU2013, 2013

Tsuruoka, H., Hirata, N. and Yokoi, S., Space resolution dependency on CSEP consistency tests, AGU2013,

2013

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
鶴岡 　弘・平田 　直・佐竹健治・石辺岳男・横井佐代子

他機関との共同研究の有無：有

遠田晋次（東北大），尾形良彦・岩田貴樹・庄 　建倉（統数研）
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（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
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所属：東京大学地震研究所

図１．

RI150Kによる 2009年，2010年，2011年の予測結果．○は実際に発生した地震の震央である．

図２．

空間 CELLの解像度を変えた際の予測結果．左から，0.5度，0.25度，0.1度，モデルは RI150Kを採用した．



平成 25年度年次報告

課題番号：1447

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

海底古地震研究によるプレート境界断層の活動履歴の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（3）超巨大地震とそれに起因する現象の解明と予測のための新技術の開発

イ．海底地形・堆積物調査技術

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

オ．地震発生サイクルと長期地殻ひずみ

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

（５）本課題の５か年の到達目標：

　2011年東北地方太平洋沖地震は，メガスラストの長期間にわたる挙動を理解することの重要性を

端的に示した。超巨大地震の発生を予測するには，深海底に残された地形・地質学的なデータをもと

に，メガスラストの長期間におよぶ活動履歴と変位量を明らかことが最も直接的である．このために

は，陸上の活断層のトレンチ調査と同様に，深海底のメガスラスト先端部における詳細なイメージン

グや試料採取などを行う必要があるが，陸上と異なり我々が直接アクセスすることの出来ない海面下

6000 m以深の深海底での調査研究はチャレンジングであり，実行までに手法・技術開発を行う必要が

ある。本研究では，深海底下における高精度イメージング及びピストンコアなどによる掘削・試料採

取，年代決定などの情報を収集・検討を行い，メガスラストの活動履歴・地殻変動を解明する手法・技

術開発のための準備を行う．

（６）本課題の５か年計画の概要：

【平成 24年度】日本海溝など深度 6000mを超える深海底下における調査研究手法開発を念頭に置いて，

世界各地の沈み込み帯における海底古地震研究の最新の情報を収集・検討する．また，おもに deep tow

の反射法による高精度地下構造イメージングや海底地形調査およびピストンコアなどによる掘削・試

料採取，年代決定手法についても最新の機器開発・研究手法に関する情報を収集・検討する．

【平成 25年度】前年度に引き続き情報収集を行う．また，研究集会を開催し，収集・検討した情報を

元にして，実施参加者と物理探査技術者などを含めた手法開発の検討を行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：



2011年東北地方太平洋沖地震（Mw9.0）の震源域で，地震前に取得されていたMCSデータを再解析

すると共に，基礎試錐の層序との対比を行った．また，Jamstecおよび海上保安庁が取得した海底地形

データと合わせて，地質構造の解釈を行った．再解析測線のうち，MY103測線では，海溝海側斜面で

は正断層群が半遠洋性堆積物及び海洋地殻を切断し，正断層崖の基部から中角度で下方に延びる正断

層の反射面が認められる．ただし海洋性モホ面には明確な落差は認められない．正断層によって切断

される半遠洋性堆積物には断層の両側で厚さの変化が認められないことから，その活動開始時期は新

しいとみられる．太平洋スラブを構成する海洋地殻は，この様な正断層構造を保持したまま日本海溝

を境に下方に沈み込んでいる．海溝軸から陸側に向けて幅 20kmほどの区間は，沈み込み帯先端部の

付加体で，複数条の覆瓦スラスト群で構成される．スラストの構造は，沈み込み帯先端部では低角の

rampであるが，海底面下 1km内外でほぼ水平なデコルマに移り変わる．また，沈み込む海洋地殻は海

溝軸部からの距離 20km付近で下方に折れ曲がるように見える．これに対応して，デコルマ面は西傾

斜の rampに再び移行する．このデコルマの折れ曲がり部分の上位には重合速度が周辺の付加体に比

べて高い領域が，上方に凸の三角形をなして存在するのが認められる．この直接的なデータはないも

のの，ここではこれを沈み込んだ海山と推定した．海山の沈み込みは茨城沖でも認められるが，いず

れの地点でも空中磁気の高異常帯が認められる（産業技術総合研究所，2005）点で共通する．この高

速度異常帯の直上では海底地形は上方に緩やかに凸に膨らんでいるほか，付加帯の内部には小規模な

正断層や逆断層が認められる．これより西方ではスラブ上面の反射面は西に急傾斜するように見える

部分はあるが，これより西方のイメージは得られていない．海溝上部斜面基部では，比高は 1000m近

くに達する東向き崖地形が認められ，その地下には西傾斜のウェッジスラストが伏在する．周辺の層

序から判断すると，このスラストウェッジは古第三紀および白亜紀の岩石より構成される．スラスト

ウェッジの先端ではこれを不整合のう新第三系が褶曲変形に参加し，ウェッジ先端より伸びる軸面を境

にして折れ曲がっている．一方，この新第三系の褶曲東翼には，崖地形基部以東の海底面を直接構成

するほぼ水平な地層（斜面堆積物）がオンラップしており，これらはウェッジスラストが形成する褶曲

構造に参加していない．また，崖地形基部の位置はウェッジスラスト先端の軸面の位置と明らかにず

れている．このことは，海溝上部斜面基部の東向き崖地形は，かつて活動していたウェッジスラスト

によって成長していた構造性の崖地形の下半部を，ウェッジスラスト活動停止後に斜面堆積物が埋積

したものと考えられ，このウェッジスラストは現在活動を停止している可能性が高い．

　このように，海底地形による変動地形解析と高精度の反射法地震探査データを組み合わせることに

より、海底活断層の構造的な解釈が可能であることが分かった。沈み込み帯の超巨大地震の発生を予

測するには，この様な変動地形・構造地質的な解釈に加えて，深海底に残された地形・地質学的なデー

タをもとに，メガスラストの長期間におよぶ活動履歴を解明する必要がある。Cascadiaなどの比較的

水深の浅い沈み込み帯では，曳航式探査技術やピストンコアリングを利用し，タービダイトの認定と

年代測定による巨大地震発生履歴の推定がなされている（例えば Goldfinger,2010）．一方，日本海溝

のような水深 6000mを超える深海底での巨大地震発生履歴の推定に関する研究は行われていない。ま

た、Cascadiaに代表される水深の浅い沈み込み帯でも，沈み込み帯先端部の変形フロントにおける直

接的な巨大地震履歴の証拠を取得する調査研究は行われていない．タービダイトは巨大地震による強

震動の結果生じる、いわば二次的な巨大地震の証拠であり，全ての巨大地震履歴を記録しているとは

限らない．従って、沈み込み帯の巨大地震発生履歴を復元するためには、陸上と同様に，沈み込み帯変

形フロントが存在する海溝軸において，巨大地震の結果生じた低断層崖地形の同定とその掘削によっ

て，一次的な巨大地震の証拠を取得することが必要不可欠である．これを実現するには，海溝軸付近

における?高精度の海底地形データの取得と，?高分解能反射法地震探査，??で取得した反射断面と対

比するための深さ数 10mのピストンコアリング，を実現することが必要である．日本海溝のような水

深 6000mを超える深海底における，このような高精度・高解像度の地下構造や海底地形データの取得

技術は開発途上である．?を実現するには曳航型サイドスキャンソナー等の開発・導入やピストンコア

リングの位置精度など，高圧下における深海曳航式の探査技術のイノベーションを図ることが重要で

ある。また，堆積物の年代推定など，乗り越えなくてはならない課題は数多い．



（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Ishiyama, T., Sato, H., Kasaya, T., Kodaira, S., Abe, S., 2012, Structural characters of the Japan Trench

subduction zone over the March 2011 Mw 9.0 Tohoku-Oki earthquake rupture, based on seafloor geo-

morphology and reprocessed multichannel seismic reflection data, T13A-2581, AGU Fall meeting.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
佐藤比呂志・石山達也

他機関との共同研究の有無：有

芦 　寿一郎（東大大気海洋研），小平秀一・金松敏也（JAMSTEC）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所

電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：佐藤比呂志 　

所属：東京大学地震研究所



平成 25年度年次報告

課題番号：1448

（１）実施機関名：

東京大学地震研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

臨界現象の物理を背景とする地震活動度解析

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ウ．地震活動評価に基づく地震発生予測

（５）本課題の５か年の到達目標：

　近年ナチュラルタイム (Natural time)という新しい時間概念で臨界現象の時系列解析を行うと，シス

テムが臨界点に達しているか否かを推定できることが示唆された (Varotsos et al., PRE, 2002)．Natural

timeの概念では，ものごとはその過程に固有の“ self clockあるいは internal clock”ともいうべき時間

によって進行するのであって，天体の運行，原子時計などで測られる通常の時間 (conventional time) 　

に支配される理由はないとし，時間は事象が起こったときのみに進むとする．N個の事象をふくむ時

系列は，k番目の事象 (物理量 Qk)が Natural timeχ k (χ k = k / Nで定義される)に起きたと記述さ

れ，その時系列が臨界状態に達した場合にはκ 1とよばれる指標の値が 0.07に収束するという．指標

κ 1は時系列について規格化された Qkの重みを付した Natural timeχ k“ 重み付き時間”の概念から

得られる値である．Natural time概念を地震発生時系列に適応させ,κ 1が 0.07となるときをもって，

大地震のようなイベント発生前の臨界状態を知ることができることになる．本研究の目的は，Natural

timeの上記の諸特性の真偽を世界各地の地震について検証し一般性が確立されれば，その理論的基礎

を明らかにすることにある．

（６）本課題の５か年計画の概要：

【平成 24年度】

　Natural time概念はκ 1が 0.07に収束することによって臨界現象における臨界点の発生時を認定で

きることを既にいくつかの地震について示したので，ギリシャにおいては短期予知に有効であるとさ

れている．しかし，我々が行った本邦の大地震での解析ではあらゆる大地震には有効ではなかった．こ

れについては臨界点発生認定の数学的記述に問題があるとも考えられるため，パラメーターチューニ

ングの手法によってその原因を探る．我々は，信頼性の高い関連データの存在するギリシャ・台湾・米

国などの可及的多数の過去の大地震について Natural time解析を適用し，これが一般的法則と成り得



るかを検討し，論文化する．また，κ 1の変動度に注目すべき変化の可能性が見られた 2011年東日本

太平洋沖M9地震前の地震活動について，その徹底的検証を行う．なお，これらの研究過程において，

Natural timeの理論的側面について，Varotsos教授との共同研究論文 (Abe et al., Phys. Rev. Lett., 2005)

の実績を持つ三重大学工学研究科物理工学専攻阿部教授と理論共同研究に着手し，同教授が最近提唱

している修正理論を地震活動度の時系列解析に適応すべく，その発展を試みる．大地震前のκ 1の統

計的性質一般については ETASを用いた合成地震カタログ，地震の順序をシャッフルしたカタログから

の結果とも比較しつつ Natural time解析の有用性を検討する．

【平成 25年度】

　24年度に引き続き，2011年東日本太平洋沖M9地震の先行と見られる地震活動度変化を現象の一

般性を含めて精査する．これには全世界的視野で巨大地震前の地震活動度変化をも解析し，論文執筆

作業を進める．また Natural Time解析の理論的根拠も依然として完全に納得のいく状況ではないので，

我々はこれらの点について，24年度に続き阿部教授と統計物理学的基礎理論の深化につとめる．その

完成は本研究の重要目標の一つである．

　また，臨界である事の大きな判断要素として，相関距離の増大（長距離相関）がある．このため，よ

り正確な地震発生場所を予測するためには，地震発生における空間的な constraintをどうするかが問題

となる．本研究では，地震活動静穏化評価の方法である RTM法 (Nagao et al., EPS, 2011)をはじめと

した他の概念を natural time解析と組み合わせ，より精度の高い臨界現象検知を目指す．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　地震を臨界現象とみる立場の研究は、Bakらの自己組織化臨界現象の研究をはじめとして数多い。こ

れらは地震発生マグニチュードの頻度分布や余震の発生数時系列などが臨界現象の特徴であるべき的

変化を示すこと及び大地震などのイベントが相転移に対比できることから予想されている。自己組織

化臨界現象とみなせる地震や砂山崩しなどでは、発生マグニチュードの時間発展はごく僅かな例外を

除き、磁性体の相関長などのようにべき的な変化ではなく単調増加でもない。ゆえに、大地震の発生

時を、臨界現象の立場から予測することは難しいと考えられている。しかしながら、Varotsosらによ

れば本概念を地震発生時系列に適応させることによって、大地震のような最大イベント発生前の臨界

状態を知ることができるとされている。だが、Varotsosらの計算方法は、重み付き時間と閾値を満た

す地震のマグニチュードのみをパラメーターにして計算している。実際の地震は余震などからわかる

ように空間的な相関をもち距離に大きく依存していると考えられる。そこで平成 24年度の研究では、

我々が Varotsosらの理論体系を再構築したアンザッツ (Ansatz)をもとに、自己組織化臨界現象の例と

して地震を対象にして解析した。更に重み付き時間・マグニチュード・距離に依存する新たな関係式

を定式化した。この式を用いて日本のプレート境界などのサブダクションによる地震とは大きく関係

していないと考えられる、内陸性の地震について検証した。平成 25年度では、これらの内容について

論文執筆したので、投稿準備をしている。さらに、κ 1の分布形状について時間変化を調べたところ、

2011年東北地方太平洋沖地震前のみに顕著な変動があることがわかり、米国アカデミー紀要に論文発

表した。

また、

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Sarlis, N. V., E. S. Skordas, P. A. Varotsos, T. Nagao, M. Kamogawa, H. Tanaka, and S. Uyeda, Minimum of

the order parameter fluctuations of seismicity before major earthquakes in Japan, Proc. Nat. Acad. Sci.,

110 (34), 13734-13738 (2013)

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
上田誠也

他機関との共同研究の有無：有



鴨川 　仁（東京学芸大），長尾年恭（東海大） 　

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
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URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：上田誠也 　

所属：東京大学地震研究所



平成 25年度年次報告

課題番号：1502

（１）実施機関名：

東京大学理学系研究科

（２）研究課題（または観測項目）名：

地殻流体のフラックス測定に基づいた化学的地震先行現象発現機構の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

ア．岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本研究では、化学的な地震先行現象が発現する機構の解明を試みることを目標とする。マントルか

ら供給される流体及び断層内や帯水層内で放出される揮発性物質は、地震発生過程にかかわる地殻の

物理状態を反映すると期待される。これらの化学物質が生成される素過程を実験により検証していく

とともに、それらの反応が地震発生過程に関連する機構を観測事実に基づいて解明する。想定してい

る揮発性物質は、水素、ヘリウム、メタン、ラドンであり、分析化学的な手法を応用した測定を連続

的に行う。観測井がある跡津川観測点は、跡津川断層直上にある。そこで、断層から放出される揮発

性物質の濃度変化と活断層の地震活動とを関連付けるようなモデルを構築し、断層の活動度の予測を

試みる。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は、プロトタイプとして開発してきた地下水溶存ガス観測装置を改良し、精度よく溶存

ガス組成を分析できるようにする。また、観測点の改修整備を行う。

　平成 22年度は、改良された観測装置を運用し、地下水に溶け込んでいる断層破砕帯から放出された

ガスの組成変化を連続観測するとともに、周囲の地震活動との対比を行う。

　平成 23年度は、帯水層の物理パラメタとの並行観測を実施することで、地下水溶存ガスの濃度変化

と地殻・断層の状態変化との関係性を見出す。

　平成 24年度は、観測事実に基づいた化学的地震先行現象発現のモデルを構築し、これによって活動

予測を試みる。

　平成 25年度は、観測例を増やしつつ、成果を取りまとめる。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：



　本研究課題は，地下水溶存ガス測定システムなどによる長期連続観測によって，地震や地殻変動な

どで引き起こされる地下水中の化学成分の変動を精密に測定する技術を確立し，その変動機構に関す

る理解を深めることが目標であった．

　長期にわたる溶存ガスの測定では，分析精度および観測安定性を向上させるため，抽出された溶存

ガスを精製する装置の開発に取り組んだ．抽出ガスの水蒸気成分を従来の１/１００に抑えることに成

功したことにより，測定結果のバックグラウンドを 2桁下げることができ，分析精度を上げることが

できた．これと同時に，装置の大きさを１/３にすることにも成功したため，容易に移動することがで

きるだけでなく機動観測に対応できるような装置を作成することに成功した．

　上記の装置は，跡津川断層に掘削された観測井から採取される地下水の分析に使用された．ここで

は，作製された装置の長期安定性を評価するとともに，地下水溶存ガスの組成変化にどのような長期

変動成分が含まれているかを調べた．およそ６００日にわたる連続自動運転の結果，主要溶存ガスは

弱い年周変化を含んでいる可能性があること，地殻起源のガスの一つであるヘリウム４の安定観測を

実現した．また，本計画終了後に開始する予定の多点観測に向けた，装置安定性を確認できた．いっ

ぽう，マントル起源ガスの測定装置の開発はなおも試作段階にあり，ヘリウム４との同時測定に向け

準備中である．

　観測データや地下水化学データベースを広く公開してゆくため，Webページを作成し運用を開始し

た (http://growdas.com)，ここでは，観測データを準リアルタイムに表示するとともに，観測装置の概

要やデータの変動の解釈なども公開している．

　本計画終了後の多点観測の準備として，観測すべき地下水系の論理的根拠を与えるために，全国の

地下水系の化学組成データの収集と解析をおこなって，地下水化学データベースを完成させた．中部

地方から九州地方にある活断層とそれらの地下水系の化学組成との関係を検討し，断層と地下水化学

組成の関係をいくつかのグループに分類できることを突き止めた．これらの分類法により，流体が地

震発生域から活断層に沿って上昇する水系をスクリーニングした．また，塩濃度をキーにした溶存物

質の組成に見られる特徴から，断層破砕帯を通路にして上昇する断層流体の特徴や深部流体の特徴に

ついて明らかにした (投稿準備中)．

　先行現象研究の初期から多くの報告がある，地下水ラドンが地震や地殻変動に応答する現象の発生

機構について，予察的なモデルの構築に取り組んだ．中伊豆に設置された観測井では，1978年から不

断にラドン濃度の連続観測を行い，1978年の伊豆大島近海地震に先行するラドン濃度の減少に加え，

2011年の東日本太平洋沖地震に先行するラドン濃度の増加を観測した．一つの帯水層においてラドン

濃度の異常減少と異常増加が観測されたことを利用して，地下水ラドン濃度の変動機構を Kuoのモデ

ル（Tsunomori and Kuo, 2010）を発展させて定式化した（Tsunomori and Tanaka, 2014）．このモデル

は，観測可能量で置き換えられるパラメータのみで構成されており，今後の観測結果によってその妥

当性や修正点を議論していけることが特徴である．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
F. Tsunomori, and H. Tanaka, 2014, Anomalous Changes in Groundwater Radon Concentration Monitored

at Nakaizu Well in 2011, Radiation Measurements, 60, 35-41.
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課題番号：1503

（１）実施機関名：

東京大学理学系研究科

（２）研究課題（または観測項目）名：

動的破壊と非地震性すべりの不均質性とスケール法則の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

ア．断層面の不均質性と動的破壊特性

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本課題は地震の動的破壊時及び非地震性滑り進行時における不均質性の特徴とそのスケール依存性，

摩擦と破壊の素過程との対応の解明を長期的目標としている．５か年の現実的目標は (1)地震破壊の

不均質性を解明するためのデータ解析手法の改良及び適用例の増加，(2)断層近傍観測の成功と分析，

(3)非地震性滑りの新たな特徴の発見，及び (4)地震性・非地震性滑りの統一モデルのためのプロトタ

イプの開発である．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は５か年計画の基礎となる研究体制を整備する．特にマルチスケール断層滑りインバー

ジョン法の計算コードを一般に利用しやすいように整備する．パークフィールド地域での地震解析例

を増やし，その結果を基に地震破壊成長のスケーリングを議論する．また，ネットワーク相関震源決

定法のコードを整備し，東海から四国までの全域の低周波地震に適用する．世界の微動活動の比較の

ためのデータの収集を始める．平成 22年度は新たな断層滑りインバージョンモデルの追加と深部低周

波地震の地震活動の定量化を重点的に行う．世界各地の微動データの収集も続ける．南アフリカ金鉱

山の断層近傍の地震計で強震が観測された場合にはデータから破壊伝播速度を推定する．平成 23年度

にも新たな断層滑りインバージョンモデルの追加と深部低周波地震の地震活動の定量化を行う．深部

低周波微動の時系列の統計的な特徴を明らかにし，世界各地の微動データをプロトタイプモデルであ

る１次元ブラウン運動地震モデルと比較する．平成 24年度には断層滑りインバージョンモデル，深部

低周波地震，微動の分析結果をもとに地震性・非地震性滑りの統一モデルのプロトタイプ開発を始め

る．平成 25年にはこのモデルのプロトタイプを完成させる．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
H21年度は米国パークフィールド地域の微小地震について経験的グリーン関数法を用いたすべりイン

バージョンを行い，それを過去のマルチスケール断層すべりインバージョン法の結果と比較し，地震

破壊過程のスケーリングを議論した．小規模から大規模までの地震の破壊過程は自己相似的な破壊成

長モデルと整合的であり，動的破壊がスケールに依存せずに成長することを示唆する．非地震性すべ

りの研究では，深部低周波地震について全国的にネットワーク相関震源決定法を用いて震源再決定を



行った．東海から，紀伊半島をへて四国まで，すべての地域において再決定された震源は面状の分布

を示し，その傾斜は地域的な海洋モホ面の傾斜角と良い相関を示した．これらの地震がプレート面上

のすべり運動であるという仮説を裏付ける証拠がまた増えたことになる．世界の微動活動の比較研究

の手始めとして南海沈み込み帯と同様に研究の良く進んだカスケード沈み込み帯の地震データを収集

し，南海とカスケードの微動の時間関数の比較から両者が異なる時定数を持つことを示した．

H22年度はこれまで行ってきた２つの研究を完了することができた．一つは米国パークフィールド地

域の微小地震を題材とした地震破壊過程スケーリングについての研究で，解析結果の信頼性評価など

を行い，M2から M6までの地震を統一的な手法で分析した結果，地震破壊成長が自己相似的スケー

ルに依存しないことが示唆された．もうひとつは深部低周波地震についてのネットワーク相関震源決

定法を用いた震源再決定の研究である．震源位置とプレート境界の位置についての詳細検討を修正し

2011年１月に掲載された．これらの深部低周波地震がプレート境界近傍のごく狭い領域で発生してい

ることがわかった．新しいデータ解析のために世界中の地震波記録の収集を開始した．

H23年度には 2011年 3月 11日発生した東北地方太平洋沖地震（東北沖地震）の発生を受けて，地震

の震源プロセスを解明すべく波形インバージョンを実施した．地震は (1)初期破壊 (2)40秒までの深部

高周波破壊 (3)60-70秒を中心とした海溝近傍の破壊 (4)100秒前後での深部高周波破壊に分けられるこ

とを同定した．海溝での破壊が動的過剰すべりを引き起こし，沈み込み帯の応力状態を反転させたこ

とも明らかになった．また沈み込み方向への顕著な方位依存性を明らかにし，エネルギーの推定を行っ

た．その結果，この地震が通常の意味での「津波地震」には該当しないものの海溝での破壊が単体で

起きれば津波地震的だったことが示唆された．東北沖地震についてさらに研究を進め，このような破

壊プロセスの複雑さを説明するために Ide and Aochi (2005)のマルチスケール断層モデルを用いた震源

のモデル化の予備的解析も行った．特に海溝での大きな破壊が 60-70秒後に発生したということは単

純な一つの破壊単位では説明できず，破壊開始点から階層的に破壊が連鎖するプロセスが必要である

ことを示した．世界の微動についての研究は日本，カスケード，メキシコ，チリ，ニュージーランド

について行った．

H24年度は東北沖地震の複雑な破壊プロセスを動的破壊モデルで説明するために，Ide and Aochi (2005)

の階層パッチモデルのパッチ表現を具体的に東北のプレート境界に設定した．この地域の過去の地震

の一つ一つがサイズに比例した一定の破壊エネルギーを持つパッチに相当するとしてパッチの空間分

布を仮定する．さらに浅部に同じ比例則に従って大きなパッチを仮定し，破壊開始点から動的破壊を

開始させると，ほぼ 4つのステージを再現できる．東北沖地震の地震破壊成長はこのような破壊エネ

ルギーの階層的不均質性で説明できることがわかった．同様の手法は比較的大きな地震の過去の活動

がわかっていれば他の地域について，動的地震破壊シナリオ作成のために適用可能である．世界の深

部テクトニック微動についての研究では，九州とニュージーランドの微動についてカタログを整備し

た．またメキシコ Guerrero地域，台湾でもデータを入手し微動の検出が可能であることを確認した．

H25年度は東北沖地震適用した Ide and Aochi (2005)の階層的パッチモデルの論文を出版し，研究を完

了した．さらに同様の手法が，北海道地域でのの動的地震活動をモデル化するために使用できるか検

討した．階層的パッチモデルに関する一連の研究をまとめ，その地震予測研究における意義付けを行っ

た．深部テクトニック微動・地震の多様性についての研究ではこれまで収集した全世界の微動記録を

もとに，微動の発生時系列の解析から沈み込み帯内，および沈み込み帯間での微動活動の特徴を定量

化した．微動の発生様式は地下の構造不均質を反映したものであることが分かった．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Ide, S., and H. Aochi, Historical seismicity and dynamic rupture process of the 2011 Tohoku-Oki earthquake,

Tectonophysics, 600, 1-13, doi:10.1016/j.tecto.2012.10.018, 2013.
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平成 25年度年次報告

課題番号：1504

（１）実施機関名：

東京大学理学系研究科

（２）研究課題（または観測項目）名：

火山噴火過程における火山ガス挙動の観測：ガス蓄積過程とガス放出推移の理解

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-3）火山噴火過程

ア．噴火機構の解明とモデル化

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本研究課題の目的は、火山ガス観測により、噴火過程における火山ガス放出挙動を定量的に測定し、

噴火過程におけるガス放出の特徴を調べる。特に、ブルカノ式噴火の際のガス蓄積過程や、ストロン

ボリ式噴火にかかわるガス量の観測に重点をおき、新しい知見を火山ガス観測によって提供すること

で、噴火機構のモデル化に貢献する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　上述の本課題の５か年の到達目標を達成するためには、噴火に関連した現象を観測する必要があり、

長期的な定常観測を行うことが必要となる。

　平成 21年度においては、これまでに開発してきた観測手法を更に改良し、火山ガス放出率の長期観

測に向けた観測装置及び観測手法の高度化を行う。また、データ処理法などを構築し、桜島で実験的

観測を実施する。

　平成 22年度においては、桜島での長期観測に向け高度化した装置の短期間の試験運用を開始する。

また、ストロンボリ式噴火において、噴火の駆動力となっているガス量の定量を行うための観測をイ

タリアのストロンボリ火山で実施する。

　平成 23年度においては、桜島での長期連続観測に向け高度化した装置の長期間試験運用を開始し、

定常観測に向けた観測手法や装置の問題点を解決する。

　平成 24年度においては、桜島での高度化した装置による観測体制の構築し、運用を開始する。桜島

で見られるブルカノ式の噴火現象にかかわる、火山ガス放出量の変動の観測を目指す。また、ストロ

ンボリ式噴火に関連した観測では、コスタリカ・アレナル火山（または、ストロンボリ式噴火が頻繁

に観測される火山）での観測を実施する。



　平成 25年度においては、桜島での火山ガスの定常観測を運用しつつ、これまでに蓄積した観測デー

タをもとに、ブルカノ式噴火現象に関わるガス放出の挙動について総括する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
本研究課題は，火山ガス観測により，噴火過程における火山ガス放出挙動を定量的に測定することで，

噴火活動に関連したガス放出の特徴を調べることに重点を置き，火山ガス観測によって新しい知見を

提供することで，噴火機構のモデル化に貢献することが目標である．火山ガス観測としては，火山ガ

ス放出率に着目し，紫外分光計や紫外カメラを使用した測定技術を駆使して取り組んだ．浅間火山で

は，超長周期（VLP）パルスの発生に伴い，火山ガスの噴出が見られる．このガス噴出を二酸化硫黄

可視化手法を用いて，二酸化硫黄放出量を定量した結果，VLPのモーメントと二酸化硫黄放出量の間

に正の相関関係があることをはじめて見出した（Kazahaya et al., 2011）．2011年の霧島火山新燃岳の

噴火では，噴火活動期間を通して二酸化硫黄の放出率測定を行った．噴火活動を通しての二酸化硫黄

放出量が 280 ktでその三分の二が最初の 2週間に放出されたことを明らかにしたほか，噴火活動推移

に伴う二酸化硫黄放出量の変動を明らかにした（Mori and Kato, 2013）．桜島火山では現在，昭和火口

と南岳火口の二つの火口から火山ガスを放出し，昭和火口では頻繁に噴火が生じている．この 2火口

の火山ガス放出量比を明らかにするため，二酸化硫黄可視化測定を行った．その結果，南岳火口の二

酸化硫黄放出率は 2007年から 2012年の 4回の観測で，数百 ton/day程度で大きな変化はなかった．一

方，昭和火口の放出率は大きく変化した．また，2火口の放出量比は 2007年 6月の測定では南岳の方

が大きかったが，それ以降の観測では，昭和火口の方が 2倍から 7倍大きかったことを定量的に明ら

かにした（Kazahaya et al., 2013）．

これまでのガス放出率観測は，観測者が現地に赴く短期間の観測によって行われていたため，噴火に

関連したガス放出の変動を数多く捉えることは困難であった．このため，本研究課題では，日本にお

いて二酸化硫黄放出率の自動観測の確立と運用することが，主たる課題のひとつとなっており，その

ための装置や解析手法の高度化を行った．上記のような取り組みの結果，この 5か年で，桜島火山だ

けでなく，浅間火山と諏訪瀬島火山の 3火山で二酸化硫黄放出率の自動観測を確立し，現在も測定を

継続している．桜島での解析法の開発や諏訪之瀬時までの観測が平成 25年度の主な成果にあたる．以

下に各火山での二酸化硫黄放出率の自動観測の状況についてまとめる．

　平成 23年度 7月末に運用を開始した浅間火山での二酸化硫黄放出率連続自動測定は，運用を開始し

て約２年半になるが，この間，2012年 10月中旬にスキャニング装置のモーター故障のため約 3週間，

2013年 12月中旬からの 1か月間，観測用 PCのトラブルにより約 1か月測定が止まった以外には，測

定自体は順調に稼働した．浅間火山の二酸化硫黄放出率は基本 2-3 kg/sレベルで推移していることが

明らかになった．浅間火山は活動期には 1000 ton/dayを超え，静穏期には 100-300 ton/dayで推移する

ことがトラバース測定により知られている（Ohwada et al., 2013）が，本研究課題で自動測定を開始し

てからは静穏期にあたるため，上記の結果はトラバース測定と調和的である．放出率の変化を詳しく

みると，一日のうちでも変動が大きく見られることがあり，短時間ではあるが 10 kg/sの高い放出率を

示すようなガス噴出が起こっているようである．浅間火山では長周期パルス (VLP)地震に引き続いて

おこる火山ガス噴出（Kazahaya et al., 2011）が知られているが，先述の短時間のピーク状放出率変化

には，VLPやその他の地震に対応しているように見られるものが認められた．その一方で，SO2放出

率変化を伴わない VLPや VLPと無関係な SO2変動もみられた．

桜島火山では，京大防災研の黒神観測室に自動放出率測定装置を平成 23年度末に設置した．平成 25

年 11月中旬から約 1ヶ月電源系のトラブルで停止した以外は，順調に運用することができた．観桜島

火山の場合，浅間火山とは異なり，火山灰の噴出もあるので，噴煙中や噴煙外の大気に火山灰がある

場合が多く，このため紫外光の散乱状況が大きく変化するため，二酸化硫黄の定量解析が困難な場合

が多い．平成 25年度に，自動観測において噴煙と観測装置の間の散乱効果を補正する手法を開発し，

二酸化硫黄放出率を算出できるようにした．桜島火山では，天候・風向などの観測条件が良かった数

十個の爆発について，爆発前後の放出率変動を調べることができた．その結果，爆発の前に放出率が



減少するパターンを定量的に示すことができた．また，変動パターンとしては，噴火直前の減少ばか

りでなく，増加から噴火するパターンも見られた．

これまでの浅間火山や桜島火山での自動測定装置は，商用電源を用いて運用されているが，今後観測

を展開していくに当たっては，商用電源が使えない場での測定も重要になる．スキャニング装置を改

良し小型化することで消費電力を大幅に削減したほか，通信・制御系も省電力化することで，ソーラー

パネルで稼働できる自動観測装置を製作し，諏訪之瀬島火山に設置した．自動観測としては，平成 25

年 1月中旬から 5月初旬までの 4ヶ月間（第一期）と平成 25年 11月初旬以降現在まで（第 2期）行っ

た．観測期間全体を通しての平均二酸化硫黄放出率は，16 kg/sで，標準偏差は 6kg/sであった．また，

第一期と第二期の両期間で放出率はそれぞれ 16.9± 6.2 kg/sと 14.0± 5.7 kg/sとほぼ同程度で違いは

見られていない．諏訪之瀬島火山では，2012年 9月から 2013年 7月までの期間，ほぼ連続して微動

が継続し，この期間爆発は一度も発生しなかった．一方，2013年 7月以降は，微動は間欠的になり，

爆発が時折発生するようになった．上記のように，地震や表面活動は 2013年 7月前後で変化している

が，二酸化硫黄の放出率に変動が見られていない．このことは，諏訪之瀬島火山地下の脱ガスマグマ

率が変化していない状態で，表面現象が変化している可能性が明らかとなった．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Kazahaya R., Mori, T. and Yamamoto K., Separate quantification of volcanic gas fluxes from Showa and

Minamidake craters at Sakurajima volcano, Japan. J. Volcanol. Soc. Of Japan, 58, 183-189, 2013.

Mori T. and Kato K., Sulfur dioxide emissions during the 2011 eruption of Shinmoedake volcano, Japan.

Earth Planets Space, 65, 573?580, 2013.
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課題番号：1601

（１）実施機関名：

東京工業大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

電磁気探査による内陸地震と火山地域の地殻内流体イメージング

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　内陸地震の発生に関しては、まだモデルが確立されていないのが現状である。我々のグループでは、

内陸活断層の深部に比抵抗不均質があり、それが流体の不均質構造で、地震発生場や地殻内変形に重

要な役割をしていることを示してきた。次期では内陸地震発生場に近接する火山地域における深部か

らの流体の供給についても考察し、内陸地震と火山の深部構造を、流体を通して統一的に考察する。

テストフィールドとして、宮城県と山形県をまたぐ 2測線において、火山地域とそれに近接する活断

層に着目して地殻内の比抵抗分布を解明し、地殻内流体と、活断層、地殻変動、火山地域の関連を明

らかにする。測線は火山地域（蔵王）を通るものと通らないものについて比較する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

平成 21年度 　観測準備（現地の予察及び予察的観測）。火山地域（蔵王周辺）を通る測線を設定し、

広帯域MT観測の準備及び、予察的な観測を実施する。

平成 22年度 　広帯域MT観測 　（宮城県・山形県）火山を通る測線

平成 23年度 　観測準備（現地の予察及び予察的観測）

平成 24年度 　広帯域MT観測 　（宮城県・山形県）火山を通らない測線

平成 25年度 　まとめ

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
宮城県南部において蔵王山及び福島盆地西縁断層を含む地域で，28観測点において広帯域MTデータ

を取得した．これに加えて、このエリアの北東に隣接する長町利府断層の 61観測点の既存データをコ

ンパイルし，長町利府断層北部で６観測点の追加観測を行った．これら全 95観測点のデータを選び，

インピーダンス・テンソルの全成分を使った３次元比抵抗構造解析を行った. この結果、長町利府断

層の深部延長に低比抵抗ブロックが解析されその北西縁の高比抵抗部で東北地方太平洋沖地震以降の

誘発地震が多発していることがわかった．地殻内流体の移動が誘発地震をトリガーしたと推定される．

また，双葉断層の直下の深度 5ｋｍ以深に鉛直状の地殻内流体を低比抵抗異常として検出した．一方，

火山フロントでは，深度 20kmで島弧方向につながった低比抵抗異常が連続し，蔵王火山や船形山火

山直下では，局所的に鉛直状の低比抵抗異常がそれぞれ深度 5km，10km以深に存在している．蔵王

火山ではその低比抵抗異常はさらに西側に続く．以上のように，内陸地震地域および火山直下の地殻

内流体を３次元的に解析することに成功した．



（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Kaya, T.,T. Kasaya, S. B. Tank, Y. Ogawa, M. K. Tuncer, N. Oshiman, Y. Honkura, M. Matsushima, 2013,

Electrical characterization of the North Anatolian Fault Zone underneath the Marmara Sea, Turkey by

ocean bottom magnetotellurics, Geophys. J. Int., 193, 664-677.

Heise, W., T. G. Caldwell, E.A. Bertrand, G.J. Hill, S.L. Bennie, and Y. Ogawa , 2013, Changes in electrical

resistivity track changes in tectonic plate coupling, Geophys. Res. Lett., 40:1-5. doi: 10.1002/grl.50959.

Matsushima, M., Y. Honkura, M. Kuriki, and Y. Ogawa, 2013, Circularly polarised electric fields associated

with seismic waves generated by blasting, Geophy. J. Int. , 194, 200-211.

Boonchaisuk, S. W. Siripunvaraporn and Y. Ogawa, 2013, Evidence for middle Triassic to Miocene dual sub-

duction zones beneath the Shan-Thai terrane, western Thailand from magnetotelluric data, Gondwana

Research, 23, 4, 1607?1616.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京工業大学火山流体研究センター 　小川康雄 　神田径

東京工業大学理工学研究科 　本蔵義守

他機関との共同研究の有無：有

秋田大学工学資源学部 　坂中伸也

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京工業大学火山流体研究センター

電話：03-5734-2639

e-mail：oga@ksvo.titech.ac.jp

URL：http://www.ksvo.titech.ac.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：小川康雄 　

所属：東京工業大学火山流体研究センター



平成 25年度年次報告

課題番号：1602

（１）実施機関名：

東京工業大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

水蒸気爆発発生場における火山性流体の化学組成と比抵抗構造のモニタリング

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本計画の目標は火口湖の湖水及び噴気ガスの組成・放出量を繰り返し観測し，電磁気学的観測と併

せて水蒸気爆発場の流体・ガスのダイナミクスを明らかにすることにある．

（６）本課題の５か年計画の概要：

平成 21年度 　湯釜湖水と噴気ガスの組成・放出量の観測手法の検討と電磁気の繰り返し観測システム

の構築準備

平成 22年度 　湯釜湖水と噴気ガスの組成・放出量の観測，湯釜近傍における電磁気の繰り返し観測シ

ステムの構築

平成 23年度 　湯釜湖水と噴気ガスの組成・放出量の観測，湯釜近傍における電磁気の繰り返し観測シ

ステムの運用

平成 24年度 　湯釜湖水と噴気ガスの組成・放出量の観測，湯釜近傍における電磁気の繰り返し観測シ

ステムの運用

平成 25年度 　湯釜湖水と噴気ガスの組成・放出量の観測，湯釜近傍における電磁気の繰り返し観測シ

ステムの運用

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　水蒸気爆発発生場のモデルフィールドである草津白根山において，火山性流体の組成変動の観測と

地磁気連続観測を実施した．

　熱水系の発達した草津白根山の山頂には火口湖「湯釜」が存在する。その湖底からは火山性の熱水

が供給されており、湖水は強酸性 (pH=約 1.2)で、塩化物イオンや硫酸イオンなどの火山ガス起源の陰

イオン成分が溶存する。火口湖や温泉水はこれらの火山ガス起源の成分に対してコンデンサーの役割

を果たすため、その濃度や組成は地下深部から供給される火山ガスの性質を反映している。

　各イオンの濃度は降水などの外的要因や火山活動によって変動するが、塩化物イオンは数千mg/l含

まれており、火山ガスの化学組成の特徴を考慮すると、相当の高温の火山ガスがこの熱水系に関与し

ていることは明らかである。更に、高温の火山ガスの関与している熱水にはフッ化物イオンが含まれ

ていることは古くから知られているが、これまで湯釜湖水中のフッ化物イオンのデータは存在しない。



今年度、過去に採取された湯釜湖水試料のフッ化物イオン濃度を定量し、その変化と火山活動との関

連を検討した（図１）

　1982年 10月から 1983年 12月の間、湯釜火口を中心とした草津白根山山頂で 5回の水蒸気爆発が

生じた。フッ化物イオン濃度は噴火期間中に大きく上昇したのに対して、塩化物イオン濃度はあまり

大きく変化しなかった。その結果、濃度比 (F/Cl重量比)は噴火期間中に上昇し、噴火期直後に採取さ

れた湖水試料は最大の F/Cl比を示した。その後、噴火活動が徐々に静穏化すると F/Cl比、フッ素濃度

は低下した。このことから、噴火期間中、湯釜湖水には塩化物イオンに比べてフッ化物イオンに相当

富んだ熱水が供給されていたことが示唆される。その後、1989年 10月から地震活動が活発化し、同

時期に塩素濃度が、その半年後にはフッ素濃度が上昇し始めた。この活発な地震活動は 1992年 9月ま

で続いたが、顕著な表面現象は見られず、F/Cl比はこの期間中は下降し続けた。この期間中に湯釜へ

のフッ素・塩素の供給は増えていると考えられるが、塩化物イオン濃度の変化がフッ化物イオン濃度

の変化に比べてかなり大きかったために、F/Cl比は低下を続けたものと考えられる。F/Cl比が 1982，

83年の噴火期と異なり上昇しなかったことは、火山活動に関与した火山ガスの組成が大きく異なるこ

とを示唆するもので、注目に値する。この地震群発の後、F/Cl比は徐々に上昇している。2007年には

フッ化物イオンの急上昇に伴う F/Cl比の上昇があり、翌年８月には湯釜火口内北東部に噴気帯が出現

した。湯釜火口内に噴気帯が現れるのは 1982-1983年噴火以降初めてのことであり、火山活動の活発化

を示唆する物であったと考えられる。従って、F/Cl比の変化は、2007年頃から湯釜火口下の熱水系に

対して高温の火山ガスが供給され続けていることを示唆しており、水蒸気爆破場における火山活動の

モニタリング指標になりうる。このように、熱水系に対する深部マグマ起源の高温の火山ガスの pulse

的供給は、安定した火山熱水系を不安定化させる要因となる可能性が高く、今後の火山活動には注視

する必要がある。一方で、熱水中のフッ化物イオンはケイ酸塩との反応性が非常に高いことが考えら

れ、その挙動を正しく評価するためには母岩との反応について明らかにする必要があり、今後の研究

が待たれる。

　2008年７月に湯釜火口北東に噴気帯が現れて以来、その近傍における１ m深地温の連続観測を継

続している。観測開始から半年後にはこの標高における沸点に達している。降雨の影響等を受けて一

時的に低下するが、ほぼ沸点を保っていた 2012年以降、徐々にそれが低下している。一方、水釜火口

内の地温の連続観測地点は湯釜火口内の熱異常領域の近くにありながら殆ど変化していない。この結

果は、湯釜に対して火山性流体が spot的に供給されていることを示しており、cap rockなどの地下浅

部の局所的構造に規制されている可能性が高い。噴気の組成は殆ど変化していないが、噴気量は明ら

かに減っており、この温度変化はこのエリアに対する火山性流体の供給が低下していることを示唆す

る可能性もある。但し、この観測点は一点であり、面的にカバー出来ておらず、地下浅部で熱の上昇

ルートが若干移動していることも考えられる。地温観測は火山性流体の移動を捉えているが、その移

動や消長を捉えるためには面的に測定することが必要である（図２）

　土壌拡散放出ガスの放出量をモニターする方法を２カ年かけて開発し、今年度、この手法で、1902

年（明治）火口において、拡散ガスの観測を行った。その結果、現在は熱異常のない火口周辺におい

て微量の拡散放出 CO2の放出量を求める事ができた。この結果は、地下浅部の熱水系から CO2が漏

れだしている pathがあることを示している可能性があり、火山体の弱線など、構造に起因するもので

ある可能性がある。今、更に面的な調査を実施することで、顕在化していない構造を捉えられる可能

性がある。

　マグマ噴火と異なり、水蒸気爆発場は規模が小さいために、地震学や GPSなどの力学的な観測手段

で監視することが困難である。水蒸気爆発場の典型である草津白根山の山頂火口周辺については、ガ

スをトラップする低透水性の粘土キャップ (Smectite)が火口付近に釣り鐘状に存在していること、その

中に火山ガスがトラップされていること、キャップの断裂部が地表の噴気地に対応することが分かっ

て来ている。この粘土キャップは、低透水性を示すと同時に低比抵抗を示すために、その形状の時間

変化について電磁誘導を用いてモニターが可能である。Smectiteは、200℃以下でのみ存在できるの

で、火口直下に高温のガスが流入してくると薄くなることが期待されている。そこで火口直下の比抵



抗構造を精密に観測する手法の必要性があり、Volcano-Loopという人工電流場を用いる観測法が提案

された。これは、直径数十メートルの電流ループに矩形信号を流して、その過渡応答を同じ大きさの

受信ループで計測することで地下構造を観測する手法である。本研究では、このハードウェアが完成

したので、それを草津白根山において試験観測を行った。

このシステムでは送信電流ループと受信電位ループを同一地点に置き、送信ループにステップ電流信号

を流し、電流遮断後の受信電位を測定することによって、観測点直下の構造を高精度に決定するため、

将来的には火口直下の比抵抗構造をモニターすることができると考えられる。送信機は、カーバッテ

リーで駆動でき、最大 10Aを送信することができる（図３）。受信電位については電流遮断後の 0.1ms

から 30msにわたる電位過渡波形を計測しする。測定された電位波形について、モデルのスムーズネ

スを構想条件とするOccamインバージョンも作成した。草津白根山KSE観測点における約 20分間の

試験観測から、深度 400m程度まで高精度に比抵抗を決定できることが分かった（図４）。

　地磁気観測は、地表面の温度観測からは分からない火山体内部の熱的状態の推移がモニタリングで

きる。地磁気連続観測点のみから熱的状態が把握できるようにすることを目的として、2010年度にプ

ロトン磁力計による連続観測点を 4ヶ所に設置した（図５）。これまでの気象庁地磁気観測所の繰り返

し観測によって、地磁気変動の変動源は水釜火口南の深さ約 600ｍに推定されている。日本で観測す

る場合、地磁気全磁力が最も大きく変動する場所は、変動中心の南側（熱消磁型変動の場合、全磁力

減少）と北側（全磁力増加）に位置する。そこで、水釜火口周辺に磁気源が生じた際に期待される全

磁力変動分布を基に、周囲の状況やノイズ環境、メンテナンスの容易さを考慮し、湯釜・水釜の北側

に 2か所、南側に 2か所を選定した。観測は 2010年 11月にスタートし、2010年度の冬期は凍上等の

影響の良好なデータが取得できなかったが、2011年 5月からは 2分間隔の全磁力データを取得してい

る。各観測点における全磁力データと東京大学地震研究所八ヶ岳地球電磁気観測所 (YAT)との単純差

を取ると、湯釜・水釜の北側の観測点 (KN1, KN2)において減少、南側の観測点 (KS1, KS2)において

増加の傾向が観測されている。これは、地下浅部の熱的状態が冷却過程にある場合に観測される変化

である。ただし、北側の観測点では 2013年度はほとんど変化していないように見える（図６）。変化

源の位置は、より北側に位置する KN2の変動量が KN1より大きいことから、観測網より西側に変化

源（帯磁源）があるか、または、KN1極近傍にローカルな消磁源がある可能性がある。地磁気変化源

として単一の磁気双極子を仮定し、約 2.5年間の各観測点の変化量から変化源の位置を求めると、湯

釜北西縁の直下の標高 1250m付近（深さ約 750m）に推定された。磁気モーメントの大きさは 5.52×

107Am2であり、平均獲得磁化強度を 1.0A/mとした場合、半径 236mの球状領域が完全に帯磁するこ

とと等価である。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京工業大学火山流体研究センター 　野上健治 　小川康雄 　神田径

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京工業大学火山流体研究センター

電話：03-5734-2515

e-mail：knogami@ksvo.titech.ac.jp

URL：http://www.ksvo.titech.ac.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：野上健治 　

所属：東京工業大学火山流体研究センター



図１ 　湯釜火口湖水中の塩化物イオン及びフッ化物イオン濃度の時間変化

図２ 　湯釜火口北東噴気帯の地温と湯釜火口の水温及び気温の時間変化



図３ 　Volcano Loop systemの機器配置



図４ 　インバージョンモデルとそれに対応する観測データ



図５ 　プロトン磁力計連続観測点配置図



図６ 　全磁力の経年変化



平成 25年度年次報告

課題番号：1603

（１）実施機関名：

東京工業大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

沈み込み帯のマグマ発生と地殻変動のダイナミクス

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

イ．上部マントルとマグマの発生場

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ア．列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場

（4）地震発生・火山噴火素過程

ア．岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

イ．地殻・上部マントルの物性の環境依存性

（５）本課題の５か年の到達目標：

　沈み込むプレートは、一般に著しい熱的及び物質的な不均質を地球内部に持ち込み、その結果とし

て地震や火山活動を引き起こす。これらの活動は、地質学的時間スケールにおける、広域変成作用、

造山運動、大陸地殻の消長、地球内部の熱・物質の大循環など、地球の変動現象及び進化と密接に関

わる。本研究は、これら一連の現象の起こる場として沈み込み帯を捉え、プレートの沈み込みと諸現

象をつなぐ具体的メカニズムを明らかにすることを目的とする。そのために、以下の理論的、観測的、

実験的な基礎研究を行う。（１）地殻変動を、測地データ、反射法地震探査データ、地質構造、地表変

形データなどから多角的に捉え、変位の食い違い理論に基づく数値シミュレーションによるモデル化

やインバージョン解析を通して、ひずみ・応力状態及びテクトニクスとの関連性の推定を行う、（２）

火成活動の実体を、日本列島に分布する岩石と熱水の調査、サンプリング、文献調査、分析によって

物質科学的に捉え、沈み込み帯の温度場、流れ場、物質輸送のカップリング数値モデルと比較対照す

ることによって、火成作用のメカニズムを明らかにする、（３）含水マントル及び地殻物質の高温高圧

変形実験を行い、H2O流体が沈み込むスラブやウェッジマントルの地震学的特性に及ぼす影響を明ら

かにするとともに、スラブ起源流体の発生・浸透過程を制約する、（４）（１）から（３）を合わせて、

沈み込み帯の温度構造、流動・変形、物質循環に関する統合モデルを構築する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、おおむね上記計画の準備（数値モデルのデザイン、野外調査・サンプリン

グ、実験装置の開発・テスト）を行う。以下の計画を実施予定である

　地殻変動：地表変形データ及び既存反射法地震探査データの再解析によって、東北日本における鮮

新世以降の島弧リソスフェアの変形領域と、中新世におけるリソスフェア伸張領域とが、どの様に対



応するかを検討する。弾性－粘弾性多層構造媒質中のモーメントテンソルによるひずみ場及び応力場

の導出を解析的に行い、その結果を利用してプレートの沈み込みによりどのような応力場が島弧内に

形成されるのか数値シミュレーションにより明らかにすると共に、インバージョン解析の理論的研究

も進める。

　火成活動：東北日本の新生代火山の調査、岩石試料採取、西南日本の中生代－新生代火成活動の調

査、岩石及び熱水試料採取と化学分析、年代決定を行う。沈み込み帯の温度場、流れ場、物質輸送の

カップリング数値モデルの構築に向けて、素過程を理論的に洗い出す。

　変形実験：1GPaまでの圧力で含水マントルを構成する蛇紋岩の脱水変形実験を行ない、スラブ内地

震のメカニズムを調べる。東京大学に新たに開発した固体圧式変形試験機によって、更に広い圧力領

域 ( 2GPa、地下 60 km相当)で実験ができるようにするため、各種キャリブレーションテストを行う。

　平成 22年度以降においては、以下の研究を実施予定である（平成 21年 8月に、研究者の移動があ

り、これに伴って平成 22年度以降の計画に変更が予定されているため、『平成 22年度以降』として一

括記載する）。

　地殻変動：地表変形データ及び既存反射法地震探査データの再解析によって、東北日本における鮮

新世以降の上部地殻の短縮量と、中新世における上部地殻の伸張量とを推定することを試みる．また，

これらの結果と，島弧の広域的な隆起・沈降データ及びシミュレーション・インバージョン解析とを

比較し，島弧リソスフェアの変形仮定を考察する．

　火成活動：火山岩及び地下水・温泉・熱水系の調査・サンプリングに基づき、日本列島全域をカバー

する空間規模で、沈み込むプレート由来（スラブ流体）の量と組成を、化学組成あるいは同位体シス

テマティクス（特に、Pb,Nd,Srの５同位体比）に基づいて制約し、テクトニックセッティングとスラ

ブ流体の起源の関係性を明らかにする。流体量の制約と、数値シミュレーションを合わせて、沈み込

み帯のマグマ生成過程の定量的モデル化を行う。これらのマグマ生成場は、過去の東アジア一帯のテ

クトニクスとその歴史を強く反映する。中生代以降の火成・変成作用の時空分布・成因を、年代測定、

化学・同位体分析によって解明し、対流の数値モデルと合わせることにより、東アジアのテクトニク

ス発達史と、現在のセッティングの関係性を明らかにする。

　変形実験：固体圧式変形試験機（東京大学・理）によって、蛇紋岩の高温高圧変形実験を 2GPa (地

下 60km相当)までの条件で行ない,沈み込むスラブにおける脱水反応・流体発生時の地震発生過程を

明らかにする。また含水ウェッジマントルの脆性-延性転移挙動を明らかにし、スロー地震がカンラン

岩の蛇紋岩化に起因するという説を検証する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
（１）地殻変動：沈み込みに伴う山脈形成において，背弧域における地殻水平短縮が重要な役割を果た

していることが近年の研究によって明らかになってきた．本研究では先ず，反射法地震探査から得ら

れる地下の地質構造から，東北日本弧の背弧域（羽越褶曲帯～北部フォッサマグナ）における地殻変

形過程を検討した．その結果，当該地域には中新世の日本海拡大時において非対称リフトが形成され，

その構造が鮮新世～現在に至るこの地域の変形様式を強く支配していることが分かった．鮮新世以降

の圧縮変形を引き戻す事によってこの非対称リフトの形状を復元した．その結果，この構造は羽越?北

部フォッサマグナ堆積盆西縁から盆地下へ西傾斜で延びるリストリック断層とその深部延長に存在す

ると推定される水平な detachment 断層上でのすべりによって生じたと解釈された（Okada and Ikeda,

2012）．屈折法地震探査のデータによれば東北日本背弧側では広範囲に下部地殻の薄化が起こってい

るので，上記 detachment断層を介して上部地殻と下部地殻とで全く異なる様式の変形が生じていると

推定される．上記の成果に基づき東北日本弧の地殻水平短縮速度を求めた．この地域の鮮新世以降に

おける地殻短縮量は 10～15 kmであるから（Okada and Ikeda, 2012），東北日本弧における短縮変動の

始まりを 3.5～5 Ma（Sato, 1994;守屋ほか，2008）とすれば，背弧域での水平短縮速度は 2～4 mm/yr

となる．前弧域の短縮速度をおよそ 1 mm/yr程度とすれば，東北日本弧全体で水平短縮速度は 3～5

mm/yrと推定される．この結果は，（１）東北日本弧における非弾性歪みの蓄積速度が，測地学的に観



測される歪み速度に比べておよそ一桁小さく，（２）したがって過去 100年間以上にわたって東北日本

弧に蓄積された大きな歪みの大部分が弾性歪みであること，および（３）その弾性歪みはプレート境

界状で起こる巨大な decoupling eventにともなって解消されるという従来の予想（池田，1996，2003

など）を裏付けた（池田，2011; 池田・岡田，2011; Ikeda, 2012; 池田・岡田・田力．2012）．超巨大

地震を伴う島弧の弾性歪み蓄積／解放過程について，東北日本弧と世界の他の沈み込み帯とを比較し

た（図１）．東北日本では幅広い固着領域の浅部のみが地震時にすべり，割れ残った深部固着域で余

効すべりがおこるらしい（池田，2011ほか）．このような深部固着は，他の超巨大地震発生帯には存

在しない可能性が高い．日本海溝に沈み込んでいるプレートの年齢は極めて古く従って低温であるか

ら，このように深い固着域が存在するのは熱的な原因によると考えられる（池田ほか，2012；Ikeda,

2012）．平成 25年度には過去４年間の成果に基づき，日本の原子力関連施設の耐震安全性，とくに海

溝型巨大地震ハザード評価に関わる問題を検討した．また，地震災害を含む自然災害一般と原子力災

害との本質的な違いを検討した．さらに，理学としての地震学が自然災害の軽減に対してどの様な貢

献をすべきかを考えた（池田，2014，投稿中）．

　島弧の歪み・応力状態について，以下の定量的研究も推進した．地震波形のインバージョン解析や地

震前後のメカニズム解の変化等から，東北沖地震では通常の地震と違って例外的にプレート境界面上

に蓄えられたほとんど全ての歪みが解放されたと考えられるため（深畑他，2012），応力降下量の見積

もりなどから絶対応力レベルの推定が可能である．但し，そのためには，まず滑り分布を正確に推定

すること，およびより正確な滑り応答関数が必要である．より正確に地震時の滑り分布を推定するた

め，ここ数年ほど観測データに不可避的に存在する誤差の相関を取り入れたインバージョン解析手法を

開発してきた（例えば，Yagi & Fukahata, 2011）．異種のデータを同時インバージョンする際に，その

最適な重みを ABICで客観的に決定する方法の定式化およびその実効性を示した研究（Funning et al.,

2014）もインバージョン解析法の開発の一環である．また近年，Back Projectionと呼ばれるインバー

ジョンによらずに単に観測地震波形をスタックすることにより地震破壊過程をイメージする方法が流

行しているが，それとインバージョン解析との理論的関係を明らかにすることに成功した（Fukahata

et al., 2014）．その結果，Back Projectionは地震波（P波）がδ関数で近似できる場合には問題ないも

のの，通常の浅い地震の場合には，インバージョン解析と比べ明らかに解像度が落ちることを示した

（図２）．応答関数については，履歴積分の考えを用いることにより，食い違い源に対する粘弾性層内

の歪み・応力を半解析的に求めることに成功した（Hashima et al., 2013）．粘弾性層内の応力は，弾性

ではなく粘弾性の構成関係に従うため，従来導出が困難だったものである．また，平成 25年度には，

点食い違い源に対する多層弾性内部変形場の計算プログラムを新たに作成した（従来，内部変形につ

いては２層のみ）．開発した弾性および粘弾性の計算コードは，内陸部における変形や応力状態の議

論に用いられている（例えば，Shikakura et al., 2014; Hamling et al., 2013）．

（２）火成・熱水活動：火山岩及び地下水・温泉・熱水系の調査・サンプリングに加え，広域変成帯の岩

石に記録された流体過程を基づき，沈み込むプレート由来（スラブ流体）の量と組成を日本列島全体

のスケールで明らかにすることに成功し，そこからマントルの温度構造を制約可能であることを示し

た（Nakamura and Iwamori, 2009; 2013; Kusuda et al., 2014, in revision）．さらに平成 25年度には，地

殻内部を流動し周囲の岩石と反応したと考えられる流体との比較を行った．その結果，西南日本の三

波川変成帯の広い変成相領域において，地殻深部の条件下で流体と岩石が著しく反応し（特に，降温

期における溶解-加水反応），微量元素とともに，主成分元素も大きく運搬し，岩石変形自体にも大き

な影響を及ぼしている可能性が示唆された（Uno et al., 2014）．これは下部地殻の変形やそれに伴う地

殻変動・地震現象とも本質的に関連し，重要である．

（３）変形実験：沈み込むスラブの脱水反応とスラブ内地震の発生メカニズムの関係を調べるため，ス

ラブマントルに存在する可能性のあるアンチゴライト蛇紋岩の高温高圧下で圧縮試験を行ない，低封

圧での脱水脆性と高封圧での脱水軟化という挙動の変化を明らかにした．またガウジの摩擦実験では

脱水反応が剪断面で促進されることが脱水硬化の一因となることを見いだした．５カ年計画の半ばで

発生した 2011年の東北沖M9巨大地震を受け，計画後半では沈み込みプレート境界断層の摩擦特性の



解明に重点をおき，レオロジーモデル構築や，沈み込み帯岩石の応力解析のための顕微ラマン分光手

法の開発も行なった．地下深部で間隙圧が摩擦強度に与える影響を明らかにするために，含水マント

ル物質の摩擦実験をおこなった．平成 25年度には，油圧式３軸変形試験機（東京大学地震研）による

アンチゴライト蛇紋岩のプレカット試料をもちいた摩擦実験をさらに発展させ，前年度まで常温下で

の実験にひきつづき，高温（３００℃）高封圧（封圧 380 MPa）での実験を行ない，摩擦挙動が有効

圧の法則からずれる傾向が明らかになってきた．またガス圧変形試験機によるタルクの応力ステップ

実験（室温・封圧 110 MPa）の結果を解析し，石英ガウジなどで報告されているものとは大きく異な

る挙動を見いだした．

（４）統合モデル：沈み込み帯スケールでの水循環のモデルに，レオロジー，溶融を組み込んだモデル

の構築を進め，スラブ流体の発生と移動－固相との反応と流れ場変化－温度場変化を通してのスラブ

流体の発生と移動へのフィードバックを整合的に解くことに成功した（Horiuchi and Iwamori, in prep）．

前弧領域下における蛇紋岩化作用とその空間的広がり，及びその結果としての温度構造・溶融領域を

実際の地殻熱流量分布・火山帯の位置と比較することにより，蛇紋石のレオロジーや広がりについて

制約も得られた．また，平成 25年度には，沈み込み帯スケールでの水循環のモデルに，微量元素や同

位体輸送を組み込むことに成功し，地球物理学的な制約（地震波トモグラフィーや温度・流れ場構造）

と，地球化学的な制約（火山岩，変成岩，熱水，鉱床などの組成）を具体的に結び付けることが可能

となりつつある（図４，Ikemoto and Iwamori, 2014, in revision）．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
池田安隆，2014，変動帯に立地する原子力関連施設の耐震安全性評価に関わる地質学的問題，日本地

震学会モノグラフ 3．(投稿中；査読なし)
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図１

超巨大地震が発生する沈み込み帯には 2つのタイプが存在する（池田ほか, 2012）．（A）チリ型．1960年チリ地震
（Mw 9.5），1964年アラスカ地震（Mw 9.2），1700年カスカディア地震（Mw 9.0）などがこのタイプに含まれる．
下図はプレート境界の形状；上図は，地震時（実線）と地震間（破線）における隆起・沈降パターン．（B）東北日
本型．下図はプレート境界の形状；上図は，地震時（黒実線）、地震直後（灰色の実線）と地震間（黒破線）にお

ける隆起・沈降パターン．地震時の変動はプレート境界浅部（下図の黒太線）のすべりで，地震直後の余効変動

はプレート境界深部（下図の灰色太線）の滑りで生じる．地震間の変動はプレート境界の浅部から深部まで固着

することによる．A, B両図とも弾性変形のみを示している事に注意；地震サイクルの過程で生じる緩慢な造山運
動（＝非弾性変形）は，この図に表現されていない．



図２

Back projection (BP), Hybrid back projection (HBP),およびダンプ付き最小二乗法 (d-LSS)による点震源のイメージ
（Fukahata et al., 2014より）．地震は時刻ゼロに原点（深さ 15 km）において垂直な横ずれ断層上で発生したと仮定
している（左および中コラムの黒点が仮定した点震源を表す）．観測点は，角距離 30 �～90 �の範囲で全方位に
10 �毎に一様に分布させている．観測波形に誤差は与えていないため，図のイメージがそのまま，インバージョ
ン解析における model resolution matrixに対応する．誤差なしを反映して最小二乗法におけるダンピングの値は極
めて小さくとっている．ダンピングを無限に大きくした場合に，ダンプ付き最小二乗法の解と HBPの解が一致す
る．図に示されているように，破壊過程の解像度は，d-LSS >> HBP > BPとなっている．但し，グリーン関数の
精度が落ちる場合には，d-LSSと HBPにおいてより顕著な影響を受ける．



図３

蛇紋岩の摩擦実験．左：高温高圧アセンブリ.右：応力および間隙圧ステップ試験における剪断応力履歴．



図４

沈み込み帯の水循環とそれに伴う Pbの輸送モデル．沈み込むスラブの運動とマントルウエッジの対流，対応する
温度構造と脱水反応，水-岩石反応と溶融，およびそれらに伴う微量元素の分配が組み込まれた初めてのモデルで
ある．Pbは，「化学平衡モデル」では，沈み込んだほぼ全量が，マントル深部に沈み込んでしまうことが分かった
（ Ikemoto and Iwamori, 2014, in revision）．
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（本課題は H24年度に課題登録されたため２か年の到達目標）

　活動火口に火口湖を有する阿蘇火山と草津白根火山において，他火山では実現不可能な高い精度で

熱活動をモニタリングする．陸上に存在する噴気や噴煙の熱流量測定は精度が悪く，一般に数倍～1

桁程度の不確定を持つ．これに対して火口湖を用いた熱流量解析は，10%程度のエネルギー変化でも

十分に捉えることができる．この特徴を活用し，阿蘇および草津白根火山で各種の物理観測量をテレ

メータし，得られたデータを数値モデルで解析することで，湖底熱活動を常時解析するシステムを構

築する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

（本課題は H24年度に課題登録されたため２か年計画の概要）

　阿蘇火山では，熱活動の大半が火口湖に集中している．この火口湖の水温を精度よく測定するため

に，強酸性高温環境下でも長期間運用可能な水温観測ブイを開発し，水温常時観測およびテレメータ

を目指す．得られた水温データは，気象観測結果とともに東京工業大学内のサーバへ送信し，熱流量

計算を行う．

　草津白根火山の火口湖では，水位・水温の安定的な連続観測を実現している．これに気象観測装置

を追加することで，熱流量計算を可能とさせる．なお，同火山では火口湖以外にも噴気活動が後半に

点在していることから，軽飛行機を用いた空中赤外観測を実施して，火口湖を含めた全山的な熱放出

量を明らかにする．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
1. 　阿蘇・湯だまりにおける水温観測

　高温強酸性に耐える，小型軽量ブイの開発を行った．ブイには無線式温度計と，耐酸性能を高めた

太陽電池パネルを搭載し，2-3年程度の長期連続観測を目指した．また，得られた水温データに基づ

き，湖底熱活動の変動を定量的に評価し，湖水変動のメカニズムを検討した．

1.1 　ブイを用いた水温観測の経緯

　転覆した観測ブイ（2号機，2011年 12月設置）に代わり，波に対する復元力を大幅に強化した水温

観測ブイ（3号機）を 2012年 3月末に投入することで湯だまりの水温連続観測を再開した．同ブイが



1分間隔で計測した水温は，30分おきに東京工業大学のサーバへ自動伝送され，WEBを通じて誰でも

データを閲覧できる仕組みを運用した．

　湯だまりは 2012年 5月末にほぼ干上がり，水温観測も停止したが，梅雨期の大雨で水位が回復した

同 6月中旬から観測を再開した．しかし，7月 5日には水温計の 1台が不調となり，同 9月にはもう

一台の水温計も通信不能となった．その後，ブイは火口壁の崩落に巻き込まれて所在不明となった．

　2012年 3月に投入した 3号機は，ブイを湖底へ係留する仕組みが機能せず，しばしば湖面を漂流し

た．これが，火口壁崩落に巻き込まれた原因である．おそらく，設置時にアンカーロープが絡まるな

どして，アンカーが正常に降下しなかったのであろう．また，通信途絶した理由は特定できていない．

ブイ内部温度は，事前の試験通り，無線機の動作限界の 50℃を十分下回っていたことから考えると，

装置の腐食が不調原因として有力であろう．フッ素樹脂によるコーティングをもってしても，耐腐食

性の問題が残されている．

1.2 　研究成果

　水温直接観測の結果，2012年 4月の水温は 70℃を超えており，この時期としては 10℃以上高いこ

とが分かった．この変化は，気象庁が火口縁から実施している赤外カメラを用いた定期観測では捉え

られておらず，水温直接観測の有効性が示された．水温観測ブイから得たデータに基づいて計算した

結果，湖面放熱率は通常（220 MW）の 2倍以上の，500-600 MWまで増加していることが分かった

（図 1）．

　同時期，火山性微動の振幅が顕著に増大するとともに，湯だまりの水位が 1か月余りの間に約 5 m

も低下した．日減少率は -9 cmと，これまでの最大の約 4倍のペースであった．湯だまり湖水に関す

る熱・エネルギー収支を計算したところ，同時期，湯だまり湖底からは高温火山ガスの寄与が増して

いることが分かった．すなわち，2012年に湯だまりで観察された湖水消滅は，地下からの火山ガス供

給率の増大による湖面蒸発が原因と考えられる．これは，2011年に起きた湖水減少と対照的である．

さらに，同年 3月に採取した湖水の溶存成分分析によれば，2011年 12月と比較してシリカ濃度が明

瞭に増加しており，2011年 3月 29日には湯だまりとしては過去最高の 580 mg/Lが得られた．これは，

地下浅部熱水系の温度が上昇していたことを示唆する．このような浅部熱水系の変動と，火山性微動

の振幅変化が同期した事実は，微動発生機構や火山活動評価という観点から興味深い．

　2012年 6月中旬に湯だまりが再生して以降，水温や火山性微動の振幅は通常に戻り，急激な水位低

下も収まった．以後，湯だまりは安定して維持されている．

1.3 　湯だまり消滅以降の熱活動評価

　2012年以降，湯だまりの湖水量は少ない状態で推移した．特に 2013年 9月以降は火口湖がほぼ消

滅し，湖底噴出した火山ガスは，湖水の関与を殆ど受けずに大気へと放出される状態に移行した．この

ため，水平風で棚引く噴煙の形状に基づいて放熱量を推定する方法（Briggs, 1969; Kagiyama, 1981）を

用いて，第一火口からの放熱量推移を検討した．噴煙解析に用いる映像は，気象庁福岡管区気象台が阿

蘇火山博物館に設置している監視カメラで得られたものである（許諾番号：福気業第 183号，263号）．

　解析の結果，2014年 1月 11日頃から放熱量は 400 - 500 MWへ増大したことが分かった（図 2）．

この値は，それ以前の 2 ? 3倍に相当し，2012年 4 ? 5月に火口湖・湯だまりを消滅させた熱活動に匹

敵する．熱活動は，1月中旬および下旬の 2つのピークがあるように見える．これらピークは，火口

底の新たな噴出口の開口（京大火山研などの現地観察）や，火口直下浅部クラックの膨張（京大火山

研の観測）に対応している可能性がある．

　その後，2014年 2月に入って，放熱量はほぼ以前の値に戻ったように見える．同 1月の放熱活動に

おいて通常よりも過剰に放出された熱量は 2× 1014 Jと概算される．この値は 2012年 4 ? 5月の湯だ

まり消滅イベントと比較して，数分の１程度である．

本期間，いくつかの噴火事象が報告されているが，これら噴火発生とともに噴煙高度や放熱量が増大

した事実は認められない．一連の噴火事象の本質は，本期間における脱ガス量の増加にあるように見

える．

1.4 　総括



　観測ブイを用いた強酸性火口湖における水温連続観測に成功し，データをWEBで閲覧できる仕組

みを運用できた．水温データを解析することで放熱量の僅か 10 %程度の変動も十分に捉えることが可

能で，しかも湖底噴出流体の fluxと enthalpyを独立に評価できる．しかし，いずれのブイも半年程度

で機能を停止しており，運用年数 2-3年という目標を大きく下回った．いくつかの状況証拠から，不

具合の原因は無線温度計本体の腐食にあると考えられ，これは機器収納スペースの改良で改善できる

可能性がある．

　また，噴煙解析手法から得られる放熱量は，火口湖解析で得られる放熱量と矛盾しない．このこと

は，湯だまりの有無に関わらず，放熱量変動がモニタリング可能であることを示唆する．

2．草津白根山・湯釜における水温観測

　2008年 10月に，東京工業大学は湯釜観測システムを更新した．その結果，湯釜湖岸に気泡式水位

計，湖岸および湯釜中央付近の 2箇所に水温計，湖岸に気象観測装置を設置するなど，安定的なデー

タ取得が可能となっている．以下では，これらデータの予察的解析結果を紹介する．

2.1 　有効集水面積

　降り始めからの総降水量が数 10 mm以下の降雨の場合，湖水増加量と総降水量との間には明瞭な線

形関係が認められた．このとき，有効集水面積（Se）は湖面積の 1.5倍，8.6× 104 m2と見積もられ

た．一方，大雨（数 10 mm以上）の場合の Seは，Ohba et al. (1994)が示した 1.6× 105 m2に近い値

を示す．ただし，数 10 mm以上の大雨は年間 1回程度で，年間降水量約 2000 mmに占める割合も少

ないため，以下の計算では，今回得られた値を Seとして使用する．

2.2 　数値計算

　火口湖に関する 1次元数値モデル（Terada et al., 2012）を用いた．解析の結果，湯釜における湖底噴

出流体の mは 6 kg/s，Hは 3.2× 106 J/kgと見積もられた．一方，阿蘇火山に存在する，湯釜火口湖

と同規模の火口湖「湯だまり」については，水温は 60 - 70℃と高いものの，湖底から噴出している流

体のエンタルピーは 1.8 - 3.0 MJ/kgと推定されており（Terada et al., 2012），草津白根火山の湯釜にほ

ぼ等しい．

　両火山では，湖底噴出流体のエンタルピーが等しい一方で，水温の異なる火口湖が形成されている．

数値モデルからの検討によれば，火口湖が維持される条件は，あるエンタルピーに対して 2つが存在

することがわかる（Terada and Hashimoto, 2013）．草津では低温の，阿蘇には高温の火口湖が形成さ

れる条件にあると考えられる．

3. 　空中赤外観測

　草津白根火山からの全山放熱量を推定するため，軽飛行機を用いた広域にわたる空中赤外観測を 2012

年 10月に実施した．その際，飛行経路上にあたり，最近，火山活動が活発化している弥陀ヶ原火山・

室堂地区，および箱根火山・大涌谷地区についても観測を行った．

3.1 　草津白根火山

　セスナ機を用いた空中赤外観測を 2012年 10月実施した．その結果，既知の地熱活動（湯釜火口湖，

湯釜火口北東内壁，湯釜火口北方噴気列，および水側火口北東方の噴気列）に加えて，湯釜火口の北

西内壁に，20 m四方程度の小さな高温領域を見出した（図 3）．以前の写真と比較すると，この領域

は以前から存在していた変質帯に対応することが分かる．すなわち，この高温域は以前から存在して

きたものと考えられる．

　解析の結果，火口周辺からの総放熱量は 15.1 MW（各噴気地の合計 5.1 MW，湯釜火口湖 10 MW）

と計算された．各噴気地からの合計放熱量は，2003年 10月の観測結果（井口・他，2004）と比較し

て大きな変化がないことが分かった．

　なお，草津町温泉課の依頼に基づき，町内の主要源泉の一つを重点的に観測した．その結果，万代

鉱源泉を湧出する水平坑道において，地表面にまで達した亀裂に対応すると思われる温度異常領域を

新たに見出した．

3.2 　箱根火山



　2001年に上湯場と呼ばれる地域で始まった地熱活動（噴気地 A-D）が衰退するとともに，隣接域に

新たに噴気地 Eが 2011年頃に形成されている．これら A-Eの面積は 20,000 m2，総放熱量は 2.8 MW

（雲のため過小評価）である．この値は，既存の大涌谷噴気地のそれに匹敵する（図 4）．

　2012年 12月に地上で氷を用いた熱流量計測を行った結果，噴気地 Dにおける放熱量は，2009年に

比較して 1/5へ減少していた．すなわち，噴気地 Eの形成は，噴気地 A-Dの衰退を補う関係にある．

この結果を受けて，2012年 12月，噴気地 E周辺 4か所において 1 m深地中温度連続観測を開始した．

そして 2013年 1月，当地の直下で 2001年以来となる地殻変動を伴う群発地震活動が始まった．そこ

で，2013年 2月にはさらに 9か所に地中温度観測点を設け，地下活動と噴気地 Eとの関係を検討中で

ある．

3.3 　弥陀ヶ原火山

　近年，噴気ガスの化学組成に変化が認められている弥陀ヶ原火山地獄谷（室堂）地区において，同

火山として初めて空中赤外観測を実施して，地表面温度分布を定量的に把握した（図 5）．温度異常領

域の総面積は 35,000 m2である．また，2012年 8月に実施した地上観測結果と合わせて，同地域から

の放熱量は 20 MWと見積もられる．この値は，活動火山の火口としてはやや大きい．また，地獄谷

中央の池（紺屋地獄）においては，2012年 8月の地上観測で得られた約 50℃に比較して，同 10月の

空中赤外観測では 62℃と上昇している．
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福井敬一・寺田暁彦（2013）霧島山新燃岳 2011年 2月の脱ガス活動，験震時報，印刷中

Terada, Y. Miyabuchi and T. Ohba (2013) A Guide for the Field Trip to Aso Volcano, CVL8 Workshop,

25-28 July 2013, at Aso Volcano, Japan, 16p.

東京工業大学 (寺田暁彦)，弥陀ヶ原火山・地獄谷における空中赤外観測：総放熱量の推定，火山噴火

予知連絡会会報，印刷中

Terada A., and Hashimoto, T., The factors that control the long-term sustainability of a hot crater lake: In-
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図 1
(a)水温観測ブイが観測した阿蘇山・湯だまりの日平均温度．(b)湖面放熱率．

図 2．
噴気上昇運動解析に基づく阿蘇火山中岳第一火口からの放熱量推移（2013年 12月～2014年 2月）．



図 4．
箱根山・上湯場地区における 1m深地中温度連続観測点と，氷箱熱流観測の繰り返し測定点の位置．

図 5．
弥陀ヶ原地獄谷（室堂）における空中赤外観測（2012年 10月 26日）．



図 3．
草津白根火山・湯釜周辺の地表面温度分布（2012年 10月 26日）．
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課題番号：1701

（１）実施機関名：

名古屋大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

駿河－南海トラフ周辺における多項目統合モニタリング

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

3. 新たな観測技術の開発

（1）海底における観測技術の開発と高度化

ア．海底地殻変動観測技術

（3）観測技術の継続的高度化

ア．地下状態モニタリング技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本研究課題では，駿河-南海トラフでのプレートの収束速度やカップリング状態のモニタリングを行

うために，以下のモニタリングに関する研究を行う。

１）海底地殻変動観測によるモニタリング

　海底地殻変動の観測結果を用い、駿河-南海トラフにおける詳細な変位速度場を明らかにする．

２）伊豆諸島における非弾性変形モニタリング

　キャンペーン GPS観測により銭洲海嶺周辺におけるプレート収束速度を実測し，その他伊豆諸島の

GEONETの結果を総合し、伊豆半島周辺の変形が駿河-南海トラフでのプレート収束速度に与える影

響を評価する．

３）アクロスによるプレート境界面のモニタリング

　プレート境界からの反射波の検出とその時間変動のモニタリングのため、データ蓄積と解析を進め

つつ、深部低周波微動など比較的短期間で繰り返す現象を対象として実証実験の事例を積み重ねる。

４）地殻変動連続観測・地中ガス・地震観測による固着-滑りのモニタリング

　和歌山県新宮・静岡県春野・静岡県菊川に設置された深部ボアホールひずみ計記録は大変 SN比が

高く、低周波微動にともなう短期的スロースリップを捉えている。それらの高感度のひずみ計を用い

たモニタリング技術の高度化を行う。また、静岡県春野の深部ボアホールにおけるガスのモニタリン



グを継続し、深部低周波地震等との関連の解明を進める。さらに、愛知県の鳳来に設置した地震計ア

レイは、ノイズ等の環境も良好であるので、このアレイによる低周波地震のモニタリング技術の高度

化を行う。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　５か年で、以下の観測研究を進める。本研究では、駿河・南海トラフの研究を進めている東京大学地

震研究所・京都大学防災研究所・高知大学と、毎年１－２回の研究会を開催し、連携しながら進める。

１）海底地殻変動観測によるモニタリング

　駿河湾内及び熊野灘に設置した海底局について毎年３回程度繰り返し観測を実施することにより得ら

れたデータを用いて、プレート固着状態の解明を進め、後半の年度では固着状態のモデル化を試みる。

２）伊豆諸島における非弾性変形モニタリング

　銭州におけるＧＰＳキャンペーン観測を毎年１回実施する。その観測結果と伊豆半島周辺のGEONET

のデータを用いて、伊豆半島周辺のマイクロプレートの分布などの非弾性変形の解明を進める。

３）アクロスによるプレート境界面のモニタリング

　プレート境界からの反射波の検出とその時間変動のモニタリングの研究を進める。長期モニタリン

グ実証試験には、地震計アレイによるオフライン連続観測、及び、大学、Hi-netなど既存の定常地震

観測網による連続地震観測を用い、連続地震波形データの収録・解析を行うシステムを構築する。震

源は、豊橋の名古屋大学三河観測所の震源装置の他、気象研究所と協力し静岡県森町の震源を用いる。

さらに、JAEAの等の地科学センターの震源の信号を用いる。

　愛知県鳳来における地震計アレイは５年間維持し、３か所の震源からの記録を取得すると共に、ア

レイ近傍の地形・地殻構造の特性を考慮し、地形・構造がアレイ特性に与える影響を評価する。東濃地

科学センターの震源の長期モニタリングを進めるほか、気象研森町の震源からの記録の解析を進める。

　三河観測所の震源については、震源近傍からの観測を順次進め、震源周辺の構造特性を解明し、遠

地への震動伝達特性の解明を進める。

４）地殻変動連続観測・地中ガス・地震観測による固着-滑りのモニタリング

　和歌山県新宮・静岡県春野・静岡県菊川に設置された深部ボアホールひずみ計による観測を５年間

継続する。それらの深部ボアホールひずみ計や地中ガス等の解析を進め、低周波地震・微動とゆっく

り滑りとの関係の解明を進める。

　愛知県鳳来における地震計アレイ観測は５年間観測を継続し、上記のアクロスの信号以外に、深部

低周波地震の分布や震源の詳細について解析を進める。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　１）海底地殻変動によるモニタリングについては、平成２４年度から、別の課題 (1710)へ統合した。

平成２１年度から２３年度については、駿河湾および熊野灘において実施している海底地殻変動観測

により得られたデータを用いてプレート固着状態の解明を進めた。とくに 2009年８月 11日に発生し

た駿河湾の地震後に緊急観測を実施した。駿河湾においては、駿河トラフを挟んだ両側が少なくとも，

年間 10mmの速度で収縮していることがわかった。また熊野灘については、熊野海盆下で顕著なカッ

プリングの空間変化がないことが明らかになった。

２）伊豆諸島における非弾性変形モニタリングについては、銭洲岩礁におけるＧＰＳキャンペーン観

測を年に１回実施予定であったが、海況の悪化により５カ年のうち平成２３年度と２４年度は実施で

きなかった。

平成２５年度には８月５日に観測を実施した。以前に観測されたデータについても再解析を行った（図

1）．神津島には，GEONETの連続観測点が 2点あり，キャンペーン観測点である KOZUと GEONET

連続観測点である 93058との測位結果の比較を行った（図 1左）．これらの観測点は，約 700 mしか

離れておらず，KOZUの結果と 93058の結果がよく一致していることがわかる．また，KOZUを基準



として推定した，銭洲岩礁（ZEN1，ZEN2）での測位結果の時系列を図 1右に示したが，2004年以降

2010年まで，同じ変動傾向が見られる．．

図 2に，2011年東北地震の地震時と地震後の変動を含む変位ベクトルを示した．期間は，銭洲岩礁で

の観測日に相当する，2010年 8月 25日より 2013年 8月 4日（2.94年）までとし，それぞれの観測日

を跨ぐ 1週間分の F3解より平均値を求め，それらの平均値の差をとることで変位ベクトルを求めた．

さらに，Sella et al. (2002)のオイラーベクトルを用いて，ITRF97に対するアムールプレート（AM）の

変位速度の 2.94年分の変位の累積量を計算し，先の変位ベクトルより差し引くことで，AM準拠の変

位ベクトルとしている．この期間中，神津島・銭洲岩礁では，約 14 mm程度の変位が検出され，2011

年東北地震によって，AMに対して，神津島では約 8.4 cm，銭洲岩礁では約 10.6 cm変位したことが

明らかとなった．また，変位方向は，伊豆諸島の島々の変位方向と類似していることが示された．

　図 3に AM準拠の速度場（黒および赤矢印）を示した．また，Nishimura (2011)に示されたフィリ

ピン海プレート（PH）と IMPの境界を橙色の破線で示した．新島と神津島の間に IMPの境界が存在

することは，以前の研究からも示唆されていた．そこで，伊豆半島および伊豆諸島の変位速度が PH

の剛体運動で近似できると仮定して，Sella et al. (2002)のオイラーベクトルより計算される，AMプ

レートに対する PHの剛体運動（水色太矢印）を図示すると，IMPのプレート境界西側に位置する伊豆

半島から銭洲岩礁までの領域での観測値が，剛体運動と比べて西向きであることが示された．観測値

とモデル値のずれを定量的に調べると，IMP境界西部の領域で PH-AMの剛体運動よりも 17.5± 6.6

°西向き（最大値は 31.9 °西向き），IMP境界東部の領域で PH-AMの剛体運動よりも 6.8± 6.8 °北

向き（最大値は北向き）であることがわかった．この結果より，IMP境界東部の領域では，PH-AMの

剛体運動に近い変位速度であることが示された．また，IMP境界西部に位置する伊豆半島・銭洲岩礁

は，PH-AMの剛体運動ではなく，PHとは独立した剛体の変位速度を有していることが示された．観

測値の速度成分および速度の方位角の経度・緯度方向の変化についても調べた（図 3下・右）．経度

方向の速度成分と速度の方位角には，顕著な変化が見られ，概ね東経 139.25 °から東経 139.75°あた

りで，大きく変化している．これは，神津島と新島の境界にほぼ一致する．一方，経度方向には顕著

な変化は見られなかった．

　伊豆半島から銭洲岩礁までの領域が，1つの剛体であると仮定して，速度ベクトルより IMP-AMのオ

イラーベクトル（139.86°E，37.93°N，6.00 deg/Ma）を推定した．観測値と剛体運動の残差のR.M.Sは

3.7 mm/yrであった．さらに，剛体ブロック内の変形に関して，以下のような計算を行った．GEONET

の南伊豆（93086）観測点は ZENのほぼ真北に位置する．推定された IMP-AMの剛体運動との差から，

93086と ZENでは南北方向に 4.1 mm/yrの短縮が推定され，両観測点間（73.9 km）で 5.6× 10 -8 /yr

の歪速度に相当する．

３）東海地域におけるアクロスを用いたモニタリングについては以下の成果があった。5年間の研究

期間中、愛知県豊橋市の名古屋大学三河観測所に設置したアクロス震源の連続運転に努めた．また平

成２４年度からは岐阜県土岐市の東濃鉱山に設置されている震源を名古屋大学に移管し，継続して連

続運転を行った。この間，豊橋アクロス震源では，震源基礎の改良工事，震源装置の部材の破損や制

御機器の老朽化による故障への対応を行った．震源関数の推定手法および浅部の環境変化による擾乱

を除去するため、豊橋アクロス震源の近傍，深度 10mの地点にボアホール型 3成分加速度計を 2ヶ所

設置し，オンラインでデータを取得してモニターを行っている．

アクロス信号の受信にも用いるため、愛知県内の 2ヶ所（新城市鳳来および豊田市下山）において地

震計アレイ観測を実施した．これらの連続地震記録から，一部周波数帯域が重複している東海地域の

3ヶ所（土岐，森町，豊橋）のアクロス震源からの信号を周波数領域で分離できること，分離した信号

がそれぞれの震源の方向から到来していることが確認でき，アレイ観測の有効性が示された．

東海地域に設置したアクロスのモニタリングのため、連続地震波形データの自動処理システムを構築

した．中部・東海地方の約 100点の Hi-net及び名古屋大学の定常地震観測点の記録を日々自動処理し

ている。

アクロスの信号の解析に関係して平成２５年度には次のことが明らかになった。



　三河観測所の震源からの信号のうち 2009年から 2011年の間のデータを用い，震源と観測点間の伝

達関数における走時の変化率を計算した。走時の変化率を震源からの距離毎にプロットすると，西・

北西・北方向の観測点で，0.06～0.08ms/yr/km程度の走時の減少（速度増加）が観測された．速度比

にして約 0.02%/yrの増加 (3.5km/sの S波速度を仮定)である（図４）。

北西方向で速度が増加一方で，南東方向では速度変動の傾向が見られない。フィリピン海プレートの

沈み込みに伴うテクトニックな応力の高まりによる異方性をもった変化である可能性がある。

　一方、アクロスの受信に用いるHi-net観測点について，毎日のセンサーチェック信号を用いて Hi-net

の収録装置のサンプリング・クロックの精度と安定性についての評価を行った.その結果，収録装置

のサンプリングは GPSと周波数同期して安定しているが,最終的に出力されるデータの出力タイミン

グは、GPS時刻に対して msオーダーの不確定性をもっていることが明らかになった．これはデジタ

イザーが再起動する際にデータのサンプリング時刻が GPS時刻に対してステップ状にずれるためであ

る。この影響を補正することにより、サンプリング・クロックが原因のステップ状の走時変化は解消

され,ms以下の年周変化と大地震に伴うステップ状の走時変化がより明瞭に認識できるようになった.

４）地殻変動連続観測・地中ガス・地震観測による固着-滑りのモニタリング

東海地域で発生している深部低周波微動の発生メカニズムを探るため，2008年 10月より愛知県新城

市鳳来で，2012年 8月より

愛知県豊田市稲武で 3成分地震計アレイ連続観測を行っている．この期間，活発な活動は概ね年に 1－

2回あり，それぞれ低周波微動のアレイ解析を行った．気象庁や防災科技研等によるとこの時期は伊

勢湾周辺で低周波微動が発生しており，それが徐々に東に移動していった時期である．アレイ解析で

もまさにその方向から連続的に波群が来ていることがわかる．またスローネスも

徐々に変化していることが確認された。他の時期の活動についても同様の解析を行った結果，気象庁

や防災科技研，広島大で得られている微動の震央と思われる方向から波群がやってきていることを確

認した。

横抗及びボアホールによる地殻変動連続観測を継続し，顕著な変動が見られた場合および顕著な現象

があった場合には地震予知連絡会に報告した。

静岡県の春野観測点においては、地下水溶存学の解析を進め、水素・メタン・ヘリウム・アルゴンの

成分の時間変化を調べ，観測孔掘削以降の成分変化の原因と春野での地下ガスの組成を推定し論文と

してまとめた。しかし観測装置の老朽化のため，平成２３年度を限りに観測を終了した。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
國友孝洋 　Hi-netデータによる走時変化計測の高精度化．地震 　印刷中

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
名古屋大学環境学研究科 　山岡耕春・鷺谷威・渡辺俊樹・田所敬一・中道治久・川邊岩夫

他機関との共同研究の有無：有

東濃地震科学研究所・静岡大学・高知大学と連携して進める。

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：環境学研究科附属地震火山研究センター

電話：052-789-3046

e-mail：

URL：http://www.seis.nagoya-u.ac.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：山岡耕春 　

所属：名古屋大学環境学研究科附属地震火山研究センター



神津島および銭洲岩礁での測位結果の時系列（ ITRF2005座標系）
93058は国土地理院の GEONETによる連続観測結果，KOZU・ZEN1・ZEN2はキャンペーン観測結果．各成分と
もに，1996年の観測初日を基準とし，基準からの変位を示す．解析は，Bernese (Ver. 5.2)を使用し，KOZUの座
標値を GEONETの 93058と 93086の F3解に強く拘束（1 mm）して求め，さらに，得られた KOZUの座標値を
強く拘束（1 mm）して ZEN1と ZEN2の座標値を求めている．GPS衛星軌道情報は，IGSの精密暦を使用した．

2011年東北地方太平洋沖地震の地震時と地震後の変動を含む変位ベクトル（アムールプレート（AM）準拠）
期間は，2010年 8月 25日より 2013年 8月 4日（2.94年）までとした．この期間中に，ITRF2005座標系より推
定された各観測点の変位から，Sella et al. (2002)のオイラーベクトルで予測される AM-ITRF97の変位を差し引い
た．連続観測点による結果を黒矢印で、キャンペーン観測点による結果を赤矢印で示した．ZENは ZEN2（図 1）
の変位ベクトルを示す．



AM準拠の速度場と PH-AMの剛体運動．
変位速度の推定期間は，2004年 5月 31日より 2010年 8月 25日．ZENは ZEN2の変位速度（図 1参照）を示し
た．黒・赤矢印で AMに対する変位速度を，Sella et al. (2002)のオイラーベクトルより計算される，PH-AMの剛
体運動を水色太矢印で示した．橙色の破線は，Nishimura (2011)によって示された PHと IMPの境界を示す．緑
線で囲んだ領域を IMPと仮定し，その領域内の 20観測点の速度ベクトルを用いて IMP-AMの剛体運動を推定し
た．観測値の速度成分および速度の方位角の経度・緯度方向の変化については，伊豆半島および伊豆諸島の観測

点データを用いた．それぞれ，赤・青・灰色の丸は，IMP境界より西部に位置する観測点データを，赤・青・灰色
の四角は，IMP境界より東部に位置する観測点データであることを示す．

名古屋大学三河観測所（愛知県豊橋市）の震源からみた方向別の走時変化率の距離依存性

　三河観測所と周辺の Hi-net観測点との間の走時変化率を距離の関数としてプロットしたもの。遠距離になるほ
ど変化率が大きくなり、また距離依存性は北西ほど大きい。これは北西方向の主応力増加を示唆している。



岐阜県土岐市の震源と Hi-net八百津の間の伝達関数の走時時間変化
　上から順に、Ｐ波の走時変化，ＳＨ波の走時変化，気温変動，日別降雨量。縦波線は周辺で発生した地震 　（2004.9.5
紀伊半島沖の地震 (M7.1,7.4)，2009.8.11駿河湾の地震（M6.5)、2011.3.11東北地方太平洋沖地震 (M9.0)）。縦実線
はテレメータ装置が交換された時期 (2007.12.13).

レメータ刻時補正後の岐阜県土岐市の震源と Hi-net八百津の間の伝達関数の走時時間変化
図の説明は図５と同じ



深部低周波微動の地震計アレイ解析結果

愛知県豊田市稲武に設置した地震計アレイを用いて、2014年 1月末の活動の到来方向 (BAZ）とスローネスを示
したもの。センブランス値の高い波群の到来方向とスローネスを赤い●で示している。
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課題番号：1702

（１）実施機関名：

名古屋大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

プレート境界地震のための地殻活動予測シミュレーション・データ同化システムの構築

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ア．地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

イ．地殻活動予測シミュレーションの高度化

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本課題では，第２次計画までに開発された地殻活動予測シミュレーションモデルを更に改良し発展

させるとともに、地震活動、地殻変動等の観測データの情報をシミュレーションに取り入れるための

データ同化システムのプロトタイプを開発し、プレート境界地震の発生履歴の再現やプレート境界の

摩擦特性の推定等を行う。さらに、これらのシステム及びモニタリングシステムを構成要素とする地

震発生予測システムの全体像を設計し、プロトタイプシステムを実際のデータに適用してプレート境

界における滑りの時空間発展や地震発生を予測するデータ同化・予測実験を行う。こうした研究を通

して本格的な地震発生予測システムの構築に向けて準備を整える。

（６）本課題の５か年計画の概要：

(a)地殻活動予測シミュレーションモデルの開発研究及び予測実験

　日本列島全域を対象とした地震発生シミュレーションの為の数値計算コードの改良と最適化を行な

う．また，プレート境界面の摩擦特性の推定に向けた地殻変動解析モデルの構築を進める。

　また，沈み込むプレートの 3次元形状を考慮し、規模依存の破壊エネルギー摩擦特性分布を用いた、

半無限均質弾性媒質中における南海トラフ及び千島海溝巨大地震発生サイクルシミュレーションを行

い、歴史地震に見られる、大きな発生間隔・規模・東西セグメントの破壊時間差を再現するモデル作

成を行うとともに，シミュレーションコードの高速化を進める。さらに，滑り応答関数計算を高度化

するため，GeoFEMコードを改良して均質粘弾性媒質モデル作成の効率化を図る。

　一方，これまでのシミュレーションであまり考慮されていなかった．応力や摩擦パラメータ等の短

波長不均一が地震サイクルや予測に及ぼす影響をシミュレーションにより調べる。



　さらに，プレート境界と内陸地震の相互作用の理解と活動度予測のための、計算効率の高い不連続

体セルモデルシミュレーションモデル構築において、成層粘弾性媒質中での滑り応答関数を用いた粘

弾性地震発生サイクルシミュレーションに取り掛かる。

　平成 21年度は，南海トラフ、日本海溝、千島海溝等のプレート境界を対象に、シミュレーションモ

デルを作成する。フォワード計算により、応力相互作用の評価を行う。

　平成 22年度は，不均質粘弾性構造、動的破壊過程、プレート境界地震と内陸地震の相互作用等を考

慮して、モデルの高度化を進める。相互作用評価を継続する。

　平成 23年度は，モデル高度化を継続する。過去の大地震発生系列を再現するシミュレーションによ

り、摩擦特性等を推定する。近年の大地震の破壊過程、余効滑り過程のシミュレーションにより、摩

擦特性等を推定する。

　平成 24年度は，シミュレーションによる摩擦特性等の推定の継続。プレート境界と内陸の相互作用

のシミュレーション。摩擦パラメータ推定の不確定性が予測精度に及ぼす影響の評価を行う。

　平成 25年度は，これまでに推定された摩擦パラメータ等に基づき、予測シミュレーションを試行す

る。予測シミュレーションの誤差を評価する。シミュレーションに基づき、西南日本内陸の地震活動

の変化について議論する。

(b)地殻変動データを用いたデータ同化手法の開発と同化実験

　プレート境界地震の余効滑りなどゆっくりとした断層運動を対象として，GPSデータなど地殻変動

データから,速度・状態依存摩擦構成則で用いられる摩擦パラメータや,滑り速度等の初期値を推定す

る手法を開発する．単純なバネ・ブロックモデルや複数のセルモデルを用いた研究を進めるとともに，

２次元の連続体モデル（１次元断層）による解析手法について検討する．

　平成 21年度は，地殻活動予測システムの全体設計、パラメータ最適化手法、逐次データ同化手法の

検討を行う。

　平成 22年度は，地殻活動予測システムの全体設計を完了し、パラメータ最適化手法、逐次データ同

化手法の開発、試験を行う。

　平成 23年度は，データ同化の解析事例を増やし、手法の高度化を行う。

　平成 24年度は，予測シミュレーションと連携したデータ同化実験のためのシステム開発を行う。

　平成 25年度は，予測シミュレーションとデータ同化システムを連携させた予測システムのプロトタ

イプを稼働させる。

(c)地震活動データの活用手法の開発

　繰り返し地震をもれなく抽出し、滑り量分布の推定の精度を上げるため、幅広い規模の地震に適用

できる新たな繰り返し地震抽出基準の策定を行う。具体的には、釜石沖等のすでに知られていて、現

在の波形相似性の基準では抽出されない中規模繰り返し地震を用い、波形の相似性からこれらの繰り

返し地震を同定できる基準を調べる（解析周波数帯、ウインドウ等の工夫）。次に、この基準を用い、

過去の波形記録を系統的に探索する。

　関東地方及び東海・東南海地域の微小地震活動度の長期的変化を高信頼度で推定する。そのために

は、時間的・空間的に均質な地震カタログを作成する必要がある。東京大学地震研究所の微小地震観測

網で 1994年から 2007年までに観測されたM3以上の地震の震源とMの再決定を実施する。その際、

使用する観測点は 1994年当時の配置に固定し、新しい観測点を導入したことによる影響を除去する。

（北大・地震研）

　測地データに加えて小繰り返し地震のデータを用いて、余効滑りの時間発展を推定する手法を確立

する。特に、異種データの重み付けや滑りの空間分布に対する penalty項の与え方について種々検討を

行い、最適なものを見いだす。

　平成 21年度は，波形の相関、詳細な震源決定や、発生間隔等をもとに、小繰り返し地震を抽出する

最適な手法の開発を開発する。また、地震活動から応力変化を推定する手法を開発する。

　平成 22年度は，小繰り返し地震と GPSデータを用いてプレート間滑りの推定を行う手法を開発す

る。また、地震活動データから応力変化の推定を試み、その有効性を検証する。



　平成 23年度は，開発した手法を用いて、プレート境界の滑りの時空間発展を推定する。また、推定

された応力変化がプレート境界の滑りによるものと仮定して、滑りの時空間発展について知見を得る。

　平成 24年度は，地震活動データから推定された滑り変化と数値シミュレーションを比較することに

より、プレート境界の摩擦特性、応力について知見を得る。

　平成 25年度は，地震活動データを用いたデータ同化手法について検討する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
本研究では、プレート境界地震を対象に、地震発生予測システムの構築へ向けて必要となる地殻活動

予測シミュレーションおよびデータ同化システムの開発の研究を進めて来た。５年間の実施内容およ

び主たる成果を以下にまとめる。

(a)地殻活動予測シミュレーションモデルの開発研究および予測実験
・準静的地震発生サイクルシミュレーションコードの省メモリ化・高速化（京都大学）

　地震発生サイクルシミュレーションでは、プレート境界を N個のセルに分割し、各セルでの運動方

程式と摩擦則をカップルさせて、すべりの発展を追いかける。この際応力計算において、すべり応答

関数行列とすべり（速度）ベクトル積を計算する必要があるが、その計算量および計算に必要なメモ

リ量は O(N2)である。南海トラフなどの大領域における地震発生サイクルシミュレーションでは Nが

大きく、計算時間および使用メモリの大きな大規模計算になる。また摩擦パラメタの推定（データ同

化）等には、摩擦構成則の強い非線形性の故、多くの繰り返し計算を必要とする。こういったことか

ら、地震発生サイクルシミュレーション計算の省メモリ化・高速化が必須である。

　これまでの高速化の手法として FFTを用いたものが挙げられるが、空間的対称性を仮定した周期的

境界条件を用いていて、適応範囲が限られている。そこで、当初、天体物理学における N体長距離相

互作用の高速計算用に開発された高速多重極法（FMM）を用いて、無限均質弾性媒質中でのすべり応

答関数行列とすべり (速度)ベクトル積の計算の高速化の検討を行ない。O(N)の計算時間およびメモリ

量で計算でき、高速化が可能であることを示した。ところが、半無限均質媒質のすべり応答関数では

うまく多重極展開ができず、問題があることが分かった。そこで、マックスプランク研究所で開発さ

れた、階層型行列（Hierarchical Matrices, H-matrices）法を用いた省メモリ化・高速化を検討したとこ

ろ、メモリ量は O(N)、計算量は O(N～NlogN)と省メモリ化・高速化を達成できることが分かり、大

規模計算が京等のスパコンのみならず大学の大型計算機でも可能になった (Ohtani et al., 2011)。

　H-matrices法を具体的に適用した例として、階層型アスペリティモデルに基づく、2011年東北地方

太平洋沖地震サイクルシミュレーション（N＝ 200,704）(Ohtani et al., 2014)、および 1986年十勝地震

震源域を含む北部領域まで震源域を広げ（N=237,204）にして、大規模シミュレーションを実行した。

さらに Nが O(106)以上となる列島規模および色々なサイズの地震を含む、大規模マルチスケール地震

サイクルシミュレーションの必要性を検討した。

・起伏を持つ地表面形状が地震発生サイクルに与える影響（京都大学）

　H24年度の研究で、北海道東岸 500年間隔地震、2011年東北地方太平洋沖地震および南海トラフ巨

大地震といった巨大地震の相互作用を含む列島規模の地震サイクルモデルの必要性を論じ、H-matrices

法を適応すれば、計算に要するメモリ量や計算時間に関してはクリアでき実現可能であることを示し

た。ところが、現状の半無限均質弾性媒質を仮定してすべり応答関数を計算する手法では、プレート

が地表に達する日本海溝と南海トラフの深さがそれぞれ約 7kmと 4kmといった違いがあるため、扱い

が難しくなる。そこで、平成 25年度に、平面ではなく海溝など地表面が起伏を持つ場合の地震サイク

ル計算法を開発した。

　Hok and Fukuyama (2011)は、半無限均質弾性媒質中での動的すべり応答関数が複雑で計算に問題が

あるため、全無限均質媒質中に断層面と自由表面境界を設定し、断層すべりによる応力と自由表面境界

に生じる変位による応力が自由表面境界条件を満たすように境界での変位を計算することで、全無限

媒質中でのすべり応答関数を用いて、半無限均質弾性体中でのすべり応答関数を計算する手法を開発

し、動的破壊シミュレーションを行なった。彼らは平面地表面を扱っていたが、起伏を持つ任意形状の



地表面を扱うことができる。これを静的すべり応答関数計算に応用し、全無限均質弾性媒質中でのすべ

り応答関数を用いて、任意形状を持つ地表面を持つ半無限媒質でのすべり応答関数計算法を開発した。

その際、任意形状を持つ地表面を小セルに分割して変位を求める必要があるが、計算する地表面領域を

広く、また分割セルサイズを小さく取るほど、計算精度は上がるが、計算コストも上昇する。そこで、

大谷・平原 (2013)は、地表が平面境界の場合の解析的すべり応答関数と参照して、断層セルの深さ・傾

斜角に応じて、精度を保つために必要な地表面領域の広さ、および分割セルサイズを見出し、計算コ

ストを抑える手法を開発した。任意形状の地表面形状をもつ弾性媒質でのすべり応答関数が計算でき

れば、H-matrices法は適用可能であり、すべり応答関数とすべり遅れベクトルの積は O(N～NlogN)で

計算可能である。図１に例として計算した、日本海溝に沈み込む太平洋プレート境界での地震サイク

ル計算に用いた形状を示す。日本海溝の水深 7kmを Z=0kmにとっているが、海底地形（図１の青線）

は日本列島に近づくにつれ上昇している（Z=-7km）。この状況で、深さ 13km、33kmにおよそ 40km

のサイズのアスペリティを置き、地震サイクル計算を行なったところ、全無限の場合の地震間隔、海溝

の深さに平面境界をおいた場合、および図１の海底地形表面（青線）を持つ半無限弾性媒質の場合の

地震間隔を Tinf ,Tflat,Trealとすると、それぞれのアスペリティの深さで (Treal-Tinf )/(Tflat-Tinf )=0.54

および 0.62となって、海溝の深さに設定した平面半無限弾性体に比べ、海底地形を持つ場合の地震間

隔は長くなる。これは断層面と地表との距離がすべり応答関数に影響し、その結果地震間隔が変わる

ことになる。

・粘弾性媒質中での地震発生サイクルシミュレーション（京都大学）

　粘弾性媒質中での応力計算には、すべり応答関数とすべり遅れ速度の履歴積分を必要とし、メモリ

および計算量とも弾性媒質より大変な計算になる。当初、メモリ変数を用いて、履歴積分を要しない

新手法を開発し（平原・他, 2011）、弾性媒質と同様に粘弾性媒質でもメモリ変数を用いたすべり応答

関数に H-matrices法が適用でき実際的な計算が可能になると報告したが、残念ながら、H-matrix法は

適用できず、セル数を Nとすると、従来の方法による弾性計算とほぼ同じ O(N2)の計算量が必要とな

ることが分かった（平原・他, 2012）。ただし履歴積分では O(N3)の計算が必要となるので、省メモリ

化・高速化は実現されてはいることになり、H-matrices法を用いない弾性計算と同程度の高速化は図

られている。今後は更に、履歴積分に H-matrices法を適用して、省メモリ化・高速化を図る工夫が必

要である。

・南海トラフ巨大地震サイクル中における西南日本内陸地震活動（京都大学）

　粘弾性媒質中の地震サイクル計算ではないが、南海トラフ巨大地震サイクル中における西南日本内

陸地震活動を予測するクーロン破壊応力（Δ CFF）の時間変動シミュレーションを行なった。南海ト

ラフ巨大地震の発生前 50年から後 10年に西南日本で内陸地震活動が増す (Utsu, 1974; Hori & Oike,

1996)と報告されている。これを受けて、東西圧縮、南海トラフでの固着と地震発生に伴う粘弾性応答

によるΔ CFF、および変形源として内陸地震発生を加え、近畿地方周辺の多数の活断層上でのΔ CFF

を計算した結果、南海トラフ巨大地震の発生前に逆断層型地震が多く起こり、発生後に横ずれ型地震

が多くなることを予測する結果（図２右図）を得た（Shikakura et al., 2013）。実際、多くの逆断層タイ

プの地震は南海トラフ巨大地震前に発生していることを確認した（図３）。

・単純化なモデルによる地震サイクルの定量的理解（東京大学）

　現実的なシミュレーションを行い、モデルとデータに基づき地震発生の予測を目指すためには、プ

レート境界面にはたらく摩擦について適切な構成則を用いるとともに、現実的なパラメタを知る必要

がある。プレート境界地震の破壊開始点付近の破壊エネルギーを推定するなど、プレート境界の摩擦

特性について定量的な理解を進めた。また、破壊エネルギーや応力降下量の規模依存性について考察

を行った。プレート境界面上の摩擦特性の空間的不均一性に関しては、2011年東北地方太平洋沖地震

を含む地震サイクルのシミュレーションなどにより理解を進めた。地震の長期的な予測のためには地

震発生の不規則性や非周期的な振る舞いを理解する必要がある。単純な 2自由度バネ-ブロックモデル

を用いたシミュレーションにより摩擦パラメタの変化により周期的な地震発生から非周期的な地震発

生に遷移する過程を調べた。また、単一のアスペリティからなる系でもすべりイベントの発生にカオ



ス的な振る舞いが見られる場合があることが明らかになった。

　平成 25年度は、ほぼ同じ場所で繰り返し発生する地震について、規模や発生間隔の規則性を理解

することを目的とした検討を行った。ほとんど同じ規模の地震が同じ場所で繰り返す場合も、繰り返

し間隔は必ずしも一定にはならない。この原因として、別のアスペリティとの相互作用の効果を含む、

応力のゆらぎが考えられる。ここでは、他のアスペリティとの相互作用がない孤立したアスペリティ

に一定速度でせん断応力をかけたときの地震サイクルのシミュレーションを行い、繰り返す地震の規

模や発生間隔のゆらぎを調べた。平面断層上に速度・状態依存摩擦則に従う摩擦がはたらいていると

して、円形領域内では速度弱化の摩擦特性で（アスペリティ）、その外側では速度強化の摩擦特性を仮

定する。アスペリティでは繰り返しエピソディックなすべりが、周囲では安定すべりが発生する。特

徴的すべり量 Lを変えてシミュレーションを行い得られたモーメント解放率の時間変化を図 4に示す。

周期的に地震が発生する場合もあるが、倍周期的なすべりイベントの発生や、非周期的なすべり挙動

も観測される。図 5に地震発生間隔の反復写像を示す。i番目のサイクルの時間間隔 Tiと (i+1)番目の

サイクルの時間間隔 T(i+1)の関係は単純な曲線で表現でき、決定論的カオスを示す力学系の特徴をも

つことがわかる。以上のことから、摩擦特性の空間分布が単純で、複数アスペリティの相互作用がな

い場合でも、すべり挙動の時間変化は複雑になる可能性があることがわかる。

・地震サイクルシミュレーションモデルの開発（名古屋大学）

　従来、準静的な応力蓄積から破壊核形成を経て動的破壊へと至るプロセスの連成シミュレーション

を行えていたが、１サイクル目の動的破壊後の応力状態を受け渡して２サイクル目の解析を続けて行

うことができるようになり、1968年十勝沖地震の震源域を想定した計算を実施した。その結果、２サ

イクル目の計算では１サイクル目よりも急速な応力蓄積が生じ、地震発生間隔が短縮されたが、これ

はアセノスフェアの粘性緩和が主たる要因と考えられる。これによって、地震サイクルの全過程をシ

ミュレーションできる見通しが立った。

(b)地殻変動データを用いたデータ同化手法の開発と同化実験
・アジョイント法によるデータ同化手法の開発（京都大学）

　プレート境界の断層すべりはプレート運動や地震による応力変化によってプレート境界の摩擦法則

を満たしながら進行する。すなわち、断層すべりの詳細な履歴に基づいてプレート境界面の摩擦法則

を推定することが可能と考えられ、本研究では、気象・海洋分野で開発されたデータ同化手法である

アジョイント法による摩擦パラメタの推定手法の開発を行った。具体的には、2003年十勝沖地震の余

効すべりを扱い、摩擦法則としては速度・状態依存摩擦構成則を仮定し、シミュレーション計算の結

果に基づく模擬データを用いて摩擦パラメタ（a, b, L）を推定し、真の値との比較を試みた。当初は断
層セル２つといった単純なケースから検討を始め、プレート境界面を 10km× 10kmの小断層に分割

し、余効すべりの空間伝播を表現できるモデルへと拡張した。その結果、初期値と異なる値を仮定し

た場合でも真の値に近い値に収束する結果が得られた。また、2003年十勝沖地震の発生後に発生した

2004年釧路沖地震について、発生時期のより良い予測が行えることが示された。

・余効すべりに基づく摩擦パラメタの推定（東京大学）

　現実の断層に対して、摩擦構成則を用いた地震サイクルの数値シミュレーションを行うためには、断

層面の摩擦特性を知ることが必要である。そこで本研究では、GPSデータから断層面の摩擦特性を推

定するための手法開発を行った。まず、GPSにより観測された余効変動と摩擦構成則に基づく一自由

度モデルについて、マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いて摩擦パラメタの事後確率分布を推定するた

めの手法を開発した。この手法を 2003年十勝沖地震後の GPS時系列に適用し、速度・状態依存摩擦法

則の 3つのパラメタL, aσ、 (a-b)σを推定した。次に、データ同化で使用される手法である粒子フィ
ルタとカルマンフィルタを用いて、2011年東北地方太平洋沖地震後の余効すべりとすべり速度の時空

間変化を GPS時系列データから 1日毎に精密に推定した。この結果から、定常摩擦応力の速度依存性

を表すパラメタ(a-b)σがすべり速度に依存するか、有効法線応力σが時間変化したことを示した。さ
らに、摩擦構成則に基づく現実的なモデルを用いて摩擦特性を推定するために、東北地方太平洋沖地

震の余効すべりの三次元モデルの開発を行った。この他、大自由度モデルや多種データを用いたデー



タ同化やインバージョン解析を行うために、線形・非線形混合モデルに対してモデルパラメタ、先験

情報・異種データ間の相対的な重みを効率的にベイズ推定するアルゴリズムを開発した。

　平成 25年度は、2011年東北地方太平洋沖地震の余効すべり発生領域の断層摩擦特性を GPS観測

データと物理モデルに基づき、データ同化により推定するために、観測データと比較可能な余効すべ

りの三次元物理モデルの構築を行った。モデルでは、プレート境界面上のすべり速度と応力の時間発

展は速度・状態依存摩擦法則から導かれた速度強化の定常摩擦に従うと仮定した。GPSにより得られ

た本震時の変位から地震時のすべり分布を推定し、それに基づいて計算されたプレート境界面上にお

ける地震時の応力変化を与えてその後の余効すべりの時空間変化を計算した（図 6）。モデルにより計

算された余効すべりは地震時のすべりが大きい領域の周囲に集中しており、すべりの空間パターンの

時間変化はほとんど見られなかった。モデル計算と GPSデータのインバージョン解析により推定され

た地震後 7ヵ月間の積算余効すべりが適合するように定常摩擦応力の速度依存性を表すパラメタを推

定したところ、(a-b)σ=0.2 MPaという結果が得られた。本研究では(a-b)σが定数であると仮定した
が、モデル計算の結果とインバージョン解析により推定された余効すべりの時空間変化には系統的な

差異が残っており、(a-b)σの空間変化や、前年度の研究で推定された(a-b)σのすべり速度依存性等を
モデルに取り入れることを検討する必要がある。

・測地データを用いたプレート境界すべり分布の推定（名古屋大学）

　プレート境界面における地震の発生を考える際に、観測データに基づく断層すべりの時空間分布は

重要な境界条件を与える。測地データを用いた地震時および非地震時のプレート境界すべり推定につ

いて研究を実施し、以下の成果を得た。

(1)西南日本の GPSデータを用いて南海トラフのプレート境界面におけるすべり遅れ分布を明らかに

し、特にすべり遅れが豊後水道付近にまで及ぶことを指摘した（H21年度）。

(2)豊後水道で繰り返し発生しているスロースリップでは、長期的な応力蓄積が生じていないことを見

出した（H22年度）。また、繰り返した３回のイベントについてすべりの時空間分布を比較し、プレー

ト境界面上の同じ場所では、同一のすべりー応力関係に従ってすべりが進展すること、スロースリッ

プ域とその周囲は、それぞれすべり弱化とすべり強化の性質で特徴付けられることを見出した（H23

年度）。

(3)四国周辺では大地震時のすべり域、地震後の余効すべり域とスロースリップ領域の三者が空間的に

棲み分けていることを見出した（H22年度）。

(4)プレート境界の力学的な固着分布と、それから予想される地表の地殻変動データを用いてすべり遅

れ分布を推定した結果の定量的な比較を行い、測地データに基づく推定が、固着域の規模やモーメン

ト蓄積率を過大評価する傾向があることを明らかにした。（H21, H24年度）

(5)東北地方太平洋沖地震について、有限要素法を用いて３次元不均質構造やアセノスフェアの粘性を

考慮し、地震時および地震後のすべり分布を推定した。その結果、粘弾性の影響を考慮することで、宮

城沖で地震後に観測された急速な西向き変位が説明できること、粘弾性の効果を考慮しないと余効す

べりを大幅に過大評価する恐れのあることがわかった。推定された余効すべりは本震のすべり域や過

去の大地震の震源域の分布と相補的であり、地震後 2.5年間で最大約 2mに達しているが、プレート境

界の深さ 50km深部には及んでいないと考えられる（図 7）（H25年度）。

(c)地震活動データの活用手法の開発
・小繰り返し地震によるプレート間すべりのモニタリング（東京大学）

　日本列島全域に展開されているテレメータ地震観測点で観測された地震波形記録の蓄積を行い、小

繰り返し地震群の抽出を行った。また、小繰り返し地震群の規模・発生位置および発生間隔の情報を

基にして日本列島下に沈み込む太平洋プレートおよびフィリピン海プレートにおけるプレート間すべ

りの時間・空間変化の推定を行った。その結果、比較的定常的に発生する小繰り返し地震群が琉球海

溝から沈み込むフィリピン海プレートおよび、千島-日本海溝から沈み込む太平洋プレートの上部境界

で多数見つかった。小繰り返し地震の発生は、各地域のプレート間固着状態を反映した特徴を示して

おり、琉球弧では、解析期間を通してプレート間の相対運動速度とほぼ一致しているかやや小さい一



方、東北日本弧では、大地震とその余効すべりの発生によるすべり速度の時空間変化が見られた。特

に、平成 23年東北地方太平洋沖地震発生前後には、プレート間すべりの時空間変化が顕著に見られ

た。地震発生前の約一ヶ月の間には、本震の破壊開始点に向かって 2度にわたりスロースリップの伝

播が生じ、これらのスロースリップの伝播が引き起こす応力の集中により、本震発生が促進された可

能性を示した。本震発生後には震源域周辺の広い領域で発生した余効すべりが確認された。その速度

は、時間経過とともに徐々に減少しているが、震源域の北西側では現在もプレート間相対運動速度よ

り速い状況が続いている。また、余震発生域と大すべり域の相補関係を東北沖地震の余震活動に適用

し、東北沖地震発生時の大すべり域が複雑な形状を示すことを明らかにした。小繰り返し地震も大す

べり域の外側に多数分布していることから、大すべり域から解放された応力によって、その外側で余

効すべりが駆動されている事が示唆された。さらに、震源情報を用いた地震クラスターの自動抽出を

行い、各クラスターの地震活動を調査し、三陸沿岸地域や先島諸島周辺のプレート境界において、定

常的に発生する小繰り返し地震を含む孤立した地震クラスターを多数発見した。中でも、波照間島沖

合に位置するクラスターの地震発生時系列は、隣接地域で規則的に発生するスロースリップイベント

と部分的に同期しており、プレート間固着状態の変化との関連性が示唆された。

　平成 25年度は、平成 23年東北地方太平洋沖地震発生前後の関東地方周辺の太平洋プレートおよび

フィリピン海プレートにおけるプレート間すべりの時空間変化に焦点を当てて小繰り返し地震の解析

を行った。各プレートにおけるすべり速度は、関東地方のプレートモデルを構築し、それぞれのプレー

ト境界近傍で発生した地震を選び出すことによって推定した。その結果、両プレートともに、東北沖

地震発生前のすべり速度は、プレート間相対運動速度と比べてやや小さかったが、地震後に増加した

ことが明らかとなった。太平洋プレート境界での余効すべりは、フィリピン海プレートとの接触域を

越えた深部にまで広がっていた。その速度は本震発生後徐々に減少し、現在はほぼプレートの相対運

動速度程度まで低下している。一方、フィリピン海プレートのすべり速度は、本震発生後数ヶ月の間、

最大余震の西側で顕著に増加した。プレート間大地震発生による局所的な応力変化や地震後の余効変

動の影響によって引き起こされたのかもしれない。

・中規模の繰り返し地震によるプレート境界すべり監視（東北大学）

　繰り返し地震の抽出方法の検討により、M4以上の中規模の地震についても繰り返し地震の抽出が

できるようになった。これにより、2011年東北地方太平洋沖地震前後の繰り返し地震活動変化から、

非地震性すべりの推移を得た。また、東北地震の余効すべりの繰り返し地震の破壊過程への変化につ

いても検討した。

　平成 25年度は、東北地方太平洋沖地震後の繰り返し地震の活動のモニタリングを引き続き行うとと

もに、東北地方太平洋沖地震後の繰り返し地震のマグニチュード変化について調べた。この地震後に

地震の規模が大きくなっているグループが余効すべり域内で多く、規模が大きくなった繰り返し地震

の１つである釜石沖地震について、すべり域の推定からこの規模の大きな地震はすべり域が広いこと

を明らかにした。このようなすべり域の変化現象は不安定すべりを起こす領域の周囲での条件付き安

定領域の存在を示唆している。また、2011年東北地方太平洋沖地震前のスロースリップについて情報

を整理した。本震の 10年程度前から、GPSや繰り返し地震からすべりの増加が報告されている。この

期間には図 8の南側の細い赤四角の領域で、エピソディックなすべりがみられる。その後 2008年に、

やや海溝に近い太い赤長方形の近く、および南と北の 2つの細い赤四角でスロースリップが推定され、

2011年に入ると、太い赤長方形の場所でふたたびすべりが見られるとともに、2回の震源移動のうち

の最初の移動が 2月に見られた（白丸）。その後、2011年 3月 9日の前震が水色の領域で発生し、そ

の後の余効すべりが、薄緑色の領域や北側の細い赤四角で推定された。また、この時期には本震の震

央（橙色星）に向かうすべりの伝播を示すと考えられる 2度目の震源の移動（黄丸）も見られた。こ

れらのすべり変化は、巨大地震前の現象を多種類のデータから捉えたものであり、現実的な地震発生

シミュレーションに役立つものと考えられる。

・均質な地震カタログに基づく地震活動評価（北海道大学）

　地震活動から地殻活動予測に必要な広域応力場の時間変化を検出するためには均質な地震カタログ



が必要である。そこで、1994年 1月 1日から 2007年 12月 31日までの期間に関東および東海・東南

海地域で発生したMJMA=3.3以上の地震の震源および Mを同一の観測点を用いて再決定し、均質な地

震カタログを整備した。この地震カタログを精査した結果、2005年 8月から 2007年 12月の間、茨城

県南部から東京湾にかけて地震活動が活発化し、銚子沖で地震活動が静穏化したことが見出され、銚

子沖の太平洋プレート上面で長期的スロースリップが発生した可能性を指摘するとともに、GPSデー

タに関連した変位を見出した。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Fukuda, J., A. Kato, N. Kato, and Y. Aoki (2013), Are the frictional properties of creeping faults persistent?

Evidence from rapid afterslip following the 2011 Tohoku-oki earthquake, Geophys. Res. Lett., 40,

3613?3617, doi:10.1002/grl.50713.

Katsumata, K., and S. Sakai, Seismic quiescence and activation anomalies from 2005 to 2008 beneath the

Kanto district, central Honshu, Japan, Earth Planets Space, 65, 1463-1475, 2013.

Ohtani M., K. Hirahara, T. Hori and M. Hyodo, and Mamoru Hyodo, Observed change in plate coupling

close to the rupture initiation area before the occurrence of the 2011 Tohoku earthquake: implications

from an earthquake cycle model, Geophys. Res. Lett., DOI: 10.1002/2013GL058751, 2014.

Shikakura, Y., Y. Fukahata, and K. Hirahara, Long-term changes in the Coulomb failure function on inland

active faults in southwest Japan due to east-west compression and interplate earthquakes, J. Geophys.

Res., 119, doi:10.1002/2013JB010156, 2014.

Uchida, N., and T. Matsuzawa, Pre- and post-seismic slow slip surrounding the 2011 Tohoku-oki earthquake

rupture, Earth Planet. Sci. Lett., 374, 81-91, doi:10.1016/j.epsl.2013.05.021, 2013.

Uchida, N., K. Shimamura, T. Matsuzawa, T. Okada, Postseismic response of repeating earthquakes around

the 2011 Tohoku-oki earthquake: Moment increases due to the fast loading rate, J. Geophys. Res., under

review.

内田直希・伊藤喜宏・加藤愛太郎・太田雄策，東北地震から 3年：東北地方太平洋沖地震前にみられ

たスロースリップ，なゐふる，97号，2014,印刷中．

平原和朗・大谷真紀子・兵藤守・堀高峰、大規模マルチスケール地震サイクルシミュレーション、日

本惑星科学連合 2013年大会、STT59-01,2013.

Igarashi, T. (2013) Small repeating earthquakes and inter-plate aseismic slip after the 2011 off the Pacific

coast of Tohoku earthquake, IAHS-IASPO-IASPEI Joint Assembly, S102PS.01, Gothenburg.

Igarashi, T., T. Iidaka, S. Sakai, K. Obara, and N. Hirata (2013) Small repeating earthquakes and inter-plate

aseismic slip in and around the Kanto district after the 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake,

American Geophysical Union Fall Meeting, S11B-2341, San Francisco.

大谷真紀子・平原和朗、地表面形状が地震発生サイクルに与える影響、日本地震学会 2013年度秋季大

会、P1-45,2013.

鈴木翔太・伊藤武男・里嘉千茂・兵藤守,３次元地下構造を考慮した有限要素法による 2011年東北沖

地震の粘弾性応答,日本地震学会秋季大会 , 2013年.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
名古屋大学大学院環境学研究科：鷺谷威、橋本千尋，伊藤武男

他機関との共同研究の有無：有

東京大学地震研究所：加藤尚之、加藤照之，五十嵐俊博、福田淳一

京都大学大学院理学研究科：平原和朗、宮崎真一

京都大学防災研究所 　橋本学

東北大学大学院理学研究科：内田直希、松澤暢

北海道大学大学院理学研究院：勝俣啓



海洋研究開発機構 　堀高峰
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部署等名：名古屋大学大学院環境学研究科
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図 1 　日本海溝に沈み込む太平洋プレートを模したモデル（大谷・平原, 2013）。
水深 7kmの日本海溝を Z=0kmとし、深さ方向に Z軸、プレート走行方向に Y軸をとっている。青線が海底地形
を表す。走行方向には構造は一様とする簡単化を行なっている。

図 2 　西南日本内陸活断層における応力変化。
（左図）：0.3x10-7/年の東西圧縮による各断層におけるクーロン応力変化（μ’=0.3を仮定）。（右図）：100年間の
固着を仮定した時の南海トラフ巨大地震時における各活断層のクーロン応力変化。（赤：正、青：負）（鹿倉・他,
2012）。



図３ 　南海トラフ巨大地震の発生前（左）と発生後（右）の歴史地震発生の時空間分布。（鹿倉・他,2012）。

図 4 　モーメント解放率の時間変化のシミュレーション結果。
速度弱化域で A-B = -0.5 MPa、速度強化域で A-B = 0.2 MPa。特徴的すべり量 Lは断層面上で一様で、(a) 0.04 m、
(b) 0.0975 m、(c) 0.1275 m、(d) 0.13125 m、(e) 0.135 m、(f) 0.1375 m.(a)では周期的に地震が発生する。(b)では地
震と非地震性すべりイベントが交互に発生する。(c)では１周期の中に１つの地震と３つの非地震性すべりイベン
トが含まれる。(d)では非周期的になり、地震と非地震性すべりイベントが不規則に発生する。(e)も非周期的だ
が、非地震性すべりのみ。(f)は２種類の非地震性すべりイベントが交互に発生する。



図 5 　地震発生間隔の反復写像。
i番目のサイクルの時間間隔 Tiと (i+1)番目のサイクルの時間間隔 T(i+1)の関係。速度弱化域で A-B = -0.5 MPa、
速度強化域で A-B = 0.2 MPa、L=0.13125～0.13750m。

図６ 　余効すべりから推定した摩擦パラメタによるすべり分布の再現。

(a) GPSデータのインバージョンから推定された 2011年東北地方太平洋沖地震のすべり分布。余効すべりのシミュ
レーションの初期条件を計算するために使用した。(b)摩擦構成則に基づくシミュレーションから計算された余効
すべりのすべり分布 (2011/3/11-10/17)。



図 7粘弾性応答関数を用いたインバージョン結果。
(a)地震時のすべり分布。(b-f)は積算された余効すべり分布。(b)地震後 0.5年 (c)地震後 1年 (d)地震後 1.5年 (e)
地震後 2年 (f)地震後 2.5年。



図 8 　東北地震前に震源域周辺でみられた様々なすべり（内田・他, 2014を改変）。
赤細線の四角領域でのすべりは小繰り返し地震によるもの（Uchida and Matsuzawa, 2013）、赤太線矩形領域でのす
べりは、海底圧力、陸上ひずみデータによるもの（ Ito et al., 2013）、白と黄色の丸は、3月 9日前と後の地震活動
（Kato et al., 2012）、青と緑の領域は、水圧計のデータおよび陸上 GPSデータによる 3月 9日の前震の地震時すべ
りとその後の余効すべり（Ohta et al., 2012）を示す。図中の日付はそれぞれのイベントの発生時、橙色星は本震の
震央、白いコンターは Iinuma et al., (2012)による本震のすべり分布を示す。



平成 25年度年次報告

課題番号：1703

（１）実施機関名：

名古屋大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

日本列島地殻活動総合相関評価システムの研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

イ．地震・火山現象に関する情報の統合化

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本研究課題（５か年）は、日本列島の地殻構造や、その活動をモニターしていると考えられる観測

データを収集し、それらに潜在する地殻の現象を反映している成分あるいは指標を抽出する。その上

で、得られた指標相互の時空間的相関を精査し、現象間の関連を多角的に解明する。これらにより、地

震や火山噴火などの現象がどのような地殻活動ネットワークの中に位置付けられるのかを明らかにし、

地殻活動モニタリングのための新たな指標を探索する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度から５か年継続し、地殻内部の構造や現象に関する情報の集積、統一フォーマットでの

データベース化、可視化を行う。具体的には、地殻の弾性的な厚さ分布、重力異常分布、地震発生の

上限・下限、GPSによって得られるひずみ速度分布、地震活動度分布、活断層分布、地温勾配、地磁

気データ等を用いる。ここでは地殻の状態を示す新指標の提案、導入も視野に入れ、全てのデータ、指

標の３次元可視化システムを整備する。

　平成２１年度より、上記と平行して、各種地殻活動情報間の相関評価システムの開発を開始する。具

体的には、日本列島を統一されたメッシュで覆い、全ての観測量、算出された指標を同一フォーマッ

トの格子データとして格納する。それらのデータセットを照合し、各指標間の空間分布、あるいは同

一指標内の各格子点間の時間変化の相関を求める。この作業を任意の時空間範囲内で自動的に繰り返

し、相関の高い指標セットあるいは格子点セットをサーチするシステムを開発する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　地殻活動の相関評価のため、以下の研究を行った。

　平成 21年度から 23年度は、主に GNSSによる地殻変動データと、一元化震源による地震活動デー

タを利用した相関の研究を行った。平成２１年度には、面積ひずみ速度，最大せん断ひずみ速度、地

震で放出されるエネルギー，地震数密度、地震発生の下限、重力異常、地熱流量、についてグリッド



化を行った。平成 22年度から 23年度にはそれらのデータをもとにした解析実例を示すための研究を

実施した。具体的には地殻ひずみ速度の時空間分布と、地震によって開放されるエネルギーの時空間

分布について相関を求めた。地震活動が活発な地域で面積ひずみ速度の増加している地域数が減少し

ている時期にＭ＞６の地震が発生する可能性が高いことがわかった。その的中率は 0.385、予知率は

１、ランダムモデルに対する確率利得は 3.0であることを確認した。これらの結果は、「地震」および

国際誌に投稿し、受理された。

　平成 24年度は、投稿された成果を還元するため、GNSSによる地殻変動及び一元化震源による地震

活動をグリッドデータ化するためのシステムを整備した．

　平成 25年度は，前年度公開した GNSSによる地殻変動グリッドデータを改定した他、グリッドデー

タ及びグリッドデータを用いた図をウェブにて公開した。また前述の地震発生の下限、重力異常、地

熱流量についてのグリッドデータも公開した．公開 URLは

http://www.seis.nagoya-u.ac.jp/yamaoka/EWSN1703/

である。今後、定期的に計算結果を webにアップロードしていく予定である。

　また平成 25年度は、地震活動の統計的評価についてもパターン認識を利用した方法を東北地方太平

洋沖地震に適用し、国際誌に公表した (Kawamura et al. 2013)

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
kawamura, M., Y.H. Wu, T. Kudo and C.C. Chen, Presurcory Migration of Anomalous Seismic Activity

Revealed by the Pattern Informatics Method: A Case Study of the 2011 Tohoku Earthquake, Japan.

Bull. Seismol. Soc. Am. vol. 103, 1171-1180, doi: 10.1785/0120120094, 2013.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
山岡耕春（名古屋大学環境学研究科）

古本宗充（名古屋大学環境学研究科）

他機関との共同研究の有無：有

工藤 　健（中部大学工学部理学教室）

河村 　将（台湾国立中央大学地球科学系／地球物理研究所）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：環境学研究科附属地震火山研究センター

電話：052-789-3034

e-mail：

URL：http://www.seis.nagoya-u.ac.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：山岡耕春 　

所属：名古屋大学環境学研究科附属地震火山研究センター



平成 25年度年次報告

課題番号：1704

（１）実施機関名：

名古屋大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

活断層の地表形状・ずれ量データにもとづく地震発生予測

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

オ．地震発生サイクルと長期地殻ひずみ

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　活断層の地表形状は、地震規模や強震動特性を推定するための基本情報であり、具体的にアスペリ

ティの位置やセグメンテーション及び破壊開始点を解明するためにも、より詳細な、活断層トレース

の末端及び接合部の構造や、地点ごとのずれ量に関する情報の取得が必要である。また、平成 20年岩

手・宮城内陸地震のような事前の検出が難しい地震予測のためにも、活断層認定に関する有効な手法

の検討が必要である。

　本研究は、近年の活断層判読手法・調査方法の高度化や LiDAR及び写真測量等による地形計測の技

術革新を背景に、従来不明であった活断層をあらたに認定するほか、地表形状とずれ量分布を詳細に

明らかにして、従来の静的な断層モデルや経験式に依存した予測に留まらず、動的な断層モデルの構

築に貢献することを最終目標とする。

１）１回変位量と累積変位量を区別し、地震時のずれ量分布及びその再現性に関する基礎的検討を実

施する。

２）モーメントマグニチュード、アスペリティ位置、破壊開始点及びセグメンテーションを明らかに

する。

３）GISを応用することにより、活断層地形に関する膨大な数値情報を、更新性を十分に確保した形

で整備する。将来起こる地表変位予測情報としても活用できるようにする。

　このため本研究では、a．実際に出現した近年の地表地震断層とその起震断層、b．比較的長大な活

断層、c．強震動予測の精度を高める要請の高い都市域周辺の活断層を対象とする。また、d．地表形

状に関して再検討が必要な活断層、e．近年発見された活動性が不明の活断層についても検討を行い、

上記目標の達成を目指す。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　全体の地表形状や活動性に関する基礎的情報を取得しつつ、以下の調査を実施する。（1）計測作業

として、a．地表における測量基準（GCP）の取得、b．写真測量システムや LiDARによる計測。（2）

活断層調査として、a．多時期の大縮尺航空写真判読、b．活断層変位地形の認定及び計測測線の決定、

c．現地調査による地形面編年調査、d．詳細な変位地形に関する現地測量及び掘削調査。

　調査対象は到達目標に記した活断層であり、具体的には横手盆地東縁断層、阿寺断層帯、北部九州

の活断層、中国地方の活断層、中央構造線、西山断層帯のほか、熊野‐新宮断層帯等、その存在の可



能性が新たに指摘されているものを含める。精査段階においては、詳細写真判読を再度実施するとと

もに、LiDAR、航空写真測量等により変位地形の細密な標高モデルを作成し、１回変位量・累積変位

量・平均変位速度の高密度取得作業を行う。加えて地形面の編年、現地測量及び掘削調査を実施する。

最終的には、アスペリティ、モーメントマグニチュード、破壊開始点等を考察し、dislocation modelの

検討や動的な断層モデルの推定に資するデータの取りまとめを行う。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　本課題は，活断層判読・調査手法の高度化，ならびに LiDAR計測・写真測量等の技術革新と DEM

の整備を背景としており，地表形状・変位量分布・活動繰り返しパターンを明らかにして，断層モデ

ルを構築し地震発生予測に資する方法論の確立を目指して実施された．

　糸静線断層帯の北部では（2の a），航測システムや LiDAR計測を導入して，活断層分布や変位量等

に関する高密度・高精度の情報を網羅的に取得すると同時に，地形面編年等の現地調査を実施し，平

均変位速度・地震時変位量とその分布を把握して地震規模を算出した．アスペリティやセグメンテー

ション，破壊開始点，地震発生の繰り返しパターンの検討も実現している．活断層の分布形状を含む高

密度高精度の変動地形データセットは「活断層情報ステーション」として GISベースで整備され，更

新性も確保された．こうした一連の手法について，他の活断層への展開を検討しているところである．

　活断層分布等の基礎的情報に関する変動地形学的検討も行った．活断層分布はそのまま地震発生源

モデルに直結する重要な知見である．地形的に明瞭なものについては連続性や地震発生の再現性など

を，また不明瞭なものについては，わずかな変形が長波長に及ぶ，地表表現が弱い，また都市域，植

生下などの要因を考慮しながら検討した．

　今回着手した，DEMに立脚した全国各地の活断層再判読は，今後の変動地形研究の鍵のひとつであ

ろう（1の a）．また，2008年岩手・宮城内陸地震を受けて，事前に認定困難であった断層変位地形の

見直し判読等を実施して，活断層認定手法を検討している（2の b）．糸静線断層帯中部における活断

層の連続性と活動区間に関する検討や（1の c），1896年陸羽地震を引き起こした横手盆地東縁の活断

層分布の再検討とその地質学的検証（1の d），都市域近傍における活断層の新たな発見（太田断層）

とその地質学的検証（1の e）も，活断層分布等の基礎的情報に関する重要な成果である．石狩平野や

長野盆地，糸静線断層帯北部の白馬村，紀伊半島南部の活断層においても分布や活動性，地震発生の

繰り返しパターンを検討したほか（2の c～f），長さ約 55 kmと長大であるにもかかわらず活動性が

わかっていなかった弥栄断層について，掘削調査によって最新活動を含む少なくとも 2回の古地震を

解読した（2の g）．以上の検討を優先的に実施したため，一部の調査対象については予算の都合上検

討を見送った．

　その他，革新的な地形データ取得手法として小型 UAVと SfMソフトウェアを用いた地形図・地形

断面図作成を試行した（1の b）．活断層研究をはじめとする各種の地形研究だけでなく，災害後調査

など多くの研究に活用が期待される．

1．平成 25年度成果（平成 24年度以前の成果があるものはそれらも含めて記載；その場合でも平成 25

年度実施内容がわかるように記載）

a．「活断層判読支援システム」の整備と活断層の新たな発見（広島大）

　高解像度の数値標高モデル（DEM）を空中写真同様に実体視可能とし，かつ地形表現手法を工夫す

ることで，活断層地形判読に新たな展開が期待される．こうした観点から「活断層判読支援システム」

の整備を行った．システムには，国土地理院の高解像度 DEMに立脚するステレオ画像やアナグリフ

画像を整備した．既存の活断層図や沿岸海底活断層図，地質断層図，重力図，および今回作成したリ

ニアメント分布図なども含めている．GISで管理されているため各データの重ねあわせが可能であり，

かつ GIS上で地形判読を行って断層線を書き入れることで直ちに正確な地理情報データとして管理で

きる．本システムを援用しながら活断層の系統的な判読作業および活断層図作成作業を行った．ステ

レオ画像やアナグリフ画像は DEMに立脚するため，大地形から微地形まで 1枚の画像で判読可能で

あり，変形に要した時間スケールの異なる変動地形を多面的に検討することができる．また市街地化



や人工改変の進んだ都市域や植生の覆われた地域についても地表面を可視化でき，かつわずかな長波

長変形についても垂直誇張率を自在に調整して観察可能である．変位量計測も自在に行える．大縮尺

の空中写真を用いて確認を行いながら作業をすすめたところ，京都盆地（図 1）や濃尾平野，富山平

野，新潟平野，十勝平野，嬬恋，柳井平野北部などに新たに活断層が認定された．平成 25年度にはス

テレオ画像の追加整備や判読作業等を実施しており，今後さらに系統的な判読作業・活断層図作成作

業が期待される．

b．小型UAVと SfMソフトウェアを用いた根尾谷断層水鳥断層崖の断層変位地形把握の試み（広島大

ほか）

　近年のラジコン技術の進歩によって，UAVの小型化と低価格化が進み，研究者が機材を自ら操作

して低空空撮を行うことが可能となった．こうした空撮画像から DSM等を作成し地形解析を行う技

術も飛躍的に進展しつつある．平成 25年度，根尾谷断層水鳥地震断層崖において空撮画像を取得し，

Agisoft社の SfMソフトウェア PhotoScanを用いて，DSMとオルソ画像を作成し，ArcGISを用いて

DSMから地形図・地形断面図を作成した（図 2）．今回は特に飛行ルートを設定して撮影したもので

はないが，高解像度の 3D画像が生成され，任意の角度や縮尺で断層変位地形を容易に観察できる．カ

メラのレンズ特性や GCPを設定すれば DSMの書き出しも可能であり，詳細な等高線図や地形断面図

が作成可能で，変位量計測などにも活用できる．この手法は，活断層研究をはじめとする各種の地形

研究だけでなく，災害後調査など多くの研究に活用が期待される．

c．糸静線断層帯中部，岡谷市西山における変動地形調査・トレンチ掘削調査（産総研・法政大・名古

屋大・鶴岡高専・信州大）

　塩尻峠周辺には，北西走向の左横ずれ断層が複数並走する（図 3）．塩尻峠付近の南東側では 2条に

わかれて分布し，北北西方向に延びる細長い凹地状の地形を形成するが，明瞭な横ずれ変位地形は報

告されていなかった．しかし平成 24年度に実施した高解像度 DEMを用いた地形学的再検討の結果，

調査地点に発達する沼池や湿地といった平坦面は，2条の断層の左横ずれに伴って右雁行部分で中心

部が落ち込み，谷の下流側（東側）が閉塞されて形成されたと考えられる．平坦面下には泥炭層が発

達し，その堆積開始は概ね閉塞凹地が形成された時期に相当すると考えられ，年代測定結果に基づく

と約 1万年前と推定される．東側の活断層線に沿っては，東側隆起のバルジ状の高まりが形成されて

いる．平成 24・25年度に実施したトレンチ掘削調査では，トレンチ T4の壁面に明瞭なほぼ垂直に近

い高角な断層が数条観察され，変位を受ける地層とこれを覆う地層の年代から，最新活動は 2909 BC

以後 1989 BC以前であったと考えられる．この年代は周辺で得られている最新活動より古く，調査地

点付近における活断層の連続性と活動区間の関係を理解する上で重要な新知見である．

d．試錐による横手盆地南部の断層変位地形の変動地形学的検討（鶴岡高専・東洋大・名古屋大）

　横手盆地東縁断層帯は角館から横手に至る約 60 kmの活断層として認定されてきた．1896年陸羽地

震の際には北部の約 35 km区間に地震断層が現れている．しかし近年，詳細な航空写真判読によって

横手盆地南部に活断層が新たに認定されてきた．このことは，陸羽地震の割れ残り区間がより長い可

能性を示唆するなど新たな課題を提起している．そこで，この活断層の存在を地質学的に検証するた

め，2地点において群列ボーリングを実施した．

d-1）横手市赤川

　この付近に新たに認定された活断層は赤坂丘陵の西縁を限り，北方延長では扇状地面に比高約 1 m

の東上がりの撓曲崖が形成されている．平成 22年度に，この撓曲崖を横切る測線を設けボーリング調

査を実施した．その結果，最近の数万年間に断層変位が累積していることが確認された．

d-2）横手市平鹿町浅舞

　浅舞付近においては，最終氷期後期後半以降に形成されたと推定される扇状地面上に，西流してい

た小河川の流路跡が多数認められ，複数の流路跡を切断する南北走向で東側隆起を示す比高約 1 mの

変動崖が約 4 kmにわたって新たに認定されている．この変動崖を横断する測線においてボーリング調

査を行った．得られたコアは平成 23年度 4本，平成 25年度 3本である．地形地質断面（図 4）をみ

ると，礫層上限高度が地表よりもやや急傾斜で西へ低下していることがわかる．今後，年代等をさら



に詳しく検討し，より詳細な解析を行う予定である．

e．太田断層の変動地形調査・掘削調査・コア分析（群馬大・広島大）

　首都圏周辺において，地形学的観点からあらたに認定された活断層（太田断層と呼ぶ）について，地

質学的観点から検証を行った．本断層は少なくとも長さ 18 kmに及ぶ．とくに太田市石神には，断層

変位を強く示唆する地形が認められる．平成 21・22年度，同市龍舞において，撓曲崖を対象としてト

レンチ掘削調査を実施した．地層の変形と傾斜不整合から西傾斜の低角な逆断層が想定された．地層

の傾斜に差異があるため，複数回の断層変位が認定される可能性が高い．より深部をさぐるため，平

成 24年度，ボーリング調査を行い，平成 25年度，コアのテフラ分析を実施して地層を対比した．分

析は火山灰考古学研究所に委託した．群馬県東部農業事務所の厚意により事務所収集の既設資料も参

照できた．得られた地形地質断面図を図 5に示す．コア No.5と 2の間に浸食崖を想定すると地形や

地層の形成を合理的に説明できる可能性があるが，しかしトレンチ掘削調査で As-YPや腐植層に異常

傾斜が確認されることや，下盤側の既設資料において地表下 2.5 mから水中堆積の As-YPが認められ

ることなど，断層変位である可能性を示す証拠があることを考えると，この撓曲崖が単純な浸食崖と

みなすことは難しい．浸食崖付近において断層運動が生じて撓曲崖が形成された可能性が考えられる．

今後さらなる検討が必要である．

2．平成 24年度までの成果

a．平均変位速度分布に基づく糸静線断層帯北部の地震発生予測（名古屋大・鶴岡高専・東洋大・信州

大ほか）平成 21・22年度

　平均変位速度分布に基づいて，糸静線断層帯の地震規模を 2通りの方法で推定した．

　1）1回変位量の地点データからMwを求める方法：ネットスリップ速度分布を考慮して地震時ネッ

トスリップ量分布を推定し，Moを計算してMwを算出する．

　2）一定期間の Mo蓄積量を求める方法：一定期間（例えば 1000年間）の Mo蓄積量を推定する．

活動間隔を仮定すれば次回の大地震のMwを，最新活動時期を仮定すれば現在までのMo蓄積量をそ

れぞれ算出できる．

　断層帯北部について，地下構造等を仮定し，1の方法でMoを計算し Mwを算出した（図 6）．横ず

れがないと仮定した場合（Case 1）には Mwは 7.46，最大せん断応力の方向にすべると仮定した場合

（Case 2）にはMwは 7.55，という結果が得られた．気象庁マグニチュードに換算すると 8.2～8.3とな

る．最近の大地震について，地表変位量分布から上記関係式によって求めたMoは，近代観測による

Moとよく一致するらしい．今後，平均変位速度分布と地震時変位量分布，地表変位量と地下のすべり

量の相関の程度を解明し，地下のすべり量分布や破壊領域の予測精度をさらに向上させることが望ま

れる．

b．2008年岩手・宮城内陸地震の地表地震断層と断層変位地形（広島工大・京都大・東洋大・名古屋

大ほか）平成 21年度

　2008年岩手・宮城内陸地震は事前に活断層の存在が指摘されていない場所で発生したが，地震直後

の調査により，厳美町はの木立付近の長さ 1 km程度の区間に活断層の証拠が存在し，完新世に複数回

活動したことも明らかになった．河岸段丘面の高度分布にこの地震に伴ってみられたような緩やかな

変形が累積的に現れていることも指摘されている．今回，地震前後の多時期に撮影された航空写真や

LiDARデータを利用して，震源域周辺の活断層と推定活断層および地すべり地形の詳細な分布図を作

成し，詳細活断層図として刊行した（図 7）．その結果，1）餅転から荒砥沢ダムに至る北北東－南南

西走向の 15 km程度の範囲に推定活断層が認定されること，2）地表地震断層と活断層の位置が一致

するのは，はの木立と岡山の 2地点であること，が明らかになった．また，地震前後の LiDAR計測結

果の差分図によれば，3）はの木立や岡山では地表地震断層から推定された隆起沈降が明瞭にとらえら

れること，4）磐井川沿いにおいては矢櫃ダム付近を境に西方が隆起域，東方が沈降域であり，その変

化は緩やかであること，5）差分図によって地震断層と地すべりとは明瞭に区別できること，などがわ

かった．

（以下は分量の都合上省略）



c．石狩低地東縁断層帯北部，岩見沢周辺の断層変位地形の地表形状詳細調査（鶴岡高専）平成 22年度

d．長野盆地西縁断層帯中部，中野市における変動地形調査・ボーリング調査（名古屋大）平成 22・23

年度

e．糸静線断層帯北部，白馬村におけるボーリング調査（産総研・名古屋大）平成 24年度

f．紀伊半島南部の活断層における完新世離水海岸地形と古地震，変位量に関する検討（名古屋大）平

成 23年度

g．弥栄断層の分布と活動履歴（広島工大・広島大ほか）平成 21年度

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Goto, H. and N. Sugito, 2013, Fault geomorphology interpreted using stereoscopic images produced from

digital elevation models, IGU 2013 Kyoto Regional Conference, Abstract 00650, Kyoto JAPAN, August

6-7th.

中田 　高・熊原康博・後藤秀昭・井上 　公・内山庄一郎，2013，UAVによる活断層地形把握の試み－

根尾谷断層水鳥断層崖を例に－，日本活断層学会 2013年度秋季学術大会講演予稿集，P-7，茨城，

11月．
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図 1 　高解像度DEMから作成した京都盆地北部のステレオ画像（アナグリフ）と活断層分布（後藤・杉戸，2012）．

図 2 　左：今回作成の DSMによる等高線図（等高線間隔 1 m），右：国土地理院 5 mメッシュDEMによる等高線
図（同），および水鳥断層崖の地形断面．



図 3 　岡谷市西山付近の活断層分布・地形面区分（谷口ほか，2011，一部改編）および掘削地点の詳細マップ．

図 4 　横手市平鹿町浅舞の地形地質断面図．

図 5 　太田市龍舞の地形地質断面図．



図 6 　糸静線断層帯北部の平均変位速度・地震時変位量・地震時ネットスリップの分布（鈴木ほか，2010）．

図 7 　2008年岩手・宮城内陸地震に関する a：変動地形学図・b：地震前後の LiDAR計測結果の差分図（国土地
理院，2009）．
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（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ア．列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本研究では、測地観測、地震観測、数値モデリング等の様々な手法を駆使して内陸地震の発生域に

おける応力状態及びその時間的な変化の把握、更には応力蓄積のメカニズムを解明することを目指す。

測地観測では，中部地方に位置する，地震サイクル中のステージや変形様式の異なる複数の活断層の

周囲で稠密ＧＰＳ観測を実施し，それぞれの変形様式から応力蓄積過程の違いを明らかにする。地震

観測では，内陸地震発生域におけるコーダＱの時空間変化の検出を試み，その結果から応力状態及び

その時間変化を推定する。また，ＧＰＳを用いた固体地球の潮汐応答により応力臨界状態の検出を試

みる。最後に，これらの観測結果を総合して，内陸地震発生域における応力状態の把握を目指す。

（６）本課題の５か年計画の概要：

(a)詳細な地殻変動分布から見る内陸地震発生域の応力蓄積過程

　本課題では，約 400年前に地震が発生した可能性のある養老-桑名-四日市断層（1586年天正地震）

及び阿寺断層南部（1586年天正地震），約 150年前に地震が発生した跡津川断層，顕著な地殻変形が

見られる糸魚川-静岡構造線北部を対象として稠密なキャンペーン GPS観測を実施し，詳細な地殻変

動分布を得て，各断層の応力蓄積過程の解明を目指す。平成 21年度は，阿寺断層周辺に稠密 GPS観

測網を構築し，観測を実施する。また，養老-桑名-四日市断層周辺で選点調査を実施し，観測の計画を

立てる。

(b)散乱構造から見る内陸地震発生域の応力状態とその時間変化

　中部地方を中心にした領域で自然地震を利用したコーダ Qの解析を行い，コーダ Qの空間分布を調

べる．特にひずみ集中帯に注目しながら，できるだけ観測時間幅を広くした解析を行い，コーダ Qの

時間変化や安定性を検討する．

(c)活断層の地震サイクルとひずみ集中帯の生成に関する物理モデル構築

　下部地殻を構成する鉱物のレオロジーを考慮した内陸活断層の地震サイクルモデル構築を開始する。



　

　平成 21年度は，跡津川断層周辺で従来から継続してきた GPS観測を実施するとともに，糸魚川－

静岡構造線北部で観測網を構築し，観測を開始する。また，阿寺断層でも観測点調査を行う。散乱構

造については手法の検討を行う。

　平成 22年度は，跡津川断層，糸魚川－静岡構造線北部での観測を実施するとともに，阿寺断層で観

測網を構築し，観測を実施する。養老－桑名－断層で観測点調査を行う。散乱構造の解析手法を特定

の地域に適用し，三次元的な構造の抽出を試みる。

　平成 23年度は，養老断層系に観測網を構築し，観測を実施するとともに，他の断層でも観測を行

う。潮汐応答による応力状態のモニター手法の開発を行う。散乱構造の時間変化を検出する手法の検

討を行う。

　平成 24年度は，各断層で観測を実施する。観測結果の暫定的なまとめを行う。特定の断層について，

潮汐応答による応力状態モニターを試みる。散乱構造の時間変化に注目し，四次元的な構造変化の抽

出を試みる。

　平成 25年度は，観測やデータ解析を継続するとともに研究全体のまとめを行い，内陸地震発生域の

応力蓄積状態に関する知見を得る。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
(a)詳細な地殻変動分布から見る内陸地震発生域の応力蓄積過程

　従来の GPS観測から、断層を挟んで集中した短縮変形が見られていた糸魚川静岡構造線の神城断層

周辺に GPS観測点を３箇所設置し、平成 21～25年度にかけて毎年１～４ヶ月程度のキャンペーン観

測を実施した。研究開始後２年が経過した段階で 2011年東北地方太平洋沖地震が発生したため、当初

予定していた地震間の短縮変形の詳細分布を解明することは困難となったが、外部からの応力変化に

対する断層帯の力学応答に注目して観測・解析を実施した。

　図１は、東北地方太平洋沖地震前と後での地殻変動パターンを比較したものである。いずれも白馬

の GEONET観測点（0266）を基準としている。この図から、白馬と戸隠（0983）の間は地震前後で

変わらず短縮が遅いこと、更埴（0984）から大町（0046, R001）にかけての地域と白馬との間で顕著

な右横ずれの歪みが見られることなどが分かる。また、わずか１ km程度しか離れていない白馬村役

場（HKBA）とハイランドホテル（HLND）の間で短縮変形が生じているように見える。これが事実

であれば、神城断層が浅部でクリープしている可能性を示すデータとなるが、地震後の観測期間が短

いために測定誤差が大きく、結論を出すには至っていない。

　今後、東北地方太平洋沖地震の余効変動が収まるにつれて定常的な地殻変動場が再び見えてくると

期待されるが、この余効変動の振る舞いを見ても、白馬周辺と大町付近の挙動は違っているように見

えており、合成開口レーダー等空間解像度の高い手法を併用して検討を進める必要がある。

　平成 25年度には、阿寺断層、養老断層および糸魚川静岡構造線断層帯周辺に GPS観測点を合計 14

カ所新設し、観測を開始した。こちらの観測点は今後自助努力で維持してデータを蓄積し、それぞれ

の断層帯の挙動解明に貢献して行く予定である。

(b)散乱構造から見る内陸地震発生域の応力状態とその時間変化

　跡津川断層帯周辺地域におけるコーダ Qの空間分布を求め、低周波数帯において低コーダ Q域が跡

津川断層周辺に広がり、深さ 25kmの S波速度の摂動と良い相関をもつことを示した。また、その空

間変化量から同地域の地殻の脆性-延性遷移領域下の応力速度変化量を推定し、脆性-延性遷移領域下

での高変形速度が上部地殻での高応力速度すなわち高歪速度を形成していることを示唆した。

　濃尾地震断層域におけるコーダ Qの空間分布を求めた。同地域では低周波数帯において断層帯に沿

うようなコーダ Qの空間変化は見られないが、歪集中帯のトレンド（北東ー南西方向）に低コーダ Q

域が広がる。コーダ Qの空間分布は深さ 25 kmの S波速度の摂動や深さ 10～15 kmの地震活動と良い

相関を示す。これらは脆性?延性遷移領域下での高変形速度が上部地殻での高応力速度すなわち高歪速

度を形成しているという考えで解釈できる。



(c)潮汐応答による内陸地震発生域の応力状態モニター

　キネマティック GPSを用いた潮汐応答の解析に基づいて地殻内の応力状態推定を試みた。北米大陸

西部においては、本研究で開発した手法を海洋潮汐応答推定に応用して地球内部構造、特に密度分布の

推定に成功し、アセノスフェアに対応する密度異常を検出することができた（ Ito and Simons, 2011）。

一方、日本列島周辺では海洋潮汐の振幅が小さく、信頼度の高い結果を得ることが難しいことが分かっ

た。応力状態をモニターするには、さらに潮汐応答の時間変化を検出することが必要となるため、現

状の観測能力では実現は困難と考えられる。

(d)活断層の地震サイクルと歪み集中帯の生成に関する物理モデル構築

　平成 25年度は、前年度に引き続いて歪み集中帯のモデルに関する検討を実施した。2004年中越地震

および 2007年中越沖地震の震源域周辺におけるこれらの地震の発生前後の地殻変動パターンのモデル

化を実施し、歪み集中帯の生成過程について検討した。2004年以前には定常的な地殻変動が生じてい

たと考え、弾性?粘弾性の層構造中の断層運動で変形パターンの再現を試みた結果、この地域では、弾

性的な上部地殻およびそれを覆う厚い堆積層の大部分を切る断層が定常的にすべって短縮変形を賄っ

ており、観測された歪みの大部分は非弾性的なものであったと考えられる。また、中越地震や中越沖

地震の後には顕著な地殻変動パターンの変化が観測されたが、これは本震で破壊した断層が地震後も

すべって短縮変形を賄っていたと解釈された（図２）。

　本研究を通して、内陸地震発生における非弾性変形の寄与の重要性が明らかになった。日本海拡大

時に形成された断層が弱面として機能している日本海東縁部は内陸地震の発生帯としてはやや特殊な

場所と言えるが、中部日本の横ずれの断層系においても、測地学的な歪み速度と地質学的な歪み速度

が一致しない事例は数多く見受けられる。今後、島弧地殻の変形を理解する上で、非弾性過程に注目

していくことが必要である。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Hiramatsu, Y., A. Sawada, Y. Yamauchi, S. Ueyama, K. Nishigami, E. Kurashimo, and the Japanese Uni-

versity Group of the Joint Seismic Observations at NKTZ, Spatial variation in coda Q and stressing

rate around the Atotsugawa fault zone in a high strain rate zone, central Japan, Earth Planets Space, 65,

115-119, 2013.

Hiramatsu, Y., and S. Tsuji, Relation between coda Q, S-wave velocity and seismicity around the Nobi fault

zone, central Japan: High stressing rate below the brittle-ductile transition zone, S11A-2295, AGU Fall

Meeting, 2013.

Sagiya, T., How elastic is the island arc crust? 日本地球惑星科学連合 2013年大会, 2013.

Sagiya, T., Lessons of the 2011 Tohoku-oki earthquake for estimating seismic hazard along plate subduction

zones: observation data and modeling perspective, IAG General Assembly, Potsdam, 2013.

Menese, A. and T. Sagiya, Time-dependent crustal deformation associated with the 2004 Chuetsu and the

2007 Chuetsu-oki earthquakes, G41A-0909, AGU Fall Meeting, 2013.
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金沢大学理工研究域自然システム学系：平松良浩
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（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：鷺谷威 　

所属：名古屋大学大学院環境学研究科

図１ 　糸魚川ー静岡構造線北部周辺における東北地方太平洋沖地震前後の地殻変動速度の比較。

固定点は白馬電子基準点（0266）。黒矢印は 2010年以前、赤矢印は 2011年 3月以降の変動速度を表す。



図２ 　2004年中越地震および 2007年中越沖地震前後の地殻変動パターンの変化
1996年～2011年の期間を２つの地震で３つの期間に区切り、地震直後の余効変動を除いた定常的な変化が見られ
る期間について、両津（950232）に対する速度ベクトル分布と、各時期の変動を説明するモデルを示す。2004年以
前の地殻変動は、粘弾性層の上に載る弾性地殻内の２次元的な断層の衝上運動で説明され、2004年以降のパター
ンは 2004年以前のパターンに対する摂動分として扱い、半無限弾性体中の断層モデルを推定した。



平成 25年度年次報告

課題番号：1706

（１）実施機関名：

名古屋大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

GPS／音響方式海底地殻変動観測システムの高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（1）海底における観測技術の開発と高度化

ア．海底地殻変動観測技術

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　GPS/音響方式の海底地殻変動観測システムをモニタリングに資する実用的なものにポリッシュアッ

プするにあたり，現状では 1)高精度化，2)観測・解析の効率化，3)広域・多点観測の実施，4)連続的

観測及び機動観測，5)システムの標準化及び普及型システムの開発が課題となっている．これらのう

ち，本課題では 1)及び 2)を実施する．3)については名古屋大学で実施する他の計画「駿河－南海ト

ラフ周辺における多項目統合モニタリング」で実施する．

1)高精度化

　これまでの研究開発の結果，海中音速構造の時空間変化が海底局位置決定の精度に大きく影響して

いることが分かった．この問題を解決しなければ，海底地殻変動観測システムの高精度化は実現しな

い．そのため，水温水圧計による水温（音速構造）を連続的に測定し，その測定結果を取り入れた解

析方法を開発する．また，複数の船上局を用いた音響トモグラフィ的手法を用いたシステムの開発に

取りかかり，駿河湾や熊野灘等の実海域でデータ取得を行い，精度向上への有効性を評価する．

2)観測・解析の効率化

　これまでは，GPS解析に使用する暦として最終精密暦を用いていた．そのため，解析結果が出るま

でに１か月程度の時間を要していた．GPS解析をより早く行うためには，約３時間後に出される超速

報暦を用いるのが効果的であると考えられる．そこで，衛星数や時期によらずに超速報暦が常に有効

であるかを評価し，解析に導入する．また，多点観測が推進された際の膨大なデータ量に対応した新

たな解析アルゴリズムの開発・検討も実施する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては，実海域で水温水圧計による水温（音速構造）を連続的に測定し，海中音速

構造の時空間変化に対する基礎データを取得する．また，GPSの超速報暦を試験的に導入し，有効性

を評価する．また，膨大なデータ量に対応した新たな解析アルゴリズムの開発を開始し，その有効性

を評価する．



　平成 22年度においては，実海域で水温水圧計による水温（音速構造）の連続的測定を継続するとと

もに，複数の船上局を用いた音響測距システムの設計を行う．また，膨大なデータ量に対応した新た

な解析アルゴリズムを開発し，過去のデータに適用する．

　平成 23年度においては，実海域で水温水圧計による水温（音速構造）の連続的測定を継続するとと

もに，その測定結果を取り入れた解析方法を開発し，実海域で取得した水温水圧計のデータに適用し

て，その有効性を評価する．また，複数の船上局を用いた音響測距システムの試験を開始する．さら

に，膨大なデータ量に対応した新たな解析アルゴリズムを過去のデータに適用して再解析を実施する．

　平成 24年度においては，複数の船上局を用いた音響測距システムの試験を継続し，高精度化への有

効性を評価する．

　平成 25年度においては，水温水圧計による水温の連続的測定，複数の船上局を用いた音響測距シス

テム，GPSの超速報暦，新たな解析アルゴリズムを組み合わせ，高精度な測定を効率よく行うシステ

ムの構築を目指す．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　音響トモグラフィ的手法の開発として，平成 21年度は，海中音速構造の空間変化と海底ベンチマー

ク位置決定精度の関係を評価し，海中音速構造の空間変化（傾斜構造）が海底ベンチマーク座標のバ

イアスに影響を与えることが確認された．また，観測海域において海中音速構造に傾斜があることが

確認された．平成 22年度は，観測船と小型係留ブイとを用いた船上２点方式によって，実データを用

いて海中音速構造の傾斜を推定したが，時間変化との分離が難しいことが改めて確認された．平成 23

年度は，同じ航路上を複数回周回しながら取得したデータをもとに海中音速構造の時空間変化の検出

を試み，1.5m/sの空間変化と 1.2m/sの時間変化の検出に成功した．平成 24年度は，３つの海上局小

型ブイを用いたデータ取得を行い，小規模な水塊の移動に伴うと思われる水温の変化を捉えることに

成功した．また，水温測定の結果から，約 30分～１時間の時間差で水温変化が伝播する様子が捉えら

れた．

　膨大な量の全ての観測データを一度に利用する新たな解析アルゴリズムを試作し，平成 21年度に実

データに適用したところ，海底局の作る三角形の形状は変化しないとした場合に，変位速度ベクトル

の推定誤差が低減することが確認された．このアルゴリズムはすでに実用化され，その後の解析に適

用されている．

　解析時間の短縮のため，平成 22年度は，超速報暦が海域における 50kmを越える長基線でのキネマ

ティックGPS解析に利用可能かを検討し，基線長 100kmでも超速報暦がキネマティックGPS解析に利

用可能であることが示された．また，音響測距信号解析の時間短縮のため，平成 22年度は数値実験を

実施し，受信した音響信号に含まれる後続波が海面での反射波であること，また，反射波が２つ以上

入ることによって正しい走時が読み取れない事態に陥ることが判明した．

　平成 25年度は，これまでのこれまで開発してきた素要素を組み合わせて，高精度な測定を効率よく

行うシステムの構築を行う予定であったが，海中音速の空間変化が海底局位置決定に与える影響の問

題が残っており，この件について数値実験についてさらに検討を加え，海底局位置決定精度向上の方

策を確立した．まず，10mオーダー程度の非常に小さな範囲での速度異常があり，局位置が誤った位

置に決定されている場合には，正負それぞれの走時残差について最大のものから順に選ぶと，ある軸

に対して空間的に分かれて分布し，真の海底局位置は，分布境界軸にほぼ直交で負の走時残差が分布

する方向であることが分かった（図１）．次に 100m以上のスケールで広がる空間変化があり，局位置

が誤った位置に決定されている場合には，走時残差分布は一見複雑であるが，それでも方位角ごとに

正負の走時残差が棲み分け，ある軸に対して対称な分布をするという特徴があることが明らかになっ

た（図２）．このとき，真の海底局位置は，対称軸上で負の走時残差が分布する方向であることが分

かった．何れの場合でも，特徴的な走時残差分布が消える（分布が反転する直前）まで海底局位置を

ずらすことによって，正しい海底局位置が求められることが分かった．



（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Nagai, S., K. Tadokoro, T. Watanabe, T. Sakata, and K. Yasuda, Positioning accuracy of seafloor benchmarker

due to acoustic velocity heterogeneity via numerical simulation for development of seafloor geodesy,

IHAS-IAPSO-IASPEI Joint Assembly, Gothenburg, Sweden, 2013.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
名古屋大学環境学研究科 　　田所敬一，渡部 　豪，杉本慎吾

他機関との共同研究の有無：有

静岡大学理学部 　　生田領野

東海大学海洋研究所 　　佐柳敬造，長尾年恭

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：名古屋大学環境学研究科 　地震火山・防災研究センター
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（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：田所敬一 　

所属：名古屋大学環境学研究科 　地震火山・防災研究センター

図１ 　大きな値をもつ走時残差の疑似観測位置（赤及び青の丸）と海底局決定位置のずれとの関係

海底局の深さを 800m、最大値 0.08ミリ秒の走時偏差を与えたときの各シミュレーション結果で、走時残差データ
は、正負それぞれで最大のものから上位 10個を取り出して示した。矢印の大きさ及びその色と方向は決定位置か
ら見た真の位置からのずれとその方向を示す。走時残差と矢印のカラースケールは右下に示す。



図２ 　中規模の海中音速の空間変化に対する数値実験における走時残差の空間分布の例

海中音速の空間変化は X=-1000から 1000mの範囲に 0.025 %/kmで深さ 0から 400mに一様に与えた。海底局の
真の位置は図における原点であり、深さ 800mである。推定位置は X方向に 31.5cmずれた位置である（深さのず
れは 0.33cm）。



平成 25年度年次報告

課題番号：1707

（１）実施機関名：

名古屋大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

精密制御信号システム（アクロス）による地下の高精度常時モニタリング技術の高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（3）観測技術の継続的高度化

ア．地下状態モニタリング技術

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本課題では、平成 21年からの５か年において、前計画で確立した精密制御信号システムの技術の高

度化を行うとともに、地下の状態の時間変動のモニタリングの実証に重点を置く。

１.モニタリング技術の高度化

　精密制御信号の送信技術は確立されたので、目標とする地下の地震波伝播特性の時間変化の検出精

度を高めるための高度化を行う。震源関数の推定手法及び浅部の環境変化による擾乱を除去する手法

を高度する。また、目標に向かって信号を照射するために震源アレイの技術を高度化する。さらに、地

震計アレイによる解析手法についても高度化する。

２.火山におけるモニタリング技術の開発

　火山における噴火準備過程の能動的モニタリング手法を確立する基礎研究を実施する。火山を対象

とした場合の信号の伝達効率や伝達特性に関する理論的検討、震源・観測点配置、変動源の検出手法

やモニタリング手法の開発を行う。また、現行の震源装置に加え、より低い周波数帯域の地震波信号

の送信が可能な震源について検討する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

１.モニタリング技術の高度化

　平成 21年度においては、複数のアクロス震源装置の発震信号を制御して震源アレイを構成する手法

の高度化に着手する。



　平成 22年度においては、震源関数の推定手法及び浅部の環境変化による擾乱を除去する手法の高度

化に着手する。

　平成 23年度においては、地震計アレイによる解析手法の高度化に着手し、Hi-net観測点などのデー

タを用いて実証する。

　高度化された手法は順次モニタリングに反映させ、平成 24年度以降においては、定常的モニタリン

グを実施する。

２.火山におけるモニタリング技術の開発

　平成 21年度においては、火山における噴火準備過程の能動的モニタリング手法を確立する基礎研究

を実施する。

　平成 22年度においては、火山を対象とした場合の信号の伝達効率や伝達特性に関する理論的検討、

震源・観測点配置の検討、変動源の検出手法やモニタリング手法の開発を行う。

　平成 23年度以降において、現行の震源装置に加え、より低い周波数帯域の地震波信号の送信が可能

な震源について検討する。

　計画期間中に実際の火山における能動的モニタリングの実施を目指し、可能になった場合はモニタ

リングの実施に集中する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　5年間の研究期間中アクロス震源の連続運転に努めた．この間，淡路アクロス震源では漏水対策と

制御システムの更新，周辺設備の部品交換，震源装置の修理，豊橋アクロス震源では，震源基礎の改

良工事，震源装置の部材の破損や制御機器の老朽化による故障への対応を行った．また，豊橋アクロ

ス震源の一部を桜島へ移設した．新設する設置候補地の選定，機器の設置と調整に関する技術的検討，

新規導入した電源・制御盤による豊橋アクロス震源の再構成を行った．これらの経験により技術的な

知見を蓄積することができた．

1. モニタリング技術の高度化に関する研究成果は以下の通りである．

　震源関数の推定手法および浅部の環境変化による擾乱を除去する手法の高度化については，豊橋ア

クロス震源の近傍，深度 10mの地点にボアホール型 3成分加速度計を 2ヶ所設置し，オンラインで

データを取得してモニターを行っている．また，豊橋アクロス震源の近傍約 100mにある地震観測点

(NU.MIK)において 2年間の伝達関数の日変化を調べた．日々の伝達関数の変動を相互相関係数と走

時に着目して検討し，走時の変動に年周的な変動と短期的な変動が見られること，短期的な変動は降

雨とよく対応し，降雨翌日のステップ状の遅れと緩やかな回復でモデル化できることがわかった．

　複数のアクロス震源装置で震源アレイを構成する手法については，豊橋アクロス震源周辺で観測を

実施し，制御した 2台の震源の記録を位相をずらせて足し合わせる処理により，伝達関数の振幅を震

源からの方向によって変化させ，特定の方向への信号を強めることができることを確認した．

　地震計アレイによる解析手法の高度化については，愛知県内の 2ヶ所（新城市鳳来および豊田市下

山）において地震計アレイ観測を実施した．これらの連続地震記録から，一部周波数帯域が重複して

いる東海地域の 3ヶ所（土岐，森町，豊橋）のアクロス震源からの信号を周波数領域で分離できるこ

と，分離した信号がそれぞれの震源の方向から到来していることが確認でき，アレイ観測の有効性が

示された．

　研究計画後半における本格的なモニタリングにあたり，連続地震波形データの自動処理システムを

構築した．中部・東海地方の約 100点の Hi-net及び名古屋大学の定常地震観測点の記録を日々自動処

理している．また，H25年度にはこれまでに収集した連続地震波形データを過去に遡って処理を進め

た．次の東海スロースリップの発生に備え，監視を行うための検討を開始した．Hi-net観測点の連続

観測記録を用いて，スロースリップの監視を行うためのプレート境界からの反射波を観測可能な観測

点の選定とデータスタッキング期間を見積もった．

2. 火山を対象とした噴火準備過程の能動的モニタリング

　桜島火山を対象としてアクロス信号の伝達効率や伝達特性に関する理論的検討を実施し，不均質に



よる散乱が大きいと考えられる火山を対象とした場合でも観測可能であるとの見通しを得た．H24年

度に科学研究費補助金の支援を受けて，豊橋アクロス震源を桜島火山へ移設し，整備，試験運転を経

て，連続運転を開始した（図 1）．懸念された火山灰の震源装置への影響は今のところ問題となって

いない．桜島島内の地震観測点および島外の Hi-net観測点等の地震記録を解析し，アクロス信号を確

認した．H25年までにおける連続観測の結果，伝達関数の変動が観測されており，火山活動との関連，

降雨等の気象条件や潮汐などによる影響について検討している（図 2）．

　新しい技術開発については，低周波数送信において回転型震源よりも有利と考えられる直線加振方

式について，淡路および栃木県大谷において加振装置を用いた一定周波数加振，任意波形加振の実験

を行った．H25年度には新たな設計コンセプトに基づく可搬可能な比較的小型の回転型アクロス震源

の製作を行った．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
宮町宏樹・八木原寛・山岡耕春・渡辺俊樹・國友孝洋・井口正人・為栗健・三ケ田均・清水洋・竹中

博士・生田領野, 2013,桜島火山おけるアクロスを用いた能動的モニタリング ―観測報告 2―,日

本地球惑星科学連合 2013年大会, SVC48-P16.

Yamaoka, K., H. Miyamachi, M. Iguchi, T. Watanabe, T. Kunitomo, H. Yakiwara, R. Ikuta, 2013, Active

monitoring at Active Volcano - Performance of ACROSS at Sakurajima volcano, International Asso-

ciation of Volocanology and Chemistry of the Earth’s Interior, 19-24, July, 2013. Kagoshima, Japan,

4A2 2C-O13.

Miyamachi, H., K. Yamaoka. M. Iguchi, H. Yakiwara, T. Kunitomo, T. Watanabe, R. Ikuta, 2013, Active

monitoring at Active Volcano - Monitoring temporal change of transfer function in Sakurajima volcano,

Japan, International Association of Volocanology and Chemistry of the Earth’s Interior, 19-24, July,

2013, Kagoshima, Japan, 4W 2C-P14.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
名古屋大学環境学研究科（山岡耕春、渡辺俊樹）

他機関との共同研究の有無：有

静岡大学理学部（生田領野）、鹿児島大学理学部（宮町宏樹）、

東京理科大学（佐伯昌之）、気象庁気象研究所（勝間田明男、3名）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：名古屋大学環境学研究科附属地震火山・防災研究センター

電話：052-789-3046

e-mail：

URL：http://www.seis.nagoya-u.ac.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：渡辺俊樹 　

所属：名古屋大学環境学研究科附属地震火山・防災研究センター



図 1. 桜島アクロス震源装置

図 2. 桜島島内の観測点における伝達関数の変化



平成 25年度年次報告

課題番号：1708

（１）実施機関名：

名古屋大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

プレート境界周辺海底活断層の変動地形学的・古地震学的フィージビリティ調査

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（1）超巨大地震とそれに起因する現象の解明のための観測研究

ア．超巨大地震の発生サイクルの解明

（４）その他関連する建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（3）超巨大地震とそれに起因する現象の解明と予測のための新技術の開発

イ．海底地形・堆積物調査技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　プレート境界型地震においても内陸地震と同様に大地震に伴う震源断層の活動は地表（海底）に変

位を累積させる．本研究においては，これまで陸域の活断層に適用してきた変動地形学的・古地震学

的調査手法を海底活断層に適用することにより，超巨大地震の発生予測に寄与することを目指す．ま

ず２年間，手法開発を含めたフィージビリティ調査を行う．

　超巨大地震の履歴は海底活断層として検出できる可能性が高いことから，日本列島周辺のプレート

境界で発生する超巨大地震の発生源となる海底活断層の位置・形状に関する基礎的資料を整備し，超

巨大地震の発生場所や規模を具体的に予測することが重要である．東北地方太平洋沖地震以降，日本

列島周辺の連動型地震に対して注目が集まるが，巨大地震を起こし得る震源断層面の想定は地形地質

学的な空間分解能には達しておらず，海底活断層との対応の詳細もほとんど解明されていない．本研

究では，近い将来巨大地震が発生すると予測されている南海トラフやプレート境界域の地震空白域を

中心に，詳細な測深データに基づいて作成する精緻な海底立体視画像を用いて，陸域活断層と同様の

手法で活断層及び変動地形を高い精度で認定する．特に，海底活断層の連続性や非連続性，断層変位

地形の特徴に着目し，地震の規模や活動性，地下のアスペリティ分布などに関する新たな知見を獲得

し，海底活断層に注目した地震予測を目指す．計画年度においては変動地形学的研究に重点を置きつ

つ，さらに，これらの活断層の活動時期の予測につながる古地震学的研究のフィージビリティを探る．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　本研究では，これまでの海底活断層の変動地形学的予察研究結果を踏まえ，超巨大地震活動を反映

する海底断層変位地形について，相模トラフと南海トラフ前縁断層を対象に，変動地形学的調査，曳

航式音波探査による深海底浅層反射断面調査（音波探査による断層変位構造の把握），可能であれば

ピストンコアリングを実施する．

　平成 24年度は，日本海溝と南海トラフにおいて，これまでに整備した海底地形 DEMを精査し，超

巨大地震の痕跡と推定される変動地形について，変位量計測を実施しつつ詳細な記載を行う．また，詳



細データが欠落する海域において新たなマルチビーム測深を実施して，データ取得に関するフィージ

ビリティ調査を行う．ただし，広域的な探査を実施する予算規模が確保されていないため，東京海底

谷出口周辺等，比較的水深が浅い海域を例に，ピストンコアリングによる掘削候補地点の選定および

データ解析手法の検討を試みる．

　平成 25年度は，前年度から引き続き，日本海溝と南海トラフの海底活断層の記載を行うとともに，

震源域や津波波源域との対応関係を精査する．また，トラフ前縁断層に沿う天竜海底谷出口付近等に

おいて音波探査調査を実施し，海底活断層の古地震学的調査の実施可能性を探る．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成 24年度は，日本海溝と南海トラフにおいて，これまでに整備した海底地形 DEMを精査し，超

巨大地震の痕跡と推定される変動地形について，変位量計測を実施しつつ詳細な記載を行った．平成

25年度には，震源域や津波波源域との対応関係の精査を行った．古地震学的調査の候補地点の選定を

行うための精査も行った．

　また，平成 24年度は相模トラフ前縁断層に沿う東京海底谷出口周辺（図 1）において，また平成 25

年度は南海トラフ前縁断層に沿う天竜海底谷出口周辺（図 2）において，KONGSBERG社製 EM302型

マルチビーム音響測深装置を用いて第七開洋丸（499トン）で精緻な測深を行った．その結果，これま

でをはるかに凌ぐ詳細な海底地形データを得ることができた（図 3・4）．東京海底谷出口付近について

は，1923年大正関東地震の震源断層を特定できた可能性がある．天竜海底谷付近については，谷底に

発達する長波長の撓曲崖やその東西に発達する急崖地形などを明瞭に把握することができた．また前

者東京海底谷出口周辺の水深は 1000 m前後であったが，天竜海底谷出口周辺の水深は最大約 4000 m

であり調査範囲内における標高差は約 2000 mに及んでいる．起伏に富んだ深い海域においても良質の

高解像度データを取得できる可能性が示された．両地点においては，KONGSBERG社製 SBP（TOPAS

PS18）サブボトムプロファイラーによる堆積物構造調査も実施したが，海況が思わしくなかったため，

良質のデータを得ることができなかった．ピストンコアリングについては予算上の制約により実施で

きなかった．

　陸域活断層と同じ手法で海底活断層を判読するために，詳細海底地形データから作成した地形画像

は，既存のデータから作成した画像に比較して断層変位地形が明確となり（図 3・4），縮尺 4万分の 1

空中写真を用いた地形判読と同等の詳細さで変位地形が捉えられている．プレート境界における巨大

地震の震源断層の具体的な位置と形状が特定でき，古地震の変位量を直接計測することも可能となっ

ている．同質の地形データ取得を広域展開する意義が明らかになったといえる．掘削候補地点の選定

においてもこうした高解像度の地形データは不可欠である．

　このように，本課題のような変動地形学的視点からの海底活断層への取り組みは，これまでの地震

観測結果や測地観測結果とは異なる貴重な情報の取得を実現させ，歴史地震の発生源の検討や地震発

生予測，巨大地震の断層モデル構築に大きく貢献するものと期待される．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Goto, H., T. Nakata, M. Watanabe, Y. Suzuki, N. Izumi, A. Nishizawa, D. Horiuchi, and Y. Kido, 2013,

Future earthquake source faults on deep sea-floor around the Boso triple plate junction revealed by

tectonic geomorphology using 3D images produced from 150 meter grid DEM, Abstract T43C-2678

presented at 2013 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 9-13 Dec.

Nakata, T., T. Kumamoto, S. Muroi, and M. Watanabe, 2013, Extensive Submarine Active Fault and the

2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake, Abstract T43C-2674 presented at 2013 Fall Meeting,

AGU, San Francisco, Calif., 9-13 Dec.

杉戸信彦・中田 　高・渡辺満久・後藤秀昭・鈴木康弘，2013，0.5秒メッシュDEMで見る相模トラフ

の海底活断層地形（予察），日本地球惑星科学連合 2013年大会予稿集，SSS31-P42，千葉，5月．

渡辺満久・中田高・後藤秀昭・鈴木康弘・西澤あずさ・堀内大嗣・木戸ゆかり，2013，日本海東縁の



海底活断層，日本地球惑星科学連合 2013年大会予稿集，SSS32-03，千葉，5月．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
鈴木康弘，杉戸信彦

他機関との共同研究の有無：有

石黒聡士（国立環境研究所），渡辺満久（東洋大学），後藤秀昭・中田 　高（広島大学）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山・防災研究センター

電話：052-789-3046

e-mail：

URL：http://www.seis.nagoya-u.ac.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：鈴木康弘 　

所属：名古屋大学減災連携研究センター

図 1 　東京海底谷出口周辺におけるマルチビーム測深作業範囲



図 2 　天竜海底谷出口周辺におけるマルチビーム測深作業範囲



図 3 　東京海底谷出口周辺の 3D画像（上：既存の 3秒グリッド DEMから作成，下：今回の 0.5秒グリッド DEM
から作成）

図 4 　天竜海底谷出口周辺の 3D画像（上：既存の 3秒グリッド DEMから作成，下：今回の 1秒グリッド DEM
から作成）



平成 25年度年次報告

課題番号：1709

（１）実施機関名：

名古屋大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

古文書を用いた南海トラフ超巨大地震の地震発生メカニズムの解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（1）超巨大地震とそれに起因する現象の解明のための観測研究

イ．超巨大地震の発生とその前後の過程の解明

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

オ．地震発生サイクルと長期地殻ひずみ

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

イ．強震動・津波の生成過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　南海トラフ沿いで超巨大地震は起こりうるのか？中央防災会議では巨大地震と連動して海溝沿い全

域に津波地震発生を想定しているが，やや非現実的な想定であろう．三陸沖を見ても，津波地震が発

生している場所はかなり限られており，海溝付近まで普通の巨大地震が起こっているところと津波地

震が発生するところと棲み分けているように見える．またこれまでの津波地震解析からプレート境界

に流体を持ち込みやすい条件が整ったところで津波地震が発生しているようにみえる．この仮説に基

づけば南海トラフ沿いで巨大地震，津波地震が発生しうる条件を備えているところはどこかを明らか

にすることは重要である．南海トラフ沿いに発生した巨大地震については古文書史料などに頼るしか

ない．これまでも古文書資料や津波遡上高などから過去の震源域のおおまかな推定が行われているが，

もう一度古文書を洗い直して見る必要があるのではないか？本当に慶長の地震は津波地震だったのだ

ろうか？昭和，安政，宝永，明応の地震のアスペリティはどこだったのか？南海トラフ沿いの海溝付

近では本当に津波地震が発生できるのか？本研究では文学部の研究者と一緒に古文書から南海トラフ



沿いに発生している巨大地震，超巨大地震に関する情報をできる限り収集し，これらの情報を用いて

過去に発生した東海，東南海，南海地震の震源域の推定を試み，近い将来起こるであろう南海トラフ

沿い超巨大地震の想定震源域をどう考えるべきか，津波地震発生可能な領域はどこかを検討する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　南海トラフ沿いでの超巨大地震発生メカニズムを考えるためには，過去に発生した巨大地震につい

ての情報無しにはできない．これまでにも多くの資料が集められているが，慶長地震が本当に津波地

震であったのかなど曖昧な点が多い．古文書に関しては信憑性に欠けるものも多く，古文書に書かれ

ている日付が間違っているとして現在扱われているものもあるが，もう一度これらを見直す必要性が

あるのではないか？そのためにもより多くの情報を収集する必要がある．本課題ではまず寺院明細帳，

神社明細帳，郷土史資料を用いて，南海トラフ沿いで発生した地震の被害，津波，地殻活動に関する

情報を収集・整理し，昭和の地震との比較を行うことで過去に発生した巨大地震の発生メカニズムに

ついて検討する．これらの資料については本来信憑性などを検証する必要があるが，ここではとりあ

えず同様の資料が同時期複数の所で記載されているかどうかで信憑性を判断する．更に名古屋大学が

所有する濃尾地域や伊勢地方の情報を多く含む高木家文書のうち安政東南海・南海地震に関する記事

について解読する．

【平成 24年度】

　明治１２年内務省通達により全国府県で作成された寺院明細帳，神社明細帳の情報を調べる．寺院，

神社明細帳から得られた情報を元により詳しい資料がないかどうかを調査する．愛知県については神

社明細帳には殆ど情報がないことが分かっているので郷土史の資料から地震被害の情報を整理する．さ

らに，名古屋大学では濃尾地域や伊勢地方の情報を多く含む高木家文書を所蔵しており，ここから愛

知県周辺の情報を得る．ただ高木家文書は傷みが激しく現在は開くことができない．そこで高木家文

書で安政東南海・南海地震に関する日記が書かれている６冊のうち，３冊を修復に出す．このほか神

宮皇學館文庫や蓬左文庫にある高木家文書の調査も行う．高木家文書については修復が終わったもの

から翻刻（電子化）を開始し，地震情報に関する調査を行う．

【平成 25年度】

　前年度に引き続き，神社明細帳や郷土史からの調査を進める．高木家文書については安政東南海・

南海地震に関する日記が書かれている６冊のうち，残りの３冊を修復に出し，修復が終わったものか

ら翻刻し，地震情報に関する調査を行う．

　本研究で調べた情報と過去の研究者によって得られている情報も含めて整理しデータベース化する．

その上で昭和地震での被害状況，津波状況などと比較し，アスペリティの位置の推定や津波地震発生

の可能性について検討を行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　巨大地震の発生メカニズムを考える上では過去の活動の情報は重要である．これまでも地震に関す

る古文書の収集が行われ，これらを用いて震度分布や津波の高さなどの推定が行われてきている．我々

は文系の研究者と協力しながら新たな史料収集を行うとともに，先人たちの焼き直した情報からでは

なく，元の史料に戻ってこれらから得られる様々な情報を理学，工学それぞれの観点から検討し，（白

鳳），宝永，安政，昭和の地震に対して直接比較することで南海トラフでの巨大地震像を推定し被害

の原因を検討しようと考えている．本計画の 2年間では，これまで収集されていない新たな史料の発

掘と神社明細帳や郷土史などの調査，整理を主たる目的としている．

　名古屋大学では 1750年から 1870年まで書かれた高木家文書の御用日記を所蔵しているが，虫喰の

ため状態が悪く研究できない状態であった．そこで H24年度は安政（嘉永）の南海トラフの地震を挟

む期間の 4冊を，H25年度は安政（嘉永）の南海トラフの地震時期の残りと安政江戸地震，善光寺地

震，天保京都地震，近江地震，浅間山噴火の時期を含む 9冊の日記の修復を行った．また H25年度は

H24年度に修復した日記の翻刻も行った．現在翻刻のチェックを行っているところである．



　神社明細帳については愛知県 (H24)，和歌山県 (H24,H25)と高知県 (H25)の調査を行った．2県とも

史料の量が多く，また高知県立図書館，和歌山県立公文書館あるいは国文学研究資料館に行かないと

見られないため全地域の調査が終わったわけではないが，太平洋側についてはほぼ全域の調査が終わっ

た．地方史もそれぞれの県立図書館が一番所蔵しているため，現地での調査になる．この 2年間で収

集した資料は愛知県については約 170冊，三重県が約 50冊，静岡県が約 20冊，長野県が 30冊，高知

県が約 300冊である．現在これらの史料を整理しデータベース化しつつ，各地震の津浪や揺れ，地盤

沈下の特徴を市町村ごとに比較整理している．

　また H25年度は昭和の東南海地震について，これまで出されている被害統計資料を再整理し，詳細

な震度分布を求め，昭和東南海地震の被害の特徴を明らかにした．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
武村雅之・虎谷健司，1944年 12月 7日東南海地震の被害統計資料の再整理―震度分布と被害の特徴

―，中部歴史地震研究年報，２，2014

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
山中佳子，溝口常俊，石川寛，羽賀祥二

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：名古屋大学大学院環境学研究科

電話：052-789-3046

e-mail：

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：山中佳子 　

所属：名古屋大学大学院環境学研究科地震火山研究センター



図１ 　修復された高木家御用日記の例



平成 25年度年次報告

課題番号：1710

（１）実施機関名：

名古屋大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

南海トラフの海溝軸付近における海底地殻変動モニタリング

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（2）超巨大地震とそれに起因する現象の予測のための観測研究

ア．超巨大地震の震源域における地殻活動のモニタリング

（４）その他関連する建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（3）超巨大地震とそれに起因する現象の解明と予測のための新技術の開発

ア．超巨大地震のための海底地殻変動観測技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　従来の知見では，海溝軸付近のプレート境界は，固着の度合いが小さいため，海溝型巨大地震の際

には大きく滑らないと考えられていた．しかし，東北地方太平洋沖地震の際にはこの領域が大きく滑っ

たことが，GEONETによる陸上における GPS観測，GPS/音響結合方式による海底地殻変動観測，海

底水圧計やブイによる津波の観測結果等によって明らかになった．また，海溝軸付近の大きな滑りに

よって高い津波が発生したことが指摘されている．したがって，より正確な海溝型超巨大地震の理解

やその発生予測，さらには巨大津波予測のためには，海溝軸付近におけるプレート境界の固着状態を

把握することが不可欠である．このことは南海トラフの巨大地震に対しても当てはまるため，南海ト

ラフの海溝軸（トラフ軸）付近におけるプレート間の固着状態を早急に調査する必要がある．

　そこで，本研究では，南海トラフの海溝軸付近において GPS/音響結合方式による海底地殻変動観測

を実施し，海溝軸付近におけるプレート境界の固着状態を把握することを目的とする．本研究課題の推

進によって，南海トラフの巨大地震やそれに伴う津波発生予測の研究に資する基礎的な地殻変動デー

タが得られるものと期待される．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　本研究では，これまでには得られてない南海トラフの海溝軸のごく近傍における海底地殻変動観測

データを得るために，海底ベンチマークを１か所に設置し，GPS/音響結合方式による２年間の海底地

殻変動モニタリングを実施する．名古屋大学では，熊野海盆の３か所にトラフ軸と直交方向に並ぶよ

うに海底ベンチマークを設置している．また，海上保安庁では，その延長上のトラフ軸寄りかつ分岐

断層の手前に新たな海底ベンチマークを設置する予定である．以上の配置を考慮して，海上保安庁が

設置予定である場所の更にトラフ軸寄り（分岐断層の更に海側）に海底ベンチマークを設置する．こ

のような線状の配置にすることにより，本研究の目的である海溝軸付近における海底地殻変動の観測

のみならず，トラフ軸と直交方向の海底地殻変動を空間的に把握できる観測線が完成する．過去の巨

大地震の際には南海トラフの海溝軸近くに存在する分岐断層が活動したとの指摘もある．将来的には，



新規のベンチマークと海上保安庁が設置予定のベンチマークにおける観測結果から，分岐断層の両側

における地殻変動の観測結果から分岐断層へのひずみ蓄積過程の解明も可能となる．

　平成 24年度は，上記の領域に海底ベンチマークを設置するとともに，モニタリングを開始する．設

置も含めた観測回数は２回程度の予定である．平成 25年度は，継続して２回程度の観測を実施する．

２年間のモニタリング結果をもとにモデリングを行い，南海トラフの海溝軸付近におけるプレート間

の固着状態の把握を試みる．

　なお，本申請課題の実施にあたり，現建議で名古屋大学が実施している「駿河ー南海トラフ周辺に

おける多項目統合モニタリング」（課題番号 1701）及び「GPS／音響方式海底地殻変動観測システム

の高度化」（課題番号 1706）の実施項目を縮小する．前者については，従来から行っている熊野灘で

の海底地殻変動観測を取り止める．しかし，他研究において技術開発のために取得する予定のデータ

が利用可能であり，熊野灘における海底地殻変動モニタリングの継続性は保たれる．後者については，

実施予定であった水温水圧計による水温連続測定を取り止める．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成 24年度は，平成 25年度に設置・観測を行う海底局の機器整備を行った．設置を予定している

海域は，水深が 3,500m程度とこれまでの海域（水深 2,000m程度）よりも深いため，東北大学等が開

発した深海型と呼ばれる海底局を設置することとした．さらに，東北大学・JAMSTECと共同で，名

古屋大学の熊野灘 KME観測点の南東方約 50km（トラフ軸から約 30km）の地点に，名古屋大学／東

北大学の両仕様を兼ね備えたハイブリッド型海底局を新設した．この点は，本研究課題で地殻変動の

推定を直接的に行うトラフ軸付近よりは陸側に位置するが，トラフ軸から陸域までの連続的な地殻変

動プロファイルを得るために重要な観測点である．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
田所敬一・渡部 　豪・永井 　悟

他機関との共同研究の有無：有

藤本博己・木戸元之（東北大），生田領野（静岡大），佐藤まりこ（海上保安庁海洋情報部）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：名古屋大学環境学研究科

電話：052-789-3046

e-mail：tad@seis.nagoya-u.ac.jp

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：田所敬一 　

所属：名古屋大学環境学研究科



図１ 　南海トラフ軸近傍の新規観測点（TCA，TOA）
海底地殻変動のベクトルは，名古屋大学による 2013年までの観測結果による

図２ 　TCA観測点で収録した音響測距信号波形の例



平成 25年度年次報告

課題番号：1801

（１）実施機関名：

京都大学防災研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

南海トラフにおける巨大地震発生の予測高度化を目指した複合的モニタリング手法の開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

イ．地殻活動予測シミュレーションの高度化

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

3. 新たな観測技術の開発

（2）宇宙技術等の利用の高度化

ア．宇宙測地技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

・本課題は、主として次の 3つのサブテーマで構成される。すなわち、(1)紀伊半島下に沈み込むフィ

リピン海プレートとその周辺域の三次元構造の推定、(2)新しい宇宙測地技術を利用した地表変動を面

的にモニタリングするシステムの開発、及び (3)三次元不均質構造モデルを用いたプレート間カップ

リングの時空間変化の推定である。

・(1)では、引き続き紀伊半島において稠密リニアアレイ地震観測を行い、レシーバ関数解析によって

フィリピン海プレート境界面の形状、陸側モホ面の形状及び蛇紋岩化ウェッジの分布を 3次元的に明

らかにする。蛇紋岩化ウェッジの上端から東南海・南海地震の固着域の下限を推定する。

・(2)では、合成開口レーダ干渉法（ InSAR）と GPS連続データを併用することにより、様々な誤差要

因を排除し、高空間密度で精密（mm精度）な地表変動の時間変化を検出するための技術開発を行う。

・(3)では、レシーバ関数解析等の結果に基づき作成された三次元構造モデルを用いて、測地データの

インバージョンを行うことにより、南海トラフにおけるプレート間カップリングの時間的・空間的な

変化を高精度で推定する。

（６）本課題の５か年計画の概要：



【紀伊半島下に沈み込むフィリピン海プレートとその周辺域の三次元構造の推定】

〔平成 21年度〕前半に観測点を展開する。データの蓄積を開始する。

〔平成 22年度〕観測を継続するとともに、取得データの解析から暫定的なイメージを作成する。

〔平成 23年度〕本課題で行う 3測線でのイメージを改良するとともに、以前行った 3測線の結果と統

合し、紀伊半島下の三次元的イメージを作成する。これを基に三次元構造モデルを作成する。データ

が不十分と判断された観測点及び地域での観測を行う。

〔平成 24～25年度〕三次元構造モデルの改良を行う。

【新しい宇宙測地技術を利用した地表変動を面的にモニタリングするシステムの開発】

〔平成 21年度〕GPS連続観測網を完成させる。研究対象に最適な InSAR時系列解析手法を開発する。

〔平成 22年度〕複数の衛星を用いた InSAR時系列解析結果と GPS連続データを融合し三次元変動の

時間変化を検出するための GPS+InSAR時系列解析アルゴリズムを開発する。

〔平成 23～25年度〕InSAR+GPS時系列解析を実データに適用し、過去及び現在の定常的三次元変動

とゆらぎの測定を行う。

【三次元不均質構造モデルを用いたプレート間カップリングの時空間変化の推定】

〔平成 21年度〕モデル構築に必要な構造研究の文献・資料を収集し、予察的数値モデルを作成する。

〔平成 22年度〕引き続き文献・資料を収集するとともに、数値モデルの精密化を図る。また、GPS/SAR

データをインバージョンし、プレート間カップリング等の推定を試みる。

〔平成 23年度〕引き続き文献・資料を収集し、モデルの精密化を図るとともに、地殻変動データから

カップリング等の推定を行う。

〔平成 24年度〕文献・資料を収集と地震波および比抵抗構造探査結果をコンパイルし、モデルの精密

化を図るとともに、地殻変動データからカップリング等の推定を行う。

〔平成 25年度〕4年間の構造探査等研究成果を統合したモデルにより、地殻変動データからカップリ

ング等の推定を行う。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
【紀伊半島下に沈み込むフィリピン海プレートとその周辺域の三次元構造の推定】

　紀伊半島において，フィリピン海スラブの傾斜方向の 4測線（潮岬－田尻測線，新宮－河内長野測

線，尾鷲－京丹後測線，南伊勢－信楽測線）とそれにほぼ直交する方向の 2測線（松阪－白浜測線，亀

山－御坊測線）で，観測点間距離が約 5 kmの稠密リニアアレイ地震観測を行い，得られた遠地地震

波形データを用いてレシーバ関数解析を行った．各測線断面において，地震波速度不連続面の 2次元

イメージングを行い，大陸モホ面，スラブ上面，海洋モホ面をそれぞれ高速度層上面，低速度層上面，

高速度層上面として，明瞭にイメージすることに成功した．平成 25年度には，これまでの臨時観測点

に加えて，定常観測点を利用することにより，測線を 14本に増やし，同様の手法で，測線断面上で不

連続面を推定した（図 1）．その際，測線同士の交点において，不連続面の深さがなるべく一致するよ

うにイメージの解釈を行った（図 2と図 3）．つぎに，各断面において，大陸モホ面，スラブ上面，海

洋モホ面の深さを読み取り，マップ上でコンターを引くことにより，それぞれの 3次元的形状を推定

した（図 4）．この結果，図 2と図 3に示すように，紀伊半島中西部においては，深部低周波イベント

発生域付近で海洋モホ面が不明瞭となり，スラブが下方に折れ曲がり，低速度層がマントルウェッジ

に張り出しているが，紀伊半島東部では，深さ 60 kmまで海洋モホ面は明瞭で，スラブ形状は直線的

で，マントルウェッジへの低速度層の張り出しはなく，紀伊半島の中西部と東部でスラブ形状やスラ

ブ周辺の構造に違いがあることが分かった．

　地震波走時トモグラフィでは，速度構造モデルに，レシーバ関数解析により推定した大陸モホ面，海

洋地殻上面および海洋モホ面の 3次元的形状を組み込み，さらに，定常観測点に加えて，稠密リニアア

レイを構成する臨時観測点の読み取り値も使用して，紀伊半島下の深さ 60 kmまでの P波速度（Vp）

の 3次元速度構造を求めた．臨時観測点の稠密な配置により，高い分解能が得られた．平成 25年度に

は，新たに読み取った走時データを追加するとともに，解析範囲や用いる地震についても再検討を行っ



た．また，S波走時データに対しても解析を行い，S波速度（Vs）の 3次元構造と Vp/Vsの 3次元分

布を推定した．結果の 1例を図 5～図 7に示す．沈み込むスラブが深さ 30～40 kmに達するあたりで

深部低周波イベントが発生しているが，この発生域周辺は，Vpも Vsも低速度異常を示し，Vp/Vsは

1.8程度と比較的大きな値を取る．これらは深部低周波イベント発生域周辺に流体が存在することを示

唆する．図 5～図 7に見られるもう一つの特筆すべき結果は，紀伊半島北西部の下部地殻に非常に強

い低速度異常域が見られることである．この低速度異常域では，Vpも Vsも 10 %以上の速度低下を示

している．Vp/Vsが 1.6程度と比較的小さい値を取るのは，上で述べた深部低周波イベント発生域の

低速度異常とは異なる点である．しかし，Vpも Vsも大きな低速度異常を示していることからこの低

速度域の成因も流体と考えてよいと思われる．この低速度域の直上にあたる和歌山県北部の上部地殻

内では地震活動が非常に活発であることが知られている．この地域では，下部地殻の低速度域から上

昇してくる流体により地震が発生しやすくなっていることが示唆される．

　トモグラフィやレシーバ関数イメージに見られるこれらの特徴は，海洋地殻の含水鉱物が深部低周

波イベント発生域付近で脱水分解して，その結果放出された「水」がマントルウェッジや下部地殻に

移動して，低速度域を作り出していることを示している。紀伊半島の中西部と東部に見られるスラブ

周辺の構造や形状における違いは，脱水分解で放出される「水」の量や 40 km以深の海洋地殻に残留

する「水」の量の違いで説明できるのではないかと考えられる。すなわち，中西部のほうが東部に比

べて脱水量は大きく，残留量は小さいと考えられる。深部低周波微動の活動間隔は，東部では約 6か

月であるのに対し，中西部ではそれより短い（Obara, 2010）。スロースリップは東部で多く観測され，

中西部ではめったに観測されない。これらの事象を総合的に考えると，紀伊半島下の遷移層の固着の

程度は，東部の方が中西部に比べてやや大きいのではないかと推測される。

【新しい宇宙測地技術を利用した地表変動を面的にモニタリングするシステムの開発】

我々は紀伊半島と四国を対象に平均変動速度を ALOS/PALSARを用いて検出することを試みて来た．

観測機会の多い北行軌道の画像を主に解析して来たが，観測時期によっては電離層擾乱によると考えら

れる見かけの変動（peak-to-peakで最大 4～50cm程度）が認められるため，これらを目視により除去

し，スタッキングを行なった．しかし，明らかに東西に大きな変位速度勾配を持つ結果となり，GNSS

の観測結果とあわない．また，中国地方でのパス間の不連続が顕著である．このため，依然系統誤差

が残っていると考えられる．そこで平成 25年度には GNSSの変位と干渉画像の視線距離変化を直接比

較し，系統誤差を評価するとともに，これを補正することを試みた．

　手順は，次の通りである．

（１）特定の ALOS/PALSAR画像ペアに対して，その撮像領域内に位置する GEONET観測点を抽出

し，マスター・スレーブ撮像期間の変位 3成分を求め，視線距離変化に変換する．

（２）当該の干渉画像から，GEONET観測点での視線距離変化を抽出する．

（３）GEONET観測局毎に GNSS観測および干渉画像から得られた視線距離変化の差を計算する．

（４）GEONET観測局での視線距離変化の差を曲面で近似・内挿する．あわせて，平均・標準偏差や

緯度・経度・標高依存性を調べる．

（５）（４）で得られた近似曲面を観測干渉画像に加える．

　４つのパス（417，418，419および 420）に上記の手順を適用し，四国全体をカバーする補正干渉

画像を作成した（図 8）．概ね GEONETの変位場に整合的な結果が得られた．東端のパス 417の補正

干渉画像が，中国地方において隣のパス 418と不連続が生じている．パス 417では，垂直基線長の長

いペアが他のペアより含まれる．垂直基線長が長い場合，山岳部において干渉性が低下することから，

GEONET観測点で視線距離変化が得られないことがある．その場合，平野のデータのみで補正せざる

を得ず，系統的な誤差が残る結果となったと考えられる．なお，GNSS観測点における視線距離変化

の差の標準偏差は，例えば，パス 419については 24ペアに対して 1.2cm～8.9cm，中央値は 4.4cmで

ある．電離層擾乱も含めた PALSAR干渉画像の持つ誤差評価として，一つの目安となるであろう．

【三次元不均質構造モデルを用いたプレート間カップリングの時空間変化の推定】

　今期は，他の 2テーマの遂行に全勢力を注いだため，このテーマは進捗しなかった．今後の課題と



したい．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
澁谷拓郎・今井基博・平原和朗・中尾節郎，紀伊半島下に沈み込むフィリピン海スラブ周辺の 3次元

地震波速度構造（3），日本地球惑星科学連合 2013年大会，SSS26-08, 2013年 5月，千葉市

今井基博・澁谷拓郎・平原和朗・中尾節郎，レシーバ関数解析から推定された紀伊半島下のフィリピ
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図 1
測線 A～Nにおいてレシーバ関数イメージを作成した．測線 A～D（赤線）はプレート傾斜方向，測線 Eと F（青
線）はプレート傾斜方向と直交する方向，測線 G～L（マゼンタ）は南北方向，測線Mと N（シアン）は東西方
向にとった．青丸は観測点．



図 2
測線 C（尾鷲－京丹後測線）断面でのレシーバ関数イメージとその解釈による S波速度不連続面（紀伊半島中西
部の例）．赤線は高速度層上面を，青線は低速度層上面をそれぞれ表す．白丸は深部低周波地震を，黒丸は通常の

地震を表す．Kなどを付した縦線は，この測線断面と測線 Kなどの断面との交線を示し，緑の水平な短線は測線
Kなどの断面における不連続面の深さを示す．

図 3
測線 D（南伊勢－信楽測線）断面でのレシーバ関数イメージとその解釈による S波速度不連続面（紀伊半島東部
の例）．そのほかの説明は図 2に同じ．



図 4
フィリピン海スラブ上面の深さの等深度線（5 km間隔）。丸は測線 A～Nの断面においてスラブ上面の深さを読み
取った点，三角はそれらを 0.1× 0.1 °のブロック内で平均した点，それぞれ点でのスラブ上面の深さは色によっ
て示されている．



図 5
P波速度の初期モデルからのパータベーション．（右上）16 kmの深さ断面．（右下）34.1°Nにおける東西断面．（左）
135.7°Eにおける南北断面．初期モデルは JMA2001（上野・他，2002）を基準とし，レシーバ関数解析から推定
された大陸モホ面，スラブ上面，海洋モホ面を組み込んだ．〇はトモグラフィに用いた地震のうち各断面の近傍

で発生したものを表す．太線で大陸モホ面，海洋地殻上面，海洋モホ面を示す



図 6
S波速度の初期モデルからのパータベーション．他の説明は図 5に同じ．



図 7
Vp/Vsの不均質分布．他の説明は図 5に同じ．



図 8
GEONET変位を用いて補正したスタッキング干渉画像．東からパス 417～420．



平成 25年度年次報告

課題番号：1802

（１）実施機関名：

京都大学防災研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

地震発生頻度のリアルタイム予測

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ウ．地震活動評価に基づく地震発生予測

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本課題では主として次に挙げるモデルを検証する．

・グーテンベルグ・リヒター則

・ETAS（Epidemic-type Aftershock Sequence, Ogata, 1988）

・現在の微小地震との関係

・過去の大地震の位置との関係

・活断層との関係

　これらのモデルを用い，ある特定の地域の特定の期間に対する地震活動の事前予測を行う．第一段

階として，日本の内陸と海域をいくつかの大きな地域に分割し，1年から 5年の期間の予測を行なう．

　最初の 4つのモデルは時間依存であり，1日ないしはそれより短時間に更新されるリアルタイムな

情報更新システムに適応できる．例えば，米国カリフォルニア州では，グーテンベルグ・リヒター則

に基づき 1日間の地震発生を予測するシステムが運用されている（http://pasadena.wr.usgs.gov/step/）．

この他，ひずみレートや歴史地震，活断層の情報を用いた静的なモデルの検証結果を利用し，その手

法を改善する方法を検討する．

　地震活動を正確に特徴付けるため，考慮しなければならないいくつかの課題がある．例えば，小イ

ベントについての空間的な検出可能範囲の整合性，長期間にわたる最小イベントの整合性，深さの決

定精度，海域での震源決定精度，検出能力の整合性である．これらの要素を地震データ（気象庁一元

化カタログ）で検証する．

　この課題の重要な部分は，実際の地震データを用いた定量的な事前予測の検証である．我々は，すべ

ての結果を再現し点検できるように，用いたアルゴリズムを明確に記述する．現在のデータを用いて

継続的にモデルを改良する予定であるが，これらのモデルを統一的に評価できることを保証する．ま

た，事前予測の結果と過去のデータによる後予測の結果とをはっきりと区別する．改良したモデルに

対応する物理モデルを逆問題的に推定し，地震発生のメカニズムに帰着させる．



（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は，特にグーテンベルグ・リヒター則および ETASを用いて，日本の内陸と海域をいく

つかの大きな地域に分割し，1年から 5年の期間の地震活動の事前予測を行なう．地震活動の記録を

整理し，検証・開発すべきモデルを特定する．特にグーテンベルグ・リヒター則及び ETASを用いて，

1年から 5年の期間の地震活動の事前予測を行う．複合的なモデルを理解する手助けになるよう，視覚

に訴える情報表示システムを構築する．

　平成 22～25年度は，時間依存のモデルのリアルタイム応用手法を開発し，地震活動の事前予測の検

証をする．同時にモデルの改良を進め，改良モデルに基づき地震発生メカニズムを推定し，発生予測

モデルに物理的意味を与える．すべての記録が全国規模であり，その膨大な情報量をモデルの中で取

り扱うために，大型計算機を利用する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
平成２１年度

ある特定の期間、地域における地震の発生数を予知するモデルを開発した。対象地域は日本全国に

わたっている。このモデルは地震の発生数を統計的に予知し、自己回帰過程によって、特定の期間の

Gutenberg-Richterのｂ値を決定する。モデルはまた、マグニチュードの大きい地震についての時間的

要素の調整も含まれている。前に大きな地震が起きてから、時間が経つにつれて、また大きな地震が

起きる可能性は増大すると思われるからである。この予知モデルは 1995年から 2008年の地震活動に

基づいて作られた。現在、この結果を 2009年２月から 2010年３月の実際の地震密度図と比べている

ところである。このモデルは従来のものとは二つの点で違っている。密度推定を取り入れたこと、時

間変化の要素を加えたことである。モデルは Earthquake Forecasting Testing Experiment for Japanに提

出されている。

平成２２年度

日本周辺で発生する前震の発生確率について研究した．図 1は大きな地震の前に小さな地震が発生し

た組み合わせにおける，時空間間隔の関係をあらわしたものである．地震の発生が陸上か海域かを問

わず、組み合わせの時空間間隔は時空間的に均一に分布しているのではなく，数日以内に 10 km以内

で起こる組み合わせが著しく多いことがわかった．この結果は，前震の発生する頻度は，ふたつの地

震がランダムに発生する確率よりずっと大きいことを示している．

この知見は，ある地震が大地震の前震であるかどうかのリアルタイムでの確率予測に利用可能であり、

これをオンラインで計算するシステムを構築した。2010年 9月 1日から 10月 5日までの期間につい

て予想し、ある地震の発生後 5日以内に 10 km以内の地点でより大きな地震が発生した場合，前震に

よる予想が成功したと判断した。

平成２３年度

前震の発生に基づいた地震の発生確率をリアルタイムで計算した。日本の過去の地震カタログを調べた

ところ，ある地震（前震）がより大きな地震を伴う確率は 5%程度である（平成 22年度の成果）．そこで，

現在の地震の発生状況をリアルタイムで入力し，より大きな地震が発生する確率を Gutenberg-Richter

則に基づいて計算した。日本周辺の領域について，このような確率を自動的に計算し，その結果を表

示するウェブサイトを設置している．

　図 2は 2011年 3月 9日の三陸沖の地震（Mw7.2）の 1時間前の地震発生確率の分布を示す．図 3は

2011年 3月 11日の東北地方太平洋沖地震（Mw9.0）の 1時間前の地震発生確率の分布である．両方

のケースにおいて，日本の東海岸が黄色く色付けされており，ほかの地域より高い地震発生確率が予

想されていたことがわかる．これら 2つの地震は，地震発生確率が高いと計算されていた地域（黄色）

で発生している．これらの地域はそれぞれの本震の発生前から地震が発生していたからである．

平成２４年度

前震の発生に基づいた地震の発生確率をリアルタイムで計算し、日本周辺の領域についてその確率を

自動的に計算して表示するウェブサイトを設置する活動を続けている．2012年 11月 19日の根室沖の



地震（Mw5.2）の 1時間前の地震発生確率を判断したところ、確率が比較的高いと計算されていた地

域で発生していた。これらの地域はそれぞれの本震の発生前から地震が発生していたからである．地

震活動の統計的予測結果を検証する手法についての研究を行い、予測の正確性を評価する新しい手法

を提案した。このパラメータは、地震が発生した地域や発生しなかった地域を含むすべての地域を考

慮することができるため、より良い統合的な指標となっている。

平成２５年度

過去 14年間の前震活動についてまとめた。図 1に示された分布に基づいて、本震の 2キロ圏内、2日

以内に発生した前震を探した。2000年以降、M>4.5の内陸地震は 1２ 4回あり、そのうち 46回（37

％）はM1.0以上の前震を伴っていた。前述のように、横ずれ地震は前震を伴う場合が多い。しかし、

ある地震が前震であるかどうかはいまだにあとになってみないとわからない状態である。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Smyth, C., M. Yamada, J. Mori, 2012, Earthquake forecast enrichment scores, Research in Geophysics, doi:

10.408/rg2012.e2.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
James Mori，大見士朗，加納靖之（京都大学防災研究所）

他機関との共同研究の有無：有

宮澤理稔（東京大学地震研究所）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所地震予知研究センター

電話：0774-38-4205

e-mail：mori@eqh.dpri.kyoto-u.ac.jp

URL：http://www.eqh.dpri.kyoto-u.ac.jp/ mori/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：JamesMori 　

所属：京都大学防災研究所地震防災研究部門



図１

大きな地震の前に小さな地震が発生した組み合わせにおける，時空間間隔の関係をあらわしたものである



図２

2011年 3月 9日の三陸沖の地震（Mw7.2）の 1時間前の地震発生確率の分布．黒丸が地震の震央を示す



図３

2011年 3月 11日の東北地方太平洋沖地震（Mw9.0）の 1時間前の地震発生確率の分布．黒丸が地震の震央を示す．



平成 25年度年次報告

課題番号：1803

（１）実施機関名：

京都大学防災研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

歴史地震記録の電子化

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

イ．地震・火山現象に関する情報の統合化

4. 計画推進のための体制の強化

（6）研究成果の社会への還元

（５）本課題の５か年の到達目標：

　アスペリティモデルの検証のためには，同じ場所で発生した大地震の波形の比較が極めて重要であ

る．また，南海トラフ沿いの巨大地震の発生予測の高度化においては，東南海・南海道地震前後の応

力状態などを推定することが重要であり，過去の地震データは貴重な情報の一つである．本研究では，

劣化しつつある歴史地震記録を電子化し，データベースを構築するとともに，貴重な資料の保存管理

を行う．

　京都大学では，阿武山・別府・阿蘇・上賀茂等の観測所等において記録された，一世紀におよぶ地

震の観測データを保有している．これらのうち，阿武山観測所のウィヘルト地震計及び大震計の容易

にスキャンできる部分は電子化されており，上賀茂観測所の大森式地震計も平成 20年度に一部電子化

されている．しかし，阿蘇観測所のウィヘルト地震計のデータ等，系統的に電子化されていない多く

の記録が存在し，管理及び活用に困難を極めているし，データは年々劣化している．これら歴史的に

も貴重な観測記録を電子化し，データベース化をはかり，全世界の地震・火山研究者の利用に供する．

　また，建議においては，国民に対して地震予知・火山噴火予知研究の成果を分りやすく継続的に伝

えることの重要性が指摘されているが，歴史地震記録を保存するだけでなく，歴史的な地震計等も動

態保存して展示することにより，研究活動の社会への広報に寄与する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は，阿武山観測所に保存されている上賀茂観測所の大森式地震計の記録を電子化すると

ともに，長期保存可能な箱に収納する．また，歴史的な地震計等を動態保存して展示し，見学者に公

開する．平成 21年度の進捗状況を見ながら，平成２２年度以降も，出来るだけ多くの記録の電子化を

行う．歴史的な地震計等の展示し公開も継続する．



（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
・上賀茂観測所の大森式地震計の 1910～1921年分を電子化し DVD媒体に保存するとともに，長期保

管用の保存箱に収納した．

・阿武山観測所の記録保存室の環境整備を行った．

・別府の全ての地震データを，保管環境の良い阿武山観測所の記録保存室に移動させた．

・阿武山観測所では，歴史的な地震計群を活用して、サイエンスミュージアム化を進めている．平成

24年度には，オープンラボや見学会等のイベントが 27回開催され，訪問者は約 1700名となった．

平成 25年度には，上賀茂観測所の大森式地震計の 1916,1917,1921年分を電子化し DVD媒体に保存し

た．オープンラボ等のイベントを月平均４～５回開催するとともに，サイエンスカフェや公開講座等

の新たな試みも行った．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Array無

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
飯尾能久，大倉敬宏 (京大・理・火山研究センター)

他機関との共同研究の有無：有

松浦律子 (地震予知総合研究振興会)

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所

電話：0774-38-3348

e-mail：

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：飯尾能久 　

所属：京都大学防災研究所地震予知研究センター



平成 25年度年次報告

課題番号：1804

（１）実施機関名：

京都大学防災研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

日本列島の地殻構造データベースのプロトタイプの構築

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

イ．地震・火山現象に関する情報の統合化

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地殻活動予測シミュレーション等において必要となる各種データのうち、地殻構造モデル（地震波

速度，各境界面深度等）は物性や境界条件を与えるために不可欠である。しかし、各地域において様々

な手法による地殻構造モデルが提唱されている一方で、予測シミュレーションの入力とするにあたっ

て、現状では，必要なデータを実際に使える形で提供できているとは言いがたい。

　そこで、本計画では、既存研究成果を一元的に取り込み、地殻活動シミュレーションや強震動予測

シミュレーション等に資するためのデータベースの構造を定義し、南海トラフや西南日本内陸等を初

めとする各地を対象としたシミュレーションに資するために既存研究成果の数値化を行い、日本列島

地殻構造データベースとして集約する。

　既存研究成果としては、人工地震探査、トモグラフィー解析、レシーバ関数解析、地震波反射面な

どの結果をデータベース化対象とし、これらを個別に収録するだけでなく、探査測線の違いやイメー

ジング手法の違いを吸収し、また接続・統合するための手法開発も行う。また，データベースのもと

となった研究成果の手法・仮定などのメタデータを提供する方法についても検討する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

・平成 21年度：

・データベース（ＤＢ）化するデータの検討とＤＢ共通フォーマットの開発

・データベース化する資料の収集の開始

・平成 22年度～平成 24年度：

・データベース（ＤＢ）化するデータの検討とＤＢ共通フォーマットの開発

・データベース化する資料の収集と数値化

・データ公開サーバの設計及びデータの登載

・平成 25年度

・データベース化する資料の収集と数値化

・データの試験公開

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成 21年度は、公募研究により地震火山現象に関する統合データベースの構築を実行する機会を得

たため，データを搭載するサーバの整備を行った。これにより、関係各機関の既存の成果のページ，



または成果へのポインタが公表されているか等のサーベイをおこなうことを検討し実行に移した。具

体的には，これらの成果の公開用 URL（データベース本体や，データの利用案内等）がある場合に，

本計画で製作するデータベースサイトからリンクを張らせていただくことの可否，また，可の場合の，

リンクを張るべき URLについてのサーベイを行ったものである。回答をいただいた成果データベース

については，順次サーバ上への搭載作業を行っていた。本サーバの URLは以下のとおりである。

http://epdb.rcep.dpri.kyoto-u.ac.jp

図 1には、このサーバのトップページのキャプチャ画像を示す。

　平成 22年度は、データベース化するデータの検討とその共通フォーマットの開発のためには、デー

タ提供者（データベース課題担当者）とデータ利用者（シミュレーション課題担当者）の意思疎通が必

須であるという観点から、両課題の担当者を中心とした合同のワークショップを企画し、2010年 7月

26日にこれを開催した。その中で、地震波速度構造や同減衰構造等の 3次元不均質構造のデータをシ

ミュレーション用のモデルに組み込む手法は現状では確立されておらず、最も有用なのは、プレート

形状等の弾性波速度不連続面の分布データであるという意見が出され、現時点での不均質構造のデー

タベース化の有用性に疑問が呈されるという予想外の結果となった。

　平成 23年度は、前年度のワークショップでの議論に基づき、現状で最も有用と考えられたプレート

形状等の弾性波速度不連続面の分布データをコンパイルする作業を前年に続き行った。ここでは、地

殻内反射面、モホ面、プレート境界面等の研究成果を収集し、同一のフォーマットで比較対照可能なよ

うな形態で提供することを試みることとなった。図 2に示すのは、このような形態で作成した、コン

ラッド面 (Fig2a)、モホ面 (Fig2b)、フィリピン海プレート上面 (Fig3c)の深さ分布の例である。これら

は、Katsumata (2010, JGR, 115, doi:10.1029/2008JB005864)によるコンラッド面、モホ面の深さ分布、

ならびに Nakajima and Hasegawa (2007, JGR, 112, doi: 10.1029/ 2006JB004770)のフィリピン海プレー

トの深さ分布を参考にして作成したものである。実際には、数値データを参照できるようにし、これ

らの図は参考のためにそれらをプロットしたものである。また、これらのデータを数値化してウェブ

上で公開する作業を行った。ここの URLは以下のようになっているが、上記のポータルサイトの URL

からもたどることができる。

http://strdb.rcep.dpri.kyoto-u.ac.jp/

　平成 24年度は、前年度に引き続き、平成 22年度から 23年度に試作したモデルを公開する作業を

行った。また、平成 21年度に作成したデータベースサーバ上に搭載した関係各機関にデータベースに

ついての問い合わせを行い、メンテナンスを行うとともに、各機関で新規に搭載に同意を得たデータ

ベースへのエントリを追加した。また、本データベースのミラーを東大地震研に設置する作業を行っ

た。東大地震研のミラーサーバの URLは以下のとおりである。

http://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/epdb/index.html

　平成 25年度には、前年と同じく、データベースサーバに搭載している情報についての照会を行い、

エントリの更新等の保守作業を行った。

　5年間の反省点としては、シミュレーションの非専門家がシミュレーション用のデータベースを作

成することの困難が挙げられる。強震動分野や地震サイクルシミュレーションの分野では、それぞれ

の専門の研究者が目的に応じた地下構造データベースを作成し、高精度化を図っている。これらの専

門家の利用に耐えうるデータを作成するのは非専門家には困難であり、本計画がこれらの成果を参照

するポータルサイトの整備から踏み出せなかったのは大きな反省点であった。一方で、各機関の作成

したデータベースを相互に参照するポータルサイトの構築はすすみ、それぞれのデータベース成果を

一元的に俯瞰できるサイトを整備できたことは本計画の成果のひとつと考えられる。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
大見士朗・平原和朗・加納靖之（京大）



他機関との共同研究の有無：有

趙大鵬・中島淳一（東北大）、松原誠（防災科研）、金田義行（JAMSTEC）、岩崎貴哉・纐纈一起・

鶴岡弘（東大）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所地震防災研究部門

電話：0774-38-4236

e-mail：ohmi@rcep.dpri.kyoto-u.ac.jp

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：大見士朗 　

所属：京都大学防災研究所地震防災研究部門

Fig.1: 　ポータルサイトのトップページ



Fig.2a:コンラッド面の深さ分布

Fig.2b: モホ面の深さ分布

Fig.2c:フィリピン海プレート上面の深さ分布



平成 25年度年次報告

課題番号：1805

（１）実施機関名：

京都大学防災研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

日向灘の地震活動と南九州の火山活動の相互作用および応力伝播・物質移動過程のモデル化

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

エ．地震活動と火山活動の相互作用

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ア．地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

（５）本課題の５か年の到達目標：

　九州地域にはフィリピン海プレートが沈み込み，日向灘において 20～30年間隔で大地震が繰り返し

発生している．また，隣接する南九州には，桜島などの爆発的火山がある．いずれもプレートの沈み

込みに起因する地震・火山活動であり,両者の間の相互作用は大きいと考えられる．特に地震発生に伴

う応力擾乱が，火山に及ぼす影響の評価は，短期から長期にわたる火山噴火活動予測において極めて

重要である．加えて，1914年桜島噴火の際に発生した大地震のように，火山噴火に伴う大地震発生の

予測も重要な課題である．

　上記の観点から，日向灘の地震活動と南九州の火山活動に関連する応力伝播・物質移動過程のモデ

ル化を目指す．この目標に向けて，京都大学防災研究所及び関係大学・機関により設置された南九州地

方の地震・火山・地殻変動観測網を最大限活用して，地震活動及び地殻変動の時間的推移を捉える．並

行して，九州南部において，沈み込むフィリピン海プレート及び陸側モホ面の形状及びマントルウェッ

ジの地震波速度構造を明らかにし，マントルウェッジ内の流体分布とプレート間の固着域の推定を試

みる．九州中南部において，広域電気比抵抗モデルを構築するとともに，詳細な火山体深部構造の推

定を行う．さらに，これらの探査結果に基づいて数値構造モデルを作成し，シミュレーションを行い，

日向灘からの応力伝播過程や火山体下深部からの物質移動過程を解明する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

【地震・地殻変動観測】

　京大常設地震・地殻変動観測網に Hinet，GEONET等のデータを統合し，南九州の地震活動，地殻

変動の時間的な推移を捉える．PS/SBInSAR解析を実施し，九州太平洋岸から火山フロントに至る地

殻変動の空間パターンを把握する．

　このため，既存観測網を用いた地震・地殻変動連続観測及び GPS連続観測を実施するとともに，地

震，GPS連続観測点の新設も試みる．



〔平成 21年度〕

・九州地方南部に地震・GPS観測点を新設し、高密度地震及び地殻変動観測を開始する。

・ALOS/PALSAR画像を収集し、これまでの九州南部の干渉画像を作成し、地殻変動を検出する。

〔平成 22年度〕

・九州南部の高密度地震・地殻変動観測を継続する。

・引き続き ALOS/PALSAR画像を収集し、干渉処理を行い、地殻変動を検出する。また、予察的な

PS/SBInSAR解析を試みる。

〔平成 23年度〕

・九州南部の高密度地震・地殻変動観測を継続する。

・引き続き ALOS/PALSAR画像を収集し、PS/SBInSAR解析を行い、地殻変動の時間変化を検出する。

〔平成 24年度〕

・九州南部の高密度地震・地殻変動観測を継続する。

・引き続き ALOS/PALSAR画像を収集し、PS/SBInSAR解析を行い、地殻変動の時間変化を検出する。

GPS観測結果との結合を図る。

〔平成 25年度〕

・九州南部の高密度地震・地殻変動観測を継続する。

・引き続き ALOS/PALSAR画像を収集し、PS/SBInSAR解析を行い、地殻変動の時間変化を検出する。

GPS観測結果と結合し、５年間の時空間で高分解能の地殻変動を推定する。

【地震波速度構造探査】

　フィリピン海プレートの沈み込む方向に海岸部から火山フロント付近までの複数の測線において高

密度で地震観測点を展開する．これら臨時観測点のデータに加えて，測線近傍の既存観測点のデータ

も活用して，レシーバ関数解析等を行う。プレート境界面やモホ面などの地震波速度不連続面の３次

元的構造を明らかにし，プレート境界付近やマントルウェッジ内の流体分布を推定する．

〔平成 21年度〕数点で予備観測を行うとともに測線候補地の検討を行う。

〔平成 22年度〕観測点の展開を行う。データ蓄積を開始する。

〔平成 23年度〕観測点の拡充を行う。レシーバ関数解析を行い，測線下の速度不連続面のラフなイメー

ジを作成する。

〔平成 24年度〕観測を継続する。レシーバ関数解析を行い，測線下の速度不連続面のイメージを改善

する。

〔平成 25年度〕沈み込むフィリピン海プレートと陸側モホ面の形状及びマントルウェッジの地震波速

度構造を明らかにし，マントルウェッジ内の流体分布とプレート間の固着域の推定を試みる．

【比抵抗構造探査】

　九州地域で実施された種々の電磁気探査結果を包括的に再解析し，広域的な 3次元比抵抗モデルの

構築を行う．大局的な構造から，特定火山にクローズアップし，補充的に広帯域・長周期MT観測を

実施し，その詳細な深部構造の推定につなげ，モデルの高度化を行う．

　このため，平成 23年度までの 3年間で、九州の電磁気探査データを収集・コンパイルし，広域モデ

ルを構築する．

〔平成 21年度〕

・九州において、過去に実施された広帯域MT観測・ネットワークMT観測・長周期MT観測データ

の収集・整理を行う。

・広域比抵抗モデルを構築する初段として、ネットワークMT観測データを用いた 3次元比抵抗モデ

ル推定に着手する。

・電磁気データの面的カバーリングの過不足を検討し、不足している地域において、補充観測のため

の下見を行う。

〔平成 22年度〕

・前年度で得られる広域 3次元比抵抗モデルから、地域を絞りモデルの高度化を計る (九州南部)。



・データ不足域において補充長周期MT観測を実施する。

〔平成 23年度〕

・前年度までの使用データ (NMT)に、広帯域MT・長周期MTデータを統合し、比抵抗モデルの更な

る高精度化を試みる。

・地表における火山活動域とスラブに至る深部構造の関連性を比抵抗という観点で検討する。

【三次元構造モデルの構築と応力伝播・物質移動過程のモデリング】

　上記の構造データ及び地震・地殻変動データを活用し，三次元構造モデルを構築し，粘弾性媒質あ

るいは粘性流体を仮定して計算を実行し，地震発生及び火山噴火に至る応力伝播・物質移動過程のモ

デリングを行う．

　このため，既存データの収集し，これに基づく暫定モデルを作成する．

〔平成 21年度〕

・モデル構築に必要な構造研究の文献・資料を収集し、予察的数値モデルを作成する。

〔平成 22年度〕

・引き続き文献・資料を収集するとともに、数値モデルの精密化を図る。また、GPS/SARデータをイ

ンバージョンし、プレート間カップリング等の推定を試みる。

〔平成 23年度〕

・引き続き文献・資料を収集し、モデルの精密化を図るとともに、地殻変動データからカップリング

等の推定を行う。

〔平成 24年度〕

・文献・資料を収集と地震波及び比抵抗構造探査結果をコンパイルし、モデルの精密化を図るととも

に、地殻変動データからカップリング等の推定を行う。

〔平成 25年度〕

・４年間の構造探査等研究成果を統合したモデルにより、地殻変動データからカップリング等の推定

を行う。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
【地震・地殻変動観測】

（高密度地震観測）

　火山噴火に伴う大地震の予測は重要な課題であり、その予測を行うためには火山周辺の地下構造や

定常的な地震活動を把握し、大地震を引き起こす歪の蓄積過程を明らかにすることが必要である。姶

良カルデラ周辺の地震活動および P波速度構造を解明するため、平成 21年度-23年度にかけて、南九

州一帯に 17点の臨時地震観測点を設置した。平成 25年度まで自然地震観測を継続している。浅部構

造の解像度を上げるため、得られた自然地震データに 2008年に実施した桜島火山人工地震探査データ

を加えて、トモグラフィーインバージョン（Onizawa et al., 2007）により姶良カルデラ周辺の P波速度

構造を明らかにした。56観測点（臨時観測 17点、火山活動研究センター 18点、防災科研 21点）にお

ける P波到達時を検測し、そのうち、読み取り誤差が± 0.1秒以内と思われるものを解析に使用した。

　図 1は姶良カルデラ周辺の P波速度構造と各深さに対応する地震の震源分布である。いずれの深さ

もカルデラ内は低速度であり、カルデラの東から南側で高速度である。高速度領域は深度が増すにつ

れ姶良カルデラ中心部に入り込んでおり、すり鉢状のカルデラ構造が見えている。深さ 8kmにおける

姶良カルデラ中心部から北西にかけての低速度領域の東端付近は GPSおよび水準測量で明らかになっ

ているマグマ蓄積期における姶良カルデラの圧力源である。深さ 1km、2kmにおいては火山活動に伴

う桜島および若尊火山浅部の地震が発生している。4km以深の地震は桜島南端から姶良カルデラ東側

のすり鉢状の高速度領域の端で発生しており、速度変化の大きい場所に集中している。姶良カルデラ

のマグマ蓄積における膨張ひずみがカルデラ境界付近の地震を発生させているものと考えられる。

（地殻変動観測）

１）桜島火山の InSAR解析



　桜島火山を含む南九州地域の 2007年～2010年の期間におけるALOS/PALSAR画像を収集し InSAR

解析を行った．得られた干渉画像についてスタッキングと 2.5次元解析を行い，準上下方向と東西方

向の地盤変動を計算した．準上下方向の地盤変動からは，桜島北部で地盤隆起，桜島東部から南部で

は地盤沈降が検出され，同期間に行われた水準測量結果ともよい一致が見られた．桜島北部における

地盤隆起は，姶良カルデラ地下のマグマ溜りにおける増圧を反映した変動を捉えたものと考えられる

（図 2）．

　2007年～2011年の期間における ALOS/PALSARデータおよび解析ソフトウェア StaMPSを用いた

PS-InSAR時系列解析を桜島火山に適用した．この結果，スタッキングにより得られた結果とほぼ同様

な桜島北部における地盤隆起が，より客観的な解析方法で検出された（図 3）．

２）日向灘沿岸地域の InSAR解析

　日向灘沿岸地域をカバーする ALOS/PALSARの南行軌道（パス 72、フレーム 2970～2980）からの

撮像画像，全 21シーンを干渉処理し，さらにスタッキングすることにより，平均視線距離変化速度を

得た．しかし，GEONETの変位速度から予測されるものと比較して，2倍程度大きいため，電離層の

影響等の系統誤差を補正する必要がある．そこで，全干渉画像について，GEONETの変位をもちいて

補正し，さらにこれをスタッキング処理した．その結果が図 4である．宮崎県南部が北部に比べて東

南東へ約 3cm/yr移動している．また，短波長の変動も認められる．

３）横穴式地殻変動連続観測

　宮崎観測所の管理する横穴式地殻変動連続観測網において地殻ひずみの観測を継続した．宮崎平野

の南端に位置する宮崎観測抗では，2013年 3月 11日に日向灘で発生した M5.2の地震の際に，地震

時断層変位および余効変動を反映したものと考えられるひずみの変化が記録された（図 5）．豊後水道

の四国側に位置する宿毛観測抗では，過去に，豊後水道長期スロースリップ発生時にひずみ変化が観

測されたことが報告されていたが，温度記録等の再検討により，温度の影響による見かけの変化であ

る可能性が排除できないことがわかった．霧島連山新燃岳火口の北西約 18キロに位置する伊佐観測抗

では，2011年 1月 26日からの新燃岳噴火に伴う顕著な地殻ひずみの変化が記録された．同観測点の

ひずみ時系列の精査により，3回の準プリニー式噴火と同時に発生した 10−7 程度のひずみ変化以外に

も，各噴火に数時間先行する 10−9程度のひずみ変化が発生していたことが確認された．同程度の大き

さの伸縮変化は同観測点ではまれにしかみられないことから，これは噴火の先行過程を反映したもの

と推定される．2011年 3月 11日の東北地方太平洋沖地震発生時には，各観測抗で，地震動に伴う動

的ひずみ変化に加えて，10−8程度の静的ひずみ変化が記録された．

【地震波速度構造調査】

　九州中南部地域下におけるマグマの生成に関するモデルを構築するためは，フィリピン海プレート

からの脱水やマントルウェッジ内の流体の挙動を解明する必要がある．本研究では，定常観測点および

臨時観測点のデータを用いて，レシーバ関数解析や地震波走時トモグラフィーなどにより，プレート

境界面やモホ面などの地震波速度不連続面を含む詳細な 3次元速度構造を推定することを目的とする．

　我々は，高角傾斜する不連続面の形状を正しく推定するために，波面法 (de Kool et al., 2006, GJI)を

用いたレシーバ関数 (RF)のイメージング手法を開発した (Abe et al., 2011, GJI)．そして，急角度に傾斜

している九州地方のフィリピン海 (PHS)スラブの上面や海洋モホ面の検出および正確な形状推定のた

めにその手法を適用した．我々は，九州地方に設置されている 120点の地震観測点 (Hi-net及び J-array)

のデータのうち，1996年 8月から 2010年 5月までの間に発生した遠地地震 (マグニチュード 5.5以上，

震央距離 30-90°)の波形を用いて RFを作成し，イメージングを行なった．そして，九州地方の大陸モ

ホ面，海洋モホ面およびスラブ上面に対応する不連続面を検出し，その形状を推定することに成功し

た (Abe et al., 2011, GRL; Abe et al., 2013, JGR)．この結果から，海洋地殻の脱水深度やマントルウェッ

ジにおける流体分布範囲が，九州地方の北部から南部にかけて変化していることが明らかになった．

　PHSスラブの海洋地殻は，九州地方南部 (図 6の断面 D)では 70km，中部 (断面 B,C)では 80-90km

までスラブマントルに対して低速度であり，含水鉱物を含んでいると考えられる．九州地方北部 (断面

A)では海洋地殻はあまり低速度ではなく，50kmの深さではすでに海洋地殻の脱水が進んでいると考



えられる．九州地方中部 (B,C)ではマントルウェッジに大陸地殻よりも低速度の領域が存在し，大陸モ

ホ面が負の RFピークで検出される (逆転モホ面)．逆転モホ面直下では，蛇紋岩あるいは間隙水の存

在が示唆される．そのような低速度領域は，九州地方北部 (A)や南部 (D)のマントルウェッジには存在

しない．

　これらの結果から，九州地方南部ではスラブ脱水流体が前弧側ではなく背弧側へと移動して火山活

動を引き起こしていると考えられる．一方，九州地方中部では，スラブ脱水流体は前弧側へと移動し

マントルウェッジ前弧側の地震波速度を低下させる．このことは九州地方中部の火山フロント上に火

山が存在しない原因かもしれない．

　臨時地震観測では，平成 22年度に宮崎市南部から霧島火山へ延びる測線を設定し，間隔が 5km程

度になるように 7点の観測点を設置し，11月下旬から観測を開始した．平成 23年度は，鹿児島県北

西部に新規に 4点の観測点を設置し，12月から観測を開始した． Hi-netと F-netの定常観測点を含め

て，宮崎市から阿久根市まで九州南部を横断する稠密リニアアレイ（図 7の AA ’）を構築した．平

成 24年度は，宮崎市南部から桜島に延びる第 2の測線を設定し，6点の臨時観測点を展開した（図 7

のMK12～MK17）．既存の臨時観測点も合わせて，観測点間隔が約 5 kmの稠密リニアアレイを構築

した．

　平成 25年度には，宮崎－阿久根測線において，霧島火山の西方に観測点を 2点追加した（MK18と

MK19）．また，宮崎－桜島測線において，既存の臨時観測点（SK08と SK09）の地震計を 2 Hz計か

らレシーバ関数解析に有利な 1 Hz計に変更した．これらの観測点での観測を継続し，波形データを蓄

積した．レシーバ関数解析では，宮崎－阿久根測線の暫定的なレシーバ関数イメージを更新した（図

8）．

　西北西に傾き下がるフィリピン海スラブ内の海洋モホ面を深さ 120 kmまで確認することができる．

ただし，深さ 70 kmくらいからレシーバ関数イメージから読み取れる海洋モホ面と黒丸で示される深

発地震面との間に開きが生じるが，これは水平成層構造を用いたイメージングによるバイアスであり，

今後補正する必要がある．大陸モホ面は，測線の中～西部では深さ 30～35 kmにみられるが，東部の

ウェッジ域では不明瞭である．これは，ウェッジ部がスラブ起源流体の影響で低速度化し，モホ面が高

速度層上面ではなくなっているためと考えられる．宮崎市付近の深さ 40 kmのプレート境界面は安定

すべり域である可能性が高い．また，新燃岳付近の低周波地震の発生域には，強い低速度層を示す濃

い青のイメージが見られる．この近傍の AK14という観測点のレシーバ関数には，強い低速度層上面

で P→ S変換したと考えられる大きな負の振幅が見られる．この強い低速度層は，新燃岳の噴火に関

与する流体によるものと考えられる．

【比抵抗構造探査】

　九州地域で 1993～1998年の期間に実施された Network-MT法観測によるデータをもとにした広域

比抵抗構造推定に関する研究を実施した。Network-MT法観測による２つの電場ダイポールが構成す

る三角形の分布が、九州全域で可能な限り空間的に均質なるよう、三角形の組合せを再構築した上で、

探査情報となるインピーダンスを求め、逆解析により、九州の地下構造、特に火山フロント周辺を中

心とした広い範囲の地下深部の 2次元および 3次元大規模比抵抗構造を求め、以下のような構造的特

徴を明らかにした。

　・火山フロントの主要火山の地下には、背弧側深部から沈み込むプレートの上面に沿うように浅部

までに至る低比抵抗異常域が存在している。

　・低比抵抗異常域は、火山フロントに沿って連続しているわけではなく、由布、九重、阿蘇火山の

下に、また、霧島、桜島火山の下に、不連続的に存在している。

　・一方、沈み込むプレートを含め火山フロントより前弧域は、概ね高比抵抗である。

　・逆に、非火山地域では、前弧域のプレート上面から浅部にわたり、火山地域と比較して低比抵抗

値を示している。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
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図 1
姶良カルデラ周辺の P波速度構造と各深さに対応する地震の震源分布．



図 2
左図：桜島火山における InSAR解析結果（2007年 11月～2010年 11月の期間のスタッキングおよび 2.5次元解析
による準上下方向の変動）．右図：各水準点（左図中の黒丸）における InSAR解析結果（準上下方向の変動）と
水準測量結果の比較．

図 3
2007年～2011年の期間の桜島火山における StaMPSを用いた PS-InSAR時系列解析結果．



図 4
ALOS/PALSARの南行軌道（パス 72、フレーム 2970－ 2980）の全 21回の画像の干渉画像を，GEONET変位で
補正し，スタッキングした結果得られた平均視線距離変化速度図．



図 5
宮崎観測坑における日向灘の地震 (M5.2; 2013/3/11, LT18:34:49)発生前後の伸縮計記録。青，緑，赤のグラフは E1
方向 (N46.5W), E2方向 (S1.5E), E3方向 (S1.5E)に設置された伸縮計の元データを，対応する黒線はそれらから潮
汐成分を除去したものを表す。最下部のグラフは雨量の積算値を表す。

図 6
レシーバ関数の平面図 (地図)および断面図．断面 A, B, C, Dはそれぞれ、地図中の A-A’, B-B’, C-C’, D-D’に
対応する．小さい黒点は、気象庁が決定した断面内の地震の震源を示す．



図 7

図 8
宮崎－阿久根測線（図 1の AA’）でのレシーバ関数イメージ．赤線は高速度層の上面を表す（CM：大陸モホ面，
OM：海洋モホ面）．白抜きの丸は低周波地震，黒丸は通常の地震を示す．赤三角は新燃岳．



図 9
3次元解析の初期モデル

図 10
3次元比抵抗モデルを基にした 2次元断面
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飛騨山脈における地殻流体の動きの解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地殻における局所的な非弾性変形が，周辺に応力集中を発生させ，地震活動を引き起こすと考えら

れている．局所的な非弾性変形には地殻流体が関与している可能性が高いと推定される．本研究は，水

やマグマなど地殻流体と地震活動の関係を明らかにすることを目指す．飛騨山脈では，立山と白山の

間の跡津川断層，御嶽山山麓の長野県西部地震など，火山と地震活動に密接な地理的関係があるよう

に見え，火山活動に関連した地殻流体が地震活動を引き起こしている可能性がある．跡津川断層では，

断層周辺の浅い地震活動と，地殻流体の動きを反映していると考えられる飛騨山脈深部の地震活動の

関連を明らかにし，併せてマグマ供給系の解明も目指す．これにより，断層の両端部の非弾性変形と

断層への応力集中過程の関係の理解が進むと期待される．長野県西部地域では，精細な地震波速度構

造と地震活動との関係を明らかにし，地震波速度構造等の時間変化から地殻流体の動きの解明を目指

す．さらに，地殻流体の流動形態に時間変化が生じれば、地表面における自然電位異常の変化が期待

されることから、地表における地電位差連続観測網による流体流動のモニタリングを試みる．

（６）本課題の５か年計画の概要：

[平成 21年度]

　跡津川断層と飛騨山脈に位置する立山火山周辺においては、既往研究で行われた地震観測との継続

性を保ちながら、通年の観測を目指す。同じく飛騨山脈の焼岳火山周辺においては山体近傍での新た

な臨時地震観測点の選定を行う。跡津川断層西端の白山火山周辺での臨時地震観測の可能性の検討を

行う。長野県西部地域では，高サンプリング高密度の稠密地震観測を継続するとともに，既存データ

の解析を進める．長年蓄積されているデータを同一のアルゴリズムで再処理・再読み取りして，均質

なデータセットを作成する．これらのデータを用いて，低速度異常域を精細にマッピングするととも

に，その周辺の応力場の不均質性を，応力インバージョンや波形解析から推定する．実施済みの電磁



気探査データ (広帯域MT、AMT、ネットワークMTなど )の収集・コンパイルをし、比較的浅部 (5km

深程度まで)の 3次元比抵抗イメージングを行う。

[平成 22年度]

　立山周辺での臨時地震観測の継続と、焼岳周辺での通年観測の開始。双方における短周期イベント、

低周波イベントの詳細な震源分布や発震機構の解析。前年の検討結果に基づく白山周辺での地震観測。

長野県西部地域では，高サンプリング高密度の稠密地震観測を継続するとともに，既存データの解析・

処理を進める．低速度異常と周辺の応力場の空間的な不均質性を，より高分解能でマッピングすると

ともに，それらの時間変化の検出を試みる．浅部比抵抗構造・地震波速度構造を参照し、電位差モニ

タリングに最適な電位差観測点を選定・設置し，観測を開始する。

[平成 23年度]

　立山、焼岳、白山周辺での地震観測の継続と、詳細な震源分布や発震機構の推移の解析を行う。長

野県西部地域では，地震波速度構造や応力場の時間変化の検出を行うとともに，電位差観測網データ

を長基線電場データとして利用し、深部 (10数 km深まで)の比抵抗イメージの高度化を行う。

[平成 24年度]

　立山、焼岳、白山周辺での地震観測の継続と、詳細な震源分布や発震機構の推移の解析を行う。長

野県西部地域では，地震波速度構造や応力場の時間変化の検出を継続するとともに，電位差モニタリ

ングを継続し、電位異常の有無を確認するとともに、ソースの推定・発生メカニズムについてのモデ

ル化を行う。

[平成 25年度]

　立山、焼岳、白山周辺での地震観測の継続と、詳細な震源分布や発震機構の推移の解析，及び，こ

れらと、跡津川断層の地殻活動の関係の検討を行う。長野県西部地域では，地震波速度・比抵抗の統

合モデリングにより，地殻流体の動きの解明を行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
東北地方太平洋沖地震直後から飛騨山脈では活発な群発地震活動が発生し，その後も地震活動度が高

い状態が継続しているため，ここに重点をおいて観測研究を継続した．飛騨山脈においては，その後

も散発的な群発地震活動が続き，2013年には，4月から 10月にかけて穂高岳付近で最大M3.9（京大

暫定M4.2）の地震を含む活動が発生し，焼岳の火山活動との連動の観点からもその活動を注視した．

飛騨山脈で暫定値ながら M>4を超える地震が発生したのは，2011年 3月以来のことであった．微小

地震観測研究における震源決定処理等の作業の重要性は言うまでもないが，昨今の熟練した検測者の

退職に伴い，これらの作業の効率化は喫緊の課題となっている．本年度は，これらの地震活動を解析

する手法として，Matched Filter Method(MFM)を導入し，稼動試験を行った．

その結果，本手法は，本地域のような，震源域がコンパクトにまとまっている群発地震の処理には有

効であることが判明した．解析地域は図１の枠で囲んだ地域である．図２は，2013年 4月から 10月

末までの穂高岳周辺の群発地震活動をMFMにより解析した震源分布，図３は同期間の気象庁カタロ

グによる震源分布であり，前者は 3倍弱の地震を震源決定できていることがわかる．図４は同期間の

気象庁による有感地震の初動極性による発震機構解であるが，これは当地域の広域応力場に調和的で

ある．なお，この群発地震活動の前後，焼岳の火山活動に関係すると思われる地震活動等は認められ

なかった． 　

長野県西部地域においては，10kHzサンプリングの地震観測データを活用して，地震活動の時空間変

化や，地震波速度構造と応力場との関係などを調べ，地殻流体の地震活動に対する役割の解明を進め

てきた．その結果，地震活動は，S波速度が速いところで活発な傾向があるが，Vp/Vs比との相関がよ

り良く，Vp/Vs比の小さなところで活発であることが分かった．長野県西部地域では，竹田・他 (1999)

によりクラックのない岩石本体の速度が求められており，岩石の種類によらずほぼ一定であることが

分かっている．本研究で推定された速度はいずれも推定された岩石本体の速度より小さいため，クラッ

クとその中の流体の有無で解釈可能である．Vp/Vsの大きな領域では，薄いクラックを満たした水の



効果により，非地震・非弾性変形が進行して，地震が起こりにくいものと推定された．その周辺では応

力集中が発生すると予想されるが，応力逆解析により，Vp/Vs比が大きい領域の近傍で，主応力軸が

傾いているという結果が得られた．その周囲では最大圧縮応力はほぼ水平，最小圧縮応力軸はほぼ鉛

直であるので，この主応力軸の傾きは推定誤差によるものではないと推定されるが，残念ながら，こ

れまでの解析ではその違いは 95%の信頼区間を越えて有意ではない．

　1995年から約 15年間の地震活動の詳細な解析により，2002年以降，深さ 2km以浅の活動が顕著に

低下していることが明らかになった．数 kmという浅部でも地震活動が活発であることが長野県西部

地域の大きな特徴なので，今年度は，その原因を推定するために，地震波速度構造の時間変化との対

応を調べた．以前は，時間変化を考慮した４次元インバージョンを行ったが，今回は，期間を分割し

て解析を行った．図５に，断層走行に平行な断面における，1995-1997,1998-1999, 2002-2005年の３つ

の期間における速度構造を示す．３つめの期間は地震活動が変化した時期に対応している．図の中央

付近の深さ 2-3kmに，浅部で活発な特徴的な地震群が見られるが，Vp/Vsの小さな領域とよく対応し

ている．1995-1997, 1998-1999の両方の期間においてほぼ同様の速度構造が推定されており，得られ

た結果の信頼性が示唆される．2002-2005年の結果を見ると，上記の活発な領域では活動が顕著に低

下しているが，そこでの速度構造は，依然として，Vp/Vsが非常に小さい特徴がみられる．一方，そ

の右側 (東側)では，新たな地震活動が起こっているが，その上方を中心に，これまで見られなかった

Vpの高速度の領域 (図５の A)が推定されている．そこでは Vp/Vsがやや大きいため，その領域に新

たに流体が流れ込んだ可能性がある．新たに地震活動が起こった領域では，Vp/Vsがやや小さめであ

り，これまで得られた傾向と調和的である．図６に直交する断面における結果を示す．2002-2005年に

おいては，Y=8付近とともに，Y=5, Z=4付近にも局所的に Vpが高速度で Vp/Vsが大きな領域 (図６

の B)が推定されている．その上部，Z=2～3付近には低速度のパッチが顕著となっているが，以前の

断面においては，左 (南方)から伸びている低速度域が，さらに拡がったように見える．この部分では，

図７に示すように，顕著な前震のマイグレーションを伴った 1999年 4月 5日M3.8の地震が発生して

おり，流体の移動が示唆されていたが，Vp/Vsが小さめであることと合わせると，その震源域から周

辺に向かって流体が流れ出したという解釈が可能である．2002-2005年においては，地震の震源分布

がそれ以前に比べて顕著に変わっており，解析結果の違いは，震源分布の違いによる可能性があるか

もしれない．しかしながら，震源分布の違いにもかかわらず，図５の中央付近の Vp/Vsが小さな領域

は，３つの期間で安定して求められている．また，図６の 2002-2005年における Y=6, Z=4付近の Vp

が高速度で Vp/Vsが大きな領域では，地震活動が顕著に低下しており，地震活動との対応がよい．こ

のように，全くの artifactとも思えないため，今後，より信頼性の高い手法により検証することが重要

である．

　上記のように，長野県西部地域においては，薄いクラックを満たした水の効果により，非地震・非

弾性変形が進行して，地震が起こりにくい領域がある一方，その周辺は応力集中が発生している可能

性が指摘された．また，地殻流体の移動を示唆する地震波速度構造の時間変化の可能性も示唆された．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Doi, I., S. Noda, Y. Iio, S. Horiuchi, S. Sekiguchi Relationship between hypocentral distributions and Vp/Vs

ratio structures inferred from dense seismic array data: a case study of the 1984 western Nagano Pre-

fecture earthquake, central Japan Geophys. J. Int. 2013 195: 1323-1336, 2013. 　

京都大学防災研究所附属地震予知研究センター上宝観測所、2014、飛騨山脈穂高岳付近の 2013年の

地震活動について、地震予知連絡会会報、第 91巻、印刷中．
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図１ 　飛騨山脈地域における解析地域



図２ 　MFMにより解析した 2013年 4月から 10月末までの穂高岳周辺の震源分布



図３ 　2013年 4月から 10月末までの気象庁カタログによる震源分布



図４ 　2013年 4月から 10月末までの気象庁による有感地震の初動極性による発震機構解



図５ 　長野県西部地域における，断層走行に平行な鉛直断面 (Y=8.5)での，1995-1997,1998-1999，2002-2005年の
３つの期間の３次元速度構造．X軸の走向は N70 °E．



図６ 　長野県西部地域における，断層に直交する断面 (X=11.5)での，1995-1997,1998-1999，2002-2005年の３つ
の期間の３次元速度構造．Y軸の走向は N20 °W．



図７ 　1999年 4月 5日M3.8の地震の前震・余震分布．地震前の約２週間の間に，顕著な前震のマイグレーショ
ンが発生した



平成 25年度年次報告

課題番号：1807

（１）実施機関名：

京都大学防災研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

注水実験による内陸地震の震源断層の微細構造と回復過程の研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

ア．断層面の不均質性と動的破壊特性

3. 新たな観測技術の開発

（3）観測技術の継続的高度化

ア．地下状態モニタリング技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　５か年間の到達目標は主として以下の 3つである。

1)野島断層（震源断層）の詳細な破砕帯構造の推定

　平成 25年度に野島断層の深部破砕帯（深さ 1800m）に対して初めて直接的な注水を行い、震源断

層の透水性及び詳細な破砕帯構造を推定する。長期的には更に約 5年後（次期５か年計画）において

2回目の 1800m深度注水実験を実施して、震源断層における透水係数の経年変化を検出し、野島断層

（震源断層）の強度回復過程の検出につなげる。これまで実施した 540m深度注水データの解析・モデ

ル改善、及びアクロス連続運転（平成 21～25年度の各年 2-3か月間実施）により、野島断層近傍岩盤

の強度回復過程についても引き続き検証を行う。1800m深度注水及び従来の 540m深度注水の結果を

合わせた解析により、震源断層から分岐断層（震源断層から南東方向に約 400m）にいたる断層帯の広

範囲にわたる透水性構造及び注入水の挙動を推定する。

2)注水誘発地震の発生過程の解明

　1800m深度注水により誘発地震（深さ 2-4km）が多数発生することが予想される。これを用いて、

誘発地震の震源過程の特性及び地震発生における流体（間隙水圧）の役割の解明、及び断層面の摩擦

特性の推定等、活断層における誘発地震の発生過程を解明する。これまで実施した 540m深度注水に

伴う誘発地震と合わせた解析を行い、野島断層の詳細な深部破砕帯構造を推定し、断層構造の不均質

性と地震の発生過程について解明する。



3)内陸地震の震源断層における応力集中過程の解明

　野島断層及び他の内陸地震の震源断層を対象として、断層深部構造（特に走向方向の構造不均質性）、

本震時の破壊過程（アスペリティ分布等）及び回復過程（断層における回復過程進行の非一様性）の

関係について、既存の研究成果を含めて系統的に事例集積し、総合的に検討する。これに基づき、内

陸地震の震源断層における構造不均質性と応力集中過程についての解明を目指す。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は、従来の 540m深度注水実験により得られたデータ、特に平成 20年度に実施した第 6

回注水実験のデータ解析により野島断層近傍岩盤の透水係数及びその経年変化の研究を更に進展させ

る。注水に伴う極微小地震（誘発地震）の検出及びその波形解析、クラスター構造解析等を系統的に

行い、野島断層周辺に発生する極微小地震の発生過程の特性について検討する。アクロス連続運転を

実施し、地表震源装置と 800m孔及び 1800m孔地震計間の地震波走時及び振幅の経年変化について検

証を行う。1800m及び 800m孔における地震・地殻変動・地下水の連続観測を継続する。さらに、平成

25年度実施の 1800m深度注水実験に向けて、500m孔における新たな地下水連続観測の準備、及び野

島断層近傍（地上）における地震観測点設置の準備を行う。

　平成 22年度は、引き続き従来の 540m深度注水実験データのモデリング高度化、及びアクロス連続

運転により野島断層近傍岩盤の強度回復過程検出を進展させる。地上及びボアホール地震計データの

解析、及び 500m孔における地下水予備観測を行う。野島断層及び他の内陸地震の震源断層・活断層

の深部構造と回復過程の事例（解析も含む）を集積する。

　平成 23年度は、引き続き従来の 540m深度注水実験データのモデリング高度化、及びアクロス連続

運転により野島断層近傍岩盤の強度回復過程検出を進展させる。地上及びボアホール地震計データの

解析、及び 500m孔における地下水予備観測を行う。野島断層及び他の内陸地震の震源断層・活断層

の深部構造と回復過程の事例（解析も含む）を集積する。

　平成 24年度は、1800mボアホール地震計の引き上げ等、1800m深度注水実験の準備を行う。アクロ

ス連続運転による地震波走時・振幅の経年変化の検出を進展させる。地上及びボアホール地震計デー

タの解析、及び 500m孔における地下水予備観測を行う。野島断層及び他の内陸地震の震源断層・活

断層の深部構造と回復過程の事例（解析も含む）を集積する。

　平成 25年度は、1800m深度注水実験を実施し、震源断層（野島断層）の透水係数を推定する。従来

の 540m深度注水の結果も合わせた解析により、震源断層から分岐断層にいたる断層帯の透水性構造

及び注入水の挙動を推定する。1800m深度注水による誘発地震の発生を検出し、誘発地震の震源過程

及び発生特性を推定する。野島断層及び他の内陸地震の震源断層・活断層の深部構造と回復過程につ

いて取りまとめる。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
【1800m深度注水実験】

　平成 24年度から 25年度前半にかけて，1800m孔の漏水カ所より深部にパッカーを設置する作業を

行った．これまで，1997年から 2009年にかけて行ってきた注水実験では，1800m孔の 540m深度付

近で漏水を生じており，実質的に 540m深度での注水実験となっていたが，このパッカー設置により，

1800m孔底（孔底付近の深さ約 75m区間にのみ通水性のジェットパフォレーションあり）からの注水

が可能となった．このパッカー設置作業では，孔内に地震計の信号ケーブルと温度計測用の光ファイ

バを設置した状態で，パッカーを降下し設置した．すなわち，パッカー設置後も（注水実験中も），孔

底での地震観測を継続できるようにした．ただし，光ファイバについてはパッカー降下作業中に切断

したため，孔内温度計測はできなくなった．

　パッカーの設置完了後，2013年 9月 15日～29日の 2週間，1800m深度（1800m孔底付近）への注

水実験を行った．孔口での圧力を 5.0MPaと設定し，流量は 20-24l/min，総注水量は 44klであった．

　1800m深度注水実験に伴い，800m孔底で観測された歪み変動（StrD成分）を図 1に示す．9月 26



日以前は，ロガーのトラブルのためか，現在のところ観測データを取り出せていないものの，注水停

止後の特徴的な変動（伸張）は記録されている．この歪み変動について，1800m深度を注水地点とし

た間隙水圧の三次元拡散過程，および間隙水圧による弾性変形を仮定して，モデル計算を行った（図

1の赤い線）．1800m孔底から 800m孔底にかけての領域の透水係数は 0.31 x 10−6 m/sと推定された．

図 2には，従来の 540m深度注水実験により推定された透水係数の経年変化も合わせて示す．

　1800m深度注水実験に対して，地表での自然電位変動が観測されたが，従来の 540m深度注水実験

とは異なり，生データでは注水の開始と停止に同期した変動が明瞭ではなかった．また，今回初めて

観測した 500m孔周辺でも 1800m孔周辺と同期した自然電位変動が観測された．これらの自然電位変

動は地磁気変動による誘導電流によるものではないことを確認している．独立成分分析を用いた予察

的な解析では，注水期間前半は振動的な変動であり，後半には 2mV程度の負側への自然電位変動が

1800m注水孔近傍の電極で見られたが（図 3の A1），この大きさは従来の変動と比べて極めて小さい．

一部の電極で逆センスであることは 2006年以降の 540m深度注水実験と調和的である．今回観測され

た自然電位変動が小さいのは，深さ 1800mの断層破砕帯において透水性が大きいために発生する流動

電位が小さいのか，1800m注水孔のケーシング・パイプが理想的な導体ではなく有限な比抵抗値を持

つために地表での値が小さくなっているのか，今後，さらなるノイズ軽減処理も含めて，検討を行う．

　注水に伴う極微小地震の活動変化について，800m孔地震計による S-Pタイムの時間変化を図 4に示

す．従来の 540m深度注水実験では，S-Pタイム 0.3～0.5秒の極微小地震が，注水開始の数日～十数日

後に活発化する傾向が見られた．今後，波形の相関や震源クラスター構造などの解析も行い，さらに

検討する．今回の注水実験では，注水孔周辺の 6カ所（地上）に地震計を設置したので，詳細な震源

分布等の検討も行う．

　800m孔および 1800m孔地震計のデータについては 10kHzサンプリングで連続収録した．注水期

間およびその前後に注水孔周辺で発生した極微小地震（図 5に示す 5個）について，1800孔地震計の

10kHzサンプリング波形データの解析を行った．観測された P波速度波形から変位スペクトルを求め，

周波数依存性の無い Qの補正を行い，それにω −2モデルを適用してコーナー周波数と地震モーメン

トを推定した（図 6の赤丸）．比較のため，Hiramatsu et al. (2002)による 2000年注水実験時のデータ

（今回と同じ 1800m孔地震計の 10kHzサンプリングデータ）についても同じ解析を行った（図 6の緑

丸）．ノイズの影響により地震モーメントが小さい地震についてはコーナー周波数が低めに見積もら

れている，すなわち静的応力降下量が小さめに推定されている可能性もあるが，得られた静的応力降

下量はほぼ 0.1 MPaから 10 MPaの範囲であった．過去の研究結果とも比較すると，この解析結果は

地震モーメントがコーナー周波数の-3乗に比例する関係と調和的である（図 6）．

【アクロス連続運転による野島断層近傍の地震波伝播特性の測定】

　平成 21年度から 25年度にかけて，毎年，野島断層近傍の地表岩盤に設置されたアクロス震源の連

続運転を実施した．平成 25年度については，2013年 5月 15日～6月 5日にかけて，および 11月 27

日～2014年 1月 15日にかけて実施した．過去 8回の連続運転（2000年 1月～2001年 4月，2003年 3

月～6月，2005年 8月～9月，2007年 11月～2008年 5月，2009年 9月～2010年 1月，2010年 11月

～2011年 1月，2011年 11月～2012年 2月，2012年 10月～2013年 1月）と同じパラメータで運転

し，アクロス震源と 800ｍ孔底地震計の間の伝達関数から P波および S波の走時と振幅の経年変化を

推定した．また，1999年 6月および 9月に試験的に実施した実験データについても再解析を行い，共

通の周波数帯の応答を取り出して比較することにより，1999年～2013年にわたる経年変化を推定した

（図 7）．その結果，走時は各期間で± 1ms程度のばらつきを持つものの，1999年～2013年にかけて

約 2 ms（0.4%）程度速くなる傾向が確認された．P，S波の振動方向による変化傾向の違いは特に見

られない．振幅については各期間で± 10％程度のばらつきがあり，経年変化について単調な増加ある

いは減少の傾向は見いだせない．1999年，2011年，2012年，および 2013年には P波の振幅が特に大

きく推定されているが，これは走時の速まりに対応して振幅が大きいものと考えることができる．上

記と同じ伝達関数を用いて，後続波部分における走時変化についても推定した（図 8）．鉛直成分，水

平成分ともに走時のばらつきが大きいものの，鉛直成分については変化がなく，水平成分については



変化がないかもしくは 0.1%程度速くなっているように見える．後続波（散乱波）部分は直達波経路よ

りも広い領域の速度変化を反映すると考えられるので，野島断層の破砕帯近傍ではその周辺領域より

も速度の速まり（強度回復）が大きいことを示唆するものと考えられる．

【その他】

　平成 21年度から 25年度にかけて，1800m孔および 800m孔における地震，地殻変動，地下水，孔

内温度の連続観測を継続し，各種の基本的な解析を行った．また，野島断層および他の内陸地震の震

源断層について，深部構造やその不均質性，本震における破壊過程，および回復過程に関わる観測事

例等の検討を行った．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
村上英記・比嘉哲也・鈴木健士・川崎慎吾・吉村令慧・後藤忠徳・大内悠平・山口 　覚，2013年度野

島注水実験序報，Conductivity Anomaly研究会，2014年 1月 8日（東京大学地震研究所）.

西上欽也・野島断層注水実験グループ，野島断層における繰り返し注水実験―回復過程と誘発地震の

研究―，月刊地球， 36，130-138， 2014.

西上欽也・野島断層注水実験グループ，野島断層における繰り返し注水実験－野島断層の回復過程と

誘発地震の研究－，ICDP次期 10年ドイツ会議に向けた国内ワークショップ，2013年 9月 21-22

日，2013.
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岡耕春・田所敬一）、静岡大学理学部（生田領野）、金沢大学理工研究域自然システム学系（平松良

浩）、高知大学理学部（村上英記）、大阪市立大学理学部（山口 　覚）、奈良産業大学情報学部（向
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図 1
1800m深度注水実験に伴う 800m孔歪みデータの変動（StrD成分）．赤線はモデル計算．



図 2
図 1に示すモデリングから推定された透水係数（右端のプロット）．参考までに，従来行った 540m深度注水実験
による 800m孔歪みデータから推定された透水係数の経年変化も合わせて示す．

図 3
独立成分分析により抽出された，注水に関連する自然電位変動．A1（青）や A2は 1800m孔の近く，A7は逆に変
動している．



図 4
800m孔地震計による S-Pタイムの時間変化．水色は注水実験の期間（2013年 9月 15日～29日）．

図 5
波形解析に用いた地震の震源分布（黒丸）と臨時観測点の分布（赤三角）．赤線は活断層を示す．



図 6
コーナー周波数と地震モーメントの関係．赤丸は今回の注水実験期間のデータ，緑丸は 2000年に実施した注水実
験期間のデータの解析結果を示す．



図 7
1999年 6月～2013年 6月にかけてアクロス連続運転により測定された，野島断層近傍における直達波（P波およ
び S波）の走時（上）および振幅（下）の時間変化．いずれも，2008年 3月を基準とした走時の遅れと振幅の比
を示す．赤，緑，青はそれぞれ，P波，断層に直交する S波，および断層に平行な S波．

図 8
1999年 6月～2013年 6月にかけてアクロス連続運転により測定された，後続波部分の走時の時間変化．2008年
3月を基準とした走時遅れの割合を示す．赤，緑，青はそれぞれ，鉛直成分，震源方向の水平成分，および震源直
交方向の水平成分．



平成 25年度年次報告

課題番号：1808

（１）実施機関名：

京都大学防災研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

断層面および断層周辺の不均質性に基づく断層への応力集中過程の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

ア．断層面の不均質性と動的破壊特性

（4）地震発生・火山噴火素過程

イ．地殻・上部マントルの物性の環境依存性

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本研究課題は、次期計画中の「地震準備過程」に関する研究課題のひとつとして位置付けることが

できる。特に、建議中にある「内陸地震に関しては、地震発生層である上部地殻と下部地殻・最上部

マントルの不均質とその変形の空間分布を把握し、ひずみ集中帯の形成・発達と地震発生に至る過程

に関する定量的なモデルの構築を目指す」に沿った研究課題である。この研究課題の実施により、断

層への応力集中を解明するための基礎的モデル構築に貢献する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21～23年は主に各地域での手法開発の期間とし、島根県東部から鳥取県西部地域において応力

集中過程の解明のため，満点システムによる微小地震観測を開始し必要なデータを取得する。また、新

しい応力逆解析手法の開発も合わせて開発する。長野県西部地震及び鳥取県西部地震の震源域におけ

る稠密地震観測データを用い、震源断層や破壊開始点、アスペリティの位置の推定手法の開発を行な

う。また、鳥取県西部地域でこれまでに取得されたデータ及び補充観測によるデータをもとに更に深

部までの比抵抗構造を求め地震断層周辺の不均質性の把握を行う。一方、山崎断層で、ひずみ計、臨

時地震観測とハイドロフォンを使用した極微小地震の活動変化を解明するとともに、近畿地方北部の

いくつかの活断層で地震波散乱解析によるにおける深部不均質構造の推定を行う。なお、山崎断層で

は断層の定常的な変位をモニターするため、断層をまたぐ伸縮計によるひずみ観測を実施する。また、

平成 23年からは上述の研究内容に加えて、花折断層・有馬高槻断層系、山崎断層系の地域をカバーす

る SARデータを入手し、他課題において開発される予定の InSAR時系列解析を適用・拡張する。



　平成 24～25年は、平成 21～23年の期間に実施した観測を必要に応じて継続するとともに、それま

でに各地域で高度化されたそれぞれの手法をそれぞれ近畿地方中北部の断層（花折断層・有馬高槻断

層系、山崎断層系）へ適用するとともに、地震波散乱解析により近畿地方北部の広い地域での地殻不

均質構造の時空間分布特性の違いに着目して断層系への応力集中機構を解明するための特徴的な構造

を抽出する。さらに、InSAR時系列解析により地殻変動の詳細な時空間パターンをとらえ、花折断層・

有馬高槻断層系、山崎断層系などでの応力集中機構のモデル化を図る。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　満点システムを用いた稠密地震観測，および，跡津川および濃尾合同地震観測，能登半島地震合同

余震観測，ひずみ集中帯における重点的調査観測等のプロジェクトによって得られた，内陸地震の断

層への応力集中機構とひずみ集中帯の形成に関する成果は以下のように要約出来る．

(1)長野県西部地震，能登半島地震の震源域や山陰地方の地震帯において，断層や地震帯の下部地殻へ

の延長部のゆっくりすべりにより説明可能な，応力場の空間変化が推定された (Yukutake et al., 2010,

Kawanishi et al., 2009, Kato et al., 2011)．

(2)跡津川断層付近の下部地殻に低速度異常域および低比抵抗異常域が推定されているが (Nakajima et

al., 2010, Yoshimura et al., 2009)，GNSSによる変動の解析結果から (Ohzono et al., 2011)，異常域の端

に，幅の狭い断層帯が存在し，そこに変形が局所化していると考えられる．

(3)能登半島地震の余震域の中央部直下に見出された低速度異常および低比抵抗異常 (Kato et al., 2008,

Yoshimura et al., 2008)は，その拡がりが余震域に比べて小さいことが特徴であるが，上記の跡津川断層

周辺の下部地殻内の異常域は大規模なものであり，断層直下だけでなくその両端部直下を含めてWeak

Zoneとなっている (Nakajima et al., 2008; Yoshimura et al., 2009)．下部地殻の不均質構造が個々の断層

を超えて拡がっている場合に歪み集中帯が形成されると考えられる．

(4)琵琶湖西岸地域においてイメージングされた S波の反射面 (青木・他, 2013)の端付近にモホ面の段

差が推定されたが，琵琶湖西岸断層帯が高角で下部地殻まで伸びていると仮定すると解釈可能である

(ひずみ集中帯プロジェクトによる)．

(5)新潟-神戸歪集中帯に属する堆積盆では，短縮歪み速度が大きいにも関わらず，大規模な沈降が起

こっており，断層の上盤側が海水準下にあるものもある (飯尾，2009,西村・他, 2012)．

　これらの知見を総合し，新潟-神戸歪集中帯の南西端に位置し，花折断層・有馬高槻断層系など活断

層が集中している近畿地方中北部において，歪集中機構および断層への応力集中機構の解明のため，定

量的な物理モデルを構築した．図１に，近畿地方の活断層の分布とモデル化した断層を示す．当地域

には多数の活断層が知られているが，その中から主要なものとして図に示す 10個を選び，図２に示す

ように，単純な平面断層で近似して，有限要素モデルを構築した．モデル化においては上記の知見か

ら，下部地殻において変形は断層帯に局所化していること，上部地殻の断層は高角で下部地殻への延

長部を持ち，それはモホ面まで直線的に伸びていること，新潟-神戸歪集中帯においては下部地殻も含

めて断層帯が水平方向に連続していることを考慮した．地殻は弾性体，マントルは粘弾性体と仮定し，

各断層は幅 1kmのガウジゾーン (上部地殻)と延性せん断帯 (下部地殻)とした．南北および東側の側

面をローラー境界 (境界に鉛直な変位を拘束)とし，西側の面に変位 (1km)を与えた．図３に，長期間

の変形の結果を示す．本来は，上部地殻で地震を定期的に発生させ，下部地殻・上部マントルの応答

が安定した後の計算結果を示すべきであるが，簡単のため，断層帯は上部・下部地殻とも粘弾性体と

仮定して，十分長い時間が経過し，断層帯及びマントルで応力緩和が起こった後の上下変動を示して

いる．琵琶湖，大阪湾や奈良盆地で沈降，その周辺で隆起しており，堀川 (2003)による基盤構造とも

調和的である．断層の上下変位は，例えば，琵琶湖西岸断層帯において約 600mとなっている．この

地域において年間 1cm程度の東西短縮レートであるとすると，1kmの変位は 10万年分に相当し，上

下変位速度は 0.6cm/年となる．また，大阪湾の周辺では，中心に近い断層ほど断層の上盤側も低い位

置にあり，飯尾 (2009)の指摘した現象を再現しておる．また，当然ながら，琵琶湖から大阪湾にかけ

て歪みが集中しているが，断層端が他の断層に連続していない，三峠や有馬高槻断層帯の西端付近で



は，変形は非常に小さくなっている．断面を見ると，上町断層や生駒断層の直下においてマントルで

下向きの変位が，六甲断層の西側で上向きの変位が起こっており，堆積盆地の沈降には，断層スケー

ルを越えたマントルの流動が関与している可能性を示唆している．また，この図では見えないが，沈

降域は大阪湾から琵琶湖の方へ連続している．さらに，上部地殻の断層を弾性体とすることにより応

力集中機構をモデル化した．走向が南北に近い断層帯周辺においては逆断層的な，走向が北西-南東あ

るいは北東-南東に近い断層周辺では，横ずれ型の応力集中が発生することが分かった．

地震活動の推移に関してもその詳細をモニターするため，微小地震活動が活発な山崎断層において，

臨時地震観測点 3点による観測を追加し，微小地震の高精度の震源分布および発震機構を求めてきた．

山崎断層周辺のやや長期的な地震活動について調べるため，M4以上の地震に着目すると，1984年以

降，20年近く発生がなく静穏化していたこと，最近の小さな地震の活動は，2005年初頭から南東側で

活発化していることがわかった．より小さな地震の発生状況と断層の状態（地震活動）の相関につい

て調べるためのハイドロフォン観測からは，1日あたり 1～20個の微小イベントが検出される場合が

あることがわかった．断層の定常的な変位をモニターするため，断層をまたぐ伸縮計によるひずみ観

測を継続した．なお，東北地方太平洋沖地震後，山崎断層周辺では明瞭な地震活動の変化はみられな

かった．

　また，本研究課題では，活断層周辺での応力集中の様子を空間的にモニターするための手法開発の

基礎的な研究として、琵琶湖西岸地域や山崎断層周辺で，ALOS衛星 PALSAR画像を用いて InSAR時

系列解析を行った．以下に示す例は，山崎断層周辺の例で，2006年 12月 28日から 2010年 8月 23日

の 3年 8ヶ月の期間に南行軌道から撮像された 10枚の SAR画像を用いたものである．InSAR時系列

解析では，まず干渉性がよいと考えられる垂直基線長 1000m以下のペアで干渉画像を計算し，さらに

目視で干渉性が悪いものを取り除いたあとで，最小二乗法で変動時系列を求めた．また，干渉画像に

は電離圏の電子密度擾乱等による長波長ノイズが認められたため，変動時系列を解く際，長波長ノイ

ズを一次曲面で近似して取り除いた．

　得られた視線方向（東上方向）の平均速度（図４）には，大きさが数mm/year程度の空間的に相関を

持つゆらぎが認められるが，これは主に対流圏のマイクロ波伝播遅延による見かけ上のものであると

考えられる．また，山崎断層帯周辺に断層運動あるいは断層の固着に起因する変形があるならば，断層

帯を挟んだ相対変位があるはずであるが，このような傾向は見られず，これは山崎断層周囲の歪レー

トがかなり小さい（1mm/year以下）ことを示唆している．なお，解析範囲の山崎断層帯主部は左横ず

れが卓越することが知られているが，これは北側が南側に対して遠ざかる（図では北が寒色系，南が

暖色系になる）ことに対応する．InSAR解析により明らかになった小さな歪レートは，過去の三角測

量や GPS測量の結果と整合的である．

　

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
京都大学防災研究所地震予知研究センター,山崎断層の地震（2013年 11月 2日、Mj = 4.0）について，

第 202回地震予知連絡会資料，2014年 2月 17日.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
担当者：大志万直人

参加者：飯尾能久、片尾浩、澁谷拓郎、西上欽也、加納靖之、James MORI、吉村令慧、徐培亮、橋

本学、福島洋、中尾節郎、西村和浩、他：計約 14名

他機関との共同研究の有無：有

鳥取大学、神戸大学、高知大学との共同研究（参加人数 　約 4名）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学 　防災研究所 　地震予知研究センター



電話：

e-mail：

URL：http://www.rcep.dpri.kyoto-u.ac.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：大志万直人 　

所属：京都大学防災研究所 　地震防災研究部門

図１：近畿地方の活断層の分布 (赤)とモデル化した断層 (青)
黒四角が有限要素モデルを作成した領域 (140km× 100km)．BWK:琵琶湖西岸，HNO:花折，NSY:西山，MTG:三
峠，ATL:有馬高槻，NRB:奈良盆地東縁，IKM:生駒，UEM:上町，OSW:大阪湾，RKO:六甲淡路の各断層帯．産総
研地下構造可視化システムにより作成した．



図２：有限要素モデル

黒：断層帯の地表トレース．赤：断層帯の地下形状．断層の傾斜角は，BWK, NSY, NRB, IKM, UEM, OSWが 60
度，ATL, RKOが 80度，HNO, MTGが 90度．モデルの大きさは，東西 140km，南北 100km，鉛直 90kmである．
上部・下部地殻，マントルの厚さは，それぞれ 15km, 15km, 60kmとした．この図には深さ 40km以深は図示され
ていない．

図３：長期間の変形の結果

西側の側面全体に 1kmの変位を与えた (1cm/年の短縮速度で 10万年分に相当)．コンターは上下変位で赤いほど相
対的に隆起，青いほど相対的に沈降となっている (赤と青の差は約 900m)．変形は 10倍に拡大して表示されてい
る．黒細線はメッシュで，深さ 40km以浅は 4面体，40km以深は 6面体とした．

図４：山崎断層周辺での InSAR時系列解析により得られた視線方向（東上方向）の平均速度
InSAR時系列解析には，2006年 12月 28日から 2010年 8月 23日の 3年 8ヶ月の期間に南行軌道から撮像された
10枚の PALSAR画像を用いたものである．



平成 25年度年次報告

課題番号：1809

（１）実施機関名：

京都大学防災研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

桜島火山における多項目観測に基づく火山噴火準備過程解明のための研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-2）火山噴火予測システム

ア．噴火シナリオの作成

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本研究の目標は，マグマの蓄積期にある桜島を対象に，多項目の 5年にわたる長期観測に基づいて

カルデラ下におけるマグマの蓄積に伴うその量の推移及び桜島南岳直下へのマグマの移動の過程を把

握した上で，火山体構造とその時間変化をあわせ考慮し，桜島のマグマ蓄積・移動・上昇モデルを構

築し，今後起こり得る活動について予測することにある．

（６）本課題の５か年計画の概要：

平成 21年度

　火山性地震の稠密観測を桜島及び周辺南九州域において開始する（海域を含む）．GPS連続観測点

の増設を行う．また，地盤変動観測・重力測定・火山ガス放出量，噴出物の分析などの多項目観測を

実施する．地震波による反射法探査を実施し，人工地震探査（平成 20年度）の結果と比較して構造の

時間変化を把握する．

平成 22年度

　火山性地震稠密観測及び GPS観測を継続し，地盤変動観測・重力測定・火山ガス放出量，噴出物の

分析などの多項目観測を繰り返す．

平成 23年度

　火山性地震稠密観測及び GPS観測を継続し，地盤変動観測・重力測定・火山ガス放出量，噴出物の

分析などの多項目観測を繰り返すことにより，火山体内及び周辺の応力状態の分布と時間変化を把握

し，マグマの蓄積・上昇モデルを構築する．また，空中磁気測量，MT探査を実施し，平成 19年度の

結果と比較して比抵抗構造の時間変化を把握する．

平成 24年度



　火山性地震稠密観測及び GPS観測を継続し，地盤変動観測・重力測定・火山ガス放出量，噴出物の

分析などの多項目観測を繰り返し，マグマの蓄積・上昇モデルの修正を行う．

平成 25年度

　トモグラフィー的手法による火山体構造探査を行い，平成 20年度に実施予定の火山体構造探査に

よって得られた構造と比較し，その時間変化に基づいて，多項目観測から得られたマグマ蓄積・移動

のモデルの統合化を図る．モデルに基づいて活動の評価と予測を行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　2006年 6月に噴火活動が再開した桜島の昭和火口における噴火活動は年々爆発回数が増加し，長

期的な活発化の傾向にある．25年度は昭和火口における噴火活動再開後のマグマの蓄積・上昇と放出

との関係について地震，地盤変動観測，重力測定，火山ガス放出量，噴出物の分析を継続するともに，

人工地震探査を行い，平成 20年を基準とする地下構造の変化を抽出した．

人工地震探査は桜島および姶良カルデラ周辺において 11点の爆破と 370点の地震観測点により実施し

た．測線は可能な限り 2008年の測線を再現した．詳細な解析は次年度以降となるが，2008年および

2013年に発生させた人工地震の観測波形の相関を調べたところ，桜島の中央火口丘から南東側にかけ

ての観測点において相関係数が小さく，桜島中央火口丘下浅部において地下構造に変化があったこと

が示唆される（図 1）．

　昭和火口の爆発的噴火（空振振幅 10Pa以上）は 2008年 2月から発生し始めたが，急激に発生回数

が増加したのは 2009年，特に 10月以降である．爆発的噴火活動のピークは 2009年 12月～2010年 3

月，2011年 2月，2012年 1月，2013年 1月以降と 4回あり，およそ 1年ごとに消長を繰り返してい

る（図 2）．桜島昭和火口における噴火活動期におけるマグマ供給系の特徴は以下のようにまとめられ

る．?桜島の主マグマ溜りがあるとされる姶良カルデラ下におけるマグマの蓄積は，昭和火口における

爆発的噴火の継続にもかかわらず，依然として進行している．?2006年に始まった昭和火口の噴火活

動の大きな変化があったのは 2009年であり，これに前駆または同期して多くの観測項目において顕著

な変化が観測された．?最大の特徴は桜島中央火口丘へのマグマの供給と噴火によるマグマ放出が同時

進行していることである．2009年以降，浅部マグマ供給系が時間をかけてゆっくりと変化してきた．

　1)水準測量により，姶良カルデラ西縁の BM2474における地盤の隆起は依然として継続しており，

マグマの蓄積が進んでいることが分かった（図 3）．水準測量及び GPS観測から求められる地盤変動

源（茂木モデル）の位置はこれまでと同様に姶良カルデラの中央部の深度 10km付近である（図 4お

よび図 5）．圧力源における体積増加率は 800～900万m3/年程度であり，大正噴火（1914年）以降の

マグマの平均的供給率とされる 1000万m3/年程度である．

　2)図 2に示すように 2009年の秋以降，爆発回数が急増したが，これに同期して桜島島内の膨張を

示す GPSによる基線長の伸長，ハルタ山観測坑道に設置された伸縮計において膨張ひずみ，傾斜計に

おいて中央火口丘（南岳～北岳）側が隆起する傾斜変化が観測された（図 6）．傾斜ベクトルの分布か

ら地盤変動を励起する圧力源の位置は北岳付近の深さ 6kmと推定され，GPS観測からも北岳付近の圧

力源が求められた（図 7）．また，桜島東部の黒神観測井の温泉ガス中の CO2 濃度およびは H2 濃度

は爆発活動激化に先行して 2009年 3月～7月に急増した．2009年以降の昭和火口活動期において急

激な増加があったのはこの時期だけである．同様に，2009年後半の爆発活動激化においては噴出物の

分析から玄武岩質マグマが関与した SiO2の少ないマグマが供給されていることが指摘でき，2010年

以降は玄武岩質マグマの関与の度合いが弱まっている（北大課題研究 1004と連携した研究）．貫入期

に増加する．地下構造に大きな変化があったのも 2009年である．毎年繰り返した相対重力測定の値に

大きな変化はないが，2009年のみ，顕著な比高変化がないにもかかわらず重力値が減少した．さらに

2008年以降，毎年，繰り返してきた桜島東部から北部にかけての反射法探査による地下構造の変化を

みてみると顕著な変化があったのは 2009年・2010年ごろであることが分かった（図 8）．

　3)2009年後半から 2012年前半までは，地盤の隆起・膨張を伴って噴火活動が活発化し，地盤の沈

降・収縮期には噴火活動が低下したが，2012年の後半からは，噴火活動が低下している時期に隆起・



膨張，噴火活動の活発とともに沈降・収縮するようになった．このことは，2009年後半から 2012年

前半までは桜島中央火口丘下にマグマが貫入してきたときはそのまま噴火によってマグマを放出して

いたが，2012年後半以降は貫入してきたマグマをいったん蓄積し，その後，活発な噴火活動によって

放出する様式に徐々に変化してきたことを意味する．噴火活動は継続しており，火道系の閉塞度が高

くなったとは考えにくく，火道系の拡大によって噴火活動が活発化するのに要するマグマの蓄積に時

間がかかるようになったと考えた方がよい．これを示唆するデータが火山灰に付着する水溶性の HCl

と SO4のモル比であり，2009年の爆発活動の活発化以降，増加のトレンドを示している（図 9）．こ

のことは火道の拡大により熱フラックスが増大していることを示唆する．SO2の放出量も高いレベル

にあり，2011年末から 3000トン/日を超えていることが多い．また，規模の大きい噴火では火山灰の

中に火道角礫岩が検出され，火道拡大の直接的な証拠となっている（北大課題研究 1004と連携した研

究）．さらに，SO2放出量は 2008年前半、2009年後半～2010年始め、2011年末以降はしばしば 2000

ton/day以上のフラックスがみられ，特に 2011年末から 3000ton/day強にフラックスレベルが達するこ

とが多い（図 10）．このような火道系の拡大により個々の噴火の規模も大きくなっている．噴煙高度

が 3000mを超える噴火は 2013年 7月以降，28回発生しており，それ以前の 4年間の 8回よりはるか

に多い．噴火に伴う地盤変動を励起した圧力源の体積収縮量の規模別頻度分布を調べたところ，2013

年 7月以降，規模の体積変化量の大きいものが相対的に増加していることが明らかになった．このよ

うに，昭和火口における噴火活動は火道系の拡大により小規模爆発の多発からやや規模の大きいた噴

火に変化してきている．

　遠隔 FTIR測定により桜島火山の昭和火口と南岳火口の噴煙中の HCl/SO2比をそれぞれ別けて測定

を行った．その結果，両火口で異なる HCl/SO2比をもち，通常南岳火口の方が高い値を持つ．南岳火

口の HCl/SO2は通常 0.2以上の値を持つが，2010年後半から 2011年末までは 0.2以下で推移した．こ

れは，南岳火口の活動度が低下していたときに対応し，南岳火口内でしばしば火口湖が報告されてい

たので，熱水系の影響と考えられる．一方，昭和火口の HCl/SO2比は 0.1-0.175と比較的安定して推移

した．HCl/SO2比>0.15だった 2010年後半は噴火回数や火山灰総噴出量の少ない時期に対応してい

るが，その関係は明瞭ではない．この 5年間，二酸化硫黄放出率は通常数百 ton/dayから 2000ton/day

の範囲で推移したが，2009年後半～2010年始め，2011年末以降はしばしば 2000ton/day以上のフラッ

クスがみられた．特に 2011年末からはフラックスレベルが上がり，3000ton/dayを超える放出率が頻

繁に観測されるようになった．

　桜島の主たるマグマ溜りは姶良カルデラ下にあるが，桜島の中央火口丘を構成する北岳および南岳

の下にそれぞれ，マグマ溜りが推定された．地盤変動観測によれば，活動期に同期する地盤の膨張は

桜島北部を中心とする圧力源の膨張が寄与している（図 7）．2010年に実施した広帯域MT観測のデー

タを解析により得られた桜島の 3次元比抵抗構造では，北岳の下 3-5kmの深さに顕著な低比抵抗部分

が認められ，北岳下の圧力源に対応する可能性がある．2008年以降，毎年，繰り返してきた反射法地

震探査により，桜島の北東部から北部に顕著な反射断面を検出できているが，2010年以降は，検出さ

れる反射断面が少なくなっている（図 8）．このことは，2009年以降頻繁に噴火が発生し，それに対応

したマグマの北岳下への貫入の繰り返しにより，マグマがより上昇しやすくなったものと解釈できる．

一方，個々の爆発に伴う地盤変動に関与する圧力源の位置は南岳下の深さ 4km付近と昭和火口下 1km

付近に求められるので，個々の噴火活動については南岳下のマグマ溜りが関与すること，昭和火口は

南岳下のマグマ溜りから南岳下に向かう中央火道系から枝分かれした細い火道によって接続されてい

ることが類推できる．南岳に向かう火道と昭和火口に向かう火道は浅部において異なることは FT-IR

観測によってえられた HCl/ SO2の比が南岳の方が常に高いことからもわかる．昭和火口に向かう細い

火道は 2009年以降の噴火活動によって拡大を続けていることは先に述べたとおりである．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
井口正人，2013，噴火微動を用いた火山灰放出量のモニタリング手法，京都大学防災研究所年報，56B,

221-226.



井口正人，2013，桜島火山の噴火活動―2012年 7月～2013年 6月―，桜島火山における多項目観測

に基づく火山噴火準備過程解明のための研究，平成 24年度分報告書，1-8．

井口正人・平林順一，2013，桜島・黒神における温泉ガス濃度 (2012年・2013年)，桜島火山における

多項目観測に基づく火山噴火準備過程解明のための研究，平成 24年度分報告書，71-74．

井口正人・太田雄策・中尾茂・園田忠臣・高山鉄朗・市川信夫・堀田耕平，2013，桜島昭和火口噴火

開始以降の GPS観測（2011年～2012年），桜島火山における多項目観測に基づく火山噴火準備

過程解明のための研究，平成 24年度分報告書，49-54．

堀田耕平・大倉敬宏・井口正人，2013，1999年南岳山頂噴火活動および 2006年昭和火口噴火活動再

開に先行する桜島火山の地盤変動源について，京都大学防災研究所年報，56B, 197-206.

宮坂瑞穂・中川光弘・吉本充宏・奥野充，2013，桜島火山におけるマグマ供給系の変化－姶良カルデ

ラ形成噴火以降のテフラ噴出物からの解析ー，桜島火山における多項目観測に基づく火山噴火準

備過程解明のための研究，平成 24年度分報告書，95-110．

森 　俊哉，2013，昭和火口と南岳火口の火山ガス HCl/SO2比の推移 (3)，桜島火山における多項目観

測に基づく火山噴火準備過程解明のための研究，平成 24年度分報告書，75-80．

野上健治・井口正人・味喜大介・為栗健・山本圭吾・園田忠臣・関健次郎・佐藤泉，2013，桜島昭和

火口における噴火活動と地球化学的観測研究?火山灰水溶性成分及びガス放出量による噴火活動評

価，桜島火山における多項目観測に基づく火山噴火準備過程解明のための研究，平成 24年度分

報告書，89-94．

大久保修平・山本圭吾・田中愛幸・井口正人・今西祐一・渡邉篤志・坂守，2013，桜島火山における

絶対重力観測 (4)，桜島火山における多項目観測に基づく火山噴火準備過程解明のための研究」平

成 24年度分報告書，65-70．

太田雄策・井口正人・植木貞人・出町知嗣，2013，GNSSデータにもとづく噴煙柱検知方法の開発（序

報）－ 2012年 7月 24日桜島南岳火口における爆発的噴火への適用事例－，桜島火山における多

項目観測に基づく火山噴火準備過程解明のための研究，平成 24年度分報告書，55-58．

Shimano, T., et al., 2013, Developmenft of an automatic volcanic ash sampling apparatus for active volca-

noes, Bull. Volcanol., 75, 773，doi:10.1007/s00445-013-0773-7.

為栗健・井口正人，2013，桜島火山昭和火口の噴火に伴う前駆地震の特徴，京都大学防災研究所年報，

56B, 181-186.

筒井智樹・他，2013，桜島火山における反復地震探査 (2012年観測)，京都大学防災研究所年報，56B,

207-220.

八木原寛・平野舟一郎・宮町宏樹・高山鐵朗・市川信夫・為栗健・井口正人，2013，鹿児島湾奥部海

域の繰り返し海底地震観測による桜島火山周辺の地震活動と上部地殻 3次元地震波速度モデルと

の比較，桜島火山における多項目観測に基づく火山噴火準備過程解明のための研究，平成 24年

度分報告書，15-24．

山本圭吾・大島弘光・前川徳光・植木貞人・及川純・園田忠臣・大久保修平・田中愛幸・今西祐一・渡

邉篤志・坂守・風間卓仁，2013，桜島および鹿児島湾周辺における精密重力測定（2012年 10月

および 11月），平成 24年度分報告書，59-64．

山本圭吾・園田忠臣・高山鐵朗・市川信夫・大倉敬宏・横尾亮彦・吉川慎・井上寛之・諏訪博之・松

島健・藤田詩織・神薗めぐみ，2013,水準測量によって測定された桜島火山周辺域の地盤上下変

動―2012年 11月および 12月測量の結果―，京都大学防災研究所年報，56B, 187-196.

Kazahaya R., Mori T. and Yamamoto K., Separate Quantification of Volcanic GasFluxesfrom Showa and

Minamidake Cratersat Sakurajima Volcano, Japan. Bull. Volcanol. Soc. Japan, 58, 183-189, 2013.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
京都大学防災研究所井口正人・中道治久・山本圭吾・為栗健・味喜大介

他機関との共同研究の有無：有



北海道大学大学院理学研究科大島弘光（代表者のみ）

秋田大学工学資源学部筒井智樹（ 　　〃 　　）

東北大学大学院理学研究科植木貞人（ 　　〃 　　）

東京大学地震研究所 　　　　　　　　森田裕一（ 　　〃 　　）

東京大学大学院理学系研究科 　　　　森 　俊哉（ 　　〃 　　）

東京工業大学火山流体研究センター野上健治（ 　　〃 　　）

名古屋大学大学院環境学研究科山中佳子（ 　　〃 　　）

京都大学大学院理学研究科大倉敬宏（ 　　〃 　　）

九州大学大学院理学研究院清水 　洋（ 　　〃 　　）

鹿児島大学理学部宮町宏樹（ 　　〃 　　）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所火山活動研究センター

電話：099-293-2058

e-mail：iguchi@svo.dpri.kyoto-u.ac.jp

URL：http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/ kazan/default.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：井口正人 　

所属：京都大学防災研究所火山活動研究センター



図 1 　2008年と 2013年の発破 S1による地震動波形（20秒間）の相互相関係数の分布（グレースケール）．
過半数の観測点にて相関は 0.8以上であるが，北岳・南岳・昭和火口周辺と桜島東南部では 0.4～0.6と低い．



図 2 　桜島昭和火口における噴火活動の推移．
上段：爆発に伴う空気振動の振幅，中段：月別爆発回数：下段：月別火山灰放出量.

図 3 　BM2469を基準とした BM2474の比高の経年変化
1993年以降，姶良カルデラの隆起が継続している．



図 4 　水準測量から得られた上下変動から求めた圧力源・茂木モデル（2圧力源）の位置．
茂木モデル（2圧力源）を適用し，2007年 10月-12月～2013年 10月・11月の期間の上下変動量データから圧力
源の位置を求めると，姶良カルデラ中央部地下約 13.2 kmの深さに増圧源が，また桜島中央部直下約 3.0 kmの深
さに減圧源が推定された．



図 5 　2007年 12月～2013年 11月における桜島および姶良カルデラ周辺の水平変動
主圧力源は上下変動と同様に姶良カルデラの中央部に求められる．

図 6 　噴火活動と地盤変動，地震活動の関係．
上段：ハルタ山観測坑道におけるひずみ変化と月別火山灰放出量．中段：A型地震の月別発生回数．下段：GPSに
よる桜島の東西方向の基線長変化．



図 7 　昭和火口噴火活動活発期の初期における姶良カルデラおよび桜島地盤変動（水平変動）と圧力源（茂木モ
デル・2圧力源）の位置
2009年 11月から 2010年 4月までの桜島島内における水平変位ベクトルと圧力源の推定．姶良カルデラ中央部の
圧力源に加え，北岳下の深さ 6kmにも圧力源が推定された．

図 8 　2008年から 2013年における桜島北部の地震波反射断面の時間変化．
この間の平均的な断面図から偏差によって上段に示す．また，その解釈を下に模式図として示す．赤い円盤はマグ

マに見立てた負極性反射体を表し，反射強度を反射体の透明度（透明＝弱い、不透明＝強い）で表現した。2009
年から 2010年にかけて，8km深でマグマの貯留が進むとともに、浅部へのガス浸入が発生下と推定される．2011
年以降は 8km深の反射面の上昇が認められるとともに，4.9km深の不連続面付近にマグマの注入が進行している
可能性が指摘される．



図 9 　火山灰付着水溶性成分の HCl/SO[sub]4[/sub]のモル比

図 10 　二酸化硫黄ガスの放出率の時間変化．
京大・東大のデータに気象庁データを重ねた．2008年前半、2009年後半～2010年始め、2011年末以降はしばし
ば 2000 ton/day以上のフラックスがみられる。特に 2011年末からフラックスレベルが上がっている（しばしば
3000ton/day強）



平成 25年度年次報告

課題番号：1810

（１）実施機関名：

京都大学防災研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

地震波干渉法による構造変化の検出手法の開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本計画では、地震波干渉法を応用して、地震波形連続記録の雑微動部分の自己相関関数 (ACF)の監

視による地殻構造の時間変化の検出手法を確立し、大地震前後の地殻構造変化の有無の検出や、もし

もそのような現象が存在する場合にはその原因を明らかにすることを目的とした研究を行う。

　これまでの先行研究により、２点間の雑微動の CCFはそれらの観測点間での擬似反射記録と解釈さ

れることが示されており、これの応用で１点の雑微動の ACFは当該観測点直下の擬似反射記録である

と解釈されることから１観測点の雑微動の ACFからその観測点下の構造が推定できるとされている。

　そのため，本計画では，(1)ACFが地下構造のどのような情報を持っているかの検証と、(2)ACFに

地震の前後で変化が認められる場合にはその原因を探る、ことの２点を目標とする。

　(1)のためには、まず、すでに予備的な解析により，ACFの形状が時間的に安定していることが判

明している微小地震定常観測点や，その中でも地震前後で ACFの形状が変化することが検出されて

いる微小地震定常観測点を数点選び，周囲に高密度の臨時高感度地震観測アレイを設置して観測を行

う。このデータを用い、雑微動部分の観測点間 CCFや各点の ACFを求めて比較考察することにより，

ACFの持つ情報の評価を試みる。これにより、単独観測点の ACFにより地殻構造を求める手法の有効

性の評価を行う。その結果を援用して、（２）のテーマである，ACFが安定している点や地震に伴いそ

れが変化する観測点での地震波速度構造の推定法の検討とその評価、更には構造の時間変動要因の特

定等を試みる．後者に関しては、構造の時間変化は応力・ひずみ状態の変化に起因することが先行研

究により示唆されていることから、応力・ひずみ等にかかわる別種の観測量から得られる指標との比

較検討も併せて行う。

（６）本課題の５か年計画の概要：

7-1. 平成 21年度：

・ACF形状が安定している定常微小地震観測点の抽出

　京都大学や他機関で運用している微小地震観測網のデータを解析して ACFの形状が時間的に安定し

ている観測点を抽出する。予備的な成果により、数点の観測点についてはそのような傾向が見られる

ことが判明しているが、さらに、例を増やす。

・過去のデータの再生と解析



　いくつかの観測点を選び、過去 10年程度に遡るデータの再生と解析を開始する。特に、ある程度

以上の大きさの地震が発生した地域、時期を選んで解析を行う。なお、京大防災研に保管されている

データだけでは不十分な場合には、他機関に保管されているデータも借用して解析に資する。

・既存観測点近傍におけるアレイ地震観測とその解析

　予備的な解析で ACF形状が安定していることが判明している観測点の近傍に、地震計 4台程度から

なるアレイ観測網を設置し、半年程度のデータを取得する。得られたデータは順次解析し、観測点ご

との ACFのほか、観測点間の CCFなども求め、解析結果の定量的な評価を進める。

7-2. 平成 22年度～平成 24年度：

・過去のデータの再生と解析

　平成 21年度までの解析に基づき選択した観測点の、過去 10年程度またはそれ以上に遡るデータの

再生と解析を継続する。

・既存観測点近傍におけるアレイ地震観測とその解析

　平成 21年度までの予備的な解析で ACF形状が安定していることが判明している観測点を毎年１ま

たは２点選び、数か月程度のアレイ観測と得られたデータの解析を進める。

7-3. 平成 25年度

・過去のデータの解析の総括

　それまでに解析したデータについて、地震発生前後の地殻構造変化の検出の有無、特に先行して発

生する現象の有無などの総括を行う。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　本計画では，単独微小地震観測点の雑微動の自己相関関数 (Autocorrelation function, ACF)や，複数

観測点間の相互相関関数 (Cross Correlation function, CCF)を利用した，地下構造の時間変化検出の可

能性について考察した．

　平成 21年度は，これまでの研究では雑微動の自己相関関数 (ACF)の位相のラグタイムの時間変化を

考察していたのに対し，ACFの減衰定数（ACF-Q）を考察の対象にした．ACFは，Claerbout(1968)以

来の地震波干渉法の立場からは，地下の反射面からの擬似反射波とみなされるが，最近の研究では，あ

る条件のもとでは地下の散乱体からの擬似散乱波とみなしてもよいという結果も得られている（Sato,

2009）．平成 21年度は，これまでの，主に前者の立場に立った考察に加え，後者の立場から ACFの

減衰定数の時間変化についての予備的な考察を行った．ACFの計算手法は，既出の結果（Ohmi et al.,

2008, EPS）と同様である．本報告では ACFの減衰定数（ACF-Q）を考察の対象にする．ACF-Qは日々

の ACFにコーダ Qの解析等に用いられる手法を援用して Qを求めたものである．

Fig.1aには予察に用いた，2007年能登半島地震の震源域の観測点 (Hinetの N.TGIH観測点)の ACFの

形状の時間的な経過を示す（Ohmi et al., 2008による）．Fig.1bには，これらの観測点の特定のフェイ

ズのラグタイム，および，ACF-Qの時間変化を示す．ACF-Qの図において，緑のドットは，日々の Q

を示し，赤の実線はそれらの 10日間の移動平均を示している．これによると，Qは 2006年から 2007

年いっぱいにかけて大きな変動を示すが，この変化はラグタイムの変化では明らかではない．一方，ラ

グタイムには，本震に伴う明瞭なオフセットが認められるが，この変化は Qでは明らかではない．す

なわち，雑微動の ACFの個別フェイズのラグタイムの時間変化の傾向と，ACF-Qのそれは必ずしも

一致はしておらず，解析方法や解釈に検討の余地が残っている．前者は，ACFを擬似的な反射波とみ

なし，後者は散乱波とみなす立場であり，両者が別の量を観測している可能性もある．これらの量の

性質を明らかにし，地殻活動の時間変化指標となり得るかを検討するためには，従来からの手法によ

る反射法探査等の構造探査や，コーダ Qの解析等の結果と比較することが重要であると考えられた．

　平成 22年度には，これまでのACFのみの解析に比較して安定した解が得られると考えられる，観測

点間の CCFの解析を中心に試みた．従来の計画では，雑微動の自己相関関数（ACF）を使用して，そ

の監視による地殻構造の時間変化の検出を目指すことを目標としているが，ACFには個別観測点のノ

イズ環境等の影響が大きく表れるため，平成 22年度は，試みとして観測点間の相互相関関数（CCF）



の監視の可能性を探ったものである．雑微動部分の CCFを使う地殻構造の研究では，CCFに現れる

Rayleigh波の位相速度を用いるのが主流のひとつであるが，元来の地震波干渉法では，CCFは 2点間

の疑似反射記録であり，ここには実体波の反射波も含まれているはずである．地下の地震波反射面は，

地震発生層との関連を指摘されていることから，この部分の監視を行うことは地震発生機構の解明に

重要であり，これまでにも能動的震源であるアクロス等を用いた時間変化の監視が試みられている．

既往研究によれば，近畿地方を中心とする西南日本地域には，モホ面を始めとして，いくつかの地殻

内・地殻下反射面の存在が報告されている．平成 22年度は，近畿地方を対象地域として，地動信号の

雑微動部分の相関解析により，これらの反射面からの信号の検出を試みた結果を報告する．解析には，

短周期微小地震観測点の上下動成分連続記録データを用いた．データは 1時間ごとのセグメントに分

割し，0.5Hz 1Hzのバンドパスフィルタリング等の前処理ののち，観測点間の相互相関関数 (CCF)を

求めた．その後，各観測点ペアにつき，最低 15カ月程度の相互相関関数をスタックして結果とした．

解析結果のうち，主として Hi-netのボアホール観測点と他の観測点間の CCFには，Rayleigh波の基本

モード以外の信号が認められる．Fig.2には解析例として地表観測点と他観測点間の CCFの例を示す．

これらの点と他の観測点の間の CCFには，Rayleigh波の基本モード以外の，明瞭な信号が認められ，

特に，2000m超の深層観測点と観測点間距離 100km程度までの CCFには，明瞭な，反射波と思われ

る信号が認められる．

本解析により，雑微動の相関解析により，地殻内反射面やモホ面からの反射信号の検出が可能である

ことが明らかとなった．これらの信号の時間変化の監視により，地震発生層の挙動を監視できる可能

性があるが，今回は 15ヶ月間のデータのスタックによる結果であるため，時間変化の監視のためには，

時間分解能を向上させる等が今後の課題となる．

　平成 23年度は，東北地方太平洋沖地震によりもたらされた体積歪変化の検出を試みた．この地震に

よる体積歪変化は，これまでに解析を行った 2007年能登半島沖地震や同中越沖地震のそれに比較して

桁違いに大きく，かつ広範囲にわたっている．これが雑微動の ACFや CCFの性状に地震前後で変化を

与えたかどうかの解析を行った．これまでの結果と同様，地震後に ACFや CCFの性状が変化している

観測点が認められる．CCFについては，1Hz-2Hz帯域と，0.1Hz-1Hz帯域の 2種類での調査を，ACF

については，2Hz-10Hz帯域での調査を行った．今回は，強震動を伴わなかった地域で，歪変化による

CCF／ ACF形状の変化がみられるかどうかが重要なポイントなので，強震動に見舞われた地域として

東北地方太平洋沿岸を，そうではない地域として中部地方を選び，それぞれで CCF／ ACFを解析し

た．結果によると，CCFについては，東北地方太平洋沿岸の観測点ペアで，特に 0.1Hz-1.0Hz帯域の

ものに，地震後の速度変化がみられるペアが認められるが，例外も存在する．短周期の 0.5Hz-1.0Hzの

CCFについては，ラグタイムの増減についての系統的なパターンは認めがたかった．また，中部地方

の CCFについては，両帯域とも，ラグタイム増減の系統的パターンは見られなかった．これは，CCF

の形状変化が，従前の研究同様，強震動によりもたらされた可能性を示唆しており，歪変化による速

度構造変化を CCFで直接的に検出することの困難さを示唆しているかもしれない．一方，ACFについ

ては，東北地方と中部地方の双方で，明瞭な速度低下を示す観測点が存在することが明らかとなった．

また，東北地方と中部地方では，一旦変化したラグタイムが回復するのに要する緩和時間にも差があ

るように見受けられた．CCFでは検出できなかった構造変化が ACFでは可能であるひとつの解釈は，

震源域から遠い地域の ACFの場合，歪変化による直接的な構造変化を示しているのではなく，従来か

ら歪変化に敏感であることが報告されている地下水位等の変化が，ACFに現れているのではないかと

いうものである．これは，Savage and Ohmi (2010, AGU Fall Meeting)で ACFと地下水位が同様の時間

変化を示す事例が報告されている．ACFは観測点近傍の変化を反映しやすく，局所的な地下水変化等

に影響されやすいと考えられるのに対し，CCFは基線全体の平均値を反映するため，変化量が小さく

現れるということがあるかもしれない．

　平成 24年度および 25年度には，雑微動の自己相関関数 (ACF)や相互相関関数 (CCF)を使用して地

震波速度構造の時間変化の定量的な推定を行う際に必要となるデータ処理手法についての再考察を，

2007年能登半島沖地震震源近傍のデータを用いて行った．2007年能登半島沖地震の震源域における，



本震発生に伴う地震波速度構造変化については，すでに Ohmi et al. (2008, Earth Planets Space)に報告

があるが，この報告は定性的な解析にとどまっている．この地震による地下構造変化を定量的に見積

もるために，データの処理手法，とくに，雑微動データの前処理手法の詳細な検討を行った．

　雑微動データの前処理手法としては，Bensen et al. (2007)に代表される，波形データに one-bit化

またはその応用手法を施したのち周波数領域でスペクトルのホワイトニングを行うもの，ならびに，

Wegler et al. (2009)に代表される，波形データにある閾値を設定し，その閾値以上の振幅を持つ部分

にはゼロ・フィルすることにより，地震等の deterministicな信号の影響を取り除くという手法がある．

ここでは，one-bit化または類似手法の有無，スペクトルホワイトニングの有無，のそれぞれの影響を

調べた．その結果，one-bit化的手法（pureな one-bit化や Bensen et al., 2007の Running absolute mean

normalizationなど）の有無による差異に比較して，スペクトルホワイトニングの有無が結果へもたら

す影響の方が大きいことがわかった．本来抽出されるべき，波形の時間変化に相当する部分が，スペク

トルのホワイトニングによりマスクされる影響が無視できないことによると思われる．そのため，今

回はスペクトルホワイトニング手法は使用しないこととした．

　さらに，市街地近郊の観測点の利用時に限らず，雑微動データのスペクトルには特定の周波数のラ

インスペクトルがみられることがあり，これが特に ACFの推定精度を低下させる．スペクトルホワイ

トニングを施す場合には，ラインスペクトルの影響も軽減できるが，それを適用しない場合には対策

を別途検討する必要がある．そのため，今回の解析では，Wegler et al. (2009)等のゼロ・フィル手法に

スペクトル中のラインスペクトルを軽減する手法を組み合わせたものを使用して解析を行った．また，

観測点間基線の Green’s Functionは，これまで CCFを用いて評価してきたが，今回は，CCFよりも安

定した結果が得られると言われている，Deconvolution法により求めた．

　これらの手法による解析結果によれば，震央から 20km～40km程度のまでの観測点の ACFは，最大

1.5%程度の速度低下を示し (Fig3a)，それは深さとともに小さくなる傾向を示す．これに対し，震源直

上の観測点では，浅部で 3.5%程度，深部ではさらに大きな値を示す．観測点間の基線については，震

源域をサンプルする基線には最大 1.8%程度の速度低下が見られた (Fig3b)．これらの結果を考察する

と以下のようになる．震源域から離れた観測点については，ACFによる速度低下は浅部の方が大きい

ことから，これらは強震動によりもたらされた可能性が高い．これに対し，震源断層直上では，深部

の速度低下がより大きいことが示唆される結果となり，流体の注入等，強震動以外の原因による深部

の速度低下がもたらされた可能性がある．また，観測点間 GFによる速度変化は，考察している基線

の平均的な速度変化であると考えられることから，震源域をサンプルする基線の CCFで見られる速度

変化が ACFのそれより小さいことは，大きな速度低下を起こした領域が，震源域近傍に極在している

ことを示唆している．また，ACFの時間変化からは，この震源域近傍の速度低下は，本震発生直後に

もたらされたことが推測される．成果の論文は執筆中であるが，平成 25年度中に発表することができ

なかったことを反省している．

　5年間の成果として，地震の震源域のように，破壊を伴った領域の地震波速度構造の変化は本手法

で比較的容易に捕捉することができるが，歪変化に伴って期待される速度変化を捉えるのは困難を伴

うように思われる．これは，地震の前兆である応力変化やそれに伴う歪変化の捕捉に本手法を適用す

ることの難しさを示唆しているが，直接の歪変化等でなく，それに伴う地下水位変化等を捕捉できる

可能性は残っており，今後の検討課題としたい．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
大見士朗、加藤護、平原和朗、３人

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先



部署等名：京都大学防災研究所地震防災研究部門

電話：0774-38-4236

e-mail：ohmi@eqh.dpri.kyoto-u.ac.jp

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：大見士朗 　

所属：京都大学防災研究所地震防災研究部門

Fig1a: 2007年能登半島地震震源域の雑微動 ACFの位相の時間変化例



Fig1b: 2007年能登半島地震震源域の雑微動 ACFの特定の位相および減衰定数の時間変化例

Fig2: 近畿地方の地表観測点と他観測点間の CCFの例



Fig3a: 2007年能登半島地震震源域周辺観測点の ACFにみられた地震時の速度低下の分布

Fig3b: 2007年能登半島地震震源域周辺観測点間基線の Green関数にみられた地震時の速度低下の分布



平成 25年度年次報告

課題番号：1811

（１）実施機関名：

京都大学防災研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

近畿地方北部における地殻活動異常と地震先行現象の関係の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

イ．先行現象の発生機構の解明

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　既往の研究により、近畿地方北部の地殻活動には、地震発生帯周辺に存在する流体が大きく関与し

ていると予想される。地震学的な３次元速度構造・反射・散乱解析等に加え、電磁気学的な比抵抗構

造解析によって地下流体の分布とその挙動を明らかにする。また、微小地震の発震機構、GPS・SAR

の解析により詳細な応力場とその時間変化を把握する。それらの結果と実際に観測されている微小地

震活動や地殻変動に見られる変化との相関関係の解析から、当該地域における地殻活動変化をもたら

すメカニズムの解明をめざす。異常地殻活動のみならず、本研究により丹波山地における定常的な地

震活動の原因、すなわち地震活動の地域性は何によるものかといった長年の疑問に対しても一定の答

えが得られるものと期待される。同時に、間隙水圧測定等により地殻応力をモニターする方法の確立

をめざす。本計画で得られる知見は、近畿地方内陸部の地殻活動の基本的な理解だけでなく、南海ト

ラフ巨大地震の発生予測や関連する内陸地震活動の予測研究にも重要であると考えられる。

（６）本課題の５か年計画の概要：

[平成 21年度]

・近畿地方中北部において次世代型地震・火山観測システムを用いる 10点程度の観測点を選定し、観

測に着手する。これを定常観測網や別途実施されている臨時観測のデータと統合し解析する体制を構

築する。

・これまで蓄積された地震データ及び稠密観測データを用いた反射波・散乱波解析により、近畿地方

北部における地殻内の詳細な不均質構造の推定を行う。

・近畿地方北部山地において多点のMT観測を行う。

・地殻変動連続観測によるひずみ変化のモニターと、過去とくに兵庫県南部地震前後の地殻変動デー

タの検討。



・地殻変動連続観測点（逢坂山，阿武山，屯鶴峯）におけるひずみと地下水（水位，湧水量）の観測値

を比較対照し，地殻ひずみの観測値への地下水変化の影響の大きさを見積る．

・神岡鉱山での間隙水圧測定を継続する。流量モニターのデータ取得を行う。

[平成 22年度]

・次世代型地震・火山観測システムによる臨時観測点を約 30か所追加設置し観測を継続する。発震機

構、反射・散乱構造の解析を行う。

・比抵抗観測 (広帯域MT、長周期MT)及び比抵抗構造の推定を行う。

・1995年兵庫県南部地震に至る地震・地殻変動データの収集を継続。データの再解析に着手する。

・神岡鉱山での間隙水圧測定・流量モニターを継続する。近畿の過去の地殻変動・地下水観測のデー

タ整理を行う。

[平成 23年度]

・次世代型地震・火山観測システムによる地震観測・解析を継続する。トモグラフィ解析に着手する。

・比抵抗の補充調査及び比抵抗モデルの高度化。３次元的比抵抗構造を把握する。

・1995年兵庫県南部地震前後の地殻活動変化のモデリング。

・神岡鉱山での間隙水圧測定・流量モニターを継続する。神岡鉱山・近畿の地殻変動・地下水観測の

間隙弾性論による先行現象抽出手法の開発を行う。

[平成 24年度]

・次世代型地震・火山観測システムによる地震観測・解析を継続する。レシーバ関数解析に着手する。

地震関係解析結果をまとめる。

・地震・電磁気等多項目の観測結果の統合解析。

・神岡鉱山での間隙水圧測定・流量モニターを継続する。近畿地方で間隙水圧観測を開始する。神岡

鉱山・近畿の地殻変動・地下水観測の間隙弾性論による先行現象抽出手法の開発を継続する。

[平成 25年度]

・次世代型地震・火山観測システムによる地震観測・解析を継続する。

・現在進行中並びに 1995年兵庫県南部地震前後の地殻活動変化の統一的なモデル化

・近畿地方神岡鉱山での間隙水圧測定・流量モニターを継続する。先行現象抽出手法のリアルタイム

化を進める。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　大阪府北部から京都府中部にかけての丹波山地，さらに琵琶湖西岸に至る地域は定常的に微小地震

活動が活発である．地震発生レートは中期的には極めて安定しているが ，過去に活動度が大きく変化

した例が知られており，応力場に敏感に反応する側面もあると考えられている．また近年においても，

2003年以降地震活動の低下が指摘されている．特定の活断層に沿わず面的広がりを持つ定常的な地震

活動は日本列島においてもあまり類例のない特異なものと考えられるが ，地震活動の原因自体はほと

んど分かっていない．これまでの多くの研究により示唆されている丹波山地下の地下流体の存在が ，

定常活動の成因とその活動変化に大きく影響しているものと考えられるが，その解明のためには詳細

な地下構造に関する情報が必要である．本研究では，従来の観測密度をはるかに凌駕する多項目の観

測を実施することにより，高解像度で地下構造を把握し，この地域の地震活動の原因およびその時間

変化の要因をさぐることを目的としている．

【稠密地震観測】

　基盤観測網の整備により，平均約 20km間隔で地震観測点が全国をカバーするようになったが ，内

陸地震の原因究明のため十分な解像度を得るためには，さらに稠密な臨時地震観測を行う必要がある．

平成 20年度末より文科省の「ひずみ集中帯の重点的調査観測・研究」の一環として，琵琶湖西岸から

丹波山地にかけて 45点の臨時観測点を設け，さらに平成 21年度から本研究により 38点の臨時観測点

を増設し観測を継続している．観測網中央部における観測点間隔は 5km以下となっている．観測機材

としては「次世代型の地震・火山観測システム」（ 通称満点システム）を用いてオフラインで行って



おり，回収された地震波形連続データは既存の定常観測点データと統合してデータベース化されてい

る．稠密地震観測により得られた成果を以下に挙げる．

・発震機構および応力場

　地震の発震機構は，地殻応力を知るための貴重な情報であるが，定常観測網だけでは，MJMA2.0程

度より小さいものでは発震機構の推定は困難であった．本研究の稠密観測網を用いると，丹波山地に

おいてMJMA0.5クラスの地震でも P波初動極性による発震機構推定が可能である．MJMA0.5はこの

地域での気象庁一元化震源カタログにおける検知能力の下限に一致し，それより大きな地震について

は，ほぼもれなく精度のよい発震機構を求めることができる．これにより短期間でも大量のメカニズ

ムデータを得ることができるようになり，解析の空間・時間分解能が大幅に向上した．近畿地方北部に

5km間隔のグリッドを設け各格子点を中心とした 10km四方の小領域において応力テンソルインバー

ジョンを行い，近畿地方北部の応力場の時空間変化を調べた．先行研究とは異なり１年程度の短い期

間でも十分な地震数があるため長期の時間変化の可能性を排除でき，かつデクラスタ操作により地震

活動の偏りによるバイアスを排除したデータを用いた．近畿地方北部全域でσ 1は東西方向であり，琵

琶湖西岸地域は一貫して逆断層タイプの応力場だったのに対し，丹波山地では，多くの小領域でσ 2，

σ 3が分離できない推定結果となった．その境界は必ずしも活断層に沿った直線的なものではなく複

雑な形状であることがわかった．丹波山地ではσ 2，σ 3がほぼ同じ応力場であり，逆断層，横ずれ断

層，その中間タイプ地震がほぼまんべんなく起きていることが分かった．これらは完全にランダムに

分布するのではなく，局所的なクラックの特定方向への配向があり，それが 1km程度のスケールで変

化している状態にあることが考えられる．

・地殻内反射面のイメージング

　北摂・丹波地域の微小地震では，初動の 9～12秒後に顕著な S波の後続波が観測されることが多く，

それらは深さ約 20 km～30 kmの間に存在する北傾斜の反射面によってもたらされるものであること

が知られている（片尾，1994）．本研究による稠密地震観測のデータを用い，同地域に東西と南北の

測線をそれぞれ 11ずつ設定して反射法解析を行い，反射面の 3次元的なイメージングを行った．その

結果深さが約 25 km～30 kmにほぼ水平に反射面が存在すること，またこの反射面の存在範囲は丹波

地域の微小地震発生域と概ね一致し，琵琶湖西岸地域までは及んでいないことが明らかとなった．

平成 25年度には，より定量的に反射面の広がりを推定するために，領域を小さなブロックに区切り，

各々のブロックを通過するトレースの振幅をスタックし，その平均振幅をとる方法を用い，下部地殻

における反射面のイメージングに成功した．（図 1）

・レシーバファンクション解析による深部構造

　遠地地震を用いたレシーバファンクション解析では，モホ面深度の詳細なマッピングを行い，琵琶

湖南部地域においてモホ面が浅くなっていることがわかった．また，丹波山地の下へフィリピン海プ

レートが東方から急角度で沈み込んでいる様子を捉えた．これらの結果は，従来は定常観測点の密度が

稀薄なためはっきりしたイメージを得られなかったものを，本研究の高密度観測によって明確な「像」

を結ばせることに成功したものと言えるものである．

・高解像度３次元地震波速度構造

　平成 25年度には，丹波地域に 2008年以降展開している 83点のオフライン臨時観測点の観測データ

を基に従来よりも高解像度の３次元地震波速度構造を推定した．トモグラフィーには Rawlinson et al.,

(2006)による FMTOMOを用いた．これまで近畿地方北部におけるトモグラフィーによる地震波速度

構造研究では，長期にわたる定常観測データを用いても，グリッド間隔は水平方向 0.2度が限界であっ

た．一方，本研究では 1年間分のデータ (地震数 4714)であってもグリッド間隔 0.1度以下の十分な解

像度が得られることがわかった．P波および S波速度構造には，おおむね丹波地域の微小地震が活発

な領域に重なるように，かつ地震発生層の下端に沿うように低速度異常が見られた．地震発生層上部

は比較的高速度で，浅部では琵琶湖西岸から丹波地域や大阪平野にかけて帯状に低速度異常が広がっ

ているが，P波と S波は速度異常の領域は必ずしも一致しない．また，琵琶湖西岸地域の深さ 3km以

浅には，帯状に広がる高 Vp/Vsかつ低 S波速度域が存在する．地震発生層下部における低速度は，地



殻内流体の局所的な分布が地震活動にもその影響を与えていることを強く示唆している．また浅部の

帯状の低速度分布は，従来の疎らな観測点分布の解析では見られなかったもので，活断層や表層地質

に対応している可能性がある．（図 2）

【比抵抗構造】

　丹波山地における定常的な微小地震活動の成因に構造視点から迫るために，地震波速度構造などの

他の物理量と比較することを目指して，本研究では比抵抗構造の 3次元マッピングを課題として挙げ

ている．京都府北部・琵琶湖西岸域・福井県南部の 40km四方の領域において，面的な広帯域MT観

測網を設定している．平成 21年度は太陽活動度が低いことが予想されていたため，研究対象領域に

おいて比較的ノイズレベルの低いと思われる，北部地域において 20点の広帯域MT観測を実施した．

研究領域は，都市部近郊に位置し，直流電車等からの人工ノイズの影響が大きい．平成 21年度は想定

通りMTの信号となる磁気擾乱が低調でかつ前述のノイズの影響が大きかったが，花折断層から以西

においては，周期 10秒程度までの MT応答が得られた．得られたデータから，2本の測線を設定し，

予察的に 2次元解析を行ったところ，花折断層を境界に顕著な比抵抗構造コントラストが検出された．

この結果は，既存のMT調査（花折断層中部を通る測線）の結果と調和的で，この地域に共通の特徴

を示すものと考える．平成 25年度には，調査対象領域の南部（高ノイズ域）を中心に，12点におい

て、広帯域MT観測を実施した。これまで推定した２次元比抵抗構造に加えて，新規に１測線の２次

元逆解析を実施した。得られたイメージは，花折断層を境界に東部で高比抵抗，西部で低比抵抗とい

う，これまでの特徴と調和的な結果であった。(図 3）加えて，京北地域の地震活動の高い領域では，そ

の震源分布と低比抵抗領域に明瞭な対応関係が見られた。次年度以降引き続き広帯域MT観測を継続

し，3次元解析を試みる予定である．

【間隙水圧測定】

　応力・ひずみ場をより直接測定する手段として間隙水圧に注目し，神岡鉱山坑道内の被圧ボーリン

グ孔に水圧計を設置して観測した．間隙水圧はきわめて鋭敏な体積歪み計としての挙動を示し，長期

のトレンドが伸縮計等の地殻変動観測と調和的であるばかりでなく，中越沖地震やスマトラ地震など

各地の地震波形を広帯域高ダイナミックレンジで捉えることも可能であることがわかった． 　神岡鉱

山におけるレーザー伸縮計，超伝導重力計のデータを収集し，間隙水圧の自然のじょう乱（大気圧変

化や地球潮汐による岩盤の変形）に対する応答を調べることで，断層破砕帯の透水性の推定を行なっ

た．水理拡散率の推定値は 0.1 m2/sであった．東北地方太平洋沖地震では，これまでの大地震と同じ

ように間隙水圧による地震記録が収録されたほか，地震によるコサイスミックな歪変化による周辺の

間隙水圧変化もみられた．ボアホール歪計では，コサイスミックな歪変化，歪地震動，余効変動が明

瞭に記録された．また，余効変動の変動源の移動をとらえた．平成 25年度は，近畿地方での既存の間

隙水圧・地下水位観測のデータの解析を実施し，神岡鉱山・近畿の地殻変動・地下水観測の解析から，

特に遠方で発生した地震による観測点近傍の透水性変化について検討した．近畿地方の地殻変動連続

観測のデータについて，1940年代以降の紙記録の解析可能性を検討した．

【丹波山地の地殻活動と構造の特徴】

　これまでに「ひずみ集中帯の重点的調査観測・研究」および本研究で明らかになってきたことを整

理すると以下のようになる．発震機構／応力場は，琵琶湖西岸地域は一貫して東西圧縮の逆断層的な

応力場であるが，花折断層より西方の丹波地域では東西圧縮ながらσ 2，σ 3が区別しにくい応力場で

あることが示された（青木裕晃，2012）．下部地殻に存在する S波反射面は北摂・丹波地域では顕著で

あるが，琵琶湖西岸地域には分布していないことがわかった（青木将,2013）．レシーバファンクショ

ン解析では，丹波地域と琵琶湖西岸ではモホ面の形状に違いがあり，その下のフィリピン海プレート

が急激に西下がりに傾斜している様子が捉えられた（佐々木，2011）．電気比抵抗観測によると，花

折断層を境に西側の丹波山地では地殻浅部まで低比抵抗であるのに対し，琵琶湖側は比較的高比抵抗

であることが示されている（吉村ほか,2005）．微小地震活動は丹波側で定常的に活発であるのに対し，

近江盆地ではほとんど微小地震は発生しない．地震発生層の深さは花折断層付近を境に東西で段差が

ある．高解像度の３次元地震波速度構造解析でも微小地震発生層の下部に沿った低速度層が認められ



る．このように北摂・丹波地域と琵琶湖西岸両地域は多くの対照的な特徴を示すことがわかる．これ

らの特徴の中には，本研究に先行する研究でも個別に知られていたものがあるが，稠密地震観測に代

表される本研究の高解像度の観測によって，その分布範囲や，両地域での特徴の差異が従来より格段

に鮮明に認識できるようになったものである．これらの特徴の違いは地殻内の流体分布の違いによる

可能性が高く，さらに地殻下のフィリピン海プレートの形状が地殻内流体の発生や地殻の力学的状態

に大きな影響を与えていると考えられる（片尾，2013）．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
青木 　将・飯尾能久・片尾 　浩・三浦 　勉・米田 　格・澤田麻沙代（2013）：近畿地方北部における地

殻内 S波反射構造の推定（２），日本地震学会 2013年度秋季大会，B21-05．

片尾 　浩（2013）：稠密地震観測による近畿地方北部の地震活動と地殻構造,京都大学防災研究所年報,
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図 1：近畿地方北部における地殻内反射面のイメージング（青木，2013）

図 2：近畿地方北部の３次元地震波速度構造（海谷，2014）



図 3：2013年度に行われた比抵抗構造探査測線（太赤線）と２次元逆解析結果（吉村ほか 2014）
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レーションを通じて強震動生成領域を評価し、アスペリティとの対応を系統的に分析・分類すること

によって、プレート境界のアスペリティの実像を解明する。本研究成果はプレート境界地震のアスペ

リティ特性についての新たな知見を得るとともに、強震動評価のための震源モデル像確立への重要な

基礎資料を提供することを目的とする。

b. 強震動予測のための震源モデル像の確立

　a.の研究成果や既往研究の成果と比較検討することによって、アスペリティと強震動生成領域の関

係、アスペリティ内の微細構造に関わる不均質性評価を行う。強震動シミュレーションを行うために、

分析対象とするプレート境界地震の記録が得られた強震観測サイトのサイト特性の評価を行う。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、a. に関して、繰り返し地震の地震記録の収集と分析のため、既往研究の

滑り分布の収集を行う。強震動シミュレーションによって強震動生成域の推定を行う。今年度は茨城

県沖のプレート境界地震を対象とする。b.については、平成 20年度までに行われた研究成果に基づい

て、破壊領域、アスペリティ領域、強震動生成領域の３段階震源モデルのモデルパラメータを既往の

研究に基づいて設定して、プロトタイプとして提案する。当該年度に発生した被害地震等の震源モデ

ルの収集や強震動シミュレーションによる広帯域震源モデルの収集、解析は５か年計画内に随時行う。

　平成 22年度においては、プレート境界地震を中心として強震動生成域を推定し、遠地の波形イン

バージョン結果による滑り分布等との比較を継続する。

　平成 23年度においては、プロトタイプの震源モデルパラメータの与え方に基づいた強震動シミュ

レーションを行い、モデルの妥当性と問題点を検証する。



　平成 24年度においては、これまでに提案されているプレート境界地震、地殻内地震、スラブ内地震

の強震動シミュレーションのための震源モデルの相違性を明らかにし、地震発生環境毎の適切な強震

動予測のための震源モデルを構築する。

　平成 25年度においては、前年度のモデルに基づいた強震動シミュレーションを行って、強震動予測

のための震源モデルの妥当性を検証する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
研究年度期間内において発生した被害地震を中心として，プレート境界地震，スラブ内地震，地殻内

地震の強震動生成の観点に立った震源モデル推定と，強震動予測のための震源モデルの構築を進めた．

　2008年茨城県沖地震 (M7.0)と比較のための 1982年の茨城県沖地震（M7.0）の強震動生成モデルを

推定し，破壊開始点は異なるものの，強震動生成領域は重なっている可能性を示した．また，2009年

8月に起きた駿河湾の浅いスラブ内地震 (M6.5)の強震動生成モデルを構築し，これまで積み重ねてき

たスラブ内地震の強震動生成領域 (SMGA)の応力降下量に関する深さ依存性を指摘した．この地震は

震源深さが約 23kmであったことから，強震動生成領域の応力降下量は内陸地殻内地震のそれと同程

度であって，応力降下量の深さ依存性を考慮することが，スラブ内地震の強震動予測の震源パラメー

タとして重要であることを示した．

　2011年東北地方太平洋沖地震では，地震被害に直結する周期 0.1-10秒の強震動生成モデルを構築

し，４つの SMGAが必要であって，それらは東北地震の震源領域のやや深い方に分布し，宮城沖に２

個，福島沖，茨城・福島県境沖にそれぞれ１つ求められた．推定された SMGAの位置は，1930年代

に M7クラスのイベントが起きた，宮城沖，福島沖，茨城沖の震源領域とほぼ一致することから，強

震動予測のための SMGA配置の事前予測の可能性を指摘した．

　また，本震 30分後に生じた茨城沖の最大余震の震源インバージョンを行い，すべり分布を求めた．

このすべり分布から，この地震の破壊は，沈み込む海山とフィリピン海プレートによって広がらなかっ

た可能性を示した．この地震の強震動生成モデルも構築して，主破壊が始まる時に強震動も強く生成

したことがわかった．

　平成 25年度においては，東北地震で誘発されたと考えられる 2011年 4月 11日福島県浜通りの地震

（Mw6.6）の震源過程解析を行った．この地震に伴い，共役でない二条の地表地震断層（井戸沢断層，

湯ノ岳断層）が出現していることを考慮して，それぞれの地表地震断層に対応する２枚の震源断層面

を仮定して，湯ノ岳断層の破壊開始点および井戸沢断層と湯ノ岳断層の破壊時刻差に関して多くの組

み合わせを試し，波形の合いぐあいが最も良い組み合わせを最適解とした．最適解では，湯ノ岳断層

の破壊開始点が断層面北側の深い点，井戸沢断層と湯ノ岳断層の破壊開始時刻差は 4.5秒と求まった．

湯の岳断層へ破壊が進展した原因を探ることを目的として，井戸沢断層の破壊の最中の湯ノ岳断層へ

の影響を調べるため，湯ノ岳断層面上での応力分布とΔ CFFの時間変化を求めた．この結果，井戸

沢断層の破壊開始から約 4秒後に，Δ CFFの時間変化の正のピークが見られた．それ以前にはこのよ

うな目立ったΔ CFFの増加はなく，また，破壊開始点付近以外でこのような大きな値をとることもな

かった．このことは，井戸沢断層の破壊による応力変化によって，湯ノ岳断層の北西の深い位置から

破壊が始まったことを示唆する結果を得た．

　また，強震動予測のための震源モデル構築においては，M7クラスまでの内陸地殻内地震で構築し

てきたすべりの大きい領域と SMGAが対応するモデル化が，M8クラス以上のプレート境界地震等で

は対応していないことについて，SMGAに関するスケーリングや，震源モデルの空間的分解能を検討

しながら，（1）すべりモデルから得られる大すべり域と強震動生成域のサイズや位置を比較すると，強

震動生成域／大すべり域の比は，地震規模が大きくなるほど，小さくなる傾向があり，また位置につ

いても，（2）強震動生成域は大すべり域の縁にある（2003年十勝沖地震），強震動生成域はほとんど大

すべり域の外にある（2011年東北地震）といった傾向があることがわかった．事例が少ないため，こ

れが普遍的な性質があるのか，解析したイベントの特徴であるのかは判断できない．2011年東北地震

に関しては，強震動生成（すべり速度が大きい）と大すべり（すべりが大きい）の対応についての知



見を得るために，同じ方法にもとづいた周期帯別の震源モデルを推定する研究を開始している．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Kubo, H., K. Asano, and T. Iwata, 2013, Source-Rupture Process of the 2011 Ibaraki-oki, Japan, Earth-

quake (Mw 7.9) Estimated from the Joint Inversion of Strong-Motion and GPS Data: Relationship with

Seamount and Philippine Sea Plate, Geophys. Res. Lett., 40, 3003-3007, doi:10.1002/grl.50558.

Asano, K., H. Sekiguchi, T. Iwata, W. Suzuki, S. Aoi, and T. Kunugi, 2014, Source Process of the 2011 Off

the Pacific Coast of Tohoku Earthquake, H. Kawase (ed.), in Studies on the 2011 Off the Pacific Coast

of Tohoku Earthquake, Natural Disaster Science and Mitigation Engineering: DPRI reports, H. Kawase

(Editor), Springer, Japan, 17-36.

Tanaka, M., K. Asano, T. Iwata, and H. Kubo, 2013, How Did the Two Faults Rupture during the 2011

Fukushima-ken Hamadori Earthquake? AGU 2013 Fall Meeting, S51B-2360.

Iwata, T., K. Asano, and H. Kubo, 2013, Construction of Source Model of Huge Subduction Earthquakes for

Strong Ground Motion Prediction, AGU 2013 Fall Meeting, S43A-2470.

久保久彦・浅野公之・岩田知孝・青井 　真, 2013,周期帯ごとにみた 2011年東北地震太平洋沖地震の

震源特性,日本地震学会 2013年秋季大会, A11-05.

田中美穂・岩田知孝・浅野公之・久保久彦, 2013, 2011年 4月 11日福島県浜通りの地震の際に湯ノ岳

断層は井戸沢断層破壊の影響で破壊したのか？日本地震学会 2013年秋季大会, A11-06.
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平成 25年度年次報告

課題番号：1813

（１）実施機関名：

京都大学防災研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

プレート境界巨大地震による堆積盆地の広帯域強震動の予測に関する研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

イ．強震動・津波の生成過程

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　東南海地震震源域付近で発生した 2004年紀伊半島沖地震において、大阪・名古屋・首都圏で長周期

地震動が観測され大きなインパクトを与えた。次の発生が逼迫している東南海・南海地震時には、更

に強い長周期地震動が人口密集地域を襲うのは確実である。本研究は、これまでの既往の研究成果に

基づいて、巨大地震が発生した際の大規模堆積盆地における信頼性の高い広帯域の強震動評価手法を

確立することを目的とする。研究対象としては、東南海・南海地震時の大阪堆積盆地を主とする。こ

れまで構築されてきた震源モデル化手法、地殻及び堆積地盤の速度構造モデルをもとに、より広帯域

の強震動評価・予測を可能とする地殻・地盤速度構造モデルの高度化をすすめる。具体的には以下の

２つの項目の研究を行う。

a.地殻・地盤モデルの改良に関する研究

　既存大阪堆積盆地の速度構造モデルと、プレート境界の震源域からサイトにおける地殻速度構造モ

デルの収集を行い、海域から陸域までを統合化した地殻・地盤速度構造モデルを高度化・広帯域化す

る。並行して、東南海地震、南海地震の地震動予測シミュレーションの検証のため、長周期地震動が

卓越した強震観測記録を高密度に収集する。観測サイトの震動特性を分析し、地殻・プレート構造モ

デルや大阪盆地内地盤構造モデルとの比較を行って、モデルの適用性の検討と改良を行う。

b.プレート境界巨大地震に対する強震動予測に関する研究

　南海地震、東南海地震を想定地震とした、広帯域強震動予測を行って、その方法論の確立を目指す。

a.で取り組まれる構造モデルの精査・改良に加えて、プレート境界巨大地震の広帯域震源モデルを構

築する。それらを組み合わせた予測を行うことによって特に甚大な地震被害を引き起こすと考えられ

る大阪堆積盆地内での地震動の特徴を把握するとともに、震源モデル、地殻・地盤構造モデルそれぞ

れの予測地震動波形への影響を評価する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、a.に関して、大阪堆積盆地モデル、地殻・プレート速度構造モデルを収集

する。また大阪盆地内外での強震記録を収集し、地震動特性の分析を行う。強震観測点のサイト特性

評価のための微動調査等を必要に応じて実施する。b.に関して、想定南海地震、東南海地震に関して、

想定地震シナリオと 3次元地下構造モデルに基づく地震動シミュレーションが行われた既往の地震動

予測結果を収集し、評価地震動の特徴の把握を行う。



　平成 22年度においては平成 21年度の解析結果、及び継続解析による観測地震動特性を明らかにす

るとともに、現時点の地盤構造モデルによる地震動特性を評価し、再現性の悪い観測点の特徴を明ら

かにする。

　平成 23年度においては、前年度の分析を継続するとともに、特に大阪堆積盆地モデルの観測地震動

特性の再現性を向上するためのモデルチューニングを行う。モデルシミュレーションの広帯域化に関

する方法を検討する。

　平成 24年度においては、地殻・プレート速度構造モデルと堆積層構造モデルのチューニングを継続

し、再現性の定量的な評価を行う。モデルシミュレーションの広帯域化に関する方法検討を継続する。

　平成 25年度においては、改訂地下構造モデルを用いた想定南海・東南海地震による広帯域強震動シ

ミュレーションを行う

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
本研究においては，

　a.地殻・地盤モデルの改良に関する研究

　b.プレート境界巨大地震に対する強震動予測に関する研究

を研究期間内に進めてきた．

a.に関しては次のような研究を行った．

地震波干渉法を用いた西日本の地殻構造の解析を行った．広帯域地震計記録に地震波干渉法を適用し

て，観測点間グリーン関数を構築し，Iwata et al. (2008)による既存の地殻速度構造モデルによるモデ

ルシミュレーション結果と対比することによって，地下構造モデルのパフォーマンスチェックを行った.

強震動を受けた際の地表近くの地盤応答特性に関して，大加速度を記録した 2008年岩手・宮城内陸地

震時の一関西記録を用いた地盤応答評価と強震を受ける前後における応答の違いと，そこから推定さ

れる地下速度構造の変化についての知見を得た．これまで，強震動を受ける前後において表層近くの

S波速度が強震時も含めて変化する指摘は多かったが，P波速度についても変化している可能性を指摘

した．

2011年東北地方太平洋沖地震においては，震源域から約 700km離れた大阪湾岸地域において関東平

野に匹敵する大きさの周期６－７秒の長周期地震動が長時間観測されたため，その生成メカニズムを

調べた．大阪堆積盆地内で観測された記録を元に，盆地内での地震動特性，卓越周期とその強さ分布

を求め，湾岸及び東大阪地域において周期６－７秒が卓越し，一方，大阪市中心部の上町台地上では

それより短い周期で卓越したことがわかった．これらの傾向を既存の堆積盆地速度構造モデルによる

卓越周期分布と比較したところ，長周期地震動特性の再現には，現状の速度構造モデルはある程度の

パフォーマンスをもっているものの，盆地端部等での再現性が悪く，観測データ等でモデルを更新し

ていく必要性があることがわかった．本震及び最大余震の震源域から大阪に向かう観測記録を追うこ

とにより，長周期地震波伝播特性を分析したところ，最大余震時も本震時に匹敵するほどの応答値が

大阪湾岸で観測されていたこと，大阪堆積盆地内では，周辺岩盤地点に比べて約 30倍の応答があった

ことなどが指摘された．

関東平野北西部に位置する中川低地内部の地盤応答特性，およびその空間的な変化を定量的に調べる

ため，低地内外に展開した地震観測網の記録を用いた地震動応答特性解析，東京低地北部～中川低地

南部の N値・土質の三次元グリッドモデル（木村ほか，2014）に基づく浅部地盤物性値構造モデルの

作成とその検証，浅部地盤物性値構造モデルを用いた地震動増幅率分布の計算を行った．

　平成 25年度においては，2011年東北地方太平洋沖地震及び最大余震による大阪堆積盆地での地震動

を定量的に説明することを目的に，全国一次地下構造モデルに基づく３次元波動場シミュレーション

を行った．相対的に震源過程が単純と考えられる最大余震の波形シミュレーションによって，地下構造

モデルの妥当性を検証したのち，本震に対しては Asano and Iwata (2012)が，周期 0.1-10秒の強震動を

再現するために求めた２つの強震動生成域の場所に対応した震源モデルに単純化をしてモデルシミュ

レーションを行って，震源域?大阪堆積盆地に至る長周期地震動の再現を行った．擬似応答スペクトル



指標によると，観測量の倍半分程度には再現できることがわかったが，大阪堆積盆地内での地震動は

やや過小評価で，モデルの更新が今後の地震動予測問題には重要となると考えられる．また，2011年

4月 13日に発生した淡路島の地震（Mw5.8）の際にも，大阪堆積盆地で継続時間の長い長周期地震動

が観測された．この地震を対象に，大阪堆積盆地における長周期地震動シミュレーション（周期 1-10

秒）を実施し，堆積盆地内を伝播する長周期地震動のモデル化の際に重要なパラメータの 1つである

堆積層の Q値についてのパラメータスタディを行った．その結果，堆積層の Q値を Graves (1996)の

手法でモデル化する場合，参照周期 5秒において Q0=0.3VSとして与えることで，大阪堆積盆地内で

観測された地震動のエンベロープ形状や継続時間をよく説明できるという知見を得た．中川低地沖積

層構造については，N値・土質の三次元グリッドモデル（木村ほか，2014）に基づく浅部地盤物性値

構造モデルの作成とその検証，浅部地盤物性値構造モデルを用いた地震動増幅率分布の計算を行った．

　b.に対しては，研究課題 1812の研究成果等を踏まえたプレート境界巨大地震の広帯域震源モデル

に基づいて，相模トラフ沿い，及び，房総沖の日本海溝沿いにおける巨大地震の地震動予測を，産業

技術総合研究所と共同で行った．相模トラフ沿いの地震に関しては，この地域の過去の地震の２つの

地震の震源像に関する既往研究，および，過去の多数の地震の統計解析によって得られている応力降

下量等の地震パラメータの変動幅を考慮して，具体性の高いと考えられる幅の多数のシナリオを作成

し，もたらされる地震動の幅を呈示した．関東平野の平均的な地震動の観点では，このようなシナリ

オ群の中でも 1923年関東地震の地震動は，最大級に近いものであったと考えられる．房総沖地震に

ついては，2011年東北地方太平洋沖地震の震源域のすぐ南側に，M8の地震を設定した計算を試みた．

震源を浅い（遠い）場所に置いた場合、陸域での地震動の PGVや震度は大きくない。破壊域の下端が

深さ 40km程度までであれば、震度は 1987年千葉県東方沖地震（M6.7、深さ 60km、スラブ内地震)程

度以下である。最も陸域に近い（つまり深い）場所に置いた場合は、房総半島の東半分で PGVは 50

～70cm/s、震度は 6弱から 6強に達する。一方、速度応答スペクトルで見ると、破壊域が近い場合も

遠い場合も長周期の地震動は大きく、3秒以上の長周期帯域では、東北地方太平洋沖地震の際の観測

地震動と同等かそれ以上の大きさとなる．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
浅野公之・関口春子・岩田知孝・吉見雅行・林田拓己・竿本英貴・堀川晴央, 2013,大阪堆積盆地にお

ける 2013年淡路島の地震（Mw5.8）の長周期地震動シミュレーション,日本地震学会 2013年秋

季大会, B31-11.

Sato, K., T. Iwata, K. Asano, H. Kubo, and S. Aoi, 2013, Long-period Ground Motion Characteristics Inside

and Outside of Osaka Basin during the 2011 Great Tohoku Earthquake and Its Largest Aftershock, AGU

2013 Fall Meeting, S43A-2481.

関口春子・吉田邦一・木村克己・花島裕樹，2014,中川低地の浅部地盤の地震動応答特性．関東平野中

央部の地下地質情報とその応用，特殊地質図, no.40 (DVD)，地質調査総合センター, 136-177．

Sekiguchi, H., M. Yoshimi and H. Horikawa, 2014, Broadband ground motion prediction for interplate

giant earthquakes: case of anticipated off-Boso peninsula earthquake, Intenational Workshop on New

Initiative toward the Advancement of Strong Motion, Site Effect, and Risk Evaluation Studies for Future

Mega-Quakes, March 2014.
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平成 25年度年次報告

課題番号：1814

（１）実施機関名：

京都大学防災研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

岩石摩擦の物理的素過程に関する実験的研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

ア．岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

イ．地殻・上部マントルの物性の環境依存性

ウ．摩擦・破壊現象の規模依存性

（５）本課題の５か年の到達目標：

　高速・大変位の条件及び摩擦滑り面上のアスペリティの分布（摩擦強度の時空間的不均質）のそれ

ぞれに着目して地震発生に関わる摩擦挙動を理解することを目的とする．0.1 mm/s程度の中速から 1

m/s程度の高速までの幅広い速度条件で，かつ大変位の摩擦実験を行って，様々な地殻物質について

地震性滑りにおける摩擦特性を明らかにする．また，自然の断層面上に存在すると考えられているア

スペリティを実験室で再現し，そのせん断応力の作用に伴う時空間変化の解析から，アスペリティの

物理的背景，特に地震波の解析から提出される「応力降下量の大きいところ」というアスペリティ像

と接触面上の強度の不均質との関係を解明する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は，高速・大変位班では，岩石試料，沈み込み帯物質などについて，すでに開発した摩

擦試験機を用いた，0.1 mm/s程度の中速から 1 m/s程度の高滑り速度の条件下でかつ大変位の摩擦実

験を行う．速度・変位の条件を変えながら繰り返し実験することより，多様な条件下における岩石摩

擦の概要を明らかにする．また，中―高速条件における速度急変実験を行うことのできる実験システ

ム構築を目指した技術開発に取り組む．アスペリティ班では，岩石試料（もしくは岩石を模擬した材

料）どうしの接触面にせん断応力を作用させながら，透過弾性波，透過光などによる接触面の固着状

態の可視化と，ひずみ測定，光弾性などを利用した面上のひずみ分布の 2次元的な把握を同時に行う

ことができるせん断時接触面モニターシステムを開発する．

　平成 22年度～平成 25年度は，高速・大変位班では，引き続き，幅広い速度，変位条件での摩擦実

験を行って，岩石試料，沈み込み帯物質などについて摩擦特性を明らかにする．また，定常摩擦の速

度依存性を明らかにすることを目的とした実験を行う．さらに，摩擦面の変形組織を解析することで，

物質変化や変形と摩擦特性との関係を明らかにするための研究を進める．アスペリティ班では，初年

度に開発したシステムにより，２つの試料を接触させた模擬断層の 2軸せん断実験を行いながら，接



触面の固着状態と変形（滑り）速度のそれぞれの時空間分布を測定し，面上の個々の点での滑りの構

成関係を調べることができるように，せん断試験装置を調整・改良する．マクロな変位速度や応力な

どの測定量と接触状態の関係を調べる．実験室の透過弾性波では mmオーダーの強度の不均質に敏感

であること，自然の地震断層のアスペリティが数～数十 kmオーダーであることを考慮し，実験の時

空間スケールを調整する．単純にふたつの試料を接触させるだけでなく，接触面間にガウジ物質をは

さんで，アスペリティをより強調した状態での同様の実験を実施する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　高速・大変位班では，回転式中～高速摩擦試験機を用いて，付加体物質（チャート，泥質岩，南海掘

削試料）の摩擦実験を行い，幅広いすべり速度（0.003 mm/s～1 m/s）における摩擦特性を調べた．珪

質岩であるチャートの中～高速すべり時には，顕著なすべり弱化と速度弱化が認められる．摩擦生成

物の詳細な分析を行った結果，断層面に水和化非晶質シリカを含むガウジ物質が形成されることが明

らかになった．平成 21年度には，泥質岩の摩擦構成則パラメータ推定を目的とした，低～中速でのす

べり速度急変実験を開始した．平成 22年度には，南海掘削で得られた粘土質断層試料中に，すべり速

度が～30 mm/sの中速条件において，摩擦が正の速度依存を示す試料と負の速度依存を示す試料の存

在することが明らかになった．平成 23年度は紀伊半島沖南海トラフ付加体中に発達する巨大分岐断層

浅部および前縁断層先端部から採取された断層物質について，低速から数 10 mm/sのすべり速度で実

験を行い，正の速度依存性を示す試料には，一様に分散した剪断変形組織が発達するのに対して，負

の速度依存性を示す試料においては，断層に平行に近い剪断面が多数発達する様子が認められた．平

成 24～25年度は，統合国際深海掘削計画（ IODP）Exp.334において，中米海溝コスタリカ沖の沈み込

みインプットサイト（Site U1381A）にて採取されたココスプレート上の生物起源堆積物について行っ

た摩擦実験の結果，数 10 mm/sより高速の滑り速度条件で前摩擦係数が 0.2以下の値に低下するとい

う著しい速度弱化の性質を示すことが明らかになった．また，0.003 mm/s～ 0.3 mm/sのすべり速度条

件下で摩擦実験をおこなった結果，最上部の粘土質堆積物の摩擦は正の速度依存性を示すのに対して，

その下位の珪質かつ石灰質の軟泥堆積物の摩擦は，負の速度依存性を示すことが明らかになった．

　アスペリティ斑では，岩石試料どうしの接触面にせん断応力を作用させながら，透過弾性波による

接触面の固着状態の可視化，ひずみ測定を利用した面上のひずみ，および，接触面で発生するAEの分

布の 2次元的な把握を同時に行うことができるせん断時接触面モニターシステムの開発を行った．平

成 21年度は AE波形の高速サンプリング連続記録システムを構築した．平成 22～23年度は多チャン

ネル同時サンプリングシステムの構築を行い，透過弾性波および静ひずみの測定を行う装置を構築し

た．また，花崗岩試料による複数パスでの透過弾性波の測定結果の検討を行った．平成 24～25年度は

AEを測定しながらのせん断実験を実施した．せん断試験機にロードセルを組み込み，載荷点での荷重

を測定できるよう改良した．アクリル試料により装置を調整したのち，アルミナ試料および花崗岩試

料でのせん断実験を行った．実験装置の開発・改良は実施できたものの，接触面間にガウジ物質をは

さんだ実験には到達できなかった．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Tanikawa, W., H. Mukoyoshi, O. Tadai, T. Hirose, A. Tsutsumi, and W. Lin, 2012, Velocity dependence of

shear-induced permeability associated with frictional behavior in fault zones of the Nankai subduction

zone, Journal of Geophysical Research, doi:10.1029/2011JB008956.
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＜高速・大変位班＞ 　担当者：堤 　昭人（京都大学大学院理学研究科）

＜アスペリティ班＞ 　担当者：加納靖之（京都大学防災研究所）・川方裕則（立命館大学）

他機関との共同研究の有無：無
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課題番号：1815

（１）実施機関名：

京都大学防災研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

東北地方太平洋沖地震発生域周辺における地震前すべり欠損レートの再検討

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（1）超巨大地震とそれに起因する現象の解明のための観測研究

ア．超巨大地震の発生サイクルの解明

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　現時点で最も妥当と考えられるプレート境界域変動モデルの仮定のもと，GPS以前の測量データ，

GPSデータ，海底地殻変動データを用い，東北沖地震発生までの長期の滑り欠損レートを求める．主

要な成果として，これまで得られている測地学的データを（可能であれば小繰り返し地震データも）

すべて利用することによる，東北沖地震発生前までの滑り欠損レート推定を推定誤差付きで出すこと

を目標とする．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　まず，過去の三角・三辺測量，水準測量，験潮のデータがどの程度最近 15年の GPS測量データと

整合的かについて調べる．次に，過去の測量データから近年の GPS測量や海底地殻変動のデータを用

い，東北沖地震発生までの長期の滑り欠損レートを求める．その際，粘弾性構造等に関するモデルの

妥当性についても検討し，信頼出来る誤差評価をおこなうことに重点を置く．小繰り返し地震から推

定される滑り欠損レートとの比較検討も行い，その有効性や限界も評価する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
平成 24年度は，国土地理院（1997）が三角・三辺測量から導出した東北・北関東地方における約 90

年間の水平ひずみ解をせん断ひずみ成分に変換し，近年GPS測量から明らかとなっている東西収縮の

ひずみパターンと整合的であることを明らかにした．しかし，国土地理院のひずみ解は誤差が公開さ

れておらず，測量や解法上の誤差まで考慮して比較するためには，元の角度測定データまで戻って再

解析する必要があることがわかったため，平成 25年度はこれに取り組んだ．

　通常，三角測量のデータを評価する場合は網平均後の解を用いるが，測定値である角度を用いると

いう方法も考えられる．明治の測量期間（東北地方では 1890年代）と三辺測量の測量期間（1980年

代）の間に生じた地殻歪を議論する場合，後者の辺長データを角度に換算すればよい．そして，近年

の GPSの期間と比較する場合，GPSの変位データを角度に換算すればよい．この方法の利点は，網

平均の際に発生する誤差や三角測量の基線長データに起因するスケール誤差が入ってこないことであ

る．しかし，明治の三角測量では角によって計測の回数が違うため誤差の評価が煩雑になる，結果の

図示化が困難，結果の解釈が難しい，といった問題があり，あまり適切な方法とは言えないことがわ

かった．



　次に，Yu and Segall (1996, JGR)の手法の適用を試みた．三角測量のデータで誤差が大きいのは，基

線長のデータであるため，これを用いずに変動場を求める．この時，スケールに関するデータがない

ので通常の最小二乗法では座標が一意に決まらない．すなわち，解くべき観測方程式のデザイン行列

がランク落ちしており，モデル空間上に null-spaceがあることになる．しかし，その場合でも，最小長

さ解という拘束条件を付せば網平均の解（基準点の速度場）を求めることが可能である．そして，そ

の解に null-spaceを張る（任意の）ベクトルを加えても観測データ（角度）は同様に満足する．試みた

手法では，三角測量の角度データのみを用いて基準点の最小長さ解を求め，GPSで得られた速度場か

ら求めた null-spaceを張るベクトルに相当する速度場を加算する．最終的に，その結果を GPS期間の

速度場と比較する．

　この比較をした場合，速度場（水平二成分）が一致していることは三角・三辺測量と GPSデータに

矛盾がないことを意味する．この手法は，精度のよい比較が可能，速度ベクトルの比較をすればよい

のでわかりやすい結果の図示化が可能，元データから計算するので誤差評価が可能というメリットが

ある．しかし，この手法の適用を試みた結果，ランク落ち数が期待される数と合わないという問題が

発生した．

　上下変動に関しては水準測量と験潮データの整理及び再解釈を行った．水準測量データについては，

青森県から茨城県において島弧横断方向の水準路線 5路線におけるデータを整理し，日本海側もしく

は内陸部に対する太平洋側の水準点での上下変動の履歴を得た．その結果，福島県の路線（会津若松

～いわき）を除く路線では，東北地方太平洋沖地震以前の過去約 100年間の上下変動速度は，概ね一

定であり，沈降量は宮城県の牡鹿半島で約 65cmと最大であり，そこから離れるに従って減少してい

る．100年間で 30cmを超える沈降を示す領域は，岩手県南部から宮城県の太平洋沿岸に限られてお

り，これらの沖合では東北地方太平洋沖地震でのすべり量が大きい傾向がある．験潮データにおいて

も 100年間の上下変動速度は概ね一定で沈降を示す傾向が見られる．水準測量と験潮データを合わせ

て解釈すると，基本的に東北地方太平洋沖地震以前の約 100年間は，東北地方の中部太平洋側が顕著

に沈降し，沈降速度は概ね一定であった．ただし，1897年三陸沖地震や 1938年塩屋崎沖地震，1968

年十勝沖地震などのM7 8級のプレート境界型地震後 10 30年程度は，隆起もしくは沈降が停滞する傾

向が見受けられ，地震後の余効変動が確認できた．

　一方，東北地方太平洋沖地震時と地震後の余効上下変動を解析したところ，地震後約 2年半のデー

タに対する対数関数のフィッティングから，東北地方の太平洋側では今世紀の半ば頃に地震時の沈降量

に相当する隆起が期待できるが，地震前 100年間の沈降量を回復することは難しいと考えられる．地

質学的研究から推定される上下変動速度が測地学的に推定される変動量より一桁小さいことを考慮す

ると，地震前 100年間の上下変動速度はほぼ一定であったが，数百年以上と考えられる超巨大地震の

地震サイクルでは，地震間に上下変動速度は変化することが示唆される．

東北地方太平洋沖地震の震源域におけるプレート境界断層の強度分布を明らかにする上で，本震の応

力降下量分布は重要な情報である．しかしながら，東北沖地震に関しては，断層周辺の弾性定数の 3次

元的な不均質などのため，信頼できる応力降下量分布が得られていなかった．本研究では，３次元的な

不均質構造を取扱いやすい有限要素法 (Abaqus)を用いて，色々な応力降下量分布に対する変位場を計

算し，海底地殻変動の観測結果と比較することにより，大局的な応力降下量分布を推定した．図１に構

築したモデルの概要を示す．プレート境界に直交する 2次元断面において，上盤側の浅部に L1,L2の

2層の低速度層を設けた．プレート境界断層の形状は，Yamamoto et al.(2013)を参考にして設定した．

f1-f10まで 10個のセグメントに分割し，f1-f3までは直線 (傾斜 5.3度)，f4-f10まではスプライン関数

で形状を与えた．簡単のため，断層は幅 2kmの断層帯とし，地震すべりを起こした領域は粘性係数の

非常に小さな粘弾性体とし，その上面および下面に大きさが同じで逆向きのせん断応力を与え長時間

保持することにより地震すべりを模擬した．固着域は弾性体として，そこには応力は与えない．せん

断応力は各セグメント内で一定であり，単一セグメントの破壊の場合はすべり分布は円形断層的にな

ると考えられるが，岡田プログラムによる計算値とよく一致することを確認した．Ito et al., (2005)に

よると，L1は 3km/s, L2は 4.5km/s，それ以深は 6km/s程度の値をとると推定されるが，本研究では，



速度構造の推定誤差も考慮して色々なケースを想定した．ポアソン比 0.25とし，P波速度 3,4.5,6km/s

に対応する s(oft),m(iddle),h(ard)の３通りの弾性定数を設定した．これらの組み合わせにより，L1,L2

に対して 3× 3の 9通りの構造を仮定できるが，深さとともに速度が逆転しない 6通りのモデル (hh,

hm, mm, sh, sm, ss (L1の定数；L2の定数))に対して計算を行った．図２に媒質の不均質の効果を示す．

応力降下量は f1～f8まで一様に 3MPaとした．海溝付近において，低速度になるほど変位が増幅され

ることがよく分かる．変位振幅の差は最大で 2倍以上となっている．図３に仮定した応力降下量分布

を示す．海溝より (m8)，陸より (m2)，あるいは本震震源付近 (m12)に平坦な部分を持つ３つのモデル，

および，海溝から陸側へ向かって直線的に変化するモデル (m6)の 4通りを仮定した．これらによる計

算結果を海底地殻変動観測結果 (Sato et al., 2011, Kido et al., 2011, Iinuma et al., 2012)と比較した．実

際の計算では応力降下量分布の形を固定し，観測値との残差二乗和を最小とするように絶対レベルを

グリッドサーチで推定した (陸のデータは残差の計算には用いていない)．図３に，m12のモデルにつ

いて，L1を s，L2を hとしたときの結果を示す．shの不均質構造はどのモデルに対しても小さな残差

を返している．応力降下量の最大値は 3.5MPaであり，通常の海溝型の地震とそれほど違いがあるわけ

ではない．shの不均質構造に対して，m2,m6,m8,m12の各モデルの残差の RMSは，それぞれ 3.2, 3.6,

4.3, 3.0と求まり，海溝側で応力降下量の大きなモデルでは観測データを説明しにくく，本震震源付近

にフラットなピークを持つモデルでデータをよく説明できることが分かった．この結果は，本震の震

源付近で大きな応力降下が起こったことが，超巨大地震の原因の一つであることを示唆している．海

溝軸付近の強度が大きいモデルも提案されているが，今回の推定結果はそれとは調和的ではない．今

回は考慮していないが，海溝軸付近で 50mを超えるような水平変動が報告されているが (例えば，Ito

et al., 2011,)，L1,L2を両方 hとするような均質なモデルでは，図４に示した海底地殻変動データと同

時に説明することは難しい．
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氏名：福島洋 　
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図１ 　有限要素モデルの概要．

プレート境界に直交する 2次元断面において，上盤側の浅部に L1,L2の 2層の低速度層を設けた．プレート境界
断層の形状は Yamamoto et al.(2013)を参考にして仮定．断層は幅 2km，f1-f10まで 10個のセグメントに分割．



図２ 　媒質の不均質の効果．

応力降下量は f1～f8まで一様に 3MPa．ポアソン比 0.25とし，P波速度 3,4.5,6km/sに対応する s(oft),m(iddle),h(ard)
の３通りの弾性定数を設定し，これらの組み合わせにより，6通りのモデル (hh, hm, mm, sh, sm, ss (L1の定数；L2
の定数))に対して計算を行った．



図３ 　仮定した応力降下量分布．



図４ 　海底面および地表面の変位の計算結果．

上側：上下変動，下側：東向きの変位．三角およびダイアモンドが海底地殻変動の観測データ (Sato et al., 2011,
Osada et al., , Iinuma et al., 201)，丸印は，国土地理院 (2011)による GNSSの地震時変動をコンター表示したもの
から代表的な値を読み取ったもの．L1を s，L2を hとしたときのモデル m12の計算結果を示す．
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（２）研究課題（または観測項目）名：

比抵抗連続観測による阿蘇中岳火口浅部熱水系モニタリングの高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　火山噴火の多様性を普遍的に説明できるモデルを構築するには、現象を高精度にモニターする事が

必要である。特に、地下浅部における火山性流体の挙動は火山学にとって本質的に重要である。マグ

マが上昇して地下熱水系に到達する、あるいはある深さでマグマが上昇を停止し、マグマから分離し

た火山ガスが地下熱水系に到達するといった過程を把握することが、噴火予測の高精度化に求められ

ている。こうした現象に伴う地下火山性流体の状態変化を捉える為の観測手法を確立することは、火

山噴火の多様性を理解する上で重要な情報であり、噴火予知の高精度化に大きく貢献する。本研究で

は、電磁気学的な手法を用い火山体浅部における火山性流体の状態変化を捉える事を目的とする。ま

た、こうして得られる結果と、地震観測、地磁気観測、水位観測などから得られる結果と対応をとる

事で、浅部熱水系の状態変化が火山活動とどのような対応を持つかを明らかにする。

　近年、TDEM法を基にした高精度・高時間分解能の浅部比抵抗連続観測システムが開発され実用化

されている。平成２１年度からの５か年において、阿蘇中岳火口周辺において、こうした観測システ

ムを用いた観測点アレイを構築する。また、高時空間分解能での連続比抵抗モニタリングを実施し、

火口直下の熱水だまりについて、これまでの研究から示唆される数か月単位の短いタイムスケールで

生じる熱水系状態変化に伴う比抵抗値変化、領域の拡大・縮小を捉える。また、現在実施している地

震観測、地磁気観測、水位・水温観測などの結果との比較から、熱・水収支モデルのパラメータの最

適化を行いモデルの高精度化を行う。

（６）本課題の５か年計画の概要：

平成２１年度：

●平成 21年度

　比抵抗モニタリングの予備観測を実施し、観測・データ解析システム構築の為の、基礎的な情報を

収集する事を主目的とする。

●平成 22年度

　比抵抗連続観測システムを展開し、連続観測を実施する。

　京都大学で行われている既存の研究・観測 (地震観測、磁場観測、火口湖水位・温度観測による放熱

量推定)を継続して行う。磁場観測の高度化を行う。現状の現地収録観測をテレメータ化し、より欠測

の少ない観測データ取得を目指す。これにより、高い時間分解能で地下の熱的状態推移を推定する。



●平成 23年度

　比抵抗連続観測及びその他の観測を継続する。

　火口湖からの放熱量推定の高度化を行う。火口湖水位を連続的に測定するためレーザー距離計によ

る観測を行う。無線温度計による火口湖水温連続観測を行う。

●平成 24年度

　比抵抗連続観測及びその他の観測を継続する。

　比抵抗観測から得られる結果を基に火口の浅部熱水系モデルを構築する。

●平成 25年度

　比抵抗連続観測及びその他の観測を継続する。

　抵抗観測から得られる浅部熱水系モデルについて、磁場観測、放熱量推定から得られる結果との比

較・評価を行いモデルの高精度化を目指す。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
平成 21年度は比抵抗モニタリングの予備観測として阿蘇火山及び中岳火口周辺及において高密度VLF

観測 (テラテクニカ社製 VLF-MT観測装置 VL-101使用)を実施し見かけ比抵抗分布が得られた。この

結果を元に火口周辺域に於ける浅部電気伝導度分布の把握・地下水系の推定を行ない、次年度以降で

予定されていた高精度比抵抗観測システム ACTIVEによる繰り返し観測の観測点レイアウト作成の参

考とした。

平成 22年度は ACTIVE観測点を整備し予備観測を実施した。 ACTIVE観測では観測対象領域内に電

流送信 (トランスミッタ)局と誘導磁場観測 (レシーバ)点を設置し、トランスミッタから矩形電流の送

信、即ち電流のオン・オフを繰り返し行なう。この際の急激な電流変化の際の大地の磁場過渡応答を捉

えることによって地下の比抵抗構造を探査する。対象領域である中岳火口周辺では、火口から酸性の

火山ガスが常時放出されている事から常時観測を行う環境としては適さない。特にトランスミッタは

夏場に雷が多発する事から機材が破損する恐れが大きく、こうした事を考慮して繰り返し観測を行う

方法を用いた。阿蘇中岳火口周辺の観測では、電流送信局を火口の南西側に設置し電流送信ケーブル

をおよそ 250m敷設した。またその両端にステンレス製の電極を約 60本設置した。接地抵抗は約 1.2k

Ω、送信電流は約 0.6Aであった。磁場観測用レシーバは中岳第一火口周辺に 4点設置した。

平成 23年度は繰り返し ACTIVEによる繰り返し比抵抗モニタリングを 2013年 4月、5月、7月及び 9

月に実施した。この観測期間中に阿蘇山では小規模な噴火が発生した。阿蘇火山の活動は 2010年の

後半頃から活性化の兆候を示し、火口底の湯だまりの水位が急激に減少を始め、4月の Active観測の

頃には湯だまりがほぼ干上がった状態となっていた。 5月には中岳火口で小規模な噴火が生じ、阿蘇

火山の噴火警戒レベルが始めて 2に設定された。しかし梅雨期の記録的な大雨を経た 6月下旬までに

は噴火活動は沈静化し火口底の湯だまりも火口底をほぼ覆うほどに回復し静穏な状態となった。この

結果 4月-5月の間に長周期側 (1-5Hz)で、5月-7月の間に短周期側 (20-100Hz)でレスポンス曲線が大

きく変化した事が観測された。

2011年 5月の小規模噴火と関連させてレスポンス曲線の時間変化を解釈すると、4?5月の長周期側の

変化から、火口南側の比較的深い領域で、5月の小規模噴火に関連して地下の温度状態・熱水分布に

変化が生じたとが考えられる。それに続く 5-7月の短周期側の変化は、梅雨期の大雨で湯だまりが回

復し浅部比抵抗が低下したことを示すものと考えられる。

平成 24年度は ACTIVE繰り返し比抵抗モニタリングを継続実施した。また解析プログラムを作成し

これまでのデータを用いて構造解析を行い地下比抵抗の時間変化を議論した。23年度 (4月、5月、7

月及び 9月)と 24年度 4月の繰り返し ACTIVE観測結果の解析から、地下比抵抗の時間的な変化を見

積もるため地下比抵抗 1次元構造解析を行った。その結果の比較から、この期間中に地下 200～300m

の領域で比抵抗が 100Ω mから 10～20Ω mへ低下、また地表～地下数十 mの浅部で 100Ω mから

数十Ωmへ低下した事が分かった。この事から 2011年 4月～7月に見られたレスポンス関数の低周波

帯における変化が地下 200～300mの領域、5月～7月の高周波帯の変化が地表～地下数十mの浅部に



おける比抵抗変化に対応するものである事が分かった。Kanda et al.(2008)による中岳火口周辺の高密

度 AMT観測の結果、第一火口地下に低比抵抗域が局在する事が明らかになり、地下のマグマだまり

から供給される火山性流体の一部がトラップされて熱水だまりが形成さていると考えられている。火

口地下 200～300mの深度は、この低比抵抗域（=熱水だまり）の上端部に当たる事から 2011年 4月～

7月の時期でこの領域中の熱水に状態変化が生じていた事が示唆される。5月の小噴火に先立ち深部か

らの火山ガス供給が増え、地下の熱水が気相卓越な状態となり高比抵抗を示していたものが、小規模

噴火発生後にガス供給が減り、液相卓越となって比抵抗が低下した事が考えられる。また、浅部比抵

抗低下が生じた 5月～7月は、梅雨期の豪雨を経て湯だまりが再出現した時期に対応しており、湯だ

まりの出現による火口周辺での浅部比抵抗低下を検出する事ができた。このように、本研究における

高精度電磁観測によって地下浅部の比抵抗時間変化が初めて捉えられた。

平成 25年度においても ACTIVE繰り返し比抵抗モニタリングを継続実施した。阿蘇では 2013年 9月

に火山ガス放出量が急増し噴火レベルが 2年ぶりに 2に引き上げられた。その後活動はいったん沈静

化したが 2014年 1月に小規模噴火が発生した。それ以降断続的に少量の火山灰を放出する噴火活動を

繰り返している。25年度にはこの活動期間を含む 5月、7月、9月、1月及び 2月に観測を行った。こ

の結果一連の活動が始まる前の 7月に比べ 9月以降長周期側で僅かに比抵抗の上昇が見られ、2011年

噴火の前と同様の変化が観測された。この事から深部からの火山ガス供給が増え、熱水だまり中の熱

水が気相卓越な状態になっている事が示唆される。

以上のように、この 5年間において中岳火口における繰り返し ACTIVE観測の観測体制が整備され定

期的に観測を行う事が可能となった。また繰り返し観測からいくつかの噴火活動に対応すると思われ

る比抵抗変化を捉える事が出来た。近年の噴火活動は過去の阿蘇火山の噴火に比べると極めて小規模

なものであるが、そうしたものでも関連した比抵抗変化が捉え得る事が示せた事は火山電磁気学的に

も大きな成果であると考えられる。さらに観測された比抵抗変化から火口地下の熱水の状態変化を推

定できたことは噴火準備過程を理解するうえでも重要な意味を持ち、火山学的に非常に意義のある成

果が得られた。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
The electrical conductivity changes around Aso Nakadake active crater lake detected by the height resolu-

tion electro-magnetic monitoring system.M.Utsugi, T.Kagiyama and H.Inoue, Special Volume Volcanic

Lakes, Geol. Soc. of London, 2013,査読有 (投稿準備中).

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
担当者： 　宇津木充 (京大・理)

参加者： 　鍵山恒臣、大倉孝宏、吉川慎、井上寛之 (京大・理)、神田径 (京大・防災研)

この他に、当施設の機関研究員、京都大学の大学院生 (2～3)名が参加する。

他機関との共同研究の有無：有

小山崇夫 (東大・地震研)

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設火山研究センター

電話：0967-67-0022

e-mail：utsugi@aso.vgs.kyoto-u.ac.jp

URL：http://www.vgs.kyoto-u.ac.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：宇津木充 　

所属：京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設火山研究センター



平成 25年度年次報告

課題番号：2001

（１）実施機関名：

鳥取大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

中国・四国地方の電気比抵抗構造と地震・火山活動の関連に関する研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

イ．上部マントルとマグマの発生場

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

エ．スラブ内地震の発生機構

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本研究課題の目的は、日本列島弧の内、西南日本弧を横断・縦断する電気比抵抗構造の調査研究か

ら、ひずみ集中帯外における地震発生と比較的長い期間噴火記録のない火山と地殻流体との関連を解

明することである。そのために、内陸地震発生域と内陸地震空白域（第３種及び第四紀火山下）及び

深部低周波地震の構造的不均質性、四国地方の地殻地震及び深部低周波地震の発生様式と構造的地域

性等について、沈み込む海洋プレートから供給が想定される流体と関連付け調査研究を行う。

　具体的な５年間の到達目標：（１）西南日本弧を横断する調査研究としては、「地震予知のための新

たな観測研究計画（第２次）」で調査が緒に就いたばかりの西南日本弧を横断する第二測線（鳥取西

部・島根東部-広島-愛媛-高知西部）に関する地殻・マントル上部の比抵抗構造調査を実施し、二つ目

の西南日本弧横断比抵抗構造を推定する。（２）西南日本弧を縦断する調査研究として、主には、山陰

地域において、鳥取-島根県でほぼ東北東-西南西方向（例えば、鳥取・島根県境で発生が確認されてい

る深部低周波地震域を含み西南日本弧を縦断する方向）の比抵抗構造調査を実施し、地殻比抵抗構造

の連続性と地震発生及び比較的長い期間噴火記録のない火山と地殻流体との関連を明らかにする。こ

れらを実施することにより、初めて比抵抗研究の観点から地震・火山発生の場を制御する主因に迫る

ことができると考えている。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は５年間全体の研究計画を見通す重要な年度である。具体的な５年間の到達目標のう

ち、全研究計画（１）（２）に関する予備調査を実施する。特に、ここで方法論として用いる深部電磁



比抵抗探査を成功させるためにも、各観測対象エリアにおいて予備的に現場環境やノイズ調査を実施

することは重要である。そのために、まず、西南日本でこれまでに得られた全てのデータを統一的な

方法で処理した上で統合化を実施する。ここでは、新しい調査研究を展開する上で広域にわたる地域

の比抵抗構造をどのように取り扱うことが適切であるか、構造の次元や走向の再決定も含めた、再解

析を実施する。その結果を活かした内業を行った上で、実際に研究計画（１）（２）で対象とする地域

での予備調査（現場環境やノイズ調査）を行う。予備調査を実施した各計画の中から結果を踏まえ、初

めての着想である西南日本弧を縦断する調査研究として、主には、山陰地域において、鳥取-島根県で

ほぼ東北東-西南西方向（例えば、鳥取・島根県境で発生が確認されている深部低周波地震域を含み西

南日本弧を縦断する方向）の比抵抗構造調査に着手する。

　平成 22年度ならびに 23年度においては、平成 21年度の調査研究を継続して実施する。その成果と

して主には、ひずみ集中帯外・山陰地域における、ほぼ東北東-西南西方向の地殻比抵抗構造の連続性

と地震発生及び比較的長い期間噴火記録のない火山と地殻流体との関連を解明する。

　平成 24年度ならびに 25年度においては、西南日本弧を横断する第二測線（鳥取西部・島根東部-広

島-愛媛-高知西部）に関する地殻・マントル上部の比抵抗構造調査を実施する。これにより、縦断測線

により示される比抵抗構造の特徴と深部低周波地震付近の構造的不均質性、並びに、沈み込む海洋プ

レートから供給が想定される流体との関連について解明される。以上により、中国・四国地方の電気

比抵抗構造と地震・火山活動の関連についての取りまとめを行う。

　なお、平成 23年度及び 24年度は異なる観測計画に移行する年度と考えている。このため研究計画

の進捗状況によっては、研究計画の先行実施等の可能性があることを明記しておく。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
（1）西南日本弧を横断する観測研究：高知県馬路村魚梁瀬西川で得られたデータを組み入れた四国地方

東部（香川－徳島－室戸測線）の構造解析により修正された比抵抗モデルと震源分布や Ito et al.(2009)

による地震反射波断面とを対比したところ，地殻内地震とプレート地震との間に存在する無地震領域

は比較的低比抵抗領域として，外帯ではプレートは高比抵抗として，プレートの沈み込みが震源とし

て追跡できなくなる内帯との境界部付近の地下約 40kmの深さでは約 10Ωm程度の低比抵抗領域とし

て，対応づけられた．また，ネットワークMT法を用いて推定された四国地方東部の大局的な比抵抗

構造を示す Yamaguchi et al.(1999)モデルとの比較から海洋地殻及び海洋マントルに対応する深度での

特徴や中央構造線以北の比抵抗値が小さくなるという傾向も同一であることが分かった．以上は，山

陰地域と四国地方においておおよそ 5km毎に配置された観測点で得られたデータをもとに個別に行わ

れた地殻構造推定結果の例である．

　平成 25年度は，中国・四国地方データを統合して，西南日本弧を横断する島弧横断第１測線（鳥取

東部－岡山－香川－徳島－室戸測線）ならびに島弧横断第２測線（鳥取西部・島根東部-広島-愛媛-高

知西部，平成 24年度に広島東部から愛媛今治大三島に至る山陽から瀬戸内海地域の未測定エリアで観

測された広帯域MTデータを用いた）の構造解析を行った（図 1）．構造解析には Ogawa and Uchida

（1996）のプログラムコードを用いた．今回得られた第１測線および第２測線に関して得られた大局的

な中国四国地方の２次元比抵抗構造モデルには，先述の各地域で地域毎に提出された比抵抗モデルで

みられた構造の特徴がおおむね保存されているが，モデルに示されるように，東部ではより明瞭なか

たちで中央構造線周辺を境とした北傾斜の比抵抗構造が推定されたこと，内帯の地殻深部は中部地殻

以浅と比べて低比抵抗であることが，新たな知見として示された．ここではその構造推定例として東

部の比抵抗構造モデルを図 2に示し，このモデルを仮定したときに得られる理論曲線と観測データと

の対比を図 3に示す．（紙幅の都合上，図 3は図 4の後に図示する）

　中国四国地方の統合構造解析を実施するにあたり，東部および西部，いずれの測線についてもおお

よそ 15km程度毎にデータを間引き（東部 14地点，西部 13地点）入力データとした．また，いずれ

の測線でも，中国地方・山陽側では直流電気鉄道が運行される地域があり，漏洩電流による人工ノイ

ズの混入により，１秒あたりから数百秒にかけての探査データの質が悪くなっている．十分な信号強



度とはいえないまでも第２測線の観測期間中，地磁気嵐に伴う電磁場変動を記録することが出来たが，

第１測線では同様の記録が得られていない．今後はこれらの構造解析に影響を与える諸条件の改善を

行う必要がある．

　さて，陸海プレート境界で発生するスロー地震は，隣接する固着域，つまり将来巨大地震が発生す

る領域に影響を与えていると考えられており，また東部では低周波微動の活動が顕著でないという違

いもある．中央構造線の南側の下深さ 35km～40kmあたりで，プレートに対比される高比抵抗領域の

連続が途絶える領域は，Obara(2002)が発見した深部低周波微動の発生領域にほぼ対応するので，低周

波微動及びスロースリップイベントの発生メカニズムと比抵抗構造の関連についての関連を明らかに

するためにも，今後は，四国地方に存在する観測の空白地域を補うような基盤的比抵抗観測研究の充

実を通して長期広域の地震予知に資する研究としたい．

（2）西南日本弧内陸部の不均質構造に関する観測研究：山陰地域の地殻深部の低比抵抗領域が必ずしも

連続して存在しない可能性が指摘されたことを予察的な観測研究の成果として記す．このことは，鳥

取県中西部の地震（2002年，Mj5.3）発生域周辺を南北に横断する測線におけるMT観測研究から示

唆された．この地域は鳥取地震（1943）や鳥取県中部の地震（1983）の地震活動帯の西側延長部であ

り，一方で，2000年鳥取県西部地震や第四紀火山である大山火山の地震空白域の東側に位置する．得

られた比抵抗モデルの特徴として，地殻が全般的に高比抵抗であり，ここでは山陰地方で指摘されて

きた深部低比抵抗領域は連続して存在しない可能性が示された．ただし，その後行われた，震央直北

および震央東側の補観測データおよび特定の地域のインダクションベクトルに関する考察は，不均質

構造としての深部低比抵抗領域の存在を示唆するものとなった．平成 25年度は，山陰地方で得られた

全観測点データを整理し，同様の方法でベクトルを面的に調査したところ，鳥取東部から西部・大山

地域において，鹿野吉岡断層の延長を含む地震活動帯周辺のベクトルの振る舞いが周りのそれと異な

ることを確認した（図 4）．今後は，山陰地方においても四国地方と同様に，より厳密な地震活動（発

生）の場を議論するために３次元比抵抗構造の推定を意識した基盤的比抵抗観測研究の充実を図るこ

とが重要であると考えている．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
塩崎他，2013，中国地方（鳥取県中西部測線ならびに広島県東部測線）の地殻比抵抗構造調査の概要，

日本地球惑星科学連合 2013年大会（ポスター発表），SEM37-P05.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
教員：塩崎一郎，技術職員：池添保雄，山本真二，畑岡 　寛

他機関との共同研究の有無：有

京都大学：大志万直人、吉村令慧、高知大学：村上英紀、久保篤規

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：鳥取大学大学院工学研究科

電話：0857-31-5183

e-mail：

URL：http://www.tottori-u.ac.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：塩崎一郎 　

所属：鳥取大学大学院工学研究科 　社会基盤工学専攻



図 1 　中国四国地方の広帯域MT観測点分布図
広帯域MT観測点を白丸で示した．その中から中国四国地方の比抵抗構造の解析に使用した観測点を黒丸で示す．
南北に引いた青線は，東側を西南日本弧島弧横断第１測線，西側を第２測線と文中で記した．

図 2 　２次元比抵抗モデル（鳥取東部－岡山－香川－徳島－室戸測線）
▼印は構造解析に使用した観測点の位置を示し，顕著な構造線を重ねて描いた．

図 4 　鳥取県東部から西部大山測線に至るインダクションベクトル
インダクションベクトルは周期 10秒に対して描かれた．赤色破線はこの地域の地震活動が活発な帯の中心軸を表
す．この帯の周辺のベクトルの中には顕著な東西方向の成分を持つものがある．



図 3 　東部比抵抗モデルを仮定した際に得られる理論曲線と観測データの fitting



平成 25年度年次報告

課題番号：2101

（１）実施機関名：

高知大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

四国から紀伊半島にかけての前弧域周辺の応力場の時空間変化

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ア．列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場

オ．地震発生サイクルと長期地殻ひずみ

（５）本課題の５か年の到達目標：

　５か年の目標：高知大学でこれまで検測してきた読み取りデータをもとに、南海地震震源域周辺の

メカニズム解を求め、これを用いた応力場の推定行い、南海地震の震源域付近の応力場の時空間変化

を明らかにして、プレート境界面を通した力学的な相互作用の強さやその不均質性について等を議論

するための基礎資料を構築する。また、これらを説明するモデルを検討する。時間変化があれば、定常

的な応力場と地震サイクルの応力変化の相対的な関係をおさえる事を優先したモデル計算を行う。時

間変化がほとんどなければ、変動量は微小であることがわかる。空間変化については、プレート間の

固着率の不均質に対応した応力場の不均質があれば、これをモデル化する。こちらもほとんど見られ

なければ、Kelin Wangのいわゆるの Stress - strain paradoxモデルの問題点を修正したモデル化を検討

する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は、 1997年のデータの一元化以降の地震について、高知大学地震観測所における検測

値結果を用いて定常的な処理に用いている速度構造でメカニズム解の決定を行う。これらの結果につ

いて精度を評価し、誤差要因を明らかにする。

　平成 22年度は、上記データの解析のうち海域の地震のメカニズム解の精度向上を検討する。また、

紙記録時代の読み取りデータの整理を行う。

　平成 23年度は、古い時代の地震メカニズム分布について、精度を議論する。紙記録時代の読み取り

データからメカニズム解を決定する。

　平成 24年度、多重応力逆解析を用いて、作成したメカニズム解カタログを用いて、応力場の時空

間変化の特徴抽出を行う。

　平成 25年度には、得られた応力場の時空間変化の特徴が、プレート境界の固着率分布や、プレー

ト間巨大地震サイクルとどのように関係しているのか力学的なモデルを検討する。



（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　比較的精度の高い地震のメカニズム解が得られている四国付近で,上盤プレート（深さ 0-15km）,中

間層 (深さ 20km付近),沈み込むプレート内の 3つの地震発生層について応力多重逆解法を行った.上

部地殻の応力場は中央構造線よりも南で地質構造線に沿う方向に圧縮でそれに直交する方向に伸張軸

をもつ横ずれ型の応力場を示している．中央構造線付近では, 構造線に斜交する応力軸を持っている

が,山陽地方では東西に近い水平圧縮軸をもつ．一方沈み込むプレート内では全体として南北の圧縮場

になっている．四国周辺の地殻応力場は，空間的にみると１）島弧に直交する方向には，圧縮軸方位

の曲がりを示す変化がみられ，２）島弧に沿った方向でみると，紀伊半島から四国中央部までは圧縮

場であるが，四国西部では伸長場を示す，という二つの特徴を持つことが分かってきた．１）につい

ては，斜め沈み込みの前弧スリバーの問題であり，２）は南海トラフから九州琉球弧の応力場の遷移

や南海アスペリティの西端の問題などが関連している重要な問題である．GPSの速度場からプレート

境界の固着による back slipを差し引いた速度場から求めたひずみ場は四国東部では東西圧縮場，四国

西部では北東ー南西伸張場となっており，応力場の特徴に合致する．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
なし．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
久保篤規

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：高知大学理学部附属高知地震観測所

電話：088-844-8464

e-mail：akubo@kochi-u.ac.jp

URL：http://www.pslip.kochi-u.ac.jp/ keo

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：久保篤規 　

所属：高知大学 　理学部 　附属高知地震観測所



平成 25年度年次報告

課題番号：2102

（１）実施機関名：

高知大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

燧灘－高縄半島下における中央構造線系の深部構造と断層活動に関する研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ア．列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

イ．強震動・津波の生成過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　５か年の目標：中央構造線は日本における第一級の活断層であり,現在は斜め沈み込みにより右横ず

れ運動をしているが,地質断層は北傾斜していることが示されてきた (Ito et al., 1996)。しかしながら、

もし中央構造線において大地震が発生するとしたら,その地震断層は北傾斜面なのか,それとも高角の

横ずれ断層なのかという問題は,単に断層構造だけではなく,応力場,断層の摩擦係数,強度などを考慮

した物理的な検討が必要である。当該地域では活断層に明瞭なセグメント境界が見られ、セグメント

境界を越えた連動型の大地震発生の可能性の有無も重要な問題である。この問題も中央構造線の大地

震の地震断層が北傾斜面なのか,それとも高角の横ずれ断層なのかによって全く違ってくる。本研究で

は、燧灘から高縄半島に分布する地殻中部の地震が中央構造線の周辺に発生している事に注目し、主

にこれらの地震活動を高密度の観測することによって、断層の活動様式について研究する。この地域

は既に行われた２つの GPSのトラバース観測の中間であり、かつ両者の結果は中央構造線を挟んだ特

徴がそれぞれで異なっているために、中央構造線の現在の滑りの不均質性の可能性についても把握に

努める。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　燧灘から高縄半島地域において地震観測の精度を総合的に向上させるため８点程度のオフライン地

震観測点を設置し連続記録を収録する。これにより中央構造線の北傾斜面の深部延長上に近い地殻中部

地震発生域を中心に地震の検知能力,総合的な観測精度の向上を目指す。また定常観測網で得られてい

るデータを使って,メカニズム解の決定,多重応力解析による応力場の推定,震源分布の再決定,震源域

の Vp/Vsの推定を試み,現状起こっている微小地震がどのような向きの断層面が,どのような力によっ

て,どの程度流体の影響を受けやすい環境で発生しているのかについて,たたき台となる情報を得る。

　平成２１年度は観測点の設置を行う。



　平成２２年度：観測の継続しデータを蓄積しつつ,定常観測網によるデータとあわせて,地震活動度,

震源分布,地震の検知能力などの基礎データを再検討する。

　平成２３年度：観測の継続しデータを蓄積しつつ,定常観測網によるデータとあわせて,メカニズム

解分布の高精度決定,震源域 Vp/Vsの解析を行う。

　平成２４年度は,特に高い不均質性が考えられる高縄半島付近において,局所アレイ観測を行い中央

構造線の潜伏断層面の位置情報を増やす。

　平成２５年度は,総合的にみて,中央構造線の大地震は,どのような応力場のもとで,どのような断層

面が,滑り得るものであるか検討する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　中央構造線は西南日本における第一級の活断層である．現在は西南日本弧に対するフィリピン海プ

レートの斜め沈み込みにより右横ずれ運動をしているが,反射法地震探査により，地質断層は北傾斜し

ていることが示されている (Ito et al., 1996)．もし中央構造線において大地震が発生するとしたら,その

地震断層は北傾斜面なのか,それとも高角の横ずれ断層なのかという問題の解明は,単に断層構造だけ

ではなく,応力場,断層の摩擦係数,強度などを考慮した物理的な検討が必要である．この課題では，中

央構造線の北方の香川西部-燧灘-高縄半島において，中央構造線に平行に帯状分布する深さ 20kmまで

の地震活動に注目し，これらの地震のメカニズム解と起震応力場を知ることで，中央構造線系の長期

的な活動と周辺の広域テクトニクスの理解を目指した．

　まず，地震観測の精度を総合的に向上させるために，燧灘（ひうちなだ）-高縄半島に新たに地震観

測点を設置しオフライン連続観測を実施した．この観測では，愛媛県高縄半島，四国中央市，香川県

まんのう町の計７地点と，HT08（三豊市詫間町箱）, 　HT09（伊吹島）, 　HT10（魚島）の 3地点に

2Hz速度型地震計を設置（図 1：HT01 ? HT10）した．中央構造線の北傾斜面の深部延長上に近い地殻

中部地震発生域を対象に，地震の検知能力,総合的な観測精度の向上を図ると共に，高知地震観測所で

受信された 1996年以降の P波極性の地震データ（防災科研,気象庁,大学,産総研，JAMSTEC）を用

いて，メカニズム解決定と応力逆解析を行った．

その結果，1)香川西部-燧灘-高縄半島に発生する地震は，震源分布から大局的には中央構造線の北傾

斜面上で発生していること，しかし、2)微小地震のメカニズム解の節面は横ずれ断層型を示し，中央

構造線の北傾斜面に一致するものがほとんど無く，応力解析の結果も横ずれ型を示すことが明らかと

なった．

　中央構造線の深部断層の滑り条件を，応力解析によって得られた四国東部の横ずれ型の応力場のも

とで考察した（走向：255度固定，傾斜角：10度間隔）(図 2)．応力に対する断層の幾何学的配置によ

り，高角であれば静的摩擦係数が 0.7程度でも滑り条件を満足するが，傾斜角が小さくなっていくと，

静的摩擦係数を 6割程度に下げないと条件を満足しないことが分かった．もし滑り条件を満足するこ

とができなければ，応力場に対してもっとも滑りやすい高角の横ずれ断層面を新たに作る過程が進行

するかもしれない． 1999年燧灘群発地震を含む地震群に対して，和達ダイアグラムによる Vp/Vsを

求めたところ，レベルはそれほど高くないものの，1999年群発地震では相対的に大きな Vp/Vsを示す

ことが分かった．中央構造線付近では，地中ガス中のヘリウム同位体比が若干高いと見積もられてお

り (Dogan et al., 2006; Umeda et al., 2006)，深部低周波微動発生領域の上方に位置していることも考慮

すると震断層域に下部から流体が供給され，滑り条件が満たされる可能性が考えられる．

　さらに，3)メカニズム解の精査と野外観測のデータを統合することにより，正断層型の地震が高縄

半島や燧灘西部に発生していることが明らかになった．この 4)正断層型の地震の発生や応力場は，近

畿南部，四国から九州へ至る前弧域の回転運動による transextensionで説明可能かもしれない（ Ikeda et

al.,2009）．この考えでは，trans - extensionから transpressionへ遷移する位置が現状では四国中央部の

新居浜付近となっている．そこでまず，瀬戸内周辺の活断層の形成に注目して，現在の応力場との関

係を調べた．日本の活断層等を参考にして，A）周防灘，B)安芸灘,岩国，五日市，C）福山，鞆，長

者ヶ原，御調，尾道，D)播磨灘，E)長尾断層，F)江畑，竹城，G）鮎喰川の断層帯を対象とした（図



3）．これらの活断層に地震のメカニズム解より推定した応力場（図 4）が働いたとして，断層がどれ

くらい滑りやすいかについて，slip tendencyを用いて検討した．多くの活断層について，走向や断層

変位方向の情報はあるが，傾斜情報は少ない．各断層付近で得られた二つの応力場に対して，様々な

走向と傾斜を想定し，剪断応力と法線応力の比を求め，最大値で規格化して slip tendencyを評価した．

その結果，横ずれ断層として滑りやすいと判定されるものは，周防灘，岩国，長者ヶ原がある．逆断

層的なすべりで断層上下変位が説明できるものとして，江畑，鮎喰川があり，正断層的なすべりで断

層の上下変位が説明できるものは，岩国となる．現状で，滑りにくい，あるいは，断層変位が矛盾す

るものとして，五日市，福山，鞆，御調，尾道，長尾があげられるが，これらに対しては応力場の推

定精度が十分でないことや，断層活動の情報が不足するなどの点をもっと検討する必要がある．横ず

れ以外の変位が説明できそうなものは，図 5のように西部の岩国で正断層型，東部の江畑，鮎喰川で

逆断層型であることから，前弧域ブロックの回転による Transpression/Transextensionモデル（ Ikeda et

al., 2009)などに整合的と言え，微小地震の示す応力場と活断層の示すすべりは統合的に理解できる可

能性を示唆している．

　加えて，微小地震データのみを用いて燧灘東部（34.0- 34.2 °N，133.3-133.7 °E）に正断層型の地

震が存在するかどうかを確認し，前弧域内の応力場が圧縮場から伸張場へ変化する位置を推定し，地

質学的結果と合致するかどうかを調べた．この際に，2012年 4月-2012年 12月までに発生した地震に

対して定常観測網および臨時観測の検測を行い，26個のメカニズム解を求めた．その結果,精度の良

いメカニズム解の数は，横ずれ型，逆断層型，正断層型の順であった（図 6）．予察的な調査ではある

が，燧灘東部に卓越した正断層的な応力場が形成されている可能性は低く，地質学的な情報と組み合

わせたとしても，中央構造線周辺に働く transextension領域の時間発展を議論できる可能性は低いと考

えられる．

　今後，これまでの定常観測に臨時観測のデータを加え，メカニズム解分布，不均質応力場の再推定を

行い，中央構造線上の大地震発生に対する本研究の寄与，長期の広域的なテクトニクスとの関連，南

海トラフ巨大地震の固着域の広がりとの関係等，さらに考察を行う必要がある．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Kato, A. et al., 2013, Imaging the source regions of normal faulting sequences induced by the 2011 M9.0

Tohoku-Oki earthquake, Geophysical Res. Lett., 40, 273-278

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
久保篤規（高知大学理学部附属高知地震観測所）

他機関との共同研究の有無：有

鳥取大学 　塩崎一郎

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：高知大学理学部附属高知地震観測所

電話：088-844-8464

e-mail：akubo@kochi-u.ac.jp

URL：http://www.pslip.kochi-u.ac.jp/ keo

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：久保篤規 　

所属：高知大学 　理学部 　附属高知地震観測所



図 1 　燧灘ー高縄半島周辺の地震観測点分布
赤▽印が 　本研究による野外臨時観測点分布（HT01-HT10)，緑▽印は防災科学技術研究所 F-net広帯域観測点（玉
川，大川），小△は気象庁，防災科研，大学，産総研による定常地震観測点．

図 2 　横ずれ型応力場で傾斜した中央構造線を滑らせる条件
四国東部で得られた横ずれ型応力場で中央構造線の走向をもち，いろいろな傾斜を持つ場合に，法線応力と剪断

応力の比が計算できる．既存の断層の再活動であると考え cohesionlessとすると，滑り条件を満足する最大の摩擦
係数がそれぞれの傾斜に対して求められる．

図 3 　研究対象とした断層帯領域
断層帯名は本文参照



図 4 　応力解の空間分布
多重逆解法で得られた解を misfit角を用いて応力解と地震データとの対応づけし，それによってマッピング．misfit
角 25 °以下で滑りうると仮定した．

図 5 　横ずれ以外の鉛直断層変位のセンスが，解析で得られた応力場と整合性のある場所
Ikeda et al. (2009)に加筆，正断層型の応力場によって，活断層の鉛直断層変位が説明できる場合は青丸，逆断層
型の応力場によって，活断層の鉛直断層変位が説明できる場合は赤丸．

図 6 　燧灘東部で得られた地殻内地震のメカニズム解の rake角分布
34.0 °N-34.2 °N；133.3 °E-133.7 °E；深さ 0－ 20km；M:1.0 3.5



平成 25年度年次報告

課題番号：2201

（１）実施機関名：

九州大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

別府‐島原地溝帯における地震活動と火山活動の相互作用の研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

エ．地震活動と火山活動の相互作用

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　九州中部の別府湾と島原半島には南北伸張場による正断層が発達しており，別府と島原を結び九州

中部を東北東‐西南西に横断する地域は，別府‐島原地溝帯と呼ばれている。別府‐島原地溝帯には

多くの活火山が分布するが，中でも阿蘇山は世界有数のカルデラを有し現在でも活発な状態が続いて

いる。また，この地溝帯に沿った地域はひずみ速度も大きく，地震活動も活発であり，九州の内陸被

害地震の多くもこの地域に集中している。このように，九州中部の活発な内陸地震活動と火山活動は，

地溝帯形成という共通のテクトニクスの下で相互に影響を及ぼしあって発生していると考えられる。

しかしながら，別府-島原地溝帯については，マントル物質の上昇・湧き出しによる Continental Riftで

あるという説がある一方，中央構造線の西方延長部の右横ずれ運動にともなう Pull-apart Basinである

という説もあり，その実体と成因は現時点において明らかではない。

　そこで本研究では，稠密観測及び制御震源地震探査に基づいて九州中部地域の地殻構造を明らかに

し，別府-島原地溝帯の実体解明を試みる。さらに，別府-島原地溝帯の地殻構造モデルを用いて有限要

素法等によるシミュレーションを実施して地溝帯のひずみや起震応力の空間分布を再現し，ローディ

ング機構及び地震・火山活動の関連について理解を深めることを５か年の到達目標とする。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は，阿蘇山を含み，別府‐島原地溝帯を横断する領域において稠密自然地震観測及び

GPS観測を開始する。これらの臨時観測は，当該地域の地殻活動状況を見ながら，必要に応じて再配

置等をしながら，平成 25年度まで継続する。解析については，平成 21年度は既存データの解析を行

い，当該地域の地殻水平ひずみ分布と地震活動・起震応力分布を明らかにするとともに，レシーバ関



数解析により，九州地域における地殻・上部マントルの不均質構造，特にモホ面の深度分布を推定す

る。また，平成 23年度に予定している制御震源地震探査に向けて，九州地域における過去の構造研究

成果や平成 21年度の解析結果を参照しながら探査計画を検討する。

　平成 22年度は，臨時観測のデータを加えて，地殻水平ひずみ分布，震源分布，起震応力分布，及び

レシーバ関数解析によるモホ面深度分布の高精度化をはかる。また，地震波速度トモグラフィーを実

施して，当該地域の地殻・上部マントルの分解能 20km程度の 3次元速度構造を明らかにする。さら

に，平成 23年度の制御震源地震探査の測線及び発破点の現地調査を実施して，探査計画を確定する。

　平成 23年度は，阿蘇山を通り別府-島原地溝帯を横断する測線において制御震源地震探査を実施し，

地溝帯及び阿蘇カルデラの地殻構造解析を行う。また，GPS観測データに基づき，当該地域の水平地

殻変動のモデル化に着手する。

　平成 24年度は，制御震源地震探査の屈折法及び反射法解析を進め，別府-島原地溝帯（含阿蘇カル

デラ）を横断する地殻構造を明らかにする。さらに，制御震源地震探査と稠密自然地震観測のデータ

を用いて地震波トモグラフィーを行い，地溝帯下において分解能 5km程度の 3次元速度構造を明らか

にする。これらの成果に基づき，当該地域の地殻構造モデルを作る。また，この地殻構造モデルを参

照しながら，水平地殻変動のモデル化を行う。

　平成 25年度は，地殻構造モデルと水平地殻変動モデルに基づいて，別府-島原地溝帯の実体を明ら

かにし，その成因について考察する。また，地殻構造モデルを用いて有限要素法等によるシミュレー

ションを実施して地溝帯及び阿蘇カルデラ周辺のひずみや起震応力の空間分布を再現し，地溝帯にお

ける内陸地震のローディング機構と地震・火山相互作用に関する理解を深化させる。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　本研究では，別府‐島原地溝帯を横断する領域において稠密自然地震観測及び GPS観測を実施し，

当該地域の地殻構造と歪・応力場を明らかにすることを目指した．特に，地殻構造の特徴から別府‐

島原地溝帯の実体解明を行い，九州内陸における地震発生準備過程（地震発生層へのローディング機

構と地震・火山の相互作用）に関する理解を深めることを目的とした。

　別府‐島原地溝帯とその周辺における臨時稠密観測は平成 21年度に開始，25年度まで継続して地

震および地殻変動データを取得した．既存のデータおよび臨時観測データの解析により，別府‐島原

地溝帯を中心とした九州内陸部の地殻構造，歪場，起震応力場および間隙水圧が推定された．以下に

それらの成果の概要を示す：

１）地殻構造 　

　レシーバ関数（RF）解析を平成 21年度から 25年度まで継続して行い，九州のモホ面の深度分布を

明らかにした．遠地地震 (マグニチュード 5.5以上、震央距離 30-90 °)の波形解析により得られた RF

を深さ領域に変換し，モホ面深度を決定した．RFは解析手法や精度の検討などにより毎年改訂を行っ

た．現時点（平成 25年度）におけるモホ面深度分布を図 1に示す．これによると，大分熊本構造線の

南東側，出水清武構造線の北東側の地域でモホ面の深度が 40km程度と，周囲より地殻が厚くなって

いる．それ以外の広範囲の地域ではモホ面は 30-35kmの深さに存在し，九州地方の北部には 40km程

度までモホ面が深くなる領域，南部には 30kmよりもモホ面が浅くなる領域が存在する．しかし，別

府－島原地溝帯に対応する帯状のモホ面の盛り上がりは認められない．

　さらに，平成 25年度はより詳細な RF解析を行い，阿蘇カルデラの地殻構造を明らかにした．その

結果，中央火口丘東斜面の直下 8-17kmの深さ、およびカルデラ西部の地下 13-22kmの深さに低速度

層 (Vs<3.0km/s)が存在することが明らかになった．Takei (2002, JGR)の手法を用いると，低速度層に

は最大で 15%のメルトあるいは 30%の水が含まれていると推定できる．中央火口丘東斜面直下には，

流体の流動により引き起こされると考えられる深部低周波地震の震源域 (深さ 15-25km)やシル状圧力

源 (深さ 15.5km)が存在し，その流体が低速度の形成に関与している可能性がある．しかし，阿蘇カル

デラ直下においてモホ面が浅くなるような特徴は見られない．

　また，平成 23年度は，阿蘇山を通り別府-島原地溝帯を横断する約 152kmの南北測線において制御



震源地震探査を実施した．この探査のＰ波初動データを用いて，トモグラフィー解析により高精度の

地震波速度構造断面が得られた．速度構造には顕著な水平方向の速度不均質が見られ，臼杵‐八代構

造線を境にして，南側の付加帯が存在する領域よりも北側の火山岩類や火砕流堆積物が見られる領域

で，低速度領域が厚くなるなど，地質構造との良い対応が見られる．特に，別府-島原地溝帯の東端部

である別府－万年山断層帯の下部は，深部まで低速度領域が延びており，地溝帯の内部が低速度であ

ることが示された．

　さらに，平成 25年度には，本計画で展開された臨時地震観測点のデータと定常観測点（九州大学，

Hinet，気象庁，京大阿蘇・別府）のデータを統合処理して得られた走時データを用いて，従来より

も高分解能のトモグラフィー解析を行なった．トモグラフィー手法は，Rawlinson et al(2006)による

FMTOMOを用いた．最小グリッドサイズは緯度および経度方向に 0.05度，深さ方向に 6kmである．

解析の結果，別府-島原地溝帯では，表層部に P波および S波低速度領域が分布していること，深度

20kmの断面では，阿蘇火山から九重火山にかけて，P波，S波ともに低速度の領域が広がっているこ

となどが明らかになった．ただし，レシーバ関数解析で示された阿蘇カルデラ内の低速度領域は検出

されなかった．

　このように，別府-島原地溝帯の内部では地殻の浅部および深部に低速度域が存在し，これらは基盤

の落ち込みや活発な火山活動をもたらすマグマの存在を示唆する結果となっている．また，別府-島原

地溝帯西部の島原半島では，下部地殻の S波速度が地溝内外で異なり，地溝内で地殻の薄化が起こっ

ている可能性がある．しかしながら，別府-島原地溝帯の全域にわたるモホ面の顕著な盛り上がりは認

められず，地殻内の地震発生層の深さ（D90）は，地溝帯の東部（別府地溝）と西部（雲仙地溝）で大

きく異なっている．地溝帯の成因についてはさらなるデータ蓄積と詳細な解析に基づく検討が必要で

ある．

２）歪場

　国土地理院が展開する GEONET観測点を補完し，別府-島原地溝帯の地殻変動をより詳細に明らか

にするため，21点の連続観測点とキャンペーン観測点を増設し，平成 25年度まで観測を継続した．解

析は Bernese GPS Software Ver. 5.0を用い，IGS精密暦，IGSの地球回転パラメタを使用した．大気伝

搬遅延量は GMFマッピング関数を Berneseに組み込み，1時間毎に，また大気伝搬遅延勾配は 6時間

毎に推定した．

　2010年 1月～5月まで１週間毎の各観測点の短期再現性を調べたところ，南北成分で 1～4?，東西

成分で 1～8?，上下成分で 3～13?であった．また，1年以上の観測期間がある観測点の観測点速度は

周辺の GEONET観測点の速度と調和的であることが確認された．国東半島から西都市に至る測線と

久留米市から延岡市に至る測線において，測線に沿う方向と直交する方向の観測点速度を調べたとこ

ろ，測線に直交する方向の観測点速度は断層を挟んで変化していることがわかった．

　また平成 25年度には，東日本太平洋沖地震による影響を調べるため，2011年 3月 11日の前後 10日

間の座標値の平均をとり，その差をとって地震時変位を求めた．歪変化は佐藤・他（2002）の方法に

より求めた．東西，南北の変位データを GMTの surfaceコマンドを使って，5分間隔で内挿した．各

グリッド間で変位の差を求めて東西，南北，せん断歪を求め，さらに主歪，面積歪，最大せん断歪を

求めた．地震時歪変化の空間分布は長波長の変化が期待されるが，得られた空間は，東西方向の歪変

化は九州中央部で伸び・縮変化が 3回繰り返すなど短波長の変化があることがわかった．

３）応力場と間隙水圧

　地殻応力場については，微小地震の発震機構解をもちいて応力テンソルインバージョンを行い，九

州内陸部における主応力の方向と応力比の分布を求めた．その結果，最小主応力軸は南北から北西-南

東方向でおおよそ水平面内にあることが確認された．この軸は阿蘇火山周辺において時計回りに回転

している結果が得られ，本研究で得られた歪分布と整合性を持つ．また，応力比は別府-島原地溝帯に

おいて非常に大きく，最大主応力が中間主応力とかなり近い値を持つことが明らかになった．

　また，断層の破壊はクーロン・ナビエの破壊基準によると仮定し，地殻の強度を低下させる間隙水

圧の空間分布について検討した．本研究では Terakawa et al. (2010)の方法を用い，ある応力場の中で



の発震機構解の違いが間隙水圧の変化であると見なして，間隙水圧を推定した．その結果，平均間隙

水圧は別府-島原地溝帯で小さく，福岡西方沖地震や日奈久断層周辺では大きくなっていることが示さ

れた．このことは，活断層地域では高間隙水圧であることを示唆している．一方，別府-島原地溝帯で

は応力比が大きく（すなわち最大主応力が小さく），断層面に作用する法線応力が小さいため，相対

的に強度が低下し，低い間隙水圧で破壊している可能性がある．

　このように，別府－島原地溝帯を中心として，九州地域の地殻構造，歪速度分布，応力分布，地震

発生層の厚さ分布が従来よりも高い精度で明らかにされ，平均的間隙水圧分布が推定された．別府地

域には大きな歪が集中しており，そこでは微小地震活動が高い．この地域は地震発生層の厚さ（D90）

が他の地域と比べて薄く，このために歪速度が大きくなっている可能性が示された．この結果は応力

比の空間変化からも支持され，歪集中メカニズムに関して重要な知見が得られた．

　しかしながら別府－島原地溝帯の構造に関しては，RF解析によるモホ面深度と地震発生層の深度は

かならずしも整合的ではなく，地溝帯の実体と成因の解明については依然として課題が残されている．

このため，本 5カ年研究では，当初計画していた「別府－島原地溝帯の構造モデルの構築とそれを用

いた歪・応力シミュレーション」は実施することができなかった．これらについては，次期計画にお

いて新たに地球電磁気観測を実施するなどして当該地域の構造モデル構築に努め，別府－島原地溝帯

の実体と成因，および九州内陸部における地震のローディングプロセスと火山との相互作用について

の理解を目指す．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター（清水 　洋，他 4名）

他機関との共同研究の有無：有

京都大学大学院理学研究科（大倉敬宏，他 2名）

鹿児島大学理学部 　　　（宮町宏樹，他 3名）

以上は研究期間を通して常時参加する機関および参加者である。

この他に，平成 23年度に予定している制御震源地震探査については，東京大学地震研究所や秋田大

学工学資源学部など全国の関係機関の協力のもとに実施（筒井智樹，他約 20名）。

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター

電話：0957-62-6621

e-mail：hshimizu@kyudai.jp

URL：www.sevo.kyushu-u.ac.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：清水洋 　

所属：九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター



図１ 　九州におけるモホ面の深度分布

レシーバ関数解析による推定．大分熊本構造線と出水清武構造線の東側の九州山地の下でモホ面が深くなっている．



平成 25年度年次報告

課題番号：2202

（１）実施機関名：

九州大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

九州地域（日向灘）におけるプレート境界近傍での応力場の時空間変化

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ア．列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

エ．スラブ内地震の発生機構

（５）本課題の５か年の到達目標：

　微小地震活動が活発な日向灘において、海底地震計による自然地震観測を行うことにより、地震の

震源位置と発震機構解を高精度で推定する。応力場逆解析法によりプレート境界近傍での応力場を求

め、アスペリティとの関係の特徴を抽出及び検証する。海域を含めた観測データを用いて地震波トモ

グラフィ解析を行うことにより、固着域・非固着域及びその周辺域での特徴的な構造の理解を行う。ま

た、カップリング率の大きい東南海・南海地震想定震源域との比較、また、カップリング率が日向灘

と同様に中程度と考えられている千島海溝・日本海溝との比較研究を行い、アスペリティ・非アスペ

リティ領域における地震波速度構造の特徴の理解を進める。応力場逆解析法を高分解で行うための手

法の高度化を図り、応力場の時間変化の検出を試みる。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は長崎丸 (長崎大学)を利用し、日向灘南部において 4月から 7月までの約 2か月間強の

期間、自然地震観測を実施する。また、九州東部における陸上定常地震観測点の空白地域にテレメー

タ点を設置し、データの蓄積を図る。それらのデータを用いて地震活動及び応力場解析、またトモグ

ラフィ法により速度構造を求める。また、応力場の時間変化を検出するための解析手法の開発に着手

する。平成 22年度以降も長崎丸による海底地震計を用いた自然地震観測を行い、データの蓄積を図

る。応力場逆解析法を高分解で行うための手法の高度化を図り、応力場の時間変化の検出を試みる。



（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
●平成 25年度の成果

　平成 25年度は，4月 19日～7月 4日までの 77日間に渡り，日向灘プレート境界浅部領域から地震

発生層至る領域に 12台の短期観測型海底地震計を長崎大学水産学部練習船・長崎丸を利用して設置し

自然地震観測を実施した（図１に観測点配置図）．本観測期間中には，5月下旬から 6月下旬にかけて

浅部低周波微動活動が活発化し，海底地震活動によって震源域近傍で初めて活動を捉えることに成功

した

（図２・図３に波形例とランニングスペクトル）．エンベロープ相関法 [Obara,2002]による震源決定結

果から，詳細な時空間分布を得ることができた．特に今回の活動では，南から北に向かってマイグレー

ションしていた浅部低周波微動が，日向灘に沈み込む九州パラオリッジ付近でマイグレーション方向

を北北西方向に変え，小繰り返し地震発生領域の up-dip limit付近までマイグレーションしたことが明

らかになった．

●本５カ年の計画期間中に得られた成果

・日向灘における海底地震観測を継続して行い，地震の震源位置と発震機構解を高精度で推定し，高

精度なデータの蓄積を進めた．

・高精度震源データを用いて地震波トモグラフィー解析を行い，発震機構解を元にプレート境界面の

推定を行った結果，速度構造とプレート境界面の両方に対応するプレート境界面の高まりが存在する

ことが分かった．この高まりは海山であると考えられ，1968年日向灘地震の地震時すべりの伝播を止

めるバリアの働きをしたことが示唆される．

・日向灘南部での応力場推定を行い，大隅半島沖から種子島沖ではプレート境界面にせん断応力があ

まり働いていないことが推定された．

・1994年以降の陸上定常地震観測網の波形データを用いて小繰り返し地震解析を行い，小繰り返し地

震の同定と非地震性すべりレートの空間分布を明らかにした．

・小繰り返し地震と，地震波解析から明らかとなっているM7級のアスペリティ領域の分布はすみ分

けており，M7級の海溝型地震や最近の中規模地震は低すべりレート（固着率が大きい）領域に位置し

ていることを明らかにした．

・日向灘南部の大隅半島沖ではすべりレートが高く，プレート間固着は弱い推定される．これは，応

力場推定の結果とも調和的で，スロースリップなどの非地震性すべりによって歪みを解消している可

能性がある．

・非地震性すべりレートの推定結果から，海溝軸に沿った方向で，日向灘南部から北部に向かって固

着率が大きくなる特徴に加え，プレートが沈み込む方向で，浅部から深部に向かって固着率が大きく

なる特徴を明らかにした．

・日向灘でアスペリティが特定されていない過去の M7級の海溝型地震（1931, 1941, 1961, 1970年）

について，本震と余震を最新の地球物理学的知見（構造データ）を取り入れて精度良く求め，余震域

の広がりから震源域の推定を行った．その結果，1931年と 1961年の日向灘地震は 1996年 10・12月

の地震の余震域と重なることから，30～35年間隔で同じアスペリティが繰り返し破壊する固有地震的

活動をしている可能性が高い．

・日向灘におけるアスペリティは，小繰り返し地震解析による固着率の大きな領域に位置しており，小

繰り返し地震解析から推定された固着の空間分布は数十年以上にわたって保持される可能性が高いこ

と，また，将来も同じ場所でM7級の海溝型地震が発生すると考えられる．

・日向灘の海溝軸付近（プレート境界浅部領域）で発生している浅部超低周波微動を，平成 25年度の

海底地震観測によって震源域近傍で初めて捉えることに成功した．海底地震データを用いたことで震

源決定精度が格段に向上し，その結果，浅部低周波微動活動の時空間変化を詳細に求めることができ

た．特に今回の活動では，南から北に向かってマイグレーションしていた浅部低周波微動が，日向灘

に沈み込む九州パラオリッジ付近でマイグレーション方向を北北西方向に変え，小繰り返し地震発生

領域の up-dip limit付近までマイグレーションしたことが明らかになった．



・プレート境界深部の遷移領域で発生する微動とスロースリップの関係から，浅部低周波微動のマイ

グレーションは短期的スロースリップイベントの発生とそのすべり発展を示唆している．マイグレー

ション方向が九州パラオリッジによって変化したことから，九州パラオリッジがスロースリップのす

べりの進展を妨げるバリアの役割をしていると考えられる．

以上の結果から，日向灘における応力場は以下の様に特徴づけられる．

・プレート境界浅部領域から小繰り返し地震発生層の up-dip limit付近までは非地震性すべりが卓越し

ている．

・小繰り返し地震発生層の up-dip limitから down-dip limit（プレートの沈み込む方向）においてプレー

ト間固着が徐々に強くなる．

・プレート境界浅部領域では間欠的な短期的スロースリップによってある程度の歪みを開放している

と考えられる．

・九州パラオリッジがプレート境界面上のすべりの進展を妨げるバリアの役割を果たしている．

応力場の比較短期的な時間変化については本課題実施期間において達成されなかったが，空間変化に

ついては海底地震観測や小繰り返し地震解析，過去に発生した海溝型地震の解析からおおむね達成で

きた．特に，これまで不明な点が多かったプレート境界浅部における情報が得られた点は大きく，日

向灘の地震活動に大きく影響を及ぼしていると考えられる九州パラオリッジが果たす役割についての

知見を得ることが出来た点は，当初の予定以上の成果であった．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Yamashita, Y., H. Yakiwara, H. Shimizu, K. Uchida, M. Kamizono, M. Nakamoto, M. Fukui, S. Fujita, K.

Aizawa, H. Miyamachi, S. Hirano, K. Umakoshi, T. Yamada, H. Kanehara, T. Aoshima, 2013, Shallow

Low-frequency Tremor in the Hyuga-nada region, western Nankai Trough subduction zone, observed

by ocean bottom seismographic experiment, Abstract S41B-2428 presented at 2013 Fall Meeting, AGU,

San Francisco, CA, USA
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宮町宏樹・平野舟一郎・有門那津美・馬越孝道・山田知朗・兼原壽生・青島 　隆, 2013,海底地震

観測により捉えられた日向灘における浅部低周波微動活動（序報）,日本地震学会 2013年秋季大

会講演予稿集, A31-07
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（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター
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URL：http://www.sevo.kyushu-u.ac.jp/
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氏名：清水 　洋 　
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図１．平成 25年度海底地震観測の観測点配置図
□が海底地震計の設置位置を示し，赤の四角は 4.5Hz，黄色の四角は 1.0Hzのセンサーを示す．S11はフィリピン
海プレート上で水深は約 4900mである．

図２．1Hz地震計で捉えられた浅部低周波微動の波形例（S06観測点）
一番上は 0.5Hzのローパスフィルタをかけた波形，それ以降は 0.5-1Hz, 1-2Hz, 2-4Hz, 4-8Hz, 8-16Hzのバンドパ
スフィルタをかけた波形で，スケールは全て同じに揃えられている．横軸はおよそ 2分であり，数分程度の継続
時間を持つものが多い．0.5-2Hzの低周波帯域で卓越していることが分かる．



図３．1時間の連続 RAW波形・エンベロープ波形・ランニングスペクトルの例
2013年 6月 11日 01時台の全観測点の連続波形（2-8Hzのバンドパスフィルタをかけている）とそのエンベロー
プ波形，4観測点のランニングスペクトル (上から S05, S06, S10, S11．S06はセンサーが 1Hz．)．日向灘だけでな
く，より南方で発生している微動も一部捉えられている．通常の地震は 10Hz以上の高周波成分も含むが，浅部低
周波微動はおおよそ 1-8Hzの帯域に卓越している．



平成 25年度年次報告

課題番号：2203

（１）実施機関名：

九州大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

内陸地震断層およびセグメント境界での不均質構造とひずみ集中機構の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

ア．断層面の不均質性と動的破壊特性

（５）本課題の５か年の到達目標：

　内陸地震発生過程を理解するためには断層にかかる応力の蓄積過程，断層上の強度分布を知ること

が必要である．現在までに地震モーメント，発震機構解から広域の応力状態を推定する試みがなされ

ている．また，地震発生時の滑り分布と速度構造との対応からアスペリティが高速度域と対応してい

ることが示され，強度の不均質を間接的に示唆するものとして考えられている．しかしながら，個別

の断層に対しての応力集中機構が明らかになっていないのとともに，断層上の推定されてきた不均質

構造と強度を結びつける直接的な証拠は見出されていない．特に，地震発生準備過程や地震時に重要

なアスペリティや断層端の状態は重要であるにもかかわらず，詳細な物理特性が明らかになっていな

い．そこで本研究では，福岡県西方沖地震断層―警固断層地域を中心とし，それ以外にも規模の大き

な内陸地震発生域及び将来発生が憂慮される断層において，応力集中機構の解明と断層上及びその周

辺における詳細な媒質特性把握を目指す．さらに，地震観測網，地震計アレイ観測，ＧＰＳ観測等に

よって推定される地殻活動や構造の結果を有機的に結合し，媒質の物理定数と強度との関連や非弾性

変形に寄与する媒質特性の推定を試み，内陸地震発生のモデル構築を目指す．

　本課題では下記の３つの項目において研究を進める．対象とする領域は 2005年福岡県西方沖地震震

源域及び警固断層周辺域である．ただし，他の内陸地震発生域との比較研究や突発的な内陸地震が発

生した場合は同様の研究をその地域でも進める．

１．断層上及びその周辺における詳細な媒質特性把握

２．媒質の物理定数と強度との関連や非弾性変形に寄与する媒質特性の推定



３．応力集中機構の解明及びモデル化

　断層における応力集中機構は周囲の強い不均質，たとえば下部地殻や断層端近傍の弱面や非弾性媒

質によって引き起こされうる．そのため，まずこれらの分布形態を明らかにする必要がある．これら

を稠密地震観測網によってイメージングする．また，ＧＰＳ観測や応力テンソルインバージョンによっ

て断層の部分的すべりや局所的応力場の不均質を把握し，不均質構造との関連を見出す．この定性的

対応関係からまずは第１近似的なモデル化を行う．さらに，地震計アレイ観測によって不均質構造の

詳細分布や散乱特性を把握し，減衰構造，速度構造との定量的な関連を検討する．特にアスペリティ

や断層端にターゲットを絞って行うことで，より精度の高い構造モデル化を図る．この地震のアスペ

リティは玄界島の近傍に位置し，高速度域がほかの地域と異なり，地表付近にまで達している．ここ

でアレイ観測を行うことで低速度域に邪魔されることなく，より精度の高い不均質構造が検出可能で

ある．また，断層端に位置する小呂島，志賀島においても行う．これらの観測研究は，非弾性変形に

寄与する媒質特性の把握を行う第１歩でありチャレンジングな試みである．非弾性変形の時間スケー

ルは地震波動の周期スケールとは数オーダーの違いがあり，単純に減衰構造を非弾性変形のパラメー

タと同一視することができない．これを減衰構造や散乱構造のスケール依存性と地震時すべり量や特

徴的な地震サイズなど地殻変動や地震活動との関係を見出す試みを行う．この広帯域不均質構造―動

的な活動の関連性から，より定量的に強度との関係を考察する．また，稠密地震観測網によって，福

岡県西方沖地震によって応力が増加した警固断層の地震活動を詳細に把握し，その発生可能性につい

ての判断材料となる構造を詳細に推定する．

　以上の結果に基づき，後半においてはＦＥＭによる地震活動等地殻活動のモデル化を試みる．また，

警固断層周辺の地震活動特性を臨時観測網の検知能力向上に取り組むことで，詳細に調べる．さらに，

過去の内陸地震発生域等のデータを解析し，比較研究を行う．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は稠密地震観測網展開，ＧＰＳ観測，アレイ観測（玄海島）を実施し，地震活動特性

の詳細把握，断層周辺不均質構造解明，アスペリティの特性把握のための基礎的データ蓄積を開始し，

福岡県西方沖地震断層周辺の短波長不均質の分布特性解析を始める．

　平成 22年度は稠密地震観測，ＧＰＳ観測を継続するとともに，アレイ観測（小呂島）を実施し断層

端の不均質構造のためのデータを収集する．また，21年度得られたデータ解析を進め，断層周辺不均

質構造（散乱体分布）を得る．また，内陸地震発生域での観測を機動的に行い，比較研究のためのデー

タ蓄積を行う．

　平成 23年度は稠密地震観測，ＧＰＳ観測を継続し，データを蓄積する．また，アレイ観測（志賀島）

を行い，福岡県西方沖地震断層南東端の断層不均質構造解明を行う．また，蓄積されたデータの解析

を進め，この地域の応力場推定と減衰構造推定を行う．

　平成 24年度は稠密地震観測，ＧＰＳ観測を継続し，データを蓄積する．また，地震発生が危惧さ

れている警固断層地域でアレイ観測を行い，短波長不均質構造解明のためのデータを蓄積する．また，

他地域で得られているひずみ速度場，応力場と福岡県西方沖地震断層周辺での結果を比較し，非弾性

変形と不均質構造の解明を目指す．

　平成 25年度は稠密地震観測，ＧＰＳ観測を継続する．24年度までにアレイ観測や稠密地震，ＧＰ

Ｓ観測から得られた不均質構造と活動様式から，この地域を有限要素法等によってのモデル化を試み

る．また，他地域との比較研究を進める．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　本研究では内陸地震発生過程を理解するために、福岡県西方沖地震断層―警固断層地域を中心とし、

それ以外にも規模の大きな内陸地震発生域応力集中機構の解明と断層上及びその周辺における詳細な

媒質特性把握を目指してきた。さらに、地震観測網、地震計アレイ観測、ＧＰＳ観測等によって推定

される地殻活動や構造の結果を有機的に結合し、媒質の物理定数と強度との関連や非弾性変形に寄与



する媒質特性の推定を試み、内陸地震発生のモデル構築をこころみた。

　本課題では目的で挙げた３つの項目すなわち、１)断層上及びその周辺における詳細な媒質特性把

握、２)媒質の物理定数と強度との関連や非弾性変形に寄与する媒質特性の推定、３)応力集中機構の

解明及びモデル化、について研究を進め、対象とする領域 2005年福岡県西方沖地震震源域及び警固断

層周辺域を中心として地震観測網、地震計アレイ観測、ＧＰＳ観測を展開すると同時に、過去の大地

震震源域でもデータ解析を進めた。これらの目的を達成するために、福岡県西方沖地震震源域におい

て、高分解能減衰構造を求める手法を開発し、これらを用いて推定を行った。その結果、断層両端にお

いて高減衰域が発達していることが明らかになった。これらは同時に、散乱強度も高いことが明らか

になっている。応力場の不均質は、臨時観測によって蓄積されたデータから決定された精度の高い発

震機構解のデータを用い、広域応力とモーメントテンソルを用いて応力場不均質の検出を行った。そ

の結果、断層両端部に大きな非弾性変形が見出された。これらは高減衰域周辺に位置し、10Hz程度の

地震波の周波数で見積もられた減衰域が非弾性変形帯として振舞う可能性を示唆でき、今後の想定断

層の断層長を規定するひとつのパラメータになりうることが明らかになった。一方、断層深部破壊開

始点付近に本震のモーメントの数割に相当する滑りが発生していることが明らかになった。余震を用

いたこの推定は本震発生後の応力場を反映しているものであり、現在もなお、この滑りの影響が残っ

ていることを示している。ＧＰＳを用いた本震や余効変動モデルによると、この滑りは本震時もしく

は発生後のものではないことを示している。これは地震前に滑りを起こしたことを示唆しており、地

震発生前の滑りが本震破壊開始点付近で発生し、本震の破壊を引き起こす要因の一つとなった可能性

がある。このように、発震機構解の空間変化から地震前の断層に影響を及ぼす変形やすべりを検出で

きる可能性が示された。

これらの結果を比較するために、同じ横ずれ型地震で近年発生した最大規模の内陸地震である 1995

年兵庫県南部地震の震源域を対象として同様の解析を京都大学防災研と協力して行った。Katao et al.

(1997)、Yamanaka et al. (2002)、小笠原・他 (2006)で用いられた発震機構解に加えて、今回、更に処

理をしたものでデータを作成し、応力テンソルインバージョンを適用した結果、

あ）σ１軸はほぼ東西で安定。

い）応力比が小さく（0.1-0.3）、σ２、σ３が近接

う）北東方向は横ずれ場、南西方向は逆断層場。明石海峡付近ではメカニズムのばらつきが大きく、安

定してもとまらない、

という結果が得られた。これらは断層南西部では地震の滑りによって鉛直応力＜水平最小圧縮力となっ

た可能性が考えられる。さらに、Matsumoto et al. (2012)による手法を用いて広域応力場と非弾性変形

源を推定した。非弾性変形はモーメントテンソルとして与えて推定した結果、淡路島側に断層端で大

きな非弾性変形がみらた。これは断層端の応力集中を示している。また、明石海峡周辺でも非弾性変

形がみられ、これが周辺の応力場を乱していることが示された。断層端および破壊開始点では大きな

非弾性変形が見られることが明らかになり、これは福岡県西方沖地震震源域で得られた特徴と同様な

結果であり、地震発生及び停止に関連している可能性を示唆している。

さらに、平成 25年度には同年４月に淡路島で発生した地震（M6.3）とその余震を用いて、地震前後

の発震機構解の比較からこの地震の発生場についての解析を行った。これは地震時に解放されたモー

メントテンソルと、地震前後の発震機構解の空間変化から地震が断層における応力集中によって発生

したか、強度低下によって発生したかを見出す手法を開発し、淡路島のデータに適用したものである。

これによると、地震発生以前から、断層上には周辺より応力が集中していたことが明らかになった。

また、この地域の差応力が 25MPa程度であることが得られ、断層周辺域において必ずしも低応力では

ないことが見出された。これらの手法は、既存活断層のうち地震前から地震活動のある地域において

この手法を適用することにで、応力集中によって発生する地震の発生ポテンシャルについてのひとつ

の尺度が得られる可能性が示唆している。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：



（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
九州大学大学院 　理学研究院 　地震火山観測研究センター

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：九州大学大学院 　理学研究院 　地震火山観測研究センター

電話：0957-62-6621

e-mail：webmaster@sevo.kyushu-u.ac.jp

URL：www.sevo.kyushu-u.ac.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：松本聡 　

所属：九州大学大学院 　理学研究院 　地震火山観測研究センター



平成 25年度年次報告

課題番号：2204

（１）実施機関名：

九州大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

実地震における初期破壊と主破壊の連関性の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

ア．断層面の不均質性と動的破壊特性

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　日本で発生する多くの地震で，P波初動の立ち上がりから「初期破壊相」，それに続く「主破壊相」

と呼ばれるフェーズが観測されている．また，最近の稠密な地震観測から初期破壊を開始した断層面

と主破壊をになった断層面が異なるケースも多く見つかっており，実際の地震の破壊過程を理解する

ためには実記録に基づいて初期破壊過程と主破壊過程の連関性を明らかにすることが必要不可欠と考

えられる．本課題では，近地の稠密な観測波形記録が存在する最近の地震を解析対象とするとともに

随時発生する地震も対象とし解析事例を増やして，その結果から初期破壊過程と主破壊過程の連関性

を明らかにする．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　震源過程解析の定番である震源インバージョンは，断層面や破壊様式など多くのパラメータをアプ

リオリに仮定しなければならないため，初期破壊過程はもちろん初期破壊から主破壊への遷移の解析

に直接適用するのは難しい．そこで，平成 21年度は，まず P波波形記録から地震波の発生場所と時刻

を特定するソースイメージング法の高度化を行うとともに，先行研究によって複雑な断層破壊のモデ

ルが提案されている 2000年鳥取県西部地震の解析を実施する．近地地震観測網の P波波形記録から初

期破壊面の推定と，主破壊開始部のイメージングを行う．平成 22年度以降は，初期破壊から主破壊に

おける過程の滑り速度分布のインバージョン手法や（主破壊過程の全景をイメージングすることが可

能な）S波イメージング法の開発，そして初期破壊が確認されている近年の地震における高品質・高

密度の波形記録への適用を行い，これらの結果を基に初期破壊過程と主破壊過程の連関性について考

察する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成 21年度は，近地の P波波形記録から地震波の発生場所と時刻を特定する独自のソースイメージ

ング法の高度化をはかった．具体的には，震源付近の任意の面における P波の放射強度分布をマッピ

ングするプログラムを開発した．平成 22年度と 23年度において，ソースイメージング法を 2009年 8

月 11日に静岡県駿河湾で発生したMjma6.5の地震（以降，駿河湾地震と呼ぶ）に適用し，破壊開始初

期の段階における破壊過程について詳細に調べた．その結果，１枚目の断層面から２枚目の断層面へ



の破壊の乗移りに係る鮮明なイメージング像を得た．また，2000年鳥取県西部地震（Mjma7.3）につ

いても同様に初期破壊と主破壊の解析を進めた。この地震でも１枚目の断層面から２枚目の断層面に

乗移る過程を P波の放射強度分布によって可視化した．平成 24年度は，2009年駿河湾地震の震源の

近傍で発生した 2011年駿河湾地震（Mjma6.2）の初期破壊と主破壊の解析を行った．その結果，2009

年同様に 2011年駿河湾地震にも２枚の断層が存在したこと，初期破壊面は横ずれ型であったが主破壊

面では逆断層型に移行したことが分かった．平成 25年度は，これまでの成果のまとめを図った．その

結果以下のことが明瞭になった．一般に震源断層の破壊過程は非常に複雑であり，断層が複数面から

なることや断層が一度に破壊することなく準備過程が存在することが知られている．本課題で扱った

地震の全てについても震源断層は複数面からなっており，破壊の初期段階において始めの２枚の断層

面のつなぎ目付近に沿って強い放射強度を示しており，断層面間の破壊の乗移りに係る現象ととらえ

ることができる．１枚目断層面から２枚目断層面への乗移りに伴って，それまでバリアとなっていた

両断層間のつなぎ目が破壊され，高い放射強度分布となって見えているものと解釈できる．

以上．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
清水 　洋

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：九州大学大学院理学研究院 　地震火山観測研究センター 　

電話：0957-62-6621

e-mail：

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：清水洋 　

所属：九州大学大学院理学研究院 　地震火山観測研究センター 　



平成 25年度年次報告

課題番号：2205

（１）実施機関名：

九州大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

九州地域における長周期及びやや長周期地震動の生成過程の理解と予測に向けた研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

イ．強震動・津波の生成過程

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　各地で想定される地震の被害予測のために構造モデルが作成され，強震動予測が進められている．し

かし，関東平野を含む一部の地域を除いて，それらは長周期及びやや長周期地震動の生成過程の調査

にまではいたっていない．本課題では九州地域の主要な平野に限定して，長周期及びやや長周期地震

動の生成過程を解明する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　長周期及びやや長周期地震動の生成過程を既存の強震・震度観測網データの解析と高精度数値シミュ

レーションにより明らかにし，個別の平野における長周期及びやや長周期地震動の予測の精度と信頼

性を向上させるためにキーとなるファクターを抽出し，その効果について検討する．この研究の成果

は現在整備が進められている日本全体をカバーする標準構造モデル (第一次近似モデル)を次段階で高

度化する際に，九州地域における重要な基礎資料を与える．平成 21年度においては，主に次年度以降

のシミュレーション解析で使用する３次元大規模並列差分法計算コードの開発を進めるとともに九州

最大の平野である筑紫平野の構造について調べる．また，周辺で観測された 2005年福岡県西方沖地震

の本震及び余震の強震記録から観測点直下の地盤増幅特性を抽出する．平成 22年度は，高精度の長周

期地震動シミュレーションが可能な３次元大規模並列差分法計算コードの高度化を図るとともに，筑

紫平野におけるシミュレーション解析を実施する．平成 23年度以降は大分平野，川内平野などを対象

にした解析を実施する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成 21年度は，シミュレーション解析で使用する３次元大規模並列差分法計算コードの開発を進め

た．特に，やや長周期地震動域で影響が出てくると考えられる地形の効果をスタガード格子差分法で

簡単かつ安定に実現するスキームを開発し，実装した．平成 22年度は，福岡県震度ネットワークの震

度観測点直下の地盤増幅特性（地震基盤から上の増幅率）を 2005年福岡県西方沖地震の本震及び余

震の強震波形記録を用いてスペクトル分離法により推定した．やや長周期帯域の最短側の 2～3 Hzに

ピークを有する観測点が盆地部の観測点の中に見られ，やや長周期地震動を評価する上で重要と考え

られる．平成 23年度は，2005年福岡県西方沖地震の本震の福岡県周辺における強震観測点（K-NET,



KiK-net,福岡県震度計ネットワーク,気象庁震度観測点、九州大学強震観測点）の波形記録（変位に変

換）を時空間的に可視化し，地震動について分析した．その結果，福岡平野の震源断層延長線上にお

ける破壊指向性パルス（通称キラーパルス）の伝播や筑紫平野における長周期地震動（表面波）の存

在を確認した．また，重力の効果を含む地震動を計算する速度ー応力型スタガード格子差分法で解く

スキームを２次元差分コードに実装し，長時間安定に計算できること，海水を含むモデルでは津波を

含む海面及び海中の波動も計算できることを確認した．平成 24年度は，重力の効果を含む地震動を計

算する２次元差分法プログラムを３次元に拡張した．また，九州で最も厚い堆積層を有する宮崎平野

を含む宮崎県沿岸域をターゲットにして，1996年の 10月 19日に日向灘で発生したM6.9のイベント

について陸上地形・海底地形及び海水を考慮した周期２秒以上の地震動シミュレーションを実施した．

深部地盤を含む島弧及びフィリピン海プレートの物性値・各層境界上面深さ等のデータには地震調査

研究推進本部の全国１次地下構造モデルを使用して差分計算用のモデルを作成した．宮崎県沿岸域の

K-NET観測点の記録と比較したところ，波形の形について良い再現性が見られ，全国１次地下構造モ

デルが日向灘の地震における長周期及びやや長周期地震動の予測に有効であることが確認された．

　平成 25年度は，福岡平野における（やや）長周期地震動の伝播特性を面的に捉えるため，周期 1.0

秒, 1.4秒, 1.8秒の表面波（レイリー波）の位相速度の分布マップを以下の方法で作製した．福岡平野

周辺では，過去に約 20箇所で深部地盤構造をターゲットにした微動探査が行われており，その地点毎

に一次元構造モデルが推定されている。その構造モデルから理論的に位相速度を計算し、補間するこ

とによってコンターマップを引いた．ただし，実際の微動探査地点だけではコンターを引くには情報

が不十分なため，盆地と山との境に仮想的に点を追加し，そこに一定の位相速度値を与えた．その速

度値は山際付近の実探査地点の位相速度と同じと仮定した．補間法には，radial basis function法を採

用した．今回作成した位相速度分布は，表面波が福岡平野において生成または外から入ってきた際の

（やや）長周期地震動を波線理論的に評価するのに役立つと期待できる．

以上．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
清水 　洋

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：九州大学大学院理学研究院 　地震火山観測研究センター

電話：0957-62-6621

e-mail：

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：清水洋 　

所属：九州大学大学院理学研究院 　地震火山観測研究センター



平成 25年度年次報告

課題番号：2206

（１）実施機関名：

九州大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

マグマの発泡過程に注目した噴火履歴・多様性・推移の定量的把握と支配要因の特定

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

エ．マグマの分化・発泡・脱ガス過程

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

イ．噴火履歴とマグマの発達過程

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-3）火山噴火過程

ア．噴火機構の解明とモデル化

イ．噴火の推移と多様性の把握

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本研究では、これまでのマグマの発泡過程や結晶化過程の研究成果を利用して、選定した火山に対

して、まず、１つの噴火において噴出物に記録されているマグマの経験した減圧速度を定量的に把握

し、これまでに分かっている規則性を強固なものにすると同時に、マグマの増圧・減圧過程や噴火の

推移の支配要因を特定することを目指す。また、比較的単純な単一様式の噴火（例えば、プリニー式、

ブルカノ式、溶岩ドーム）について、噴火の推移を直接取り扱う火道内非定常モデルの作成と簡単な

室内実験を試み、火道内部での素過程と火山灰生成や火山ガスの散逸など地表現象の関係を理解する。

さらに、噴火履歴の中で噴火の推移の支配要因がどのように変動してきたかを解明し、噴火シナリオの

データベースに資する。本年度は、このような全体の計画を念頭に置き導入的基礎データを収集する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、間欠泉噴火の基礎実験を行う。

　平成 22年度においては、物質科学的観測を用いた噴火の推移・様式・履歴の定量化のためのサンプ

リングを行なう。間欠泉噴火の周期性に関して実験的検討を行なう。

　平成 23年度においては、噴出物の分析を行い、噴煙柱崩壊に伴う、減圧速度の変化の見積を行う。

間欠泉における微動発生機構について室内実験を行い、微動データを収集する。

　平成 24年度においては、マグマの発泡のカイネティックスを組み込んだ非定常火道モデルの理論的

検討を行う。また、間欠泉実験の改良と、噴出物の物質科学的データの補足を行う。



　平成 25年度においては、これまでの研究結果を整理し、不足分を補い、噴煙柱崩壊の機構及び間欠

泉噴火における噴火様式の遷移機構を理解し、マグマの発泡のカイネティックスのモデル化を行う。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　5か年の到達目標である噴火様式やその推移の支配要因の特定を達成するために，1)火山噴火のア

ナログ系としての間欠泉実験，2)特定の火山噴火の噴出物についての分析，3)発泡カイネティックス

を含む気液 2相流の火道内非定常モデルの定式化，を行った．以下ではそれぞれの項目についてまと

める．

1)火山噴火のアナログ系としての間欠泉実験

　噴出の長期予測と短期予測に関わる以下の基本的性質を理解した．長期的予測の観点として間欠泉

実験系は，天然の間欠泉の性質としての時間予測性を再現でき，質量とエネルギーの保存がもっとも

簡単な火山噴火システムのアナログモデルとなりうることがわかった．噴出様式に関しては，爆発的

噴火に相当する噴出と非爆発的噴火に相当する噴出があり，その噴出様式と噴出量の間に相関がある

ことがわかった．爆発的噴出が卓越するシステムでは，一回の噴出の噴出量は比較的大量でかつ統計

的分散が小さいが，非爆発的噴出が卓越するシステムでは，一回の噴出の噴出量は比較的小量な場合

から大量な場合まで出現し統計的分散も大きくなり，様式も多様になる．さまざまな実験条件での連

続噴出に対する統計的検討から，噴出量や噴出様式は，ヒータからの加熱速度，すなわち過飽和増加

速度に関係していることを突き止めた．さらにより直接的な原因を特定するために，フラスコ内の温

度の不均一構造を実験的に測定した．その結果，爆発的噴出が卓越するシステムでは温度の空間構造

が均一で揺らぎが少ないこと，それに対し非爆発的噴出が卓越するシステムでは，温度の空間揺らぎ

が大きいことがわかった．このことは，天然では，マグマだまり中での結晶化による揮発性成分濃集

過程やマグマ混合の程度が，噴出量や噴火様式を支配していることを意味している．この考えを定量

的に評価するために，噴火の開始条件としての過飽和度（トリガー条件）と，トリガー後に起こる減圧

発泡の程度を評価する噴火ポテンシャルという概念を導入し，モンテカルロシミュレーションを行っ

た．その結果，間欠泉実験の噴出量及び噴出様式分布をうまく説明できることがわかった．この結果

を用いると，天然での火山噴火様式と噴出量の関係が，噴出直前でのマグマだまり内での過飽和度不

均一の観点から系統的に解釈できることがわかった．

　短期的予想の観点としては，噴出の前駆振動を測定し，その特徴的周波数が，噴出の開始に向かっ

て系統的に小さくなることを見出した．この前駆振動の実態を明らかにするために同期させた高速カ

メラ映像を記録し，圧力変動の記録と比較することで，気泡の生成に伴う圧力パルスの特定，圧力パ

ルス数や振幅と加熱速度の違いの関係を明らかにした．その結果，前駆振動の周波数特性には，気泡

の周期的発生の発生周期が支配している場合と，単発的気泡発生によって励起された系の流体振動が

支配している場合の二つの場合があることがわかった．後者の場合を，より定量的に理解するために，

マグマだまりと火道からなる系の流体系の力学をモデル化し，気泡生成の励起項や散逸項，重力の影響

を含む一般化されたヘルムホルツ振動方程式を導出した．その結果，噴出に向かっての前駆振動周波

数の系統的時間変化は，気泡の寿命や流体系の実効弾性率など複雑な要因が組み合わさって決まって

いることがわかった．この結果は，天然で見られる火山性微動やハーモニック微動の原因として，気泡

の周期的発生や流体系のヘルムホルツ振動が示唆されるが，振動特性から励起源の事態を推定し，噴

火の規模や推移の予測を行うためには，実験系についてのさらなる研究が必要である．

2)特定の火山噴火の噴出物についての分析

　プリニー式噴火から溶岩流への変化が起こった桜島大正噴火で，斑晶と石基マイクロライトの化学

組成を検討した．その結果，プリニー式噴火と溶岩流では，マイクロライトの化学組成には系統的変

化がないことがわかった．このことは，噴火様式の違いは，火道上昇以前のマグマだまり内部ですで

に決定されていたことを示唆している．

　プリニー式噴火から噴煙柱崩壊により火砕流へと移行した姶良カルデラ噴火について，噴火様式遷

移の間の斑晶量・斑晶組み合わせ結晶組織や発泡度の時間変化を検討した．その結果，斜長石・斜方



輝石・石英斑晶のサイズと体積分率はプリニー式噴火の間徐々に増加し，火砕流に移行した直後は斜

長石・斜方輝石に関してそれらの値が急激に低下したことが分かった．また，発泡度と気泡径は，火

砕流へ移行と同時に，増加していることが分かった．これらの事は，プリニー式噴煙柱崩壊による火

砕流への移行が，マグマだまり内での結晶度・揮発性成分の過飽和度の空間構造にあることを示唆し

ている．

　2011年新燃岳噴火の準プリニー式噴火からブルカノ式噴火への噴火様式の遷移に関して，準プリ

ニー式噴火の軽石およびブルカノ式噴火の火山弾を分析した．その結果，噴出物の発泡度は石基の全

岩化学組成と負の相関があり，ブルカノ式噴火による火山弾では SiO2に最も富でいることが分かっ

た．また，このマグマの化学組成の多様性はマグマ混合によってもたらされていることが斜長石のバ

イモーダルな組成分布や結晶組織から推定された．これらの事実から，この噴火の噴火様式の遷移が，

マグマ混合過程およびその結果としての液の化学組成の改変と一意的に関係してることが分かった．

3)発泡カイネティックスを含む気液 2相流の火道内非定常モデルの定式化

　気液の相対運動が支配的で，気相の圧縮性が無視できる場合において，気相の体積分率の不均一が

自発的に発達するボイド波不安定の数理構造を調べるために，Toramaru(1988,GJI)の方程式系につい

て，WhithamのWave hierarchyの観点から分析した．その結果，その方程式においては２階微分部分

の波の速さが１つしかないために，wave hierarchyの条件を満たさず不安定が発生することが分かっ

た．また，長波長極限では，形式的には負の拡散によって不安定が起こっていることが分かった．

　気液の相対運動が支配的で，気相の圧縮性が有効な場合において，気相の体積分率の不均一が自発

的に発達する解を示すMichaut et al (2013, Nature Geo.)の方程式系について，Wave hierarchyの観点か

ら検討した．その結果，やはり負の拡散係数が見かけ上現れることがわかり，火道内でのボイド波不

安定の数理的条件として，負の拡散係数がカギを握っていることを突き止めた．

　気泡の核形成・成長など発泡カイネティックスの火道流への影響を検討するために，均一 2相流の定

式化を行った．この定式化では，1相流の非定常の定式化に倣って，2相流体の密度を圧力とガス量の

関数として取り扱い，質量保存の密度の時間変化の式を圧力の時間変化の式に変換した（圧力方程式

と呼ぶ）．その結果，圧力方程式，運動量保存の式，ガス量の変化を記述するカイネティックスの式な

どからなる一連の支配方程式系を定式化することが出来た．この定式化を用いて，衝撃波管問題を解

いた結果，発泡カイネティックスの流体力学的振る舞いへの影響は，高圧側への減圧の伝播パターン

に現れ，圧力がほぼ核形成圧力で一定値を取る空間領域が出現することがわかった．このことは，天

然の噴火では，核形成圧力の大小あるいは既存気泡の有無などによって，噴火のダイナミクスが変化

することを示唆している．それ故，発泡カイネティックスは，噴火様式やその推移の支配要因として，

今後詳しく検討される必要があり，その際には，今回の定式化が有用である．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Toramaru, A., K. Maeda, Mass and style of eruptions in experimental geysers, J. Volcano. Geotherm. Res.,

257 (2013) 227?239.

Miwa, T., A. Toramaru, Conduit process in vulcanian eruptions at Sakurajima volcano, Japan: Inference from

comparison of volcanic ash with pressure wave and seismic data, Bull. Volcano., 75 (2013) 685:DOI

10.1007/s00445-012-0685-y.

Atsushi Toramaru, Kazuki Maeda, Laboratory geyser; Insights into predictability of mass and style of erup-

tions,IAVCEI 2013 Scientific Assembly - July 20 - 24, Kagoshima, Japan 0P1 2K-O4 (Experimental

volcanology) RoomA1 Date/Time:July2015:15-15:30.

Manami Araki, Atsushi Toramaru, Effect of seismic oscillation on the bubble detachment from wall of

magma chamber, IAVCEI 2013 Scientific Assembly - July 20 - 24, Kagoshima, Japan, 1W 2B-P2 (Seis-

mic triggering of volcanic eruptions and related activities) Date/Time:July21Poster.
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課題番号：2207

（１）実施機関名：

九州大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

新世代通信データ伝送システムの開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（3）観測技術の継続的高度化

イ．地震活動や噴火活動の活発な地域における観測技術

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　火山観測においては，多種目の地球物理観測を同時に行うことから，各種のセンサーが接続可能で

あり，データがリアルタイムに伝送されるシステムが不可欠である．しかし，火山周辺地域は観測網

を構築するための社会基盤（電力，通信，インターネット）が弱く，必ずしも十分な観測体制が取れ

ていない．これを解決するためには火山観測に特化した通信方式の開発が必要である．

　商用の無線 LANシステムの利用もいくつかの火山で進められているが，消費電力の問題や長距離・

高信頼度通信のために新たな無線システムが必要とされている．しかし，新規の無線帯域の使用は，無

線行政の動向に左右されるため，これまで日本国内での開発は難しかった．

　本研究では，多種目観測システムを接続する共通 BUSとして最近利用が始まっている CANBUS規

格の採用も念頭に置いて，無線や光ファイバーなども用いた小型低消費電力低価格のデータ伝送シス

テムの開発を目的とする．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度共同研究者と無線や光ファイバーを用いたデータの伝送方式についての仕様検討会を

実施し，機器作成メーカを策定する．

　平成 22年度機器の開発を行う．適宜検討会を実施し，仕様の再検討を行う

　平成 23年度プロトタイプ機器により試験観測を実施し，量産型への検討を行う．

　平成 24年度量産タイプ機器により，実地試験を行う．

　平成 25年度量産タイプ機器により，実地試験を継続する．本運用での問題点について改良を行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　火山地域などの悪条件下においての各種観測データの伝送方式の開発を目指して，2012年度 (平成

24年)に引き続き，以下の３つの方式のデータ伝送実験を行うのと並行し，2013年度（平成 25年）に

は新たに衛星携帯電話を使ったダイアルアップテレメータ装置の開発を行った．

（１）データ通信端末の定額料金プランを用いたリアルタイムデータ転送

　2008年より携帯電話のデータ通信に定額料金プランが設定されるようになり，データ通信専用端末

（データカード）を用いて地震等のデータを連続して送信することが，現実的な価格で可能となった．

本課題では，このデータ通信端末の定額料金プランを用いて，なるべく単純で安価なシステム構成を目

標として，遠隔地に設置した機器からリアルタイムにデータを送信するシステムの開発実験を行った．



　従来の携帯電話の従量制プランでは地震データの伝送に月額 100万円程度かかるが，定額料金プ

ランを使うとプロバイダ料金を含めても月額数千円以下の定額データ通信料を支払うことでデータ伝

送が可能である．定額料金プランがある携帯電話のデータ通信端末には NTTドコモ社の FOMA網

(800MHz,2GHz)，au社の CDMA 1X WIN網 (800MHz,2GHz)，E-mobile社W-CDMA網（1.7GHz）な

どがある．最近各社は LTE技術を使った高速通信サービスを始めたが対象領域は都市部に限られてい

る．高速のインターネット通信の場合は，高い周波数帯のものが有利であるが，地震データ転送にお

いては 10k～100kBPSの情報速度で十分であること，山岳地域の利用においては 800MHz帯などの低

周波数側が伝搬に有利なことから，使用するのは FOMA網か CDMA 1X WIN網のどちらかに限られ

る．データ定額料金プランでは au社が先行したが，端末機器やプランの豊富さから FOMA網が有利

であると判断される．ただしパケット制限問題では，FOMA網では直近の 3日間の通信量が 300万パ

ケット（1パケット=128byte)を超えると通信速度抑制の対象となる．100Hzサンプリング 3chの地震

計データであればおよそ 50万パケット/日になるため，これ以上のデータ送信は難しい．また，auは

1日ごとに，FOMAは 12時間ごとに回線が強制切断されるので，切断後再接続までの約 1分間のリア

ルタイムデータが欠測するという欠点がある．

　データ通信の契約に関しては，2012年度（平成 24年）までは仮想移動体通信事業者（MVNO）の

１つである日本通信株式会社が発売する b-mobile SIM U300などの 1年間パケット通信が使い放題に

なる SIMが価格的に有利であると報告していた．また，2013年度（平成 25年）の報告では，NTTド

コモ社の新たなデータ通信専用定額プラン「定額データプラン 128K」を使うことでさらにコストを

1/2の月額 1,737円（定額データプラン 128Kバリュー割月額 1580円＋ mopera Uスーパーライトプラ

ン月額 157円）にすることができると報告した．日本通信株式会社の b-mobile SIM U300は 2013年に

新規販売中止となり，後継には LTE対応の b-mobile 3G・4G U300が発売されている．この b-mobile

3G・4G U300はこれまでと異なり，プライベート IPアドレスが使用されることになったため，外部か

ら観測点ロガーへのアクセスが不可能となり，ロガーの設定変更や未達のデータの回収が難しくなっ

た．さらに最近ではスマートフォンを中心とする LTEサービスの増加により，新規の FOMA端末の

入手が難しくなり，端末の新規購入が条件となっている NTTドコモ社の定額データプラン 128Kの契

約ができないケースが増えてきた．そこで他各社をリサーチしたところ，MVNOの１つである NTT

コミュニケーションズが提供する OCNモバイル ONEサービスでは FOMA端末に使用可能であると

ともに，グローバル IPアドレスに対応していることが分かり，これまでどおり外部からのアクセスも

可能であることがわかった．しかも 30MB/日のタイプでは月額 980円と非常に低価格でデータのテレ

メータが可能である．30MB/日の制限を超えると，通信速度が最大 200kbpsに落ちるが，地震のデー

タ 100 Hz 24bit 3ch + 1Hz 24bit 3chの構成ではオーバヘッドを含めても 10～20kbpsで収まるため，こ

の 200kbpsの帯域制限はほとんど問題にならない．実際の観測にこの OCNモバイル ONEを使用して

みたところ，パケット欠落率が 3，4倍多くなるものの，ほとんどが再送要求でリカバーできる範囲で

あり，地震観測の実用上は大きな差がないことがわかった．また，NTT系のプロバイダ企業であるた

め，大学との契約も難しくない点も大きなメリットである．

　システムの構成の検討については 2010年度（平成 22年）の成果報告に詳細記載したとおりであり，

現在のところ，データ通信端末としては，NTTドコモ社が販売する L-05A，モバイルルータとしては

アイオーデータ社製 DCR-G54/Uを使い，データ通信端末には外部アンテナ (サガ電子製 800MHz帯

ウィンドウアンテナ 800-2-05A)を取り付けることで微弱電波地域でも大幅に受信感度を上げることが

でき，パケット欠落もほとんどなく安定に通信できることが分かった．

　2010年以降，九州大学の 3地点をはじめ，いくつかの大学で本方式を用いた地震データのリアルタ

イムテレメータが行われたが，大きなトラブルは発生しなかった．携帯電話は災害時など輻輳が発生

し，通話や電子メールの送受信ができなくなったり，大きく遅延したりすることが知られているが，今

年度もデータ通信には特に問題がなかった．ただし，昨今のスマートフォンの増加により，FOMA回

線上の通信が爆破的に増え，各社で回線容量不足によるシステムダウン事故が多く起こるようになっ

た．この事故にまきこまれると地震データ通信も不可能になってしまうので注意が必要である．ただ



し，東京でシステム障害が発生しても，九州地域ではデータ通信には影響が出なかった．

　携帯電話各社では爆発的に増えたパケット通信に対して処理が追いつかない状態が続いているため，

パケット定額制をやめるという選択肢も検討にはいっているとの報道がある．その場合には，効率的

なパケット送信を行う仕組みを考え，パケット数の減少方法を検討しないとパケット費用が高額になっ

てしまう場合もあるので今後のシステム調整が課題となる．

　今回開発したシステムにより，携帯電話データ通信サービスエリア内であれば 3ch100Hzの地震デー

タの他GPSや傾斜計などの低サンプリングデータを観測拠点に簡便にリアルタイム伝送をすることが

できるようになった．現在霧島新燃岳噴火に伴う観測や東日本地区各地で実際に使用しているが，非

常に順調に動作している．通信機器の設置も短時間で可能で，危険地域への立入時間の短縮にもつな

げることができた．

（２）プリペイド式携帯電話端末を用いた遠隔地機器のテレメータ化

　GPS定常観測データ等のリアルタイム性を重視しない観測では，必ずしも観測データをサンプリン

グごと送信する必要はなく，計測機器内に蓄積されたデータを定期的に ftp等で回収する方式でも対応

可能である．このようなデータの転送のために本課題では，プリペイド式携帯電話端末を用いた遠隔

地設置機器のテレメータ化実験を行った．開発されたテレメータシステムの詳細は平成 21年度の報告

に記載されているとおり，モバイルルータとしてはアイオーデータ社製 DCR-G54/Uを使用しており，

携帯電話端末には SIMフリー端末である ZTE MF626を使用している．

　九州大学は鹿児島大学と共同で 7観測点の GPS観測点に本課題で開発したテレメータ装置を設置し，

データ回収と GPS解析ソフトの起動を毎朝自動で行い，全自動で解析している．また GPS受信機の

設定変更などのメンテナンスもリモート行うことが可能である．

　これまで使用していた携帯電話端末用 SIMである日本通信株式会社の b-mobile HOURS 3Gの販売

が 2012年度末に終了したため，平成 25年度からは NTTコミュニケーションズの OCNモバイル ONE

を契約し，その SIMカードを挿入した携帯電話端末でテレメータを行っている．料金はプリペイド式

ではなくなったが，NTT系のプロバイダ企業であるため大学との契約も難しくなく，動作もこれまで

と同様に外部からのアクセスが可能である．OCNモバイル ONEは使用時間数に制限がないため，24

時間の常時接続が可能であるが，セキュリティの面から，タイマーにより 1日に 1時間程度のみ起動

するようにしている．

（３）低消費電力の小型小電力無線機を用いた無線 LAN装置の開発
　市販の無線 LAN機器は高性能化・高速化が進んでいる一方，消費電力が数Wから十数Wと増加が

進んでいる．また 2.4GHz帯が手狭になっているため，5GHz帯への移行も進み，屋外・山岳地域での

使用は更に難しくなっている．そこで，通信速度が 10k～100kBPS程度の低速度で構わないが，消費

電力の少ない無線 LAN装置の開発が望まれている．本課題では，日本国内で使用可能ないくつかの

無線規格（たとえば Bluetooth, UWBなど）についてリサーチを行い，PAN (Personal Area Network)と

呼ばれる IEEE802.15.4で策定された無線ネットワーク規格が適切であると判断した．PANは低速な反

面，低消費電力であり，家電向けの無線通信規格でもある ZigBeeでも利用されていることから，汎用

の無線モジュールが低コストで入手可能である．米国では 900MHz帯，2.4GHz帯のものがあるが，日

本国内では携帯電話やMCA無線等に周波数が割り当てられているため，一般の使用を認められてい

ない．そこで本課題では日本で無線 LAN等の無線機器に使用が認められている 2.4GHz帯の使用を念

頭に置いて機器の開発を進めることとした．

　装置開発の詳細は平成 22年度報告を参照されたい．現在は消費電力が 1W程度と非常に低消費であ

る IEEE802.15.4規格の小型無線機（シモレックス社製 SC-PPX2400P，双方向シリアル通信機）とシ

リアル-Ethernet変換デバイス LANTRONIX社製 XPortProの組み合わせが消費電力量の少なさ，電源

電圧が 3.3Vであることから，本課題のデバイスに最適であると判断された．このスペックで 2011年

度 (平成 23年)予算を使用して 3対向計 6台の低消費電力無線 LANの試作品を作成し，南極などの低

温地域での使用を念頭においた低温動作試験や多量のデータを送信する高負荷実験を実施した．結果

は 2011年度 (平成 23年)報告を参照されたい．



　本装置は，単純なネットワーク構成を想定して作成されていたため， bridgeモードを正式サポート

していない，動的ルーチングに対応していない，ゲートウェイの設定が難しいなど，実際の観測点で

使用する場合には支障がある点も指摘された．2012年度（平成 24年）にこれらの欠点を修正するため

のファームウェアの改修を行い，実際の使用に耐える装置として完成を見た．2013年度（平成 25年）

はこれらの装置を阿蘇山や伊豆大島での火山観測に使用している．伊豆大島の装置は現在も順調に動

作しているが，阿蘇山では 2013年 8月に落雷事故のため 1台が破損し，実用試験が中断している．

（４）衛星携帯電話を使ったテレメータ装置の開発

　　無人島などにおける定常地震観測の実現のために，我々は NTTドコモ社が運営する衛星携帯電話

（Wide Star）を利用したダイアルアップテレメータ装置の開発を行ってきた（植平・松島他，2000，地

震, 53, 2, 181-184）．当初この長崎県の無人島である男女群島女島に設置していたが，現在は伊豆諸島

の活火山島である鳥島において，実際の運用を続けている．

　しかしながら，2014年 3月末でドコモ衛星携帯電話の音声通話サービスが廃止され，音声もデータ

も IP化されているWide Star IIサービスに完全移行となる．このため，モデムを用いたデータ通信が

不可能となり，新たな方式によるテレメータが必要となった．

　もっとも単純な方式は，携帯電話データ端末利用のリアルタイムテレメータと同様に常時パケット

を送信する方法である．この方法では衛星携帯電話端末 (Wide Star II）と FAXアダプタがあれば，携

帯電話データ端末と同様にデータ送信できる．しかし，パケットをリアルタイムに送るためには，衛

星電話の電源を常時通信状態にしなければならないため，消費電力が非常に大きくなる．また，衛星

携帯電話のパケット料金には定額制がないため，通常の地震テレメータでは月額 100万円以上のコス

トが発生してしまう．緊急時の短期間のテレメータ観測には実用可能であるが，離島や火山の定常観

測向きとは言えない．

　2つめの方法は観測局側にデータサーバを設置し，常時観測データもしくはトリガー観測データを

定期的にまとめて大学のサーバーに送信する方法である．この方法では新たにサーバーを開発する必

要がある．またこのサーバーは無人運用でもハングアップしないような安定し，低消費電力のものに

する必要がある．

　3つめの方法は，大学側からのダイアルアップ方式で，必要な時に必要なデータを回収する方法で

ある．この場合大学側から観測局にアクセするためにはこの方法では，ドコモ社が提供するアクセス

プレミアムパケット通信網に入る必要があり，そのためには，大学から直近のドコモ端末局までデー

タ専用線もしくは ISDN電話回線（2回線）を敷設しなければならないため，多くの工事費等の初期投

資と月額使用料を支払わなければならないことが分かった．

　そこで，2つめの方法でテレメータを構築することとして，2014年度（平成 25年）は計測技研社製

データロガー HKS-9700を改造してテレメータ装置を作成した．HKS-9700は低消費電力型の地震波

形ロガーで， 4chの波形データを 100/200Hz 27bitで同時サンプリングして SDカードに書き込むこと

が可能である．またテレメータボードを内蔵することが可能で，今回はこのボードを改造して PPPoE

を実装し，衛星携帯電話対応とした．また，衛星携帯電話の電源を制御するための装置も作成した．プ

ロバイダとして NTTドコモ社の ISPであるmopera Uを使用することで，（アクセスごとにアドレスが

変わるが）グローバルな IPアドレスを取得できる．ロガーと観測拠点に設置したデータサーバは以下

のようにデータのやり取りを行う．

（１）観測された地震波形をデジタル化し，それぞれのチャンネルごとに，1分ごとの 2乗平均 (LTA)

と 1秒ごとの 2乗平均値のその 1分間での最大値（STA)を計算して，ダイジェストファイルを作成

する．

（２）ロガーは衛星携帯電話を定期的に起動して IPアドレスをデータサーバに通知し，データサーバ

がダイジェストデータを sftpにて取得する．

（３）ユーザーはそのダイジェストデータを見て，ダウンロードする波形データの時刻（複数可）を決

定してデータサーバに書き込む．

（４）次回の衛星携帯電話接続の際に，ダウンロード指定された波形データをデータサーバが sftpにて



取得して，ユーザーがアクセス可能な領域に置く．

　従来は STA/LTAを用いたトリガー判定で記録されたデータを自動的に送ってくることがよく使われ

たが，本装置では火山性微動などの波形の取得も必要なため，現地では常時データを取得し，必要な

部分だけをユーザー側で指定して波形を伝送する方式をとった．

　衛星携帯電話による平均的な通信速度は 50kbps程度であり，10分間分の 4ch 100Hzの波形データを

送る場合には，接続に 2～2.5分，データ通信には約 1.5分かかる．データ通信料金は 300～400円程

度になる．現在システムの運用試験中であり，2014年秋には現地への設置・観測開始を検討している．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
村山貴彦・金尾政紀・山本真行・松島健・石原吉明，2013，昭和基地周辺の多地点センサアレイによ

る極域インフラサウンド観測，日本地球惑星科学連合大会講演集，MTT40-04

藤田詩織・松島健，2013，霧島新燃岳火山 2011年噴火前後の地殻変動とマグマだまりの推定，日本

地球惑星科学連合大会講演集，SVC48-P19

高橋浩晃・青山裕・中川光弘・松島健・宮町宏樹・ゴルディエフエフゲニー・ムラビヨフヤロスラフ・

セロベトニコフセルゲイ，2013，カムチャツカ・クルチェフスコイ火山のストロンボリ式噴火活

動期に傾斜計で観測された超長周期微動日本火山学会秋季大会講演予稿集，A2-03

中尾茂・松本聡・松島健・大倉敬宏，2013，九州地域の 2011年太平洋沖地震の地震時歪変化,日本地

震学会秋季大会講演予稿集，C31-08

片尾浩・久保篤規・山品匡史・松島健・相澤広記・酒井慎一・森健彦・藤田親亮・澁谷拓郎・中尾節

郎・吉村令慧・木内亮太・三浦勉・飯尾能久，2013，2013年 4月 13日淡路島付近の地震（M6.3）

の余震の発震機構，日本地震学会秋季大会講演予稿集，A32-06

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
九州大学大学院理学研究院松島 　健・清水 　洋 　他 2名

他機関との共同研究の有無：有

北海道大学大学院理学研究院大島弘光

東京大学地震研究所森田裕一・及川 　純 　

京都大学大学院理学研究科大倉敬宏

そのほか，火山噴火予知研究グループ内で適宜意見交換し，よりよい機器開発をめざす．

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：九州大学大学院理学研究院

電話：0957-62-6621

e-mail：takeshi matsushima@kyudai.jp

URL：www.sevo.kyushu-u.ac.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：松島健 　

所属：九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター
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課題番号：2301

（１）実施機関名：

鹿児島大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

日向灘南部・南西諸島北部域におけるプレート間カップリングの解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（５）本課題の５か年の到達目標：

　日向灘南部～南西諸島北部域のプレート間カップリングは弱い、あるいはほとんど無いと考えられ

ている。しかし、プレート境界域の微小地震活動はかなり活発であること、中規模の低角逆層型の地

震は発生していること、1911年には喜界島の南東沖でマグニチュード 8.0の地震が発生していること

などは当該領域のプレート間カップリングが必ずしも弱いとは言い切れないことを示している。さら

に、ＧＰＳ観測から明らかになっている地殻変動についても、背弧側の沖縄トラフの拡大の影響を定

量的に評価できておらず、プレート間カップリングが弱いとする根拠としては十分とは言えない。す

なわち、当該領域のプレート間カップリングの実体を把握することは重要な課題である。しかし、こ

の問題は一朝一夕に解決できることではない。特に、これまで観測データの蓄積がほとんどない南西

諸島北部域については、まずは基礎データを地道に蓄積し続けることが最も重要である。既存観測網

の整備が大幅に遅れている当該領域で、地震及び地殻変動の臨時観測を実施し、基礎データを継続し

て蓄積することが本研究の最大の目的である。さらに、取得した地震・地殻変動データの解析を行い、

規模の大きな地震の波形解析や地殻変動シミュレーションと併せて、当該領域のプレート間カップリ

ングの解明を目指す。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　前５か年計画で行っていた奄美大島域やトカラ列島南部での臨時地震観測は継続する。さらに、本

計画ではトカラ列島中北部にも新たな臨時観測点を設置し、南西諸島北部域の全域（奄美大島５点・

喜界島１点・トカラ列島４点）で臨時地震観測を実施し、カップリング研究の基礎となるデータを取

得する。観測データはできるだけ実時間処理体制とし、震源決定の高精度化を図る。また、相似地震

解析を進め、活動特性と震源分布などからアスペリティの空間規模と分布の推定、相互作用を明らか



にしていく。また、本研究終了時には 15年間以上観測を継続する臨時観測点も出てくるので、非地震

性滑りの空間分布だけでなく、時間変化についても明らかにしていく。

　ＧＰＳによる地殻変動観測は今期から本格的に取り組む項目である。トカラ列島の４点と三島村黒

島で臨時観測を実施し、当該領域の地殻変動データを蓄積する。また、背弧拡大の影響も取り込んだ

地殻変動シミュレーションを南九州～南西諸島域を対象に行う。

　日向灘域で過去に起こった比較的規模の大きな地震についてのアスペリティ分布は既に報告されて

いるものもあるが、それらの見直しも含めて波形解析を行い、日向灘域でのアスペリティマップを作

成する。

　平成２１年度：北北東－南南西に連なるトカラ列島の中で島弧に直交する方向に幅を持たせること

ができる位置にある臥蛇島（無人島）での地震とＧＰＳの臨時観測は、本研究を実施する上で最も重

要な項目である。できるだけ早い時期に予備調査を行い、年度半ばには本格的な臨時観測に着手する。

また、同じトカラ列島の口之島でも地震とＧＰＳの臨時観測に取り掛かる。また、予備調査を済ませ

ている喜界島では７月を目処に臨時地震観測を開始する。このほかに、既に臨時の地震観測を行って

いる奄美大島（笠利、名瀬、住用、瀬戸内、宇検）と地震・ＧＰＳの観測を行っているトカラ列島の

宝島・悪石島（ＧＰＳは平成 20年度から予備的観測を実施）については観測を継続して行う。相似地

震の抽出・活動特性の地域性の調査は、日向灘～トカラ列島東方沖～奄美大島域の南北およそ 600km

の全域を対象に、定常観測・臨時観測データを用いて進める。過去に発生した規模の大きな地震の波

形解析により、日向灘でのアスペリティマッピングに着手する。

　平成２２年度：臨時観測、相似地震解析、アスペリティマッピングは継続して行う。また、地殻変

動シミュレーションの３次元解析に取り掛かる。

　平成２３年度：臨時観測、相似地震解析、アスペリティマッピングは継続して行う。地殻変動シミュ

レーションは、前計画からの継続で比較的データが蓄積できている日向灘南部と奄美大島域について

行う。

　平成２４年度：臨時観測、相似地震解析は継続して行う。また、トカラ列島域での地殻変動シミュ

レーションに着手する。

　平成２５年度：臨時観測は継続して行う。過去５年間の研究成果をまとめ、当該領域のプレート境

界での滑り・固着のモデル化を行う。また、日向灘南部－南西諸島北部域とは環境が異なる島弧（三

陸沖など）の結果と比較検討することにより、アスペリティモデルの高度化に寄与する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　本課題は大きく分けて二つの事項からなっている．一つは，地震・ＧＰＳ観測点が疎であるトカラ

列島で臨時観測点を整備し，前５ヶ年計画から継続している奄美大島域での臨時観測と併せて，当該

領域でのプレート間カップリング状況を解明する上で不可欠な基礎データを継続して蓄積することで

ある．二つめは，それらのデータと既存のデータを用いて，カップリング状況の解明に向けた解析を

進めることである．

　地震・GPSともほぼ当初計画通りの観測点が整備でき，観測は平成 25年度も継続して行った．地震

観測については，平成 21年度に喜界島とトカラ列島の臥蛇島（無人島），平成 22年度にトカラ列島

の口之島と薩摩半島の西南西沖 70kmに位置する宇治島（無人島）に観測点を新設した．また，台風

によるがけ崩れで渡島ができなくなっていたトカラ列島の横当島（無人島）での観測を平成 25年 4月

から再開した．現在では，奄美大島域の６点，トカラ列島域の 5点と宇治島から成る島弧軸と直交す

る方向にも拡がりをもつ地震観測網による観測が実施できている．また，現地データ収録システムを

用いていた多くの臨時観測点のテレメータ化をこの 5年間で進めたことにより観測データの実時間処

理体制が整い，震源決定などの高精度化が実現した．GPS観測点については，平成 21年度に臥蛇島，

平成 22年度に口之島と宇治島，平成 25年度に横当島の観測点を新設した．現在はトカラ列島域の 5

点と宇治島で観測を継続している．

　日向灘～南西諸島北部域でのプレート間カップリング状況の解明については，本課題実施によって



大きく進展した．すなわち，震源の深さが 100kmと考えられていた 1911年の奄美大島域の巨大地震

（M8.0）はプレート境界地震である可能性が大きくなったこと，1938年のM6.9の地震（プレート境

界地震かどうかは不明）以来の規模の大きなプレート境界地震（M6.8）が奄美大島の北方海域で 2009

年 10月 30日に発生し，本課題で実施していた観測によって貴重なデータを取得することができ解析

が進んだこと，および相似地震解析によって日向灘～南西諸島北部域でのプレート間カップリングの

空間分布・時間変化の状況の把握が進んだことである．

　1911年に奄美大島近海で発生したM8.0の巨大地震の震源の再評価は，当初計画では挙げていなかっ

たことであるが，地震資料を見直すことと津波の現地聞き取り調査に基づいて行った．初期微動継続

時間データを用いた震源再評価の結果，震源は喜界島の北東 60km付近の深さ 10km程度（図 1(B)の

大☆印）であることがわかった．津波の聞き取り調査は喜界島や奄美大島・徳之島などで実施し，こ

れまで考えられていたよりも大きな津波が発生していたことや津波高の特徴的な空間分布が明らかと

なった．さらに，この巨大地震に伴う津波は，津波シミュレーションにより，波源域が喜界島の北方

にあり（図 1(B)の淡灰色領域），低角逆断層運動によって発生したものと推定された．奄美大島域で

のM8クラスのプレート境界地震の発生は，これまでプレート間カップリングはあまり強くないと考

えられてきた当該領域のカップリングに関する見方を変えなければならないことを意味している．な

お，平成 25年度は津波に関する調査解析を行った．

　2009年 10月 30日に奄美大島北方海域で発生した地震（M6.8）の気象庁の震源の深さは 60kmであ

り，プレート境界地震としてはやや深めである．この領域は地震観測網が疎であるために震源決定精

度は劣っており，震源の再検討が必要であった．そこで，本課題で実施していた地震観測データを用

いて当該地震の前震・本震・余震の震源再決定を行った．その結果，本震の震源の深さは 37kmとな

り，余震は本震より浅部で発生していることが明らかとなった．遠地実体波を用いたメカニズム解と

震源の深さの推定も行い，震源の深さ 34kmの逆断層解が得られた．トカラ列島で実施していた GPS

観測でも地震時の逆断層運動に伴う変動が捉えられ，そのデータを用いると震源断層の深さは 40km

と推定された．さらに，平成 25年度は遠地実体波を用いた震源過程の解析を行い，震源とその浅部で

滑り量は大きくなる結果が得られた．図 1(B)で見られるように，2009年のM6.8のプレート境界地震

（小☆印）は津波シミュレーションで推定された 1911年のM8.0の地震のアスペリティ（濃灰色領域）

に近接した場所で発生している．濃灰色領域付近のプレート境界でのカップリングはかなり強いもの

と推定される．微小地震の活動（図 1(A)の小＋印）が濃灰色領域付近で低調であることは，このこと

を支持している．

　日向灘～南西諸島北部域の相似地震解析は毎年継続して行ってきている．平成 25年度には 2012年

10月～2013年 10月の解析結果が加わり，全体では約 21年間の解析結果が蓄積でき，空間分布だけで

なく時間変化についても議論できるようになった．主な結果は以下の通りである．解析領域に発生す

る相似地震群（同じ地震を共有する相似地震は一つのグループとしたもの）の活動様式は，比較的定

常的に繰り返し活動するタイプ（R），クラスター的に活動するタイプ，いずれにも判別できないもの

に分類でき，これらのタイプ別の震央分布には地域性があることが分かった．図 1(A)の赤印は Rタ

イプ，白抜き印は R以外のタイプである．領域 Cと Eでは Rタイプが多く発生しているのに対し，領

域 Bと Dでは Rタイプは起こっていない．1923年以降に発生したM7.0以上の地震（★印）は Rタ

イプが見られない領域でのみ発生していることがわかる．相似地震がほとんど発生していない領域 A

では，時々スロースリップイベントが起こることが知られている．以上のことは，プレート間のカッ

プリング状況の違いが相似地震群の活動様式を支配していることを示唆している．図 1(B)は相似地震

から推定された小領域ごとの準静的すべり速度である．空間分布の特徴は種子島の東方沖付近を境に

南側と北側ではやや異なるようである．すなわち，南側の領域では準静的すべり速度は 3.5cm/yr程度

より遅く，それらの空間的な変化は大きくない．一方，北側の領域では 3.5cm/yr以上の領域も散見さ

れ，空間変化の波長は南側より短い．このことは，北側領域でのプレート間のカップリング強度分布

の空間スケールが南側より短いことを示している．さらに，北側の領域では準静的すべり速度の速い

領域は海溝側に，遅い領域は陸側に出現する傾向が見えており，カップリング域はプレート境界の比



較的深部に位置している可能性を示している．図 1(C)は，図 1(A)で分けた領域ごとの準静的すべり

速度の時間変化を示したものである．領域 Cと Eでは時間変化は小さいのに対し，領域 Bと Dでは

大きい．この特徴は，図 1(A)で見られた特徴と合わせて解釈できる．すなわち，領域 Cと Eではア

スペリティ間の相互作用が小さいために Rタイプの相似地震群が多くなるとともに準静的すべり速度

の時間変化は小さくなる．一方，領域 Bと Dではアスペリティ間の相互作用が大きいために Rタイプ

の活動は少なくなり，準静的すべり速度の時間変化は大きくなる．さらに，アスペリティの中にはM7

クラスの地震に対応する比較的大きなものも存在していて，相互作用を大きくする要因になっている

可能性がある．

　本課題では日向灘域でのアスペリティマッピングと地殻変動シミュレーションも当初計画に入れて

いた．前者についてはデータ収集を行い予備解析を行ったが，アスペリティマッピングを行うにはデー

タ量が十分ではなかったために計画を断念した．後者については，2次元シミュレーションから当該領

域では 3次元解析が必要であるがそのためのデータは不足しているとの結果を得たため，トカラ列島

域での GPS観測のデータがもう少し蓄積できた時点で解析を行うこととした．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
岩本健吾・後藤和彦，2013，1911年に喜界島近海で発生した巨大地震 (M8.0)に伴う津波の聞き取り

調査，日本地球惑星科学連合大会，SSS31-P37．

小林励司・後藤和彦・中尾茂，2013，2009年 10月 30日奄美大島沖の地震の震源過程，日本地震学会

2013年度秋季大会，P1-50．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
鹿児島大学大学院理工学研究科附属南西島弧地震火山観測所

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：鹿児島大学大学院理工学研究科附属南西島弧地震火山観測所

電話：099-244-7411
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図１．

(A) Rタイプ（赤印）と R以外のタイプ（白抜き印）の相似地震群の震央分布．★印は 1923年以降に発生した
M7.0以上の地震，小＋印は微小地震の震央である．(B)相似地震から推定された小領域ごとの準静的すべり速度
の分布．大☆印は 1911年の巨大地震 (N8.0)の震央，淡灰色領域と濃灰色領域は津波シミュレーションから推定さ
れた同地震の震源断層とアスペリティ，小☆印は 2009年の地震（M6.8）の震央である．(C)領域 B～Gでの準静
的すべり速度の時間変化．領域は (A)を参照のこと．



平成 25年度年次報告

課題番号：2401

（１）実施機関名：

立命館大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

南アフリカ大深度金鉱山における準備期・直前期の地震破壊域近傍の岩盤挙動の観測

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

イ．先行現象の発生機構の解明

（4）地震発生・火山噴火素過程

ウ．摩擦・破壊現象の規模依存性

（５）本課題の５か年の到達目標：

　震源核形成過程は、理論的・実験的に存在することが確認されている地震の直前過程の核心部分で

あり、それが実際に観測可能かどうかということが、短期的な予知の実現へ向けて解明すべき最重要

課題であると考えられる。しかし、通常の自然地震を対象にする限り、大地震は滅多に発生しない。

また、中小地震の震源から至近距離で観測することは難しい。したがって、南ア金鉱山における半制

御地震発生実験によって、観測事例を増やすこと、及び、より詳細像を得ることは非常に重要である。

本課題では、主に高感度・広ダイナミック・レンジの石井式ひずみ計の連続収録によって地震発生準

備期のひずみ変化の詳細を観測する。次の 5か年の目標は、観測周波数帯域において、また、観測ダ

イナミック・レンジで盲点がより少ない観測をより多くのサイトで行うことである。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成２１年度では下記の活動を行う。

　Mponeng金鉱山地下 3.5kmのサイト付近での採掘があと数か月間続く予定で、この間は地震活動が

比較的活発であり続けると予想される。AE・ひずみ観測を継続しより多くの事例の解析を行う。



　水没金鉱山（Buffelsfontein鉱山地下 2kmと ERPM鉱山地下 2.5～3.5km）のひずみ・地震観測を継

続する。ERPM鉱山は閉山したため、採掘活動がない場合の比較的 Dryな領域とWetな領域の地震活

動を比較できると期待される。

　石井式ひずみ計 2台と複数の加速度計とによる観測を、複数の鉱山で新たに始める準備を行う。候

補の鉱山は South Deep金鉱山, Driefontein金鉱山, Kloof金鉱山である。三次元配置でより多くの石井

式ひずみ計、AEセンサー、加速度計などからなる総合観測網を、2～3年の間にM＞ 2の地震の発生

が予測されている既存の断層の周囲に展開する準備を行う。候補の鉱山はMoab Khotsong鉱山である。

　平成２２年度は、既存の観測を継続しつつ、新しい総合観測網の構築を開始する。

　平成２３年度は、既存の観測を継続しつつ、年度の前半には新しい観測網の構築を完了し、データ

解析を始める。

　平成２４年度までには、新しい観測網の中で２～３個のM2級の地震発生を至近距離で収録できる

と予想され、その詳細を解析する。

　平成２５年度は、成果をまとめる。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　地震の前駆ひずみ変化を捉えることができた (7-1；平成 22年度成果の概要)。当初計画（上記 (6)）

より大規模に震源近傍でのひずみ観測網を展開することができ (7-2)、地震発生場の応力を測定・拘束

できることがわかり、応力と強度を当初計画（上記 (6)）より明らかにすることができた (7-3)。

（7-1）地震の前駆ひずみ変化とその発生場の応力と強度の理解の進展

　Mponeng金鉱山地下 3.3kmのサイトで、2008年までに観測されていたひずみデータの精査から、

Mw0.3の地震の前駆と思われる明瞭な変化が見つかった（桂、2011、立命館大修士論文；平成 22年

度成果の概要）。これほど明瞭な前駆の観測事例は他にないが、この前駆データだけから、どの規模

の地震がいつ起こるかを知ることは困難であった。理解をより進めるためのデータを更に得るために

は、後述する観測網の極至近距離の地震が発生するのを待たねばならない。しかし、後述するように

地震発生場の応力や強度の知見が得られ始め、議論のための下地はできつつある。

　例えば、この前駆が観測された同じサイトの極近傍で発生したM2の地震は、AE観測（他課題 2402）

によって、震源断層が鮮やかに描き出されたため、断層とその付近の応力の時間発展とピーク強度や残

留強度を、より十分な信頼度で拘束することができた（Hofmann et al., 2012,南半球岩盤工学シンポ；

図 1、2左）。この震源の貫通孔が掘削され、そのブレークアウトとコア・ディスキングの解析から震

源付近の応力分布（図 2右）が拘束された（Yabe et al. 2013）。それは、計算機応力モデリング（図 2

左）の結果と調和的であった（小笠原・他, 2014）。調和的であった中になお見られた有意な差は、ひ

ずみの連続観測に基づいて震源付近の非弾性変形を評価すれば、説明可能であった（桂、2011、立命

館大学修士論文；小笠原・他、日本地球惑星科学連合 2014年大会；Ogasawara et al., 2014南ア岩盤工

学シンポ）。

（7-2）前例のない規模での南ア金鉱山でのひずみ観測網の構築

　3成分石井式ひずみ計の観測網の構築は、他予算で多くの物的・人的資源を投入することができた

ため、当初計画以上の規模で進んだ。2014年 2月現在の観測状況（金鉱山名、深さ、台数、観測状況

（観測開始年/月）、サンプリング周波数、観測開始後のひずみ変化量）は以下の通りである：

　Ezulwini、地下約 1km、2台、2010/12、40-100Hz、最大約 1× 10−3 strain。

　Driefontein、地下約 3km、3台、OL; 2011/12、100Hz、最大約 4× 10−4 strain。

　South Deep、地下約 3km、2台、OL; 2011/12 2013/11、100Hz、最大約 1× 10−4 strain。

　Moab Khotsong、地下約 3km、3台、OL; 2012/11、1-100Hz、5× 10−4 strain。

　OLは、オン・ライン準リアルタイム連続収録中であることを示す。2013年 11月には South Deep鉱

山に石井式ひずみ計が増設された。これらの観測は、平成 20年度以前の観測に比べ、よく維持されて

おり、これらには、1× 10−5 strainを超える発破や地震によるひずみステップ等の短期変動も収録さ

れている。2011年東北地方太平洋沖地震（Mw9.0）や 2012年 4月のスマトラ沖地震（Mw8.6, Mw8.2）



など遠地巨大地震の歪地震動が記録されているサイトもあり、ひずみ計に近い断層面の過渡的応答の

予備解析が始まった（大久保・他、日本地球惑星科学連合 2014年大会）。Ezulwini鉱山は地表下 1km

であるが、南北幅約 400m東西幅約 200mの範囲以外は掘り尽くされているため、残柱の岩盤応力が

地下 3kmの鉱山よりも大きいことが、2013年 12月の現場測定によって確かめられた。ターゲット断

層の西側は採掘済みで、東側の採掘は 2014年から本格化する。他も含むすべてのサイトでひずみ計か

ら 2～300m以内に M2級の地震も発生しはじめている。より近くで地震が近々発生すると思われる。

（7-3）地震発生場の応力の実測

　自然地震で震源の応力や強度を実測することは技術的・経済的に非常に困難である。南アフリカ金鉱

山でもこれまでは技術的に困難であったが、2011年の取り組み (Ogasawara et al., 2012, J. SAIMM）以

降、円錐孔底ひずみ法による応力測定（CCBO法；Sugawara and Obara, 1999, Int. J. Rock Mech. Min.

Sci.；標準仕様は 76mm径の応力解放）を 60m径（BX径；以下 BX CCBO法）小型化し、南ア金鉱

山での条件（低品質なドリリング、限られた現場作業時間など）に最適な形で 2011年に導入すること

に成功し、2013年 1月以降 3つの金鉱山の延べ 6カ所で測定を行うことに成功した。M1.5の地震被

害現場に近い地点も含み、測定地点の地表下深度の範囲は 1.0～3.4km(世界で最深の金採掘域)、得ら

れた最大主応力の範囲は 76～146MPaであった。これほどの最大主応力値や深度の範囲で、これだけ

の数の測定がシステマティックに行われたことは、世界ではない。Hofmann et al. (2013)が、応力測定

データで校正した計算機応力モデリングで評価した７つのML>2.9の震源断層面上の地震発生時の法

線応力と剪断応力、最大主応力の範囲は、それぞれ、25 65と 45 86、100 177 MPaであり、我々が地

震発生場の応力が原位置測定可能になったことを意味する。2013年 11月には、周囲の採掘がやや進

んでいた地下 3kmの最大主応力約 100～110MPaの現場の測定では、世界で最も多く用いられている

応力測定法の一つである CSIRO法との比較測定が行われ、BX CCBO法が工程的に非常に容易である

ことと、その測定結果が CSIRO法や、ともに弾性応力計算機モデリングの結果と調和的であることも

確認できた。2013年 12月には、Ezulwini鉱山の竪坑鉱柱の未採掘域の中央部で BX CCBO法の測定

が行われ、パイロット孔にブレークアウトが発生し CSIRO法では測定ができない条件でも BX CCBO

法では測定ができることがあることが実証された。

（7-4）水没鉱山（ERPM鉱山と Buffelsfontein鉱山）の誘発地震は、それぞれ 2009年と 2013年に閉山

するまでの間、観測が継続された。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Hofmann, G., L. Scheepers, and H. Ogasawara, 2013, Loading conditions of geological faults in deep level

tabular mines, Proc. 6th Int. Symp. on In-Situ Rock Stress, Sendai, 558-580.

Yabe, Y., M. Nakatani, M. Naoi, T. Iida, T. Satoh, R. Durrheim, G. Hofmann, D. Roberts, H. Yilmaz, G.

Morema, and H. Ogasawara, 2013, Estimation of the stress state around the fault source of a Mw 2.2

earthquake in a deep gold mine in South Africa based on borehole breakout and core discing, Proc. 6th

Int. Symp. on In-Situ Rock Stress, Sendai, 604-613.

Ogasawara, H., H. Kato, G. Hofmann, P. Piper, T. Clements, and K. Sakaguchi, 2013a, In-situ stress mea-

surements to constrain stress and strength near seismic faults in deep level South African gold mines,

Proc. 6th Int. Symp. on In-Situ Rock Stress, Sendai, 614-623.

Ogasawara, H., G. Hofmann, H. Kato, M. Nakatani1, H. Moriya, M. Naoi, Y. Yabe, R. Durrheim, A. Cichow-

icz, T. Kgarume, A. Milev, O. Murakami, T. Satoh, and H. Kawakata, 2013b, In-situ monitoring and

modelling of the rock mass response to mining: Japanese-South African collaborative research, Proc.

8th Int. Symp. Rockburst and Induced Seismicity in Mines, Russia, 51-60.

小笠原宏・加藤春實・Gerhard Hofmann・矢部康男・坂口清敏, 2014,南アフリカ金鉱山大深度におけ

る震源近傍での現位置多点応力測定の可能性,月刊地球, No. 366, in press.
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図１

左：Mponeng鉱山 116Lで 2007年 12月 27日に発生した M2級地震の断層面上に推定される、剪断応力と法線
応力。地震前（青）に高かった剪断応力が、地震によって赤太線部まで最大約 10MPa降下し、その周囲で地震後
（赤）剪断応力が高まっている（Ogasawara et al., 2013b）。左図のピーク強度（青線）と残留強度（赤線）を仮定
すると、右図のコンターで示された断層すべり（最大すべり量 0.8cm）を、地震が発生した 12月に再現すること
ができる（Hofmann et al. 2012）。黒のドットは JAGUARSの AE震源（Yabe el al., 2009）。この計算で仮定された
初期応力場は、2013年 1月の現場応力測定で妥当であることが確かめられた（Ogasawara et al., 2013a）。



図２

上：ML2.1の地震断層およびダイクの走向にほぼ直交する鉛直断面上の最大主応力の分布（コンター）および震
源貫通孔のおおよその位置（白四角；小笠原・他, 2014を改変）。下：Yabe et al. (2013)がブレークアウトとコア・
ディスキングに基づいて拘束した、孔軸に垂直な面内の最大主応力。



平成 25年度年次報告

課題番号：2402

（１）実施機関名：

立命館大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

南アフリカ大深度金鉱山における微小破壊・微小地震観測

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

ウ．摩擦・破壊現象の規模依存性

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

イ．先行現象の発生機構の解明

（3-2）地震破壊過程と強震動

ア．断層面の不均質性と動的破壊特性

（５）本課題の５か年の到達目標：

　室内実験では，岩石の破壊に先行して，AEの発生が活発になることや，応力－ひずみ関係の線形性

が失われることが知られている．固着－滑り実験においても，高速滑りに先行して，局所的な滑りが

生じる (破壊核形成)ことが知られている．自然地震では，地震発生に先行して，このような現象が観

測されたことはない．破壊核形成に伴うと思われる現象が観測されていない理由の一つとして，自然

地震の破壊核がきわめて小さいことが考えられる．一般に，通常の観測網と震源断層は数十 km以上

離れているので，破壊核がきわめて小さい場合，その形成に伴う異常を検出することは困難であろう．

南ア金鉱山では，震源断層から数ｍ以内にセンサーを配置して断層の変形や微小破壊を観測すること

も，条件次第では可能である．そのため，破壊核が本当に存在するならば，例えそれが小さくても検

出できるはずである．そこで本課題では，南アフリカ大深度金鉱山における多項目観測と室内岩石破

壊実験における高周波 AE計測により，地震破壊現象の物理過程を明らかにし，そのスケーリング則

の確立を目標とする．

a:南アフリカ金鉱山
　岩石実験により蓄積された破壊力学の知見を自然地震の発生過程に適応することの妥当性を検証す

るために，岩石実験と自然地震の中間的規模 (cm級～数百m級)の破壊現象である鉱山地震を南アフ

リカ大深度金鉱山において観測する．同一サイトにおいて，ひずみ計や，AEセンサー，地震計をもち

いた多項目広帯域観測を行い，種々の地震破壊現象の規模と継続時間に関するスケーリングを確立す

る．同時に，高感度ひずみ観測やコア計測の結果に基づき，震源の物理的環境を推定し，地震破壊の

物理モデルの構築を目指す．



b:室内実験
　主たる地殻構成岩石である花崗岩などを用いた三軸圧縮破壊試験を行い，mm～cm程度の破壊現象

の素過程を明らかにし，断層形成の物理モデルの構築を試みる．具体的には，微小破壊に伴うAEの

高周波数帯域計測技術を利用し，大小さまざまな AEの広帯域波形を長時間連続収録により取得する．

主として経験的グリーン関数法に準じた手法によって AEの相対規模とその継続時間を推定する．ま

た，センサーの特性を明らかにし，記録を速度のような物理量に変換することにより，AEの絶対規模

推定も行う．これらの実験・計測により，現象論や経験則ではなく，物理モデルに基づいた破壊・摩

擦現象のスケーリング則の確率を目指す．

（６）本課題の５か年計画の概要：

a:南アフリカ金鉱山
　平成 21年度は，現在観測が実施されているサイトの維持に努めるとともに，得られた波形データ

の解析を行う．現在観測を行っているサイトでは，M＞ 2の比較的大きな地震とその前後に発生した

AEが記録されている．AEの震源を決定し，その分布や活動度の評価を行うとともに，周辺で記録さ

れた地震記録をもとに本震の断層面解の推定も行い，本震と AEの発生の関係を調べる．並行して新

規に展開する観測サイトの候補地を現地調査し，サイトの構築に向けての準備を進める．

　平成 22年度は，既存のデータ解析を進めるとともに，現行観測サイトの維持，新規観測サイトの構

築を開始する．

　平成 23年度は，既存のデータ解析を取りまとめるとともに，現行観測サイトの維持，新規観測サイ

トの構築を完了する．

　平成 24年度は，新規観測データに関し，AEの震源を決定し，その分布や活動度の評価を行うとと

もに，周辺で記録された地震記録をもとに本震の断層面解の推定も行い，本震と AEの発生の関係を

調べる．また観測サイトの維持を行う．

　平成 25年度は、データ解析を進めるとともに，観測サイトの維持を行う．また，研究成果の取りま

とめを行う．

b:室内実験
　平成 21年度は，解析の際に収録波形を較正するために，広帯域AEセンサー用の耐圧アセンブリを

用いて，広帯域 AEセンサーの応答特性を推定する．収録される波形記録は膨大な量となるため，効

率的なデータ処理方法について検討を行う．

　平成 22年度は，並行して実施するトリガー収録記録をもとに AEの発生を同定するとともにトリ

ガー収録のためのノイズレベルを決定する．三軸圧縮試験下での広帯域 AEの連続計測を実施する．

　平成 23年度は，トリガー収録データを用いた震源決定を行い，震源パラメタの推定を行う．連続収

録記録から，イベント波形の抽出を行う．

　平成 24年度は，主として経験的グリーン関数法に準じた手法によって AEの規模とその継続時間を

推定し，AEのスケーリングについて検討を行う．

　平成 25年度は，データ解析を進めるとともに，研究成果の取りまとめを行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
a:南アフリカ金鉱山
　地震発生過程における微小破壊の役割を調べるため，M2級以上の人工誘発地震が多発する南アフリ

カ，ムポネン金鉱山とイズルウィニ鉱山において，AE観測を行った．これらの解析を通じて，鉱山に

おける微小破壊観測特有の問題（例えば，1日あたり数万個に及ぶ大量のデータの処理，周波数特性

が未知のセンサを使ったMw推定の方法，鉱山での working noiseによる影響の除去）をクリアし，震

源・Mwのカタログを作る方法が確立できた．AEセンサの押し引き校正も可能になり（課題 1420），

微小破壊のメカニズム推定も可能になった．

　イズルウィニ金鉱山においては約 10ヶ月，100万イベント以上の震源・Mwカタログの作成が完了



している．観測網直近ではMw -5程度まで，観測網周辺 100 m程度の領域でMw -4程度までの震源が

検知できている．観測された AEの 90 %以上が，差応力が極端に高いとみられる採掘前線直近 10 m

程度の領域に集中している一方で，残る 10 %のほとんどは採掘前線から離れた場所に平面状の震源分

布を形成しており，定常的な活動を示していた．それら以外の場所で起こる AEはほとんどみられな

い．平面状分布の一部は，採掘空洞などで対応する断層が確認できており，採掘による載荷を受けた

既存の弱面で定常的に微小破壊が起こっているとみられる．一方，同じような場所にあるにもかかわ

らずこのような微小破壊を伴わない断層もあった．断層方位の違いによる剪断応力の大きさの違いや

強度の違いが微小破壊活動の有無を支配しているのかもしれない．相対震源決定結果から評価した AE

面の厚みと P波初動押引分布を考えると，平面状分布を示す AEの多くは面上のすべりイベントのよ

うである．弱面の微小な噛み合わせ部で高応力状態が生じ，定常的な破壊が生じていると推察される．

これらは 99.8 %がMw -2以下という，非常に小さい AEばかりで構成されており，1.4から 2程度の高

いb値を示した．その一方で採掘空洞直近に密集する AEは，より低く一般的なb値（約 1.2）を示す傾

向にあった．既存弱面上で起こる微小破壊は断層面の不均質を反映したサイズ分布を持つために，通

常の地震活動で典型的に見られるものとは異なるb値を示すのかもしれない．
　また，本年度の解析により，イズルウィニで観察された平面状分布を示すAEのうち，既存断層に対

応することが確認されたものの一つで，Mw -5.1から-3.6の繰り返し地震が見つかった（図１）．繰り

返し地震は，応力降下量一定則から予想されるよりも１サイクルの間に大きな滑りを起こすというス

ケーリング則に従うことが知られており [Nadeau and Johnson, 1998]，このスケーリング則を今回見つ

かった繰り返し地震の規模にそのまま当てはめると，GPaオーダーの非常に高い応力降下量を持つこ

とが予想される．しかし，スペクトル比を用いた方法でこれらの応力降下量を推定すると数MPaから

数十MPa程度の，一般的な地震と同程度の応力降下量を示すことがわかった．また，断層を貫通する

ケーブルが切断されていないことから求めたこの断層が観測期間中に滑った量の上限は，Nadeau and

Johnson [1998]のスケーリング則から予想される滑り量よりずっと小さいこともわかった．すなわち，

プレート境界の滑り量推定にしばしばつかわれている Nadeau and Johnson [1998]のスケーリング則は

この繰り返し地震系列には適用できないということである．

　本課題の目的の一つは大きな地震に先行する微小破壊活動の特徴を調べることであったが，イズル

ウィニ鉱山では，いまのところそのような解析に適した観測記録は得られていない．一方，ムポネン

鉱山における観測では，観測網直近でM 2の地震が起こった例があり，1週間で 2万個を超える余震が

観測され，その一部が薄い（真の厚み 1 m以下）2次元状の分布を示す様子が見られた．本震のモー

メントテンソル解とこの面の方位は調和的であり，より大きな地震で頻繁に観察されるような，本震

破壊面を描き出すように発生した余震とみられる．また，本震発生の少なくとも 6ヶ月前から本震破

壊面の一部に当たる領域で AE活動がおこっていたことが確認できている．しかし，本震直前数日間

は鉱山が長期休業に入り，低ノイズの高品質なデータが欠測なく得られていたにもかかわらず，本震

発生につながるような前兆的な活動レートの増加は確認できなかった．

b:室内実験
　これまで地震の模擬として岩石破壊実験がおこなわれていたが，岩石内部で発生する微小破壊（AE）

の破壊様式が自然地震と同様なのか否かという課題が残されていた．AEを自然地震と同様の手法で

評価するためには，広帯域で波形を集録し，スペクトル解析から地震モーメントとコーナー周波数を

推定し，震源の特性を破壊パラメタとして得る必要がある．そのためには，高い封圧下でも使用でき

る広帯域トランスデューサを開発したうえで花崗岩中の圧縮破壊試験を実施し，大小さまざまな規模

の AEを多数解析する必要があった．

　まず，三軸条件下での実験に備えて，解析の際に集録波形を較正するための広帯域トランスデュー

サ（感度帯域：100 - 2000 kHz）用の耐圧アセンブリとその較正手法を開発した．さらに，AEの長時

間連続集録システムの開発，AE波形の同定システムの作成，連続データからのイベント抽出手法の検

討などをおこなった．そして，ウェスタリー花崗岩試料を用いて封圧 10 MPa下で三軸圧縮破壊試験を

実施した．試料表面に貼り付けた複数の広帯域トランスデューサを用いて，圧縮に伴って発生するAE



を高分解能（14 bit）で集録した．数度の短い欠測を除いて，実験の続いた 6時間程度の間，AEデー

タは連続的（20 MS/s）に集録された．破壊を準安定的に成長させ，ピーク強度後，1割の応力低下を

確認したところで高速除荷して試料を回収したところ，試料表面に明瞭な断層が確認された．回収し

た試料の X線 CTスキャン撮影からは，明瞭な一枚の成長途上の断層の形状と位置が特定された．集

録された連続波形から AE信号を抽出して震源決定をおこなったところ，断層に対応する位置に震源

が分布しており，波形相関が高い近接したイベントで構成される 2つのクラスタが見つかった．トラ

ンスデューサの較正後，これらのクラスタに含まれる AEの地震モーメントとコーナー周波数を推定

したところ，地震モーメントはMw -8から-7程度に相当し，コーナー周波数の-3乗に比例することが

明らかになった．さらに，このスケーリング則は既往の研究によって知られている自然地震のスケー

リング則の延長上に位置しており，AEから自然地震に至るまで震源サイズにして 8桁程度に渡り，応

力降下量が規模に依存しない自己相似な関係にあることが示された．これは，岩石試料内で発生する

数mm～数 cm規模の微小破壊と自然地震の間にスケーリング関係があることを意味し，微小な破壊の

一部は一種の地震とみなせることが示唆された（吉光他, 2013; Yoshimitsu et al., 2013a）．

　平成 25年度は前年度までに得た広帯域 AEデータを用いて，地震活動について評価をおこなった

（Yoshimitsu et al., 2013b）．b値は地震の規模と頻度の関係を定義する上で用いられるパラメタで，大
きな地震と小さな地震の発生比率を表し，一般的に 1前後の値を示すことが知られているが，AEを用

いて評価した各クラスタのb値は，2.3と 2.0という高い値を示した（図２）．さらに，波形に対して帯

域幅 100 kHzの狭帯域フィルタをかけることによって，従来の研究におけるデータと同様のものを疑

似的に作り，最大振幅の値からb値（m - 1値）を評価した結果，得られたb値は 2.4と 3.3というさら

に高い値となった．このことから，狭帯域トランスデューサを用いた岩石実験から得られたb値には過
大評価の可能性があり，扱いに注意が必要であることが示唆された．また，一般的に得られる値より

も高いb値となった点については，地震活動が特に活発な領域のイベントのみを使用している点，クラ
スタ化したイベントを使用している点，などが原因として考えられる．

　新たに，より実際の地下数 kmの圧力条件に近い状態での実験を目指して，封圧 50 MPa，100 MPa

での圧縮破壊試験をおこない，数時間にわたって連続的に複数チャンネルの AEデータを集録するこ

とに成功した．今後は，これらのデータの解析を通して，自然地震と AEのスケーリング関係が，封

圧に影響されるか否かを検討する必要がある．

　5年間の実験・解析を通して，これまで計測が難しかった広帯域AEデータを連続的に安定して集録

することができるシステムが開発され，データの質が飛躍的に高まった．さらに，このシステムで集

録された AEデータから，自然地震と AEのスケーリング関係が明らかになったことから，自然フィー

ルドで興味を持たれていたが詳細に観察することが難しかったb値等のテーマについて，実験スケール
での観察をおこなえる可能性が広がった．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
吉光奈奈,川方裕則, 高橋直樹, 三軸条件下における広帯域連続集録から得られた AEのコーナー周波

数と地震モーメントの関係,日本地球惑星科学連合 2013年大会, SSS28-15,千葉,幕張メッセ国際

会議場, 2013.5.23.

Yoshimitsu, N., H. Kawakata, N. Takahashi, The frequency-magnitude relation of broadband recorded AE

under a triaxial compressive condition, IAHS - IAPSO - IASPEI Joint Assembly in Gothenburg, S101S2.07,

Gothenburg, Sweden, 2013.7.23.

直井誠,中谷正生,大槻憲四郎, T. Kgarume, J. Philipp, T. Masakale, L. Ribeiro,森谷祐一,村上理,矢部康

男,川方裕則, A. Ward, R. Durrheim,小笠原宏，南アフリカ金鉱山地下１ km深において，載荷さ

れる断層上で観察された-5.1≦Mw≦-3.6の繰り返し地震，日本地震学会秋季大会，A11-09, 　

神奈川県民ホール，2013.10.7．

Yoshimitsu, N., H. Kawakata, N. Takahashi, A scaling relationship between AE and natural earthquakes,

American Geophysical Union 2013 Fall Meeting, S33D-2474, USA, San Fransisco, Moscone Center,
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図１．Mw -4.4から-4.2の AE 12個からなる繰り返し地震のグループ．
a) AE 12個の震源位置．相対震源決定によって求まった震源位置を黒点で示している．それぞれの黒点を中心と
する円は，応力降下量 3 MPaを仮定して評価した断層サイズに対応する．b) a)で示した 12 イベントの最大振幅
で規格化した波形．12個の波形を重ねて描いている．デジタルフィルタはかけておらず，収録した波形をそのま
ま表示している．



図２．広帯域計測によって Mwが推定された AEを用いて評価された b値．
(a)ピーク強度付近で発生した AEクラスタに対する値．(b)ピーク強度から 1割程度，軸差応力が低下した後に発
生した AEクラスタに対する値．
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（５）本課題の５か年の到達目標：

（６）本課題の５か年計画の概要：

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　内陸地震の破壊域における亀裂の生成と成長過程は，直接観察することはできないが，断層帯を透

過する弾性波の時空間的な変化を用いて推定することができる．さまざまなサイズの断層帯に対して，

透過した弾性波がどのようにふるまうかを検討するため，前半期の公募課題において研究を進めた断

層長が数 cmの岩石試料の破壊試験に加えて，断層長が mスケールの大型岩石試料のせん断試験のデー

タを用いて解析をおこなった．また，南アフリカのイズルウィニ鉱山において数 10 m程度の測線長で

展開されている能動震源による弾性波透過試験のデータの解析をおこなうとともに，地殻スケールに

おいても能動震源（アクロス）による透過弾性波が 1 - 100 km程度の測線に対してどの程度安定して

観測されるかを調べた．

　平成 24年度は，防災科学技術研究所の大型振動台を用いた大型二軸せん断試験機を用いて，一辺

が数十 cm - 2 mの大型岩石試料を用いた二軸せん断試験を実施した．不安定すべりにともなうせん断

面の状態を推定するために，試料上端の広帯域圧電トランスデューサに 60 kHzの連続正弦波を印加

して弾性波を透過させ，試料下端の広帯域圧電トランスデューサ 8点で 20 Mspsの連続多点計測を実

施した．同時に，半導体ひずみゲージや圧電素子によって，せん断にともなうひずみと AEを計測し

た．不安定すべりの発生時には，小さい音を伴った小すべりイベントに引き続いて，大きな音を伴う

大すべりイベントが間欠的に発生し，それに同期するように大振幅の波動が記録された．低速（0.025

mm/sec）でせん断荷重を加えた試験の際に得られた受振波形の振幅と位相（60 kHz）の時刻歴を調べ

たところ，数十秒間隔で大きな音を伴いながら大すべりが発生し，位相と振幅に乱れがみられた．大



すべりの発生した時刻と同期するように，振幅の低下と位相の遅れおよびそれに引き続く振幅と位相

の回復がみられた．位相の遅れはすべてのイベントで明瞭に見えるわけではなかった．

　平成 25年度は，地殻スケールにおいて透過波がどの程度安定して観測可能であるかを検討するため

に，南アフリカのイズルウィニ鉱山と日本の東濃地域の 2つのサイトで能動震源から放射される弾性

波を用いた解析を実施した．

　まず，岐阜県東濃鉱山に設置されているアクロス震源から放射された信号を，1 km程度はなれた観

測点（東濃地震科学研究所の正馬様観測点）と 10 - 100 km程度はなれた Hi-net観測点（防災科学技術

研究所）の連続速度波形記録を用いて解析した．送信に対応する 10 - 20 Hzの周波数帯において，正

馬様観測点の 1日分のスタック波形では，S/N比が 10倍以上の明瞭な信号が得られた．また，相関係

数は 0.9前後と高い値を示し，また，平日に比べて顕著に高い相関値が得られた日曜日のスタック波

形のみを用いて，同じ期間のクロススペクトルを求めたところ，振幅は小さいものの lagに年周変化

が見られることがわかった（図）．さらに，Hi-netの 6つの観測点 (震央距離約 10 - 110 km)において

記録された波形を一定期間（最長 3ヶ月）分スタックしたところ，アクロスからの受信信号が震央距

離約 20 kmまでの観測点において明瞭に受信されていることがわかった．

　次に，イズルウィニ鉱山で展開している能動震源を用いた透過弾性波解析をおこなった．2011年 4

月からこの鉱山において，断層を透過する弾性波のモニタリングをおこなっている（川方・他，2011）．

現在までに，数ヶ月間に渡る幾度かの欠測を含みつつも，2012年 11月までの 1.5年に渡るモニタリ

ングが実施され，その後も欠測を含みつつも観測は継続されている．一日分のデータからは，10μ秒

程度の lagのばらつきが認められるものの，安定したモニタリングがおこなえていることがわかった．

また，2012年 4月から 5月にかけて，最大相関を示す lagに変化が認められた．

　透過弾性波は，地下の断層をモニターするための有力な候補となることが示されたが，能動震源の

ような安定した弾性波源が必要であり，年周変化などの地震に関係しない変化の素性を明らかにする

必要性も同時に示された．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
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課題番号：2501

（１）実施機関名：

東海大学

（２）研究課題（または観測項目）名：

電磁気学的広帯域先行現象の観測的検証とその発現メカニズムに関する研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

イ．先行現象の発生機構の解明

（５）本課題の５か年の到達目標：

　本課題は地震及び火山噴火の短期・直前予測実現のために避けて通れない先行現象の実在性に関す

る基礎研究と位置付ける。研究期間内に電磁気学的な手法（地電流、地磁気観測）を用いた再現性の

ある先行現象の存在証明と、新たな電磁現象発現メカニズム仮説の実験的検証を目指すものである。

　地震予知研究の究極の目的の一つが短期・直前予測の実現である事は明白であり、特に時間精度の

向上には、先行現象を活用する以外方法は無い。先行現象を直前予測に役立たせるためにも、その物

理的意義を解明するためにも、まず有効な先行現象を抽出し、統計的な検定を経る事がプロセスとし

て必要であろう。本課題では、ＤＣ－ＵＬＦ帯及びＶＬＦ帯の電磁現象について取り扱う。ＶＬＦ帯

の先行現象は、先行現象の発生場所が震央（震源）である可能性も高く、先行現象と発生した地震と

の対応付けが比較的容易である可能性が高いと考えている。

　一方で電磁現象発現メカニズムについては、従来から研究が進んでいる流動電位仮説ではなく、正

孔電荷キャリア仮説の実験的検証を行う。正孔電荷キャリア仮説は、電磁現象の発現に際し、岩石・

鉱物の変形や加熱だけで対応でき、微小破壊を必要としない。一般に電磁気学的先行現象が認知され

ない理由が電磁現象発現時の力学的対応現象の欠如であろう。特に微小破壊を仮定するメカニズムは、

「微小破壊は微小地震そのもの」という事実に反論できないが、本メカニズムはこの問題を解決する可

能性がある．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成２１年度においては、ＤＣ－ＵＬＦ帯の電磁気観測点を、これまで先行現象が観測された可能

性の高い伊豆諸島（神津島、新島等）に設置及び設置準備を行う。また、より高い周波数であるＶＬＦ

帯の観測装置の設計及び作成を実施するとともに、地殻内部での電磁波伝搬に関するシミュレーショ



ンソフトウエアの設計を行う．電磁現象発現メカニズムの解明に関しては、正孔電荷仮説を検証する

ための基礎的な室内岩石実験を開始する。

　平成２２年度においては、伊豆諸島の観測点を本格稼動させ、一部観測点ではＶＬＦの観測装置も

稼動させる。また観測点周辺の電磁気学的な浅部構造探査を実施する。さらに、電磁現象発現メカニ

ズムの解明のための正孔電荷仮説に関連する実験を集中的に実施する。

　平成２３年度においては、観測を継続するとともに、電磁波の地殻内部伝播に関するソフトウエア

を完成させ、稼動させる。電磁現象発現メカニズムの解明のための室内実験の取りまとめを行なう。

　平成２４年度においては、各種観測を継続するとともに、観測結果の統計的検定作業を開始する。

また、広帯域電磁波の地殻内部伝播に関する解析結果を取りまとめる。

　平成２５年度においては、各種観測を継続し、結果を取りまとめ、統計的な検定を実施し、電磁気

学的な現象が有意な先行現象と判断できるかについて、一定の結論を出す。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成２１年度には、これまでの東海大学を中心とした研究で、地電位差の異常が観測され、統計的

にも有意性が示唆された伊豆諸島の神津島、新島に地電位差観測点を再構築した。新島では、平成２

１年７月に営繕工事を行ない、ＩＰ接続によるテレメータシステムを導入した。神津島では、平成２

２年２月に営繕工事を行ない、同じくＩＰ接続によるテレメータを開始した。

　また過去に神津島で観測されたデータについてより詳細な解析を実施し、地震に先行した地電位差

異常は、地磁気誘導成分や、市街地からの人工ノイズと明らかに異なった性質を持っていた事が判明

した。これらは神津島の電気的構造に大きな異方性が存在している事を示唆しており、その確認のた

めに予察的なＶＬＦ－ＭＴ探査を実施した。

　電磁現象発現メカニズムについては、従来は流動電位が唯一といってよい“もっともらしい”メカ

ニズムであったが、本課題では、破壊を必要としないメカニズムである正孔電荷仮説に関する室内加

圧実験を開始した。

　平成２２年度には、神津島および新島で地電位差の観測を継続した。また当初計画どおり、神津島に

おいて VLF-MT法を用いて詳細な浅部電気伝導度探査を実施した。また地質調査も並行して実施し、

電気伝導度構造と地質分布に関する考察を実施した。さらに電磁現象発現メカニズム解明に資する室

内実験も当初計画どおり順調に推移した。地震を起こす断層運動が地殻岩石の破壊現象であるとする

概念を採用すれば、地震に先行する諸電磁気現象は地殻岩石の破壊に先行する何かしらのメカニズム

によって駆動されなければならない。また一方で、地殻岩石の応力やひずみは決して一定一様ではな

く、特に断層周辺では、断層運動の直前から徐々に変化しているはずであると期待されている。これら

の事柄を考慮すれば、地震に先行する諸電磁気現象のメカニズムは地殻岩石の応力やひずみの不均一

な変化と大きく関わっていることが容易に想像できる。そこで、実験室内において岩石試料を不均一

に加圧し（未破壊）、それに伴う電気信号の検出を試み、実際に起電力が発生している事を確認した。

　平成２３年度には、「電磁現象発現メカニズムの解明」では、不均一に圧縮した火成岩試料の圧縮部

において正孔電荷キャリアが発現し、非圧縮部へ拡散するモデルを提唱し、「正孔発現」の立証をホッ

トプローブ法により試みた。その結果、予想どおり不均一圧縮によって正孔の濃度が増加しているこ

と、つまり正孔の発現していることが立証された。

　「野外における観測的研究」では、神津島近傍の地震活動は極めて低調であり、以前先行的地電位

差変化が観測された観測点から 20ｋｍ以内でのマグニチュード３を超える地震は、東北地方太平洋沖

地震による誘発地震以外発生しておらず、異常変化も観測されていない。

平成 23年東北地方太平洋沖地震（東北地震）が発生した際、新島・神津島観測点において、地震波の

到達に伴う特異なシグナルを検出した。どの観測点にも地震波到達に伴い約 5-20秒周期の減衰振動が

発生している。同様な波形が奥多摩地域で別途観測している地磁気データにも確認できることから、

これらは単なるセンサーの振動によるものではなく、流動電位などにより発生した新たな物理現象で

ある可能性がある事が判明した。



　「電磁波伝搬シミュレーション研究」では、神津島付近地下 10kmの震源域に 500Cmの電気双極子

を仮定し、地殻内における電気伝導性パスの有無による地表電場の違いを、有限要素法により解析し、

パスの有無で地表における絶対電位に大きな差ができ、電極がパスをまたぐような配置をする場合に

は観測値（電極間における絶対電位の差）に違いの生じることが確認できた。

　平成２４年度には、「電磁現象発現メカニズムの解明」研究では、不均一に一軸圧縮した火成岩試

料の熱起電力変化をもとに、圧縮部での正孔電荷キャリア発現を立証したが、２４年度は、同様な実

験を真空乾燥させたハンレイ岩試料に対しても行ない、不均一圧縮実験で得られる起電力が圧縮部と

非圧縮部におけるフェルミ準位の差異によるものとし、エネルギー準位のシフトによる正孔電荷キャ

リア発現と起電力発生のモデルを構築した。岩石実験から得られた起電力（約 80mV）とゼーベック

係数変化量（約 0.1mV/K）を用いて、50MPaの一軸圧縮によって圧縮部の正孔電荷キャリア濃度が約

1500倍になっていると見積もられた。

　「野外における観測的研究」では、以前（1997年 5月 14日から 2000年 6月 25日）に 19回観測さ

れた神津島での地電位差異常変化を統計的に詳しく再検討した。この結果、観測点から 20km以内で

発生したマグニチュード 3.0以上の地震（23個）と時系列比較したところ、例えば，異常変化から 20

日以内だと 10個の地震が発生していた。また，異常変化の極性がプラスの場合は島の東側で地震が発

生し，マイナス極性の場合は西側で発生する傾向があった。この時系列対応が偶然でも起こりうるか

どうか、各種の統計的な検証（地震または異常変化の発生タイミングをランダムに変えた人工データ

セットとの比較など）を行い、偶然ではめったに起こることがないとの結論に至り、論文は全米科学

アカデミー紀要に 2012年 10月に「今週のハイライト論文 (TWIP)」としても掲載された（Orihara et

al., PNAS, Vol. 109, no. 47, 19125-19128, 2012）。

　「シミュレーション的研究」では、平成 23年度に神津島付近の地下に電流双極子を仮定し，地殻内

における電気伝導性パスの有無による地表電場の違いを，有限要素法により 2D解析したので，平成

24年度は 3Dに拡張することを試みた。計算領域は 10km x 10km x 10kmとし，その領域に対して十

分に広い無限境界要素を周囲に設定した。VANグループによるギリシャでの地電位差計測の経験と理

論によれば，M5級の地震に対する地電位差異常変化の大きさを説明するには、震源近傍に 1A x 1km

の電流双極子を仮定すればよいことが示されている（Sarlis, et al., Geophys. Res. Lett., 26, 3245-3248,

1999）．よって本解析でもこの大きさの電流双極子を震源域に仮定した。神津島周辺の地殻電気抵抗

率構造に関する情報がないため，とりあえず本研究計画の VLF-MT計測で得られた神津島地表付近の

抵抗率（Orihara et al., Proc. Japan Acad. Ser. B., 86, 914-919, 2010）をもとに、島および地殻の抵抗率

を 300Ωmとし、VAN法で期待されている良導体のパス（conductive pass）として島の一部およびそ

の下部（地表から地下 10kmまで続く電気的パス）の電気伝導度を 3通り仮定し計算したが、どの場

合においても観測値（約 2kmの距離で数十mV）には達しない事も明らかとなった。

　VANグループで提唱されている conductive passのエッジ効果についても上記の解析と同じ島地形・

電流双極子に対して検証した。解析の結果、conductive passを配置した場合、観測値（約 2kmの距離

で数十mV）に近づいたことから、神津島においてもエッジ効果を期待しなければならないだろう。実

際にこのような地下構造が存在するかどうかを調査していく必要がある。

　平成 25年度は「野外における観測的研究」では、2013年４月 17日に三宅島近海で群発地震（最大

M6.2）が発生し、新島・神津島でも最大震度が 4に達した。そこで地震日から 1ヶ月以上遡って地電

位差データを精査したが、地震に先行する地電位差の顕著な異常変化（VANグループがギリシャで検

出している SESと同様の変化）を確認することはできなかった。しかし、このことは過去の経験とも

調和的と言いうこともできる。換言すれば 2000年の三宅島噴火に前後する群発地震の際にも神津島で

は地電位差異常信号が検出されていない。また、新島では 2000年三宅島噴火に関連すると思われる地

電位差異常信号が検出されたが、この地震に先行した地電位差異常は観測されなかった。

　また本計画が開始され、神津島に地電位差観測点が再構築されてから、これまでの観測で先行的地

電位差変化が観測できた周辺 20km以内で発生したマグニチュード３以上の地震は、東北地方太平洋

沖地震に誘発された地震活動以外では 2013年 8月 6日神津島東方で発生した M3.1および 2013年 8



月 14日に発生した神津島直下のM3.1の地震の２個だけであった（図１）。これは 2000年の三宅島噴

火に伴う激しい地震活動により、テクトニクス（応力場）が大きく変化してしまった可能性を示唆し

ている。地電位差記録を精査したが、これらの地震に先行した変動は観測されなかった。

　平成 23年東北地方太平洋沖地震が発生した後、新島・神津島の周辺で地震活動が一時的に活発化し

た。よって、それら震源域の物理的・化学的・電磁気的特性が一時的に変化したことが期待できる。そ

こで、新島・神津島の地電位差観測データをスペクトル解析し、その特性にどのような変化があるか

調査した。気象庁の女満別観測点と父島観測点における地磁気スペクトルから合成した両島における

疑似地磁気スペクトル（周期 512秒）を仮定し、これにインピーダンステンソルを掛けることにより

導出されるものを、地電位差スペクトルとした。この地電位差スペクトルは地磁気スペクトルの各成

分の線形和となる。2011年 1月 1日から 2月 28日の期間、実際の観測データから求められる地電位

差スペクトルの時系列データを地磁気スペクトル各成分の時系列データで重回帰させることにより、

各成分の線形結合係数を求めた（図 2ａおよびｂ）。求めた係数と 3月 1日以降の地磁気データを用

いて両島における地電位差スペクトル（Cal）を計算し、観測データから得られる地電位差スペクトル

（Obs）と比較したところ、地震波到達後から 12日の午前中にかけて比較的大きな差異（Obs-Cal）の

あることが確認された。この差異の原因として、磁気嵐イベントによる回帰からのズレ成分が含まれ

ていることも無視できないが、通常の地磁気誘導以外の要因も考えられる。最初の地震波が到達して

から数時間は、両島において有感地震が発生していることから、流動電位などによる特異な電場が地

表付近に形成されたことが主な要因であると考えることができる。その後は無感地震しか発生してい

ないため、流動電位の発生よりも、地下水・間隙水の存在状態変化が推測される。

　紀伊半島において行なってきた VLF帯パルス信号の観測は、ULF帯に感度のあるセンサーに取り

替えて引き続き履行された。その結果、地震波の到達時に特異な電磁気信号を検出することに成功し

た。その波形は地上に設置した加速度の波形とは異なることからセンサーの揺れによるものとは考え

にくく、観測点のその場で誘起されたものであると推測された。

　「シミュレーション的研究」では、以前に神津島で電流注入実験を行なったところ（Orihara et al.,

Proc. Jpn. Acad., 2009）、電流双極子の方向を 90°変えても、島内各地で検出される地電位差（地表電

流）は直近の道路の方向を向く傾向があるという結果を得た。平成 22年度に追試験を行ない、やはり

同様な傾向が得られた。このことから、地表付近には比抵抗の極端なコントラストや異方性のあるこ

とが示唆される。そこで疑われるのが舗装道路や住宅地などの人工物である。これらには金属製の部

材が使われており、地電流の良導体となっていると推測される。地震に関係すると考えられる地電位

差異常信号の一部が南北成分に特化していたのも（Orihara et al., PNAS, 2012）、このような人工良導

体の影響があった可能性がある。そこで、人工物が地電位差（地表電流）にどれほど影響し得るのか、

有限要素法解析で 2Dシミュレーションした。神津島と近海は 100m x 100mメッシュ、その周辺は大

きめのメッシュに切り、それら計算領域に対して十分に広い無限境界要素を周囲に設定した（図 3a）。

海の比誘電率ε rを 80、比抵抗ρを 0.3Ωmとし、人工物の比誘電率を 8、比抵抗を 10Ωmとした。

それに対し、陸（地表）の比誘電率を 10とし、その比抵抗を 100-3000Ωmの間で様々に変化させた。

実際に電流注入を行なった 3ヶ所に、1A x 100mの電流双極子を南北方向または東西方向に設置し、地

表に誘導される電位と電流の分布を計算した（図 3b-eおよび図 3f-i）。どの計算結果にも共通すること

は、注入電流の方向にかかわらず、電流の多くは電流注入用電極間を最短距離で流れ、その他は最寄

りの舗装道路を通り周辺へ、さらに僅かな残りが地表を流れるという特徴であった。注入電流の方向

にかかわらず、地表（舗装道路のない天上山を除く）を流れる電流の方向は大きくは変わらず、電流

注入実験の結果と概ね一致した。地表電流が道路や住宅地へ流れ込もうとするもしくは漏れ出ようと

する傾向は、陸の比抵抗が大きいほど顕著になり、結果として電流注入点から離れた場所での電位分

布は電流注入の方向を変えても変化しなくなる。以上より、電流注入による地表面電流および震源由

来で地表に達した SESは、地表の電気伝導度の違いなどによって、大きく影響を受けてしまう可能性

があると言えよう。



（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
織原義明，川上哲太郎，鴨川 　仁，長尾年恭，静岡県内漁業協同組合の津波対策および海の異常現象

に関する証言 　－ 2011年東北地方太平洋沖地震に関するアンケート調査より－，東海大学海洋

研究所研究報告，第 35号， 2014. (印刷中)

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東海大学 　長尾年恭、佐柳敬造、川畑広紀、竹内昭洋、アイダン・オメル、馬塲久紀

他機関との共同研究の有無：有

東京学芸大学（鴨川 　仁）、千葉大学（服部克己）、京都産業大学（筒井 　稔）、中部大学（井筒 　

潤）、富山大学（楠本成寿）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東海大学海洋研究所地震予知研究センター

電話：054-334-0411（代表）

e-mail：webmaster@sems-tokaiuniv.jp

URL：http://www.sems-tokaiuniv.jp/EPRCJ/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：長尾年恭 　

所属：東海大学海洋研究所地震予知研究センター

図１

観測期間中に神津島近傍で発生したM３以上の地震。緑の円で示した地震はすべて２０１１年３月１１日の東北
地方太平洋沖地震に誘発された地震活動。１つを除き３月１１日から１３日までに発生した。



図２ａ

新島における東北地方太平洋沖地震前後の地電位差スペクトル。

図２ｂ

神津島における東北地方太平洋沖地震前後の地電位差スペクトル。



図３ａ

解析に用いた有限要素法のメッシュ。多目的広場から電流を送信した。

図３ｂ－ｅ

地表の比抵抗が 100Ω mの場合。南北方向のダイポールからの送信（bおよび c）、東西方向のダイポールからの
送信（dおよび e）結果。



図３ｆ－ｉ

地表の比抵抗が 3000Ωmの場合。南北方向のダイポールからの送信（ fおよび g）、東西方向のダイポールからの
送信（hおよび i）結果。



平成 25年度年次報告

課題番号：2911

（１）実施機関名：

公募研究

（２）研究課題（または観測項目）名：

火山水蒸気爆発機構解明の新展開

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-3）火山噴火過程

ア．噴火機構の解明とモデル化

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

（本課題は平成 22年度公募研究である）

（６）本課題の５か年計画の概要：

（平成 22年度公募研究計画）

　火道内マグマの後退期に起きる水蒸気爆発はその発生頻度が低くマグマ噴火に比べて未解明な点が

多い噴火様式である。磐梯山の 1888年水蒸気爆発は世界的に最大規模の現象であるが今日でも山体崩

壊やブラストを伴った発生メカニズムは分かっていない。噴火予知の視点からも大災害に繋がる水蒸

気爆発のメカニズムの解明は必須の案件である。水蒸気爆発のメカニズムとして従来から 2液相の接

触・混合を想定した捉え方が伝統的であったが、我々はまったく新しい視点から水の相転移図をもと

に超臨界状態の水がある温度・圧力状況下で急激な体積変化を起こすことに着目した。この相転移が

火山の水蒸気爆発の発生要因になることを 1888年磐梯山噴火に適用し噴火時系列やエネルギーの観点

から新しいモデルを提案する。大規模な水蒸気爆発に伴う山体崩壊は広域的な火山災害に発展する可

能性を秘めており、そのメカニズムの解明は噴火予測研究にとって優先的な課題であり、火山体浅部

の流体の挙動の解明にも資する所が大きい。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　昨年度までの 2年間の研究に引き続き，1888年磐梯山噴火に関して定量的に再検討を行うとともに，

これまでの研究成果を論文にまとめた．概要は以下のとおりである．

（１）1888年磐梯山水蒸気爆発に先行した地震活動と爆発機構の定量的評価

　1888年磐梯山噴火は水蒸気爆発に先行して 3回の有感地震が発生し，そのうち最大規模の地震につ

いては，気象庁震度１に相当する震度の空間分布が Sekiya and Kikuchi (1890)よって与えられている．

一方，この最大地震は東京の中央気象台 Gray-Milne地震計（倍率 6倍）には記録されていないことも

分っている (Omori, 1902)．過去のデータを定量的に評価・検証するため，18層からなる成層地震波速

度構造，並びに，震源の深さと 3種類のメカニズムを仮定して，磐梯山を取り囲む広域な地点での加

速度波形の計算結果から理論的震度を推定し，観測震度と比較した．その結果をもとに，噴火直前の

最大地震の規模と噴火に伴う開口割れ目の走行等の最適値を推定した．その結果明らかになった点を



列記すると；(i)噴火直前の地震規模としてM0＝ 1016 Nm，M＝ 4.6，(ii) Sekiya and Kikuchiの提示し

た震度コンターは 2 galに相当，(iii)観測された N25Eに長軸を持つ楕円形の震度コンターと調和する

震源メカニズムとしては，深さ 0.5 kmで，走行が N20Wと N100Eの２つの開口割目が同時に破壊し

たモデルが最適である．以上のように，噴火過程に関し従来身未解明であった指標が定量的に明らか

になった．2つの割れ目の方位 (Directivity)はそれぞれ馬蹄形カルデラ内の水蒸気列とブラストによる

破壊が線状に認知される過去の割れ目跡である枇杷沢のトレンドと一致しする．これらの結果は，南

東域の白木城に大被害をもたらしたブラストの起源が沼の平直下の「日蔭の割れ目」であることを強

く示唆するものである．また震源の深さ 0.5 kmという結果は，これまでの「球状圧力源モデル」(浜

口・植木，2012a)と整合する数値であることも判明した．

（２）これまでの研究成果の取りまとめ

　3次元構造探査により明らかにされた地下の形状並びに最近の火山性地震活動を考慮した球状圧力

モデルに基づき，水蒸気爆発に関する諸々の観察結果を定量的に評価・解釈し，成果物にあげた論文

にまとめた (浜口博之・植木貞人, 2012a)．さらに，古文書に残る江戸時代中期の噴火活動について検

討を重ね，過去に枇杷沢の源流や沼の平で小規模な爆発が起きていたことを突き止め，成果物にあげ

た論文にまとめた (浜口博之・植木貞人, 2012ｂ)．これらの成果を本年に得られた成果と総合的に解

釈すると，水蒸気爆発のもとである高温熱水源は旧火口である沼の平の直下浅部にあり，Sekiya and

Kikuchi (1890)以来通説として信じられてきた馬蹄形カルデラの直下にはないことが明らかになった．

この研究の結論は大規模な水蒸気爆発が静穏期の長い火山で稀にしか発生しない原因を定量的に解明

する手掛かりを与え，大規模な水蒸気爆発現象の解明に向けた研究の新展開に寄与するものである．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
浜口博之・植木貞人，2012a，1888年磐梯山水蒸気爆発に関するノート－ (1)爆発源の位置と噴出方向

に関する再検討－，火山，57巻，3号，111-123．

浜口博之・植木貞人，2012b，1888年磐梯山水蒸気爆発に関するノート－ (2)「東国旅行談」に描かれ

た火山活動の含意－，火山，57巻，3号，125-129．

浜口博之・植木貞人，2012c，1888年磐梯山水蒸気爆発のメカニズム（4）爆発直後の写真・スケッチ

の再考，日本地球惑星連合 2012年大会，S-VC54．

浜口博之・中道治久，2012，1888年磐梯山水蒸気爆発（5）先行地震活動と爆発のメカニズム，日本

火山学会 2012年度秋季大会予稿集，B1-01．

浜口博之，2012，講演「磐梯山の 1888（明治 21）年噴火（山体崩壊）を解く」，第５回岩手防災サロ

ン，岩手大学．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
京都大学防災研究所 　火山活動研究センター 　中道治久

他機関との共同研究の有無：有

東北大学 　浜口博之，植木貞人

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所 　火山活動研究センター

電話：099-293-2058

e-mail：nakamiti@svo.dpri.kyoto-u.ac.jp

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：中道治久 　

所属：京都大学防災研究所 　火山活動研究センター



平成 24年度年次報告

課題番号：2913

（１）実施機関名：

公募研究

（２）研究課題（または観測項目）名：

活動的火山における火口近傍観測用自走式センサー「ほむら」の開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（3）観測技術の継続的高度化

イ．地震活動や噴火活動の活発な地域における観測技術

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-3）火山噴火過程

ア．噴火機構の解明とモデル化

（５）本課題の５か年の到達目標：

（本課題は平成 23年度公募研究である）

　火山観測用自走式センサー「ほむら」において，特に駆動系及び電源系を改良し，実際の火山フィー

ルドでの運用を実現できる試作機を完成させること．また，運用試験を行い，実際の観測のための運

用方法を明確にすること．

（６）本課題の５か年計画の概要：

（平成 23年度公募研究計画）

　活動的火山の火口近傍におけるモニタリングは，火山噴火の前兆を把握し，噴火の開始及び推移を

予測するために必要不可欠である．その一方で火口近傍は人が近付くことが危険で，その場に応じた

新たな観測を行うことが難しい．本課題では，危険な活動火口近傍観測用の新しいツールとして，火

山フィールドを走行する小型ロボット「火山観測用自走式センサー『ほむら』」を開発する．ほむらは，

無線により遠隔操縦され，近傍観測が望まれる映像，ガスなどのセンサーを搭載し，リアルタイムで

そのデータの送信を行う．ほむらは，これまで十分に行われていない火口近傍における機動的かつ継

続的な観測を可能とするツールとして期待される．

（７）平成 24年度成果の概要：
　前年度までの野外における運用試験の結果をもとに，本年度において，改良を加えた新しい機体を

製作した．新機体では，機体形状及び制御系の刷新を行った．具体的には，複数の無線通信モジュール

を状況に合わせて換装可能なようにし，また，これまで複雑に分かれていた電源系統を見直しシンプ

ルで無駄のない電源供給が可能なように改良を行った，などである．このほむら新機体により，2012

年 11月 2日～5日に，伊豆大島三原山裏砂漠において，野外の走行試験を行い，不整地移動における

走行能力の改善を確認した．また通信機能を向上させたため，内蔵のカメラによる画像送出能力が向



上し，目視によらない遠隔操縦性が向上したことを確認した．また，夜間野外に一晩放置して，遠隔

地よりの制御も試み，制御ができ，夜も越せることを実証した．この野外試験後，新制御系にしたゆ

え完成度の低かったソフトウェアの改善を行い，制御の安定性が向上した．一方，太陽電池の使用に

関して，試してみたものの，小型のものでは，供給できる電力が弱く，現段階では実用的なものには

なっていない．

（８）平成 24年度の成果に関連の深いもので、平成 24年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
金子克哉，安部祐一，伊藤公一，岩堀功大，火山観測用小型ロボット―火山観測用自走式センサー「ほ

むら」の開発とフィールド試験報告，日本惑星科学会誌，21，130-137，2012．

（９）平成 25年度実施計画の概要：
　これまでの成果において，火山観測用自走式センサー「ほむら」の機体部分は野外不整地の走行に

関し，実用に足るものになったと考える．この年度では，実際に火山観測に有用なセンサー，火山ガ

ス（CO2，SO2，など），映像，低周波マイクなどの開発を順次行う．ほむらは小型であるので，既存

のセンサー類はそのまま用いることができず，搭載可能なように小型改造などする必要がある．それ

らセンサーを用いて，実際の火山において観測の演習などを行う計画である．

（10）実施機関の参加者氏名または部署等名：
伊藤公一（京都大学理学研究科），

安部祐一（京都大学工学研究科），

岩堀功大（京都大学理学部）

他機関との共同研究の有無：無

（11）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学大学院人間・環境学研究科

電話：075-753-6874

e-mail：katsuya@gaia.h.kyoto-u.ac.jp

URL：http://www.gaia.h.kyoto-u.ac.jp/%7Ehomura/

（12）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：金子克哉 　

所属：京都大学大学院人間・環境学研究科



平成 25年度年次報告

課題番号：2914

（１）実施機関名：

公募研究

（２）研究課題（または観測項目）名：

那須岳のマグマ進化過程の解明に関する研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

イ．噴火履歴とマグマの発達過程

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

（本課題は平成 24年度公募研究である）

　活火山の噴火準備過程を明らかにするためには、活火山の地質調査・岩石学的研究によって過去の

噴火間隔・規模・様式についての規則性や時間的変化を理解し、マグマだまりにおけるマグマの分化

や混合などのマグマ進化過程を解明する必要がある。 　　

　本研究では、東北日本火山フロント南部に位置する那須岳を対象にする。本火山は多数の噴火記録

がある活動的な火山である。最新の水蒸気爆発は 1963年に起こり現在も噴気が活発である。またマグ

マ噴火は過去約 1万 6千年の間に 6回認められ、最新のものは 1408～1410年に発生している。本研

究ではこのように活発に噴火を繰り返している那須岳について特に最新のマグマ噴火とその後の水蒸

気噴火について高精度で噴火履歴を解読し、それを基に地下のマグマだまりの進化過程を明らかにす

る。得られた結果を用いて那須岳の噴火ポテンシャルを評価し、中長期の噴火予測を行うことを目的

とする。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 24年度：那須岳最新のマグマ噴火である 1408～1410年の噴出物及びその後の水蒸気爆発噴火

による噴出物について地質調査を行う。前者によって、噴火進行に伴う噴出物の変遷を詳細に解明す

る。また、後者によって、最新マグマ噴火以降の水蒸気爆発の頻度と規模の変遷を明らかにする。ま

た採取した試料の岩石学的研究も開始する。

　平成 25年度以降：前年度に主に行う地質調査の補足調査を行う。この年度は特に前年度に採取した

試料の岩石学的研究を重点的に実施する。1408～1410年噴火の噴出物についてはそれをもたらしたマ

グマだまりの種類と配置及び噴火に至った過程を解明する。水蒸気爆発噴出物については発生場の温

度条件の変遷を解明する。

　以上の成果を用いて、最新マグマ噴火以降の地下のマグマだまりの状態の変化を解明する。またそ

れ以前の噴火のマグマだまりについての研究結果と比較検討も行い、那須岳の噴火ポテンシャルを評

価し、中長期の噴火予測を行う。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：



　本課題は平成 24年度および 25年度の公募研究である．

１．那須岳最新期の活動概要

　那須岳は約 60万年前に活動を開始し，現在までに多数の山体を形成してきた（伴・高岡, 1995な

ど）．その中の最新期活動によって茶臼岳山体が形成された（山元, 1997;山元・伴, 1997など）．最新

期には 6回のマグマ活動があったと考えられている（山元, 1997）．それらは，CH1（大沢ユニット，

約 16 ka），CH2（湯本ユニット，約 11 ka），CH3（八幡ユニット），CH4（大丸ユニット，約 6 ka），

CH5（峰の茶屋ユニット，約 2.6 ka），CH6（1408-1410年ユニット）と名付けられている．CH8の年

代は，当初は約 8 kaとされたが，その後約 9 kaであることが報告された（山元, 2006）．この中で，噴

出量は CH1が最大でその他は約１ケタ小さい．最新の CH6では，土砂災害などを引き起こしたこと

が文章記録に残されており，今後も同様の噴火が起これば災害を引き起こす可能性は高い．

　各ユニットは，水蒸気爆発→ブルカノ式噴火→溶岩流出と推移したと考えられている（山元, 1997）．

ブルカノ式噴火の際には降下火砕岩や岩塊火山灰流堆積物が形成された．なお，CH1では水蒸気爆発

堆積物が，CH5においては岩塊火山灰流堆積物と溶岩が認められていない．

　以上のように，那須岳最新期活動についてはマグマ噴火の時期や推移がかなり明らかになっている．

よって，このような噴火パターンをもたらす場合のマグマ進化を解明するには好材料である．本研究

では，まず最新で，情報量が最も多い CH6について，岩石学的分析を行うことによりマグマ進化を解

明する．また，その結果を過去のマグマユニットに適用し，最新期全体のマグマ進化も検討する．

２．CH6の層序（主に平成 24年度に実施，25年度に補足調査を実施）

　那須岳最新のマグマ噴火である 1408～1410年の噴出物について再検討した．その結果，従来の見解，

すなわち，水蒸気爆発→ブルカノ式噴火による降下火砕物/岩塊火山灰流→溶岩ドームの形成と推移し

たことが再確認されたと共に，以下の新知見を得た．すなわち，（１）ブルカノ式噴火は 3回のフェー

ズから成ること，（２）そのうち 2番目のフェーズに伴い，軽石を含む岩塊火山灰流が流出したこと，

（３）ブルカノ式噴火に先行して火砕サージが発生した可能性があることである．ここでは，上記の 3

回のブルカノ式噴火による降下火砕岩を下位から VF1 3と称す．

　VF1は茶臼岳周辺にのみ見られ，特に無間火口の下方では厚さが 2 m以上に達する．水蒸気爆発噴

出物を直接覆っている．また，この露頭では，含まれる岩片の特徴の違いにより更に３分できる．最下

位は径 10 cm以下のガラス質な黒色岩片主体で，その上位に径約 30 cm程度の白灰色～暗灰色緻密な

岩片を主とする層が，更にその上位には径 10 cm以下の，緻密でガラス質な黒色岩片と微発泡したス

コリア質岩片とが混在している層が載る．この層には赤色酸化した岩片もしばしば認められる．VF1

の最上位は，大きさ径約 20 cm～約 2 mと様々な火山弾から成る層である．火山弾は下位層にサグ構

造を作っている．VF1は茶臼岳の約 200 m東方でも厚く堆積しているのが認められる．しかし，この

付近では一部に変質を逃れている部分があるが，大部分は 2次的な変質が著しく，全体の岩相を判定

するのは困難である．変質を逃れている部分の観察結果によれば，概ねブルカノ式噴火による降下火

砕物と判断できる．また，最下部には火砕サージによる堆積物が認められた．

　VF2は山頂に近い峰の茶屋付近から西方にかけて分布する．峯の茶屋付近では層厚 30 cm以上で，

黒色火山砂の基質に，径約 20 cmの灰色緻密な岩片～微発泡した黒色スコリアを含む．山頂より西方

に約 3 km離れた三斗小屋温泉跡地周辺でも場所によっては 1 m以上の層厚を持ち，黒色砂質の基質

に径 10 cm以下の岩片が含まれる．岩片の最大粒径は 30 cm程度である．

　VF3は山頂付近から東方に分布する．主に砂質の黒色基質が大半を占め，径 5 cm程度の岩片をし

ばしば含む．岩片は，黒色のガラス質のものと，暗灰～白灰色のものが認められる．まれに軽石や赤

色酸化した岩片も認められることもある．成層構造がよく発達しており，山頂周辺では厚さは最大 1

m以上に達する．

　CH6で認められる火砕流堆積物は軽石を含む岩塊火山灰流堆積物である．この堆積物については山

元（1997）によって述べられている通り，粗中粒砂サイズの安山岩火山灰からなるマトリックスと多

面体型の本質岩塊，火山礫とで構成されている．岩片については上記に加えてやや発泡の良い軽石も

認められた．分布から，西方に分布するブルカノ式噴火による降下火砕岩を同時期のものと推定され



ている．

　CH6の溶岩ドームについては，山元（1997）に述べられている通り，形状は溶岩平頂丘様であるが，

アグルチネート様の岩相を示す部分が多く認められることから，火口を埋めた火砕岩が溶岩流と共に

流動し，形成された可能性が高い．平成 25年度の調査によって，山頂付近のドーム溶岩分布域の調査

を行ったところ，地表付近にはブロック状のものよりも，メートルサイズの火山弾や強溶結したアグ

ルチネート様の岩相を示すものが多数であることが確認された．

　茶臼岳の西方～南方斜面に分布している小規模の岩塊火山灰流堆積物（奥野・尾関, 1993）について

平成 25年度の調査に再調査を行ったところ，下位の CH5噴出物を覆っていることが確認された．含

まれる岩片は，ブロック状，火山弾状，アグルチネート様のものとさまざまである．また褐色に変色

しているものが目立っており，山頂付近の CH6ドーム溶岩とはやや異なっている．おそらくこれらは

CH6ドーム形成初期に噴出したと考えられる．

３．CH6の岩石記載概要と全岩化学組成（平成 24年度の結果）

　那須岳最新期のマグマユニット噴出物の岩石学的研究を系統的に行った研究として Ban and Yamamoto

(2002)が挙げられる．この研究によって，噴出物は低～中間カリウムのカルクアルカリ系列に属すこ

と，噴出物には記載岩石学的にマグマ混合を示唆する特徴が多く認められること，また，噴出物の全

岩化学組成は大局的に見れば CH1 6の噴出物全てが一つの混合線に乗ることが示された．しかし Ban

and Yamamoto (2002)は CH1 6全てを扱ったため，各噴火ユニットの試料数は多くなく，またユニッ

ト内を細分した検討は行っていない．ここでは，試料数を増やして全体の特徴を再検討し，また水蒸

気爆発堆積物を除いて各ユニット内の組成変化などについて検討した結果も示す．

　どの噴出物にも斜長石，斜方輝石，普通輝石，磁鉄鉱が斑晶として含まれ，石英，かんらん石斑晶は

含まれる場合がある．また多くの噴出物にはディクチタキシチック組織を示す苦鉄質包有物（Bacon,

1980など）が含まれる．これは高温の苦鉄質マグマが低温の珪長質マグマに注入・固結して形成され

たものと考えられている．本研究では，上記苦鉄質包有物についても可能な限り採取し検討を行った．

苦鉄質包有物は多くの場合，かんらん含有単斜輝石斜方輝石玄武岩質安山岩である．総斑晶量は母岩

で 15～26％程度，苦鉄質包有物では 10～25％程度であるが，母岩よりも少ない場合が多い．斑晶に

は，斜長石の汚濁帯，石英の溶融組織，輝石の逆累帯構造など，マグマ混合を示唆する組織が多数認

められる．

　全岩 SiO2 量は母岩でおよそ 58～62%，苦鉄質包有物でおよそ 54～58%であり，幾つかの地質ユ

ニットでは組成範囲が異なっている．VF1は，母岩で 60.0～61.4%，苦鉄質包有物で 57.0～57.8%で

あり CH6の中で最も高い値を示す．VF2，VF3及び火砕流堆積物は，母岩で 58.5～60.0%，苦鉄質包

有物は約 54.8%である．溶岩ドームは，母岩で 59.5～60.7%で，苦鉄質包有物では 54～57%である．

噴出物の組成は主要元素や微量液相濃集元素では，一連の組成変化経路に乗るが，Cr, Ni -SiO2図にお

いて大きなばらつきが認められた．それらは大きく 3つの岩石タイプに分類できる．すなわち，Crと

Niが高い，中程度，低いタイプである．各々，高 Cr・Niタイプ，中 Cr・Niタイプ低 Cr・Niタイプ

と呼ぶ．VF1は中 Cr・Niタイプ，VF2と火砕流堆積物は中 Cr・Niタイプ及び低 Cr・Niタイプ，VF3

は中 Cr・Niタイプ～高 Cr・Niタイプ，溶岩ドームは中 Cr・Niタイプ，中 Cr・Niタイプ，中 Cr・Ni

タイプ全てが存在する．その他に，VF2と火砕流堆積物及び溶岩ドーム中の苦鉄質包有物に中 Cr高

Niのものが認められるが，これらの試料中ではかんらん石斑晶が多いため，その濃集によって中 Cr・

Niタイプから派生したものと考えられる．上記のような，特に Cr, Niにおいて認められた組成変化は，

混合に関与した苦鉄質側端成分マグマの組成時間変化に起因するものと思われる．

４．CH6溶岩ドームの岩石組織観察と斑晶鉱物化学組成（平成 25年度の結果）

　平成 25年度に，高 Cr・Ni，中 Cr・Ni，低 Cr・Niの代表として，D-a，D-b，D-cの岩石の組織観察

と含まれる斑晶鉱物の化学組成の分析を行った．その結果，3者の共通点と相違点が見られた．以下に

記す．なお，斜長石については 4つのタイプ，すなわち， 　清澄なもの（A-type），外縁部に塵状包有

物を持つもの（B-type），内部に塵状包有物を持つもの（C-type），蜂の巣状構造を呈すもの（D-type）

が認められた．



　共通点：斑晶鉱物として斜長石，斜方輝石，単斜輝石，磁鉄鉱を持つ．斜長石が最も多く，斜方輝

石の方が単斜輝石よりも多い．斑晶斜長石の組成は A-typeが An90程度，他のものは An60 80の波動

累帯を持つものが多い．斜方輝石と単斜輝石は組成的に均質な組成を持つものと，外縁部に Mgに富

むゾーンを持つものが認められた．均質な部分の組成は，斜方輝石では Mg#=63程度で，単斜輝石で

は Mg#=71程度である．D-cの苦鉄質包有物では他よりやや高い値を示している．

　相違点：まず，D-aと D-bにはかんらん石斑晶が含まれるのに対し，D-cには含まれていない．か

んらん石斑晶の Fo量は D-aの方が D-bより高い．また，苦鉄質包有物においては，斜長石の種類が

岩石タイプによって異なっている．すなわち，D-aと D-bでは D-type，次いで B-type，C-typeである

のに対し，D-cでは最も多いのは A-typeで，D-typeと合わせて斜長石のほぼ全量を占め，B-typeは認

められず，C-typeもほとんどない．

４．岩石タイプの成因（平成 25年度の結果）

　岩石組織，全岩化学組成，鉱物が書く組成の特徴に基づくと，全ての岩石はマグマ混合によって形

成されたと考えられる．3つの岩石タイプのトレンドは珪長質側で収束し，苦鉄質側で発散する．ま

た，珪長質側端成分マグマ由来と考えられる斑晶鉱物の組成は 3つの岩石タイプで似ており，一方苦

鉄質側端成分マグマ由来と考えられる斑晶鉱物の組成は岩石タイプによって異なる．このことは，珪

長質側端成分マグマは常に同じで，苦鉄質側端成分マグマが岩石タイプ毎に異なっていると考えられ

る．かんらん石斑晶の有無やその化学組成に基づくと，苦鉄質側端成分マグマは高 Cr・Niタイプから

低 Cr・Niタイプに向かいより分化が進んだものと考えられる．これらのタイプの出現順序の原因に

ついて今後さらに検討を進める必要がある．この検討を進めれば，各噴火をもたらした地下のマグマ

供給系の構成や進化が明らかとなり，地表での噴火現象の変遷との対応関係も検討可能となる．さら

に，1408～1410年以前のマグマ噴火についての研究結果と比較検討を行えば，那須岳最新活動期の全

体を通した噴火履歴とマグマ発達過程の関連性を明らかにすることが可能となる可能性がある．
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（１）実施機関名：

公募研究

（２）研究課題（または観測項目）名：

マイクロアスペリティーでの鉱物溶融現象の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

ア．岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

（本課題は平成 24年度公募研究である）

　プレートスケールのアスペリティーの破壊の、その源流を遡ればマイクロスケールのアスペリティー

（点接触部）での現象から派生する複雑な現象であるから、その素過程としてのマイクロスケールでの

力学・化学現象を徹底的に理解することは、遠回りのように見えるが地震発生場を理解するのに大き

な意義があると考える。本研究では、マイクロアスペリティーで起こる変形現象とそ変形に関わるエ

ネルギーの関係について、実験的に詳しく検討する。また、マイクロアスペリティーでの鉱物の溶解

速度について検討する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

・超微小硬度計を利用して、形成される圧痕の形状（特に体積）と圧痕を形成するのに費やされるエ

ネルギー（ループエネルギー）の関係を石英、方解石、斜長石について定量化する。特に、結晶方位

依存性に着目して定量化する。圧痕の体積とループエネルギーの間には比例関係が予測されるが、そ

れを実験的に検証する。比例乗数はマイヤー硬度であると予測される。

・超臨界水発生装置を用いて、鉱物の溶解実験を行う。その際、点接触部に着目し、点接触部での溶

解速度が非点接触部とどのくらい違うのかを定量化する。結晶方位依存性についても検討する。用い

る鉱物は石英、方解石、斜長石である。超臨界水中での実験だけでなく、亜臨界水中での実験も行う。

溶解量は、レーザー顕微鏡と原子間力顕微鏡で計測する

・マイクロアスペリティーでは異常な高圧が加わることが知られている。石英を試料とし、レーザー

ラマン分光計を利用して、圧力を in situに測定する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
H24年度
・超微小硬度計による圧痕形成実験の結果，石英について圧痕の体積と圧痕形成に要したループエネ

ルギーの間にはほぼ比例関係が成り立つことを確認した．

・超臨界水発生装置を用いて石英の溶解実験を行い，ｃ軸に垂直な面に形成した圧痕について検討し

た．圧痕は明瞭に大きくなっており，かなりの速度で溶解したことが分かった．一方，非変形部では

ほとんど溶解しなかったことを確認した．

H25年度



１．試料表面の溶解実験

　超臨界～亜臨界水の中で石英を溶解させる実験を行った．それに際しては，微小硬度計で，ベルコ

ビッチ圧子を用いて形成させた圧痕の先端部がどのように溶解するのかを中心に検討した．溶解した

体積は共焦点型レーザー顕微鏡により計測した．点接触部以外の石英表面はほとんど起伏を示してお

らず，これは溶解がほとんど起こっていない，ということであると考えている．圧痕部では体積の拡

大，つまり溶解が高速で起こったことを示していた (図１)．また圧痕の形態については，溶解実験前

には三角錐型の圧痕が認められていたが，溶解実験後には，その形態が幾何学的錐面ではなく，不定

形の，曲面からなる圧痕に変わっていた．溶解実験では，結晶方位の違う 2種類の試料を用い，また

圧痕形成時の最大荷重を 29mN～4.9Nの範囲で変化させ，比較を行った．これらの圧痕の溶解速度は，

一定の実験時間で溶解した体積から検討し，最大荷重が大きな圧痕では激しく溶解していることがわ

かった．溶解した体積と最大荷重との間にはログスケールで直線関係があることが予察的にわかって

きた（図２）．圧痕中心部の溶解に関して，現在のところ異方性は観察されていないが，溶解実験後

の形状には幾分の違いが見られた．主な特徴は，圧痕の中心ではなく周辺部にあらわれる．原子間力

顕微鏡の観察から，圧痕の周辺部では圧痕を囲むように高さ 0.3?ｍ程度の起伏が認められた．この起

伏の成因としては，点接触変形部の周辺においても変形の影響を反映し，選択的に沈殿や析出などが

起こったものと考えられる．このような特徴は c軸に平行な面において顕著に生じるが，c軸に垂直な

面ではあまり起こらないようである．

２．加熱実験

　溶解実験の結果，点接触変形部では溶解が高速で起こった．溶解実験では，350℃の水を用いるた

めに，当然のことながら試料も高温となる．この温度の影響によって，石英表面の圧痕がどのように

変化するのかを検討するため，350～600℃の範囲で数時間程度の加熱実験を行った．その結果加熱に

よって圧痕中心部の深さの減少が起こることがわかった（図３）．温度 600℃で 5時間ほど加熱した

場合には，20パーセント程度の変化が現れた．

３．ラマン分光法による分析

　石英圧痕の先端部をラマン分光法で検討した．用意した試料は，(1) c軸に垂直な面と平行な面で，

98mNから 4.9Nの最大荷重で圧痕を形成した試料，(2) c軸に平行な面において 980mNの荷重で圧痕

を形成し，その後常圧，600℃で 5時間加熱した試料，(3)ｃ軸に平行な面に 980mNの荷重で圧痕を

形成し，亜臨界状態の水（350℃, 25MPa）に 2時間浸した試料の３つである．(1)の試料の圧痕以外

のところでは，通常の石英のラマンスペクトルが得られることを確認した後で，(1)の試料の圧痕の

中心部でのラマンスペクトルを調べた．その結果，石英の特性ピーク（464cm−1）が 2つにスプリッ

トしていること，スペクトルの幅がブロードになっていることを確認した．この異様なスペクトルの

分離を行った結果，測定で得られたスペクトルには複数のスペクトル成分が含まれている事がわかっ

た．このことからラマンスペクトルの測定範囲内で (数ミクロン)，石英の格子構造が均質ではないと

いうことがわかった．また，464cm−1の特性ピークが 480cm−1や 500cm−1付近に移動するという特

徴が見られた．このことから圧痕の中心では，最大で 5.0GPa以上の圧力が残留していると考えられ

る．(2)の試料においても圧痕中心部のラマンスペクトルが２つにスプリットしており，スペクトルの

幅も通常の石英より広がりをもつことを確認したが，ラマンピークの移動量は減少している事がわかっ

た．464cm−1の移動量から判断して，1GPa程度の圧力が掛かっていることがわかったが，加熱によっ

て圧力が相当減じたこともわかった (図４)．すなわち，圧痕先端部の石英の内部構造が変化し，弾性

歪が緩和したということである．(3)の試料の圧痕中心部のラマンシフトは，もはや通常の石英を同等

であった．このことは，亜臨界状態の水に曝され，圧力の掛かった部分が高速で溶解してしまったか，

あるいは，溶解の影響で弾性歪がすべて解放されてしまった，ということを意味している．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
なし



（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：静岡大学・理学部

電話：054-238-4794

e-mail：

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：増田俊明 　

所属：静岡大学・理学部

図 1．圧痕のレーザー顕微鏡像

図２．最大荷重に対する圧痕体積の変化



図３．加熱前後の圧痕深さ

図４．圧痕のラマンスペクトル



平成 24年度年次報告

課題番号：2916

（１）実施機関名：

公募研究

（２）研究課題（または観測項目）名：

ライダー技術の火山噴気/噴煙観測への応用

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（2）宇宙技術等の利用の高度化

イ．リモートセンシング技術

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

（本課題は平成 22年度公募研究である）

　火山の噴気（噴煙）として放出される気体成分のほとんどは，H2Oである．H2Oは，火道内でのマ

グマの粘性や噴火様式を支配する．また，非噴火期（噴火準備過程）に浅部マグマで進行する脱ガス

現象は，そのマグマが有する爆発性に影響する．従って，非噴火期に噴気として放出される H2Oの量

を測定することは，火山噴火の予測に貢献し得るものである．

　申請者らは，予知計画とは独立に，火山ガスのリモートセンシング技術の開発を進めてきた（科研

費・萌芽，H20年度終了；基盤 B．H23年度末終了予定）．そのひとつが，ラマンライダーを利用し

た噴気測定実験である．噴気は，主として水蒸気と水滴（白煙として見える部分）である．申請者ら

は，大気観測用のライダーを小型軽量化し，水蒸気の濃度分布測定に成功している．水滴については，

その検出には成功しているものの，信号強度から密度へ換算するためのキャリブレーションは未達成

である．その主たる原因は，フィールドにおける実務的な問題である．

　そこで，本課題では２つの目的を設定する．(1)水滴キャリブレーションの問題を解決して，噴気中

の総H2O量を測定できる技術を確立する．これにより，これまでの遠隔測定では水蒸気しか推定でき

なかった H2O量について，水滴も加えた総 H2O量が得られる．従来，噴気孔に器具を挿入しなけれ

ば困難であった H2O総量が，遠隔地から安全に得られるようになる．(2)噴気（噴煙）観測における

ライダー技術の拡張応用可能性に関する検討・試算を行う．例えば，更なる軽量化・可搬性の向上，固

定点による連続観測やテレメータ，火山灰・エアロゾル分布計測への応用などの可能性を検討する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

以下に平成 24年度の研究の実施方法を記す．

・水滴のキャリブレーション：

噴気の直接測定が容易で，かつ規模が大きな草津温泉・万代鉱噴気で，噴気直接測定と，ラマンライ

ダー観測とを同時実施する．この結果に基づき，未知パラメータを決定すれば，ライダーで得た散乱

強度から水滴絶対量を知ることができる．

・実際の火山噴気での測定：

キャリブレーション結果をもとに，実際の火山フィールドでライダーによる水蒸気・水滴測定を行う．

阿蘇中岳火口を対象とするが，活動状況に応じて柔軟に変更する．



・研究会での議論：

課題分担者が東京に集まり，いくつかのモデルフィールドを想定し現場で必要とされるスペックを具

体的に示す．それに対する実現可能な機器構成とを付き合わせることで，実際に火山で使える観測シ

ステム像を具体化する．

（７）平成 24年度成果の概要：
１．はじめに

　ライダー技術の一つであるラマンライダーでは，任意の波長のレーザー光を対象に送信し，発生す

るラマン散乱光を受信する．これにより，水蒸気などの気体成分の濃度分布や温度分布を視線方向に

ついて遠隔測定することができる．これまで大気観測に使用されてきたライダーを火山噴気観測に応

用する目的で，我々はライダー装置の小型化を図ってきた．この結果，阿蘇や登別火山の火口湖上空

の水蒸気分布や，湖面蒸発量を計測してきた（例えば江尻・他，2011）．本研究課題では，ライダーを

用いて噴気の水蒸気濃度を遠隔測定すると同時に，その噴気を実際に採取して水蒸気濃度を測定・比

較することで，火山におけるライダーの測定精度を検討した．

２．実験場

　測定実験は，草津白根火山の中腹に位置する万代鉱で行った．万代鉱は草津温泉の主要源泉のひと

つで，直径 2 mの大煙突から 80℃前後の水蒸気を主体とする白煙が定常的に放出され，高さ数 10 m

まで純粋 Plumeとして上昇した後，消散している．この大煙突は，地下坑道内を流下する 96℃の温泉

から分離した水蒸気を排気するために設置された，自然噴気孔とは異なる半人工的なシステムである．

３．噴気ガスの採取

　噴気採取は次のように行った．大煙突の先端にチタンパイプを差し入れ，二口シリンジ内に任意の

体積の噴気を吸引する．この噴気をソーダ石灰に通し，水蒸気及び水滴をすべて吸引させる．噴気に含

まれる水量は，ソーダ石灰の重量変化により計測される．このとき，チタンパイプやシリンジをヒー

タで加熱することで，採取した噴気ガスの温度を一定に保った．

　2012年 8月 7，8日の 2日間にわたり 11回の計測を行った．その結果，噴気ガス体積あたりの水蒸

気と水滴の総和は再現性がよく，平均 215 g/m3であった．この値は，その噴気温度における飽和水蒸

気量約 270 g/m3 よりも小さい．その一方で，噴気は見た目にも白色で，明らかに水滴を含んでいる．

この矛盾は，は噴気内に取り込んだ大気と水蒸気について平衡に達するまでのタイムスケールが長い

こと等が関係していると思われる．

４．ライダーによる遠隔測定

　火山噴気ガス観測のために，新たに開発した分光受信系を用いた．本装置は，波長 532 nmのレー

ザー光パルスを 20 Hzで送信し，観測対象から戻ってくる散乱光をレンズで集光する．その後，興味

ある波長（水滴 649.5 nm，窒素 607 nm，水蒸気 660 nm，弾性散乱 532 nm）ごとに分光し、フィルタ

を通してそれぞれの散乱強度をフォトンカウンタで計測する．この結果，水蒸気と水滴それぞれの散

乱強度を大気主成分である窒素からの信号との比として知ることができる．本装置は小型の発動発電

機から給電される仕組みだが，レーザー送信及び分光受信装置は，三脚に載せる程度に小型化されて

おり，野外において機動的な観測が可能である．

　噴気ガス採取と同日（8月 7日）に行ったライダー観測実験では，30分の観測の間，装置から約 115

m離れた噴気から安定した強度の散乱光を測定できた．噴煙半径 3 mとして，当時の気温・相対湿度

に基づき計算すると，噴気内部の水蒸気量は 280 g/m3と求められた．

５．議論

　直接計測で得られた噴気内の水蒸気と水滴の和は，ライダーで測定された水蒸気量よりも少なく，

両計測は整合しない結果となった．直接計測では，見た目には白色で明らかに水滴を含む白色噴気で

あるにもかかわらず，水蒸気に対して不飽和であった．これは，自然噴気での計測結果（例えば，斎

藤，2004）にはほとんど見られなかった特徴である．万代鉱は，自然噴気孔とは異なる半人工的なシ

ステムであり，その実態に不確定があることに注意が必要である．また，ライダーで測定したラマン



散乱強度から水蒸気量を推定する際，噴煙半径やバックグラウンドの水蒸気量などを与える必要があ

る．それらは，水蒸気量計測の誤差要因になることから，詳細を検討中である．また現在のライダー

システムで 2-3 mの狭い領域に濃い噴気が集中していることの信号強度測定系への影響（光子計数の

非線形性）の議論がされた．若干のシステムの変更がより正確な計測のためには必要であるが，計測

上の本質的な問題ではないと思われる．

（８）平成 24年度の成果に関連の深いもので、平成 24年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
福井敬一・寺田暁彦，霧島山新燃岳 2011年 2月の脱ガス活動，験震時報，印刷中．

橋本武志・寺田暁彦・江尻 　省・中村卓司・阿保 　真（2012）一般用デジタルカメラを利用した簡易

SO2カメラの製作，火山，57，219-225．

（９）平成 25年度実施計画の概要：

（10）実施機関の参加者氏名または部署等名：
他機関との共同研究の有無：無

（11）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京工業大学火山流体研究センター

電話：0279-88-7715

e-mail：

URL：

（12）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：寺田暁彦 　

所属：東京工業大学火山流体研究センター



平成 25年度年次報告

課題番号：2917

（１）実施機関名：

公募研究

（２）研究課題（または観測項目）名：

十勝岳と雌阿寒岳における噴火推移の高分解能な解析とマグマ供給系

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

（６）本課題の５か年計画の概要：

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
本研究は，平成 25年度から開始した研究課題で，北海道の活火山で噴火準備段階にあると推測され

る雌阿寒岳と十勝岳の両火山におけるマグマ供給系モデルを構築することを目的とし，（１）雌阿寒岳

では，約 2500年前～1000年前に活動した阿寒富士の噴火史の詳細と玄武岩マグマの変遷過程の解明，

（２）十勝岳では，1962年噴火と 1988-89年噴火における火山噴出物の微細組織の解析を中心に行った.

１. 雌阿寒岳の噴火史
（１）地質調査および噴出物の対比

　17地点で地質調査を行い，柱状図を作成した（図 1）．噴出物のサイズ，斑晶鉱物の種類を基に各

地点の堆積物を対比することで，岩片に富むスコリア層と 16枚の降下スコリア堆積物（Akf1-Akf17）

を確認することができた（図 2）．これらの堆積物間には時間間隙を示す層が存在する．

（２）阿寒富士の噴火史

　噴出物のサイズ，堆積した方向に注目して阿寒富士の活動を 5つのステージに分類した（図 2）．ス

テージ 1（Akf-1）は阿寒富士の活動の中で最も初期の噴火である．この堆積物は石質岩片を多く含む

スコリア層で，阿寒富士の北東から東方向に堆積している．おそらく火道を拡大する噴火によって石

質岩片が多く含まれたと考えられる．ステージ 2（Akf-2～Akf-3）は，北東方向に粗粒なスコリアを堆

積させた時期である．比較的規模の大きい噴火が 2回生じたものと考えられる．ステージ 3（Akf-4～

Akf-13）は，中粒から粗粒のスコリアを北東から南東方向に広く堆積させた時期である．Akf-13は斜

方輝石を最も多く含む．ステージ 4（Akf-14～Akf-16）は，南東から南方向に粗粒なスコリアを堆積

させた時期である．このステージの堆積物は他のステージと比較して 1層あたりの層厚が大きい．お

そらく阿寒富士の活動の中で最も規模の大きい噴火が生じた時期である．ステージ 5（Akf-17）は，阿

寒富士の活動で最後に噴出した層である．細粒なスコリアが北東から南東に広く分布している．

　以上のように，阿寒富士では，活動の初期に火道を拡大する噴火が生じ，それ以降規模の異なる噴

火が休止期を挟み 16回生じている．噴出物中のマフィック鉱物は，活動の初期（ステージ 1, 2），末



期（ステージ 4, 5）ではカンラン石，普通輝石のみを含むが，中期（ステージ 3）には，斜方輝石が含

まれる．阿寒富士では，未分化な苦鉄質マグマが活動を通して噴出したと思われるが，やや分化した

マグマも存在し，それが特定の時期に未分化なマグマに混合するなどして噴火したと考えられる．

２．十勝岳 1962年，1988-89年噴火におけるマグマ活動の推移‐噴火様式の違いとマグマ供給系‐
　十勝岳では，1962年噴火は準プリニー式噴火であったが，1988-89年噴火は 1962年噴火と同質のマ

グマによるマグマ水蒸気噴火であった.これらの噴出物について岩石組織，斑晶組成，ガラス組成を調

べた結果， 1962年噴火，1988-89年噴火ともそれぞれ温度・組成が類似した 2つのマグマによる混合

が行われたこと，噴火様式の違いは脱ガスの程度の違いに起因することが明らかになった.これは，マ

グマの上昇速度の違いや玄武岩マグマの注入量の違いが関係した可能性がある．

　1962年噴出物では気泡の形状は丸く連結しているものが多く空隙率は 70%である.石基はガラス質

である.1988-89年噴出物では気泡の形状は不規則で，空隙率は 38%である．石基はマイクロライトが

多い． 1988-89年噴出物は 1962年噴出物に比べ，石基ガラスの SiO2 成分が高く，Cl成分に乏しい

（図 3）．1962年噴出物と 1988-89年噴出物の斜長石斑晶コアの組成はいずれも An92-60である．カン

ラン石や輝石・磁鉄鉱は 1988-89年噴出物が 1962年噴出物よりも組成範囲が広い.これらの解析から，

1962年噴火を引き起こした混合マグマに比べて 1988-89年噴火の混合マグマでは石基ステージの結晶

作用が進行しており，噴火前に効果的に脱ガスをしたことが推定される．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
安齋圭亮・和田恵治（2013）雌阿寒岳，中マチネシリ火砕噴火期 Iの特異な噴火推移とそのマグマ供

給系. 　日本地球惑星科学関連学会連合大会予稿集，SVC53-P06.

日向宏伸・和田恵治・中塚裕（2013）十勝岳 1962年，1988-89年噴火におけるマグマ活動の推移-噴

火様式の違いとマグマ供給系-. 　日本地球惑星科学関連学会連合大会予稿集，SVC53-P05.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：

電話：

e-mail：

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：和田惠治 　

所属：北海道教育大学旭川校



図 1雌阿寒岳阿寒富士テフラの柱状図

図 2雌阿寒岳阿寒富士テフラの総合柱状図

図 3十勝岳 1962年及び 1989年噴出物中のガラスの Cl量



平成 25年度年次報告

課題番号：2918

（１）実施機関名：

公募研究

（２）研究課題（または観測項目）名：

模擬断層ガウジの動的破壊過程に関する実験的研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

ア．岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

（６）本課題の５か年計画の概要：

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
（1）東北大学設置のガス圧式変形実験装置を用いて不安定すべり実験を行った。出発物質には蛇紋石

（リザーダイト・アンチゴライト），かんらん石を用いた。その結果、その結果，不安定すべり時にお

いて，高摩擦強度の物質（アンチゴライトとかんらん石；μ = 0.7）および高封圧下（100-140 MPa）の

実験では，応力降下は約 50マイクロ秒以内で起こり，数 km s−1の伝播速度をもつ高速破壊フェーズ

が認められたのに対し，低摩擦強度の物質（リザーダイト；μ = 0.5）および低封圧下（60-100 MPa）

の実験では，応力降下時間は最大で約 1秒であり，0.1-10 m s−1の伝播速度をもつ低速破壊フェーズが

観察された（Hirauchi and Muto, submitted, Tectonophysics）．

（2）東北大学設置の大型二軸摩擦試験機を用いてスティック・スリップ実験を行った。出発物質には石

英、蛇紋石（リザーダイト）などを用いた。その結果、スティック・スリップの間隔や応力降下量は、

法線応力やすべり速度に顕著に依存することがわかった。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Hirauchi, K., J. Muto, and K. Otsuki, 2013, Effect of stress state on slow rupture propagation in subduction

fault zones, American Geophysical Union, T41A-2550, San Francisco, U.S.A.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：

電話：

e-mail：

URL：



（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：平内健一 　

所属：京都大学大学院人間・環境学研究科



平成 25年度年次報告

課題番号：2919

（１）実施機関名：

公募研究

（２）研究課題（または観測項目）名：

草津白根火山・本白根火砕丘における過去 3000年間の活動履歴解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

（６）本課題の５か年計画の概要：

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
本研究は，H25年度から開始した研究課題で，草津白根火山・本白根火砕丘の過去 3000年間の活動履

歴とマグマ供給系を復元すること目的に以下の 4項目１）テフラ調査，２）山頂部に分布する火砕丘

と溶岩流の調査，３）噴出物の岩石学的研究，４）本白根火砕丘の地下浅部に伏在する熱水活動の研

究，を実施した．

１）噴火履歴を構築するために，国道 292号線沿いの標高 1570m地点および標高 1780 m地点の 2カ

所でテフラ調査を行った．その結果，早川・由井（1989）に記載されている熊倉軽石（5.7 cal ka）の

上位に 12L火山砂を含む 16層の火山灰～火山礫層を確認した（図 1）．このうち最上位のものは 1882

年以降の噴火堆積物に対比される．草津白根山および本白根年代測定の結果，これまで約 3kaに活動

したと考えられていた殺生溶岩および火砕丘群は 5kaごろの活動であることが明らかとなった．また，

最新のマグマ噴火は 1.2kaに起こったことが明らかとなった．

２）約 5kaに活動したと考えられる本白根火砕丘列の活動（溶岩の流出，火砕丘の形成，溶岩ドーム

噴出）の推移を明らかにするために野外調査および噴出物の全岩化学組成分析を行った．層序を検討

した結果，各火砕丘を形成した噴火は，まず溶岩溢流で始まり，その後，爆発的な火砕噴火へと噴火

様式が変化し，火砕丘本体が形成されたことが明らかになった．化学分析結果の検討の結果，各々の

火砕丘に露出する火砕岩は異なる組成領域を示し，溶岩も同様の組成領域を示す（図 2）．火砕丘表層

に堆積する火山弾の化学組成を検討から，火砕丘の活動は南の本白根火砕丘の形成で始まり，その後，

鏡池火砕丘，最後に鏡池北火砕丘と活動位置が北方へと移動した可能性が高いことが明らかとなった．

３）草津白根山のマグマ供給系を理解するために，噴出物の微量元素組成分析を行った．その結果，草

津白根山では，様々な噴出口や活動期を通じて，マグマ源に大きな多様性は見られず，同一のマグマ

源から均質な組成のマグマが供給され続けていることがわかった．また，草津白根山のマグマは玄武

岩質マグマと珪長質マグマのマグマ混合によって生成されることが示唆されたほか，先行する松尾沢

火山とは異なるソースマグマを持つことがわかった．



　また，噴出物の詳細な薄片観察と電子顕微鏡分析による斜長石の微細構造や結晶粒径分布の測定を

行った．その結果，単一の溶岩流で，結晶サイズ分布，すなわち冷却速度に多様性が見られることが

わかった．また，非平衡なかんらん石やその分解生成物が観察されることから，玄武岩マグマの混合

が草津白根山の安山岩マグマの生成に大きな役割を果たしていることが示された．

４）本白根火砕丘の地下浅部に伏在する熱水活動を評価するために，1m深地中温度分布を計測した．

計測は 2013年 9月 10から 19日にかけて合計 31か所で実施した．地中温度は標高と負の相関が認め

られる（図 4）．また，平均温度は 13.0℃で，福富（1951）が示した，当地の緯度・標高から期待さ

れる 9月の地中温度に矛盾しない．すなわち，本測定で得られた地中温度は，概ね，当地における平

均気温を反映していると解釈できる．

太陽火口と鏡池火口周辺には，地中温度が相対的に高い領域が南北方向に広がっており（図 5），これ

は地下浅部の熱水流動を反映している可能性がある．また，火砕丘東方に位置する硫化水素を盛んに

放出している変質域の地中温度は，わずか 17℃に過ぎなかった．このことは，火山ガスの上昇量に対

して，本地域では地下水流量が卓越していることを意味する．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
吉本充宏，中村賢太郎，濁川暁，寺田暁彦，上木賢太，石崎泰男，2013，草津白根火山山腹域のテフ

ラ層序（序報），日本火山学会 2013年秋季大会予稿集, A3-01．

上木賢太・宇野正起，2013，草津白根山の安山岩マグマの地球化学的進化,日本火山学会 2013年秋季

大会予稿集, P23．

押尾和喜・上木賢太・乾睦子・野上健治，2013，草津白根火山殺生溶岩中の斜長石斑晶の粒径分布と

累帯構造から推定されたマグマだまり内不均質,日本火山学会秋季大会予稿集, P22．

押尾和喜・上木賢太・乾睦子・野上健治，2013，草津白根火山殺生溶岩における斜長石斑晶の粒径分

布と化学組成累帯構造,地球惑星科学関連学会連合大会予稿集, S-VC53-P13．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：

電話：

e-mail：

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：吉本充宏 　

所属：北海道大学大学院理学研究院



図 1 　草津白根山の山腹域でのテフラの柱状図

図 2 　本白根火砕丘と溶岩の全岩化学組成



図 3 　草津白根火山と松尾沢火山の微量元素組成
組成は，N-MORB組成 (Sun and McDonough, 1989)で規格化を行った．比較のために，浅間火山鬼押出し溶岩の
組成 (Imai et al., 1995)を示した．

図 4 　標高に対する地中温度の関係

図 5 　本白根火砕丘北部，深 1m地中温度測定点分布



平成 25年度年次報告

課題番号：2920

（１）実施機関名：

公募研究

（２）研究課題（または観測項目）名：

大規模水蒸気爆発の前駆現象の研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-3）火山噴火過程

ア．噴火機構の解明とモデル化

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

（６）本課題の５か年計画の概要：

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　1888年磐梯山噴火は水蒸気爆発に先行して 3回の有感地震が発生し，そのうち最大規模の地震に

ついては，気象庁震度１に相当する震度の空間分布が Sekiya & Kikuchi (1890)よって与えられている．

一方，この最大地震は東京の中央気象台 Gray-Milne地震計（倍率 6倍）には記録されていないことも

分っている (Omori, 1902)．過去のデータを定量的に評価・検証するため，18層からなる成層地震波速

度構造，並びに，震源の深さと 3種類のメカニズムを仮定して，磐梯山を取り囲む広域な地点での加

速度波形の計算結果から理論的震度を推定し，観測震度と比較した．その結果をもとに，噴火直前の

最大地震の規模と噴火に伴う開口割れ目の走行等の最適値を推定した．その結果明らかになった点を

列記すると；(i)噴火直前の地震規模として M0＝ 1016 Nm，M＝ 4.6，(ii) Sekiya & Kikuchi (1890)の

提示した震度コンターは 2 galに相当，(iii)観測された N25Eに長軸を持つ楕円形の震度コンターと調

和する震源メカニズムとしては，深さ 0.5 kmで，走行が N20Wと N100Eの２つの開口割目が同時に

破壊したモデルが最適である．以上のように，噴火過程に関し従来身未解明であった指標が定量的に

明らかになった．2つの割れ目の方位はそれぞれ馬蹄形カルデラ内の水蒸気列とブラストによる破壊

が線状に認知される過去の割れ目跡である枇杷沢のトレンドと一致しする．これらの結果は，南東域

の白木城に大被害をもたらしたブラストの起源が沼の平直下の「日蔭の割れ目」であることを強く示

唆するものである．また震源の深さ 0.5 kmという結果は，これまでの「球状圧力源モデル」(浜口・植

木，2012a)と整合する数値であることも判明した．

　そして，これらの結果と人間の五感 (eye-, ear-, body-witness）で検出された種々の証拠を定量的評価

を基にして 1888年磐梯山水蒸気爆発を熱力学的視点から検討を行った．Sekiya & Kikuchi (1890)の記

載事項から熱力学的に注目される事項を拾ったところ，噴火において最初に地表に出てきたのは円柱

状の水柱であったことと，山体崩壊において伴った岩屑なだれは水分を少なかったことである．この

ことは噴火に際の極短時間において噴出物が液体から過熱水蒸気に変化していたことを示唆し，地下

で熱水の液体が高温気体に相変化したことが示唆された．噴火直前の最大地震のモーメントから推定



された体積変化量は 4.2× 105 m3である．震源の深さ 0.5 kmから封圧を 10 MPaとして，水蒸気爆発

がこの圧力の飽和曲線近傍の熱水中で起きた現象として捉える．そして，最大地震により 7 MPaの応

力降下が起こったとすれば，熱水圧は 3 MPaまで急減圧し，この減圧により熱水が急激に気化（膨張）

したと解釈した．このことにより，1888年の磐梯山の水蒸気爆発現象は地震発生と水蒸気爆発が同時

進行したまれな事例であることが明らかになった．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
浜口博之・中道治久・植木貞人，2013. 1888年磐梯山水蒸気爆発（6）熱力学モデルの検討，日本火山

学会 2013年度秋季大会予稿集，A1-14.

Hamaguchi, H., S. Ueki, and H. Nakamichi, 2013. A physical model for the phreatic explosion on July 15,

1888 at Bandai volcano, northeastern Japan, IAVCEI 2013 Scientific Assembly, 1W 1E-P7.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
京都大学防災研究所 　火山活動研究センター 　中道治久

他機関との共同研究の有無：有

東北大学 　浜口博之，植木貞人

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所 　火山活動研究センター

電話：099-293-2058

e-mail：nakamiti@svo.dpri.kyoto-u.ac.jp

URL：

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：中道治久 　

所属：京都大学防災研究所 　火山活動研究センター
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課題番号：3001

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

地殻活動総合モニタリング

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

ウ．東海・東南海・南海地域

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

3. 新たな観測技術の開発

（3）観測技術の継続的高度化

ア．地下状態モニタリング技術

ウ．大深度ボアホールにおける計測技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　日本列島周辺で発生する地震現象の予測精度を向上させるためには，現在発生している現象を適確

に把握し，モデル構築等に有効な観測データを提供することが不可欠である。より詳細な微小地震活

動は，全てのモデルの基礎データとなり得るものである。したがって，日本全国で均質なデータを得



るための基盤的地震観測施設の整備に努めるとともに，既存の観測施設の維持管理及び必要な更新を

行う。

　加えて，これまでの研究により，深部低周波微動，超低周波地震や相似地震活動など，特徴的な地

震現象が確認されている地域や近い将来に大規模な地震発生が懸念されている地域で集中的な観測を

行うことにより，より詳細な地殻活動データを得ることを目指す。このようにして収集された種々の

データについて，既知の地殻活動現象の理解促進及び未知現象の探求のための準実時間検知システム

の新規構築や既存システムの高度化を実施するとともに，システムの安定運用を図る。海域でのプレー

トの準静的滑り，あるいは間欠的滑りの状態をモニタリングするためのセンサーとして，日本全国を

対象とした相似地震検出の準実時間検知システムを構築し，プレートの運動状態の把握に努める。そ

の他，プレート境界や内陸活断層の状態を評価するため，地震波速度や異方性構造，比抵抗構造など

の様々な事象の時空間分布を把握するための技術開発を進める。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　本課題は，モニタリングに資するデータの生成とモニタリングシステムの開発・運用に大別される。

地殻活動モニタリングの基本となる高精度な地震波形データを均質かつ安定的に得るため，基盤的地

震観測網（Hi-net及び F-net）の配備計画未達成域での整備を進めるとともに，既存観測点の維持管理

及び必要な設備更新を継続して実施する。収集された基盤的地震観測網のデータを用いた震源位置や

発震機構の実時間処理システムの改良を継続し，より正確かつ迅速な情報発信に努める。

　深部低周波微動や浅部/深部超低周波地震を始めとする様々なスローイベントに対し，当該イベント

発生域での地震・地殻変動観測施設の充実を図るとともに，各種スローイベントの震源パラメタやメカ

ニズム等を高精度に推定するための準リアルタイム・モニタリングシステムを構築するとともに，検

知能力の向上等の高度化を目指す。超低周波地震モニタリングについては，従来の Grid-MTやセンブ

ランス解析に加え，観測波形の周波数特性を調査することによって，通常の地震と超低周波地震との

識別方法を確立する。また，少数観測点の記録から超低周波地震を検出する手法を開発し，観測点数

が十分でなかった時期に遡って，超低周波地震の活動を調査する。加えて，これまでに認識されてい

ない現象を発見するため，様々な周波数帯に対するモニタリングシステムの開発を進める。スロース

リップイベント (SSE)に伴う群発地震などの様々な地殻現象を把握するため，SSE発生が予測される

地域において機動観測を実施する。

　プレート境界域においては，基盤的地震観測網のデータを用いた相似地震モニタリングの対象領域

を日本全国に順次拡大するとともに，比較対象とするイベントの拡充を行う。

　プレート境界域やひずみ集中帯域など，近い将来に大規模な地震を発生することが懸念されている

地域においては，想定震源域における応力状態や構造的特徴の時空間分布把握のため，地震活動度変

化，地震波形変化，地殻変動，比抵抗等のモニタリングをするための技術開発を進める。そのために，

基盤的地震観測網データに加えて，機動的な稠密地震観測や地殻変動観測，比抵抗探査などの追加観

測を必要に応じて実施するとともに，プレート境界や内陸活断層域等で発生する様々な事象を即時的

に高精度でモニタリングするため，大深度観測施設を整備することを目指す。基盤的地震観測設備を

含め，新たな観測井を建設した際には，速度検層や温度検層，コアサンプリングなどの各種原位置計

測を実施し，地質構造や応力状態解明のための基礎データを得る。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
［基盤的地震観測網の整備・維持管理・更新］

　基盤的地震観測網の運用を継続し，様々な地殻活動モニタリングに資するための高精度かつ均質な

地震波形データの安定的収集に努めた。老朽化した，あるいは東北地方太平洋沖地震で被災した一部観

測点の改修・移設を行ったほか，一部の観測点において旧式の AD変換装置の更新を実施した。また，

東北地方太平洋沖地震発生直後の通信回線障害により，リアルタイム収集が出来なかった Hi-net/F-net

波形データを回収し，本震発生直後の高精度な余震活動状況把握に活用した。



　平成 25年度は，防災科研Hi-net観測点で日々実施しているセンサーチェック用のパルス応答波形に

基づき，センサー稼働状況のモニタリングを行うシステムを整備した。また，各点で観測された振幅

値をスマートフォン上の地図に表示し，視覚的に震動分布を把握できるツールを開発した。これによ

り，異常値を示す観測点の抽出が容易になった。

［スローイベントモニタリング］

　西南日本のフィリピン海スラブ等深線に沿って発生しているスローイベント群について，基盤的地

震観測データ等を用いた活動状況モニタリングを継続して行うとともに，過去データを含めたカタロ

グの再構築を行った。また，短期的スロースリップイベントの自動検出システムを開発し，試験運用

を開始するとともに，検知能力の検証を進めた。

　超低周波地震活動モニタリングを継続して行った。2002年以前の Hi-net観測網が十分でない期間に

ついても，少数の広帯域地震記録から超低周波地震を検出するため，既知の超低周波地震と波形相関が

良い未知イベントの検出を行うための解析法を開発した。この解析方法を適用することにより，2003

年十勝沖地震以前の活動状況が明確になった。平成 25年度には，同様の解析方法を観測点の少ない南

西諸島域に適用したところ，南西諸島海溝に沿ってクラスター状に分布する活動域において，浅部超

低周波地震活動が繰り返し発生してきたことが明らかになった。

　一方，豊後水道（2009～2010年）および房総半島沖（2011年，2013～2014年）に発生したスロー

スリップイベント（SSE）の検出に成功した。豊後水道の長期的 SSEは，足摺岬沖の浅部超低周波地

震活動および豊後水道における深部低周波微動活動と同期して活発化すること，同様の同期現象が前

回 2003年の SSEの際にも発生していたことを見出した。平成 25年度中に発生した房総半島沖 SSE

（2013年 12月下旬から 2014年 1月中旬）については，2011年に同地域で発生した SSE同様，本イベ

ントによる傾斜変動および SSEに伴う群発地震を明瞭に捉えることが出来た。この特徴は過去の房総

SSEに伴う群発地震の分布と類似している。傾斜変動データを元に断層モデルを推定したところ，今

回の SSEも，過去の SSEのすべり域とほぼ重なる領域で発生しているが，2007年，2011年と比較し

て規模が小さい（Mw6.1）ことを明らかにした。

［相似地震モニタリング］

　基盤的地震観測データを用いた相似地震モニタリングシステムの安定運用ならびに機能拡充に努め

た。日本全国を対象としたシステム運用を行った結果，山梨県東部・神奈川県西部の地震密集域にお

いて，平均繰返し間隔 1年以上の定常型かつスラスト型発震機構解をもつタイプの相似地震活動が新

たに見つかった。東北地方太平洋沖地震発生後，関東地方下の太平洋プレート境界およびフィリピン

海プレート境界の両方で相似地震が増加していることを検出した。

［地震活動モニタリング］

　運用中のAQUAシステムにおいて，東北地方太平洋沖地震のようなM9級の地震発生を念頭に，F-net

の速度型強震計記録を処理対象に組み込むとともに，セントロイド時刻の探索範囲を広げるなどのパ

ラメタチューニングを行った。また，解析結果に応じて段階的に処理内容を修正できるよう改良した。

観測網から遠く離れた地震については，セントロイド深さの探索範囲を広げる改良を行った。

　一方，東北地方太平洋沖地震の震源域を含む東北日本において，Ito et al. (2007)によるセントロイ

ド・モーメントテンソル解析の全自動推定を行うとともに，セントロイド位置と発震機構解によって

地震のタイプ分けを行った。その結果，F-netによる手動ルーチン解析では処理が困難なほど多数の地

震について比較的安定した解が得られ，地震のタイプ毎の余震活動モニタリングに貢献した。

［地球潮汐モニタリング］

　東北地方太平洋沖地震の震源域及びその周辺域において地球潮汐と地震発生の関係を調査したとこ

ろ，本震の破壊開始域を含む震源域北側で，本震の発生に先立つ数～十年間に明瞭な相関が現れてい

たことが明らかになった。本震の発生後，顕著な相関は消滅していることを確認した。

［地震波干渉法モニタリング］

　2009年 12月に伊豆半島東方沖を中心に発生した群発地震活動に注目し，雑微動の地震波干渉法解

析を適用した結果，活動前に比して地震波速度が 0.5%程度低下したこと，この速度低下は，群発地震



活動収束後，徐々に解消される傾向にあることを確認した。同様の速度低下は 2006年の群発地震活動

の際にも見られた。また，この地震波速度低下は，当該地域においてマグマ貫入に伴う地殻の体積歪

が 10−6以上になると発生することを明らかにした。平成 25年度は，同様の解析手法を東北地方太平

洋沖地震前後の基盤的地震観測データに適用し，速度構造変化の空間分布を推定した。さらに，これ

らの速度変化は極わずかであるため，東北地方太平洋沖地震による地震計の特性の変化の可能性と地

震波干渉法解析に与える影響範囲についても併せて検討した。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
浅野陽一，2013，日本周辺における浅部超低周波地震活動（2012年 11月～2013年 4月），地震予知

連絡会会報, 90, 5-7.

浅野陽一，2014，日本周辺における浅部超低周波地震活動（2013年 5月～2013年 10月），地震予知

連絡会会報, 91,印刷中.

木村武志，2013，西南日本における短期的スロースリップイベント（2012年 11月～2013年 4月），

地震予知連絡会会報，90，412-415．

木村武志・木村尚紀，2014，西南日本における短期的スロースリップイベント（2013年 5月～2013年

10月），地震予知連絡会会報，91，印刷中．

松澤孝紀・田中佐千子・小原一成，2013，西南日本における深部低周波微動活動（2012年 11月～2013

年 4月），地震予知連絡会会報，90，401-406.

松澤孝紀・田中佐千子・小原一成，2014，西南日本における深部低周波微動活動（2013年 5月～2013

年 10月），地震予知連絡会会報，91，印刷中.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット

他機関との共同研究の有無：有

北海道大学 　弘前大学 　東北大学 　東京大学地震研究所 　名古屋大学 　京都大学 　九州大学 　鹿児

島大学

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-856-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html
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氏名：汐見勝彦 　

所属：観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット
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（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

4. 計画推進のための体制の強化

（1）計画を推進する体制の整備

（５）本課題の５か年の到達目標：

　「今後の大学等における火山観測研究の当面の進め方について」（平成 20年 12月 15日）により重

点的に火山観測網を整備することになった火山について、基盤的な火山観測施設を整備し、火山研究

に有効な観測データを収集する。これらの観測データは関係機関に流通させ、火山噴火予知研究や火

山の監視に活用できるシステムを構築する。また、この観測網により取得されたデータにより、対象

火山の火山活動を把握する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　火山観測網を整備する対象火山に孔井式地震計・傾斜計、広帯域地震計、GPS観測装置を備えた観

測施設を整備し、データをつくばの防災科学技術研究所に伝送し、保存するとともに関係機関に流通

し、関係機関で活用できるシステムを構築する。

　平成 21年度は、有珠山、岩手山、浅間山、阿蘇山、霧島山で観測網整備に着手し、以後、順次対象

火山を広げるとともに、観測点数を増強する。またデータ保存、流通、公開のためのシステムを順次、

整備していく。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成 21年度に有珠山と岩手山各１箇所，浅間山や阿蘇山，霧島山に各２箇所計５火山８箇所，平成

23年度には草津白根山に１箇所の火山観測施設を整備した．平成 25年度には先述の火山に加え十勝

岳や樽前山，北海道駒ヶ岳，雲仙岳，口永良部島の計 10火山 23箇所において火山観測施設が整備さ

れることになった．本計画期間中に構築された 11火山 32箇所の火山観測データ及び気象庁等の火山

データは防災科研のシステムによって保存され，流通・公開されている．



（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
棚田俊收・鵜川元雄，2013，防災科学技術研究所における火山防災研究の取り組み，防災科学技術研

究所資料，380，65-68．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット

他機関との共同研究の有無：有

東京大学地震研究所、東京工業大学、京都大学、北海道大学、東北大学、九州大学など、対象とす

る火山で連続観測を実施している機関の協力を得て実施。

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：棚田 　俊收 　

所属：観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット



平成 25年度年次報告

課題番号：3003

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

地震発生と波動伝播の連成シミュレーション

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ア．地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

イ．地殻活動予測シミュレーションの高度化

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

ア．断層面の不均質性と動的破壊特性

イ．強震動・津波の生成過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　最終目標は複雑なテクトニック環境下にある日本列島域を一つのシステムとしてモデル化し、プレー

ト運動に起因する準静的な応力蓄積から破壊核の形成を経て動的波動伝播に至る大地震の発生過程を、

膨大な地殻活動データと高度なモデル計算を併合した大規模シミュレーションにより定量的に予測す

ることであるが、本課題では、プレート境界の応力蓄積したアスペリティ領域において動的破壊が開

始・伝播・停止していくと同時に周囲に波動が伝播していく部分のシミュレーションを担当して実施

する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　CRESTプロジェクトは平成 22年度末で終了の予定であり，その後の予算に関しては現在のところ

未定であるので，現時点での計画概要を記述する．

　平成 21年度においては，地震予知観測研究計画第 2次最終年度において開発を行った，半無限媒

質中の逆断層地震の動的破壊伝播計算プログラムを，南海・東南海地震発生領域に適用し，名古屋大

学のグループによって計算された準静的な応力蓄積モデルを用いて，動的な地震破壊発生／伝播のシ

ミュレーション行う．平成 22年度は，平成 21年度に計算された地震発生モデルを用いて，地震発生



や津波生成のシミュレーションを行い．南海・東南海地震発生時の想定地震動の評価に役立てられる

ようなシミュレーション結果の創出を目指す．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
平成２１年度は、名古屋大学のグループによって GPSデータから推定された、南海、東南海地震発生

域におけるすべり欠損速度分布を用いて、地震の動的破壊伝播のシミュレーションを行った。地震発

生域のセグメント構造を考慮して、５つの領域にわけ、それぞれの領域において、最終すべり量に比

例するすべり弱化距離を与え、シミュレーションを行った。上記の条件設定のもとで、東南海地震、南

海地震の発生を再現するモデルを構築することが出来た。どのような地震が発生するかは、断層摩擦

構成則をいかにうまく推定するかが重要であることがわかった。

平成２２年度は、プレート境界において仮定する摩擦構成則パラメータの水平不均質分布を与える必

然性が、直接間接を問わず、他の観測データに認められるかどうかの文献調査を行った。海底地形か

ら、日向海盆、土佐海盆、室戸海盆、熊野海盆、遠州海盆と、前弧に盆地地形が認められ、その盆地

地形と、すべり欠損分布がよく対応していることがわかった。また、この境界は、重力のブーゲ異常

分布にも認められ、地表の構造のみならず、ある程度の深さの情報を反映していることが推測される。

盆地の境界と、プレートのセグメント境界との間には相関がありそうである。さらに、模擬実験から

のアナロジーとして、地表に盆地構造を作るためには、短時間のうちにひずみを解消する必要がある。

反対に、地表に盆地を生じないためには、プレート境界は絶えずすべっている必要がある。つまり、盆

地直下では、地震サイクル中、１回 coseismicにすべりが生じるような状況を想定すればよく、盆地の

境界部では、定常的に変形する、あるいは、何度も coseismicにすべるような状況を想定すればよいこ

とがわかった。

平成２３年度は、2011年東北沖地震が発生したため、計画を変更し、これまで行ってきた大地震発生

のシナリオ作りと同じ手法を、2011年東北沖地震に適用した場合、どの程度の確からしさでシナリオ

を作れるのかという観点で研究を推進した。南海・東南海地震のシミュレーションのときと同様の計

算を行ったところ、破壊開始位置は北と中央部に位置する２つのアスペリティの間の北側のアスペリ

ティに近い方に位置し、最初に北側のアスペリティをすべて壊したのち、中央のアスペリティへ破壊

が移り、これら２つのアスペリティを破壊し終えた後、南側のアスペリティを破壊して地震破壊が終

了するような破壊シナリオを得た。総継続時間 150秒、平均すべり量 30m程度の地震破壊であった。

シナリオによって得られた地震像は、各種の震源インバージョンから得られている地震像と極端な相

違は認められず、想定シナリオとしては、有効に働く可能性がある事が確認された。

平成２４年度は、沈み込むプレート境界に形状の不均質があったり、摩擦発熱による流体圧上昇によ

る強度弱化 (Thermal Pressurization、TP)が働いているような場合、断層破壊はどのようなプロセスを

たどるかの要素研究を行った。プレート境界浅部に分岐断層が存在している場合、巨大地震発生時に、

TPの効果により、断層の動的破壊進展が影響を受けるかどうかを、２次元断層モデルを用いて検討を

行った。その結果、主断層のみに TPが働いている場合は、破壊は主断層に沿って伝播していくが、主

断層及び分岐断層に TPが働いている場合は、分岐断層に破壊が伝播していく事が分かった。つまり、

分岐断層系に働いている応力場と分岐の角度、TPの効き方によって、破壊伝播の経路がコントロール

されることがわかった。巨大地震の発生シナリオを構築する際に、分岐断層の存在の調査と TPの影響

の評価は重要である。

平成２５年度は、地震発生サイクルを単一のシミュレーション環境で再現するため、実験データに基

づいて得られた摩擦構成則をシミュレーションコードに組み込むための基礎研究を行った。大型岩石

試料を用いた岩石摩擦実験によって得られた摩擦データを説明するような、速度状態依存摩擦則のパ

ラメータの推定を試みた。しかしながら、得られた摩擦の挙動を単一のパラメータセットで説明する

事は難しく、地震サイクルの間に、見かけ上、これらのパラメータが遷移している可能性がある事が

わかった。これまでの多くの地震サイクルのシミュレーションは、速度状態依存摩擦則のパラメータ

が一定の条件で行われているため、それらの解釈は注意が必要である事がわかった。



（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Fukuyama, E. and S. Hok, 2013, Dynamic overshoot near trench caused by large asperity break at depth,

Pure Appl. Geophys., doi: 10.1007/s00024-013-0745-z.

Hashimoto, C., E. Fukuyama and M. Matsu’ura, 2013, Physics-based 3-D simulation for earthquake gener-

ation cycles at plate interfaces in subduction zones, Pure Appl. Geophys., doi: 10.1007/s00024-013-

0716-4.

Urata, Y., S. Hok, E. Fukuyama, and R. Madariaga, 2014, The effect of thermal pressurization on dynamic

fault branching, Geophys. J. Int., 196, 1237-1246, doi: 10.1093/gji/ggt475.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット

他機関との共同研究の有無：有

名古屋大学

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：福山英一 　

所属：観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット



平成 25年度年次報告

課題番号：3004

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

スロースリップイベントの発生サイクルシミュレーション

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ア．地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（５）本課題の５か年の到達目標：

　これまで観測事例が蓄積されてきている SSEの発生間隔・規模・滑り伝播等を再現できるようなシ

ミュレーションモデルの構築を目指す。これを通してプレート境界面の滑り挙動を支配する要因の理

解を深めるとともに、浅部の巨大地震発生域の応力増加過程に及ぼす影響を検討する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　地震発生サイクルシミュレーションの手法を SSEに応用し、SSE発生サイクルの特徴を再現するモ

デルを構築する。計画の初期段階では、沈み込み帯を模した単純な平面モデルで、様々な摩擦則、摩

擦パラメータ、間隙水圧分布における滑り挙動を調査し、観測の特徴を再現するのに適切な摩擦則や

パラメータの範囲などを検討する。その後東海・紀伊半島・四国地方のフィリピン海プレート上面の

現実的な形状を考慮した 3次元モデルを開発し、どのような要因で、SSEの周期・継続時間・滑り伝

播など、観測されている特徴が規定されているのかを探る。

　これと平行して、短期的 SSEと長期的 SSEとの相互作用や、SSE発生様式の巨大地震発生サイクル

における変化、地震発生の直前過程との関連等についても検討し、巨大地震発生に至るプロセスにつ

いての示唆を得る。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：



　スロースリップイベント (SSE)の発生を再現する数値モデルを構築した。まず、平板状の沈み込み

プレート形状を仮定して、短期的および長期的 SSEを再現するモデルの検討を行った。摩擦則および

摩擦パラメタ分布を検討し、すべり速度強化からすべり速度弱化への遷移が表れるようなカットオフ

速度をもつすべり速度・状態依存摩擦構成則を採用するとともに、長期的・短期的 SSE領域において

高間隙水圧を仮定した。数値計算結果においては、単一のモデル内で、短期的 SSEの発生間隔やすべ

り量、継続時間、すべり伝播速度、長期的 SSEの発生間隔、長期的 SSE時の短期的 SSEの活発化と

いった、様々な観測事実を説明することができた。さらに、地震サイクルにおいて次の地震が近づく

につれ、SSEの繰り返し間隔が徐々に短くなる傾向がみられた。これは短期的 SSE領域と巨大地震の

大すべり域の間のすべり状態を反映していると考えられ、巨大地震発生域深部での歪蓄積に伴う SSE

の挙動変化の可能性を示唆する結果である。

　平板のプレート形状でのモデル化に基づき、フィリピン海プレートの３次元形状を導入した数値計

算を、紀伊・東海地域について行った。モデル内では、実際の深部低周波微動の分布を用いて、短期

的 SSEの領域を設定した。数値計算の結果、実際に観測されているような、短期的 SSE発生のセグメ

ント化が再現された。また、紀伊半島北部・東海地方の繰り返し間隔が長く，それに比べて紀伊半島

南部のセグメントにおける SSEの繰り返し間隔が短い傾向も再現された。

　さらに、四国地域についても３次元のプレート形状を導入し，同様のパラメタ設定を行って、短期

的および長期的 SSEの再現を行った．これにより短期的 SSEと豊後水道長期的 SSEの繰り返し周期

および、短期的 SSEのセグメント化、豊後水道長期的 SSE時に短期的 SSEが活発化するような相互作

用についても再現することができた。また、高知市付近ではプレート境界で発生する長期的 SSEも新

たに報告されており（小林, 2012）、これについても再現することができた．高知市付近の長期的 SSE

については、未だ１回の発生しか報告されていないが、数値計算においては、繰り返し間隔は不明瞭

であるものの、地震サイクル内において複数回繰り返すような挙動がみられた。また豊後水道長期的

SSEについては、間隙水圧を周囲より少し高くした場合に周期的な発生が再現されており、この領域

での摩擦パラメタの空間的な不均一性が示唆される。短期的 SSEについて、深部ではより連続的、浅

部ではより間欠的なすべりとなる挙動が、数値計算においても再現できていたが、平成 25年度はさら

に検討を進め、２次元的に分布を見ても、観測結果をよく再現することが明らかになった。図に示す

ように、数値計算では豊後水道付近や四国東部の領域で短期的 SSEによるすべりの占める割合が少な

い結果が得られたが、実際に微動活動の解析からも、顕著な活動の占める割合が少ないことが報告さ

れている (Obara et al., 2011)。加えて平成 25年度は、四国に関する研究成果をとりまとめ、論文とし

て報告した (Matsuzawa et al., 2013)。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Matsuzawa, T., B. Shibazaki, K. Obara, and H. Hirose, 2013, Comprehensive model of short- and long-

term slow slip events in the Shikoku region of Japan, incorporating a realistic plate configuration,

Geophys. Res. Lett., 40, 5125-5130.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット

他機関との共同研究の有無：有

独立行政法人建築研究所 　

東京大学地震研究所

神戸大学大学院理学研究科

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-851-1611



e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：松澤孝紀 　

所属：観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット

図．短期的 SSEによるすべり量と長期間平均したすべり量の比
数値計算 (Matsuzawa et al., 2013)によって得られた、四国地域における短期的 SSEによるすべり量と長期間平均
したすべり量の比の分布を示す。



平成 25年度年次報告

課題番号：3005

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

地震波速度構造等に基づく地震発生ポテンシャル評価法の研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ウ．地震活動評価に基づく地震発生予測

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

イ．地震・火山現象に関する情報の統合化

（５）本課題の５か年の到達目標：

　高分解能な地震活動評価を行う手法確立を目指して、地震活動予測手法の開発と妥当性評価・検証

の枠組み構築が建議（1-2-1ウ）でうたわれている。これまでの地震活動予測手法は、過去の地震活動

に基づくものが大部分である。地震発生が震源域における物性や状態に大きく影響を受けることを想

定するなら、地震波速度やその他の地球物理学観測量と地震発生ポテンシャルとの関係を定量的に表

現することは重要である。本研究課題では、地震波速度構造など地殻構造のデータに基づき、日本列

島域における大地震発生ポテンシャルを、地震確率モデル等として定量的に評価し、モデルの妥当性

を検証する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　計画期間の前半においては、地震波速度構造のデータに基づく大地震発生ポテンシャルの評価手法

について、既存の知見から経験則を導く。これまでの研究により、活断層の直下とそれ以外の地域で

は、地震波速度に有意な差があることが知られている。この様な現象が地震震源において期待され、

地震発生ポテンシャル評価に利用可能であると推察する。得られた経験則から、地震発生ポテンシャ

ル評価手法としての有効性を、情報量の概念に基づき評価する。次に、有効な経験測については、日

本列島域を対象として、経験則に基づく大地震の確率モデルを構築する。

　計画期間後半においては、構築された地震確率モデルを検証するためのソフトウェアを整備し、当

該年度に観測された地震を用いて、モデルの妥当性を検証する。また、地殻構造に関わる他のデータ

（地温勾配や重力など）について、地震発生ポテンシャル評価への利用可能性を調査する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　地震波速度構造のデータに基づく大地震発生ポテンシャル評価手法について研究を実施し，次のよ

うな成果を得た．



　（1）地震活動モデルの試作．地震規模（M）5以上の地震（1961年～2008年）震央直下（10,15,20,25

km地点）の P波速度を全国分布と比較した．各深さにおける速度の相互相関を調べ，震央直下の相

関が全国平均より強いことが判明した．この特徴を用いて，全国の各地点（深度 10,15,20,25 km）に

おけるＰ波速度からその地点における期待地震数を表す地震活動モデル（VP4L）を試作した．VP4L

モデルでは，1.35倍程度の平均確率利得が期待される．後予知による検証では平均確率利得として 1.2

倍程度が得られた.

　（2）自動検証ソフトの整備．VP4Lモデルの有効性を自動検証するためのプログラムを整備した．

検証項目は，地震発生数，尤度および一様定常発生のモデルに対する尤度の比である．それぞれ，Ｎ－

テスト，Ｌ－テストおよびＲ－テストとして知られている．これらのテストのために，乱数の発生を

必要としない解析的手法を新たに開発した．これにより，検証作業の自動化が容易となっている．

　（3）期間中の検証結果は次のとおりである．VP4Lモデルの適合度は一様ポアソンモデル（SUP）よ

り劣っていた．期間中に発生した 2011年 3月の東北地方太平洋沖地震に伴う広域の余震活動が，VP4L

モデルの基準とした地震活動と大きく異なったため，モデルの適合度が劣る結果になったと推察される．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
松原 　誠（防災科学技術研究所、観測・予測研究領域、地震・火山防災研究ユニット）

井元政二郎（防災科学技術研究所、社会防災システム研究領域、アウトリーチ・国際研究推進セ

ンター）

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：松原 　誠 　

所属：防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット



平成 25年度年次報告

課題番号：3006

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

噴火予測システムの開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-2）火山噴火予測システム

イ．噴火シナリオに基づく噴火予測

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-2）火山噴火予測システム

ア．噴火シナリオの作成

（５）本課題の５か年の到達目標：

　今後新たに整備される基盤的な火山観測施設から得られるリアルタイムデータ及び他の観測項目の

データベースに、異常変動を自動で検出し、変動源モデルを自動推定する手法を適用するとともに手

法の更なる高度化を行う。また、異常変動の自動検出を噴火予測に結びつけるため，迅速な判断、評

価及び他のデータ処理と連携することを目的とした可視化ツール等のユーザーインターフェースの開

発を行う。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は、異常変動を自動で検出し、変動源モデルを自動推定する手法を富士山、伊豆大島、

三宅島の火山活動観測網のリアルタイムデータに適用しモニタリングを行うとともに、過去の観測デー

タに適用して信頼性の検証実験を行う。

　平成 22年度は、平成 21年度に火山観測施設が整備される有珠山、岩手山、浅間山、阿蘇山、霧島

山について、同手法によるモニタリングを行うとともに、個々の火山の特性や活動履歴等に基づいた

手法を取り入れるなど手法の更なる高度化を行う。

　平成 23年度以降は、その後に整備される火山観測施設について同手法の適用を順次行うとともに、

迅速な判断、評価及び他のデータ処理を行うための可視化ツール等のユーザーインターフェースの開

発を行う。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：



　平成 21年度に、異常変動を自動で検出し変動源モデルを自動推定する手法を富士山、伊豆大島、三

宅島の火山活動観測網と伊豆半島東部の高感度地震観測網のリアルタイムデータに適用してモニタリ

ングを開始し、その後観測網が整備された有珠山、岩手山、浅間山、阿蘇山、霧島山、草津白根山に拡

張した。また、データ処理を行うためのユーザーインターフェースの開発を行った。その結果，2009

年 12月伊豆半島東方沖の群発地震活動、平成 23年霧島山新燃岳噴火に伴う異常変動を検出して自動

モデル化に成功し ,この手法の有効性を確認した。H24年度には地震データを使用して異常変動を自動

で検出し、変動源モデルを自動推定する手法の高度化を進めるため、地震を自動で分類し、震源及び

発震機構解を高精度に決定する方法を開発し、H25年度には地殻変動データと組み合わせて異常判定

する手法を開発した。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：上田英樹 　

所属：観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット



平成 25年度年次報告

課題番号：3007

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

統合地震波形データベースの構築

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

イ．地震・火山現象に関する情報の統合化

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

イ．上部マントルとマグマの発生場

（５）本課題の５か年の到達目標：

　高感度地震観測網，広帯域地震観測網，強震地震観測網による波形データを統合し，日本周辺で発

生した地震に対する統合地震波形データベースを構築する．統合地震波形データベースは，観測記録

データベース（データベースＩ），基礎解析データベース（データベース II)，と日本列島構造モデル

を利用した地震動計算によるシミュレーション記録データベース（データベース III）から構成される．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　これまでに整備された地震観測施設の維持管理を円滑に行い，各観測施設から得られるデータを効

率的に収集・処理・蓄積し，日本列島全域における地震観測データベース（データベースＩ）を逐次

的に追加・更新していく．

　加えて，平成 21年度においては，全国における地震動伝播の特性を抽出したデータベース IIを作成

する．データベース IIは，過去発生した大地震（M6.5以上）時の地震波動場の時間発展（アニメー

ション），アレイ解析による位相速度分散曲線，各周期帯における地震動距離減衰分布図などを含む．

　平成 22年度においては，前年度構築したデータベース IIに基づき，一次元水平成層構造モデル (Vp,

Vs, Qなど )を，日本全域及び各地域毎（北海道，東日本，西日本，九州）に作成する．これを第一次

構造モデルとする．



　平成 23年度においては，第一次構造モデルを利用した地震動計算を実施し，シミュレーション記録

データベース（データベース III)を構築する．また，大地震発生時の（震源情報が既知の場合におけ

る）地震動シミュレータとして，統合地震データベースの能力を評価する（観測記録を高い精度で再

現できる地震動周期帯の評価など）．

　平成 24年度においては，第一次構造モデルを基に，モホ面・プレート境界などを表す複数の不連続

面から構成される第 2次構造モデルを作成する．さらに，第 2次構造モデルを利用した地震動計算を

実施し，シミュレーション記録データベース（データベース III)を拡充する．

　平成 25年度においては，第 2次構造モデルの調整を行い，次世代の構造モデルと統合地震波形デー

タベース作成に備える．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　高感度地震観測網，広帯域地震観測網，強震地震観測網による波形データを統合し，日本周辺で発

生した地震に対する統合地震波形データベースの構築が進んだ．しかし，日本列島構造モデルを利用

した地震動計算によるシミュレーション記録データベースの構築は完成しなかった．

　平成 25年度においては，地震波形データベースを拡充した．また，海底水圧記録による津波波計記

録を周波数毎に解析し，海底水圧観測のサンプリング間隔やイベント波形データ長について検討する

とともに，日本海溝海底地震津波観測網のデータ受信の準備を進めた．

　当初計画からは以下の変更点がある．東北地方太平洋沖地震が発生し，新たに日本海溝海底地震津

波観測網の設置が計画された．そのため，地震波形だけでなく，海底水圧計・温度計記録を含めた統

合波形データベースの構築へと計画を変更した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Saito T., D. Inazu, S. Tanaka, and T. Miyoshi (2013), Tsunami coda across the Pacific Ocean following the

2011 Tohoku-Oki earthquake, Bull. Seismol. Soc. Am., 103, 1429-1443, doi:10.1785/0120120183.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：齊藤竜彦 　

所属：観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット



平成 25年度年次報告

課題番号：3008

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

地震波速度・減衰・熱・温度・地質等総合データベースの構築

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

イ．地震・火山現象に関する情報の統合化

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

（５）本課題の５か年の到達目標：

　日本列島下の三次元地震波速度構造・減衰構造・プレート形状についてデータベースを構築する。ま

た、熱・温度構造モデルの結果などを集積し、データベースに組み込む。また、これらの各種物理量

を容易に可視化できるようなソフトウェアを構築する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　日本列島下の構造について解析された各種物理量のデータを収集する。日本列島下の三次元構造モ

デルとして、地震波速度構造、減衰構造、及び沈み込む海洋性プレートの形状などが存在する。これ

らの日本列島域において得られた三次元構造モデルを基本としたデータベースを構築する。さらに、

日本列島域を対象とした地殻熱流量分布や熱構造モデルも収集する。これらの各物理量の解析結果を

得られたモデルとして、データベースに取り込む。

　地球物理学的に解析された物理量を解釈し、存在する物質や状態を推定するためには、地質構造と

の関連についての研究を深める必要がある。公開されている地質構造もあわせて組み込むことにより、

地下構造の解釈の一助となるようなデータベースを構築する。

　データベースに収集された各種物理量やモデルを組み合わせて、総合的に解釈するためには、同じ

領域における複数の物理量を容易に可視化し、比較できることが望ましい。そのため、各種物理量モ

デルの断面図などを容易に表示するソフトウェアを開発する

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　2008年に防災科学技術研究所（防災科研）により公開された日本列島下の三次元地震波速度構造モ

デル（Matsubara et al., 2008）について，任意の水平・鉛直断面図をMicrosoft Windows上で簡便に表



示しポストスクリプトファイルを作成するソフトウェアを開発し，一般に公開した．防災科研 Hi-net

の読取値と F-netの震源情報を組み合わせることにより，速度構造の解析領域を海域にまで広げた．そ

の構造モデルを，防災科研 Hi-netのホームページ

（http://www.hinet.bosai.go.jp/topics/sokudo kozo/alljpn.php）

から公開するとともに，日本列島三次元地震波速度構造表示ソフトウェア

（http: //www.hinet.bosai.go.jp/topics/sokudo kozo/software.php）

にも搭載した．さらに，温度構造データを収集するとともに，地震波減衰構造も推定した．減衰構造

や地質構造・温度構造なども表示できる機能を加えたソフトウェアを開発した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：松原誠 　

所属：観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット



平成 25年度年次報告

課題番号：3009

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

日本列島における地殻・上部マントル構造の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

イ．上部マントルとマグマの発生場

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　日本列島の全域における詳細な地震学的構造が明らかになるにつれて、沈み込むスラブの形状や海

陸プレート境界近傍の構造的特徴と地震発生の仕方には密接な関係があることが分かってきた。また、

内陸域においても同様に構造的特徴と地震の起き方に関係が見られる。このような対応関係は、地震

発生を支配する応力集中やひずみの蓄積、および脆性破壊強度の不均質と媒質の物性の不均質（すな

わち地下構造）との間に密接な関係があることを強く示唆している。このような関係の系統的な理解

とそれに基づいた地殻変形モデリングに資することを目的として、本課題では、地震波速度構造及び

減衰構造の解像度向上に加えて温度構造やモホ面の深度分布などを明らかにし、統一的な解釈が可能

な地殻及び最上部マントルの構造モデルを構築する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

（７－１）地震波速度構造及び減衰構造の解像度向上

　現在の地震波速度構造モデルは、水平方向に 0.2°、深さ方向に 10～30km程度の解像度を持つ。こ

の地震波速度構造モデルについて更に詳細化が可能な領域を検討するとともに、その領域について再

解析を行う。減衰構造についても同様の検討とともに、解析手法やアルゴリズムの見直しなどによっ



て、解像度の向上を図る。このようにして、地震波速度や減衰パラメターの三次元空間分布をより高

い解像度でイメージングし、内陸活断層や火山の深部構造といったローカルな構造とそれらを取り巻

く広域的な構造をともに明らかにする。

（７－２）日本列島全域におけるモホ面形状モデルの作成

　基盤的地震観測網で収録された波形データに含まれる変換波や反射波を解析することにより、日本

全国を対象としたモホ面形状モデルの構築を進める。モホ面形状モデル構築にあたっては、上記地震

波速度構造モデルと連携し、互いの推定精度を高めるための解析方法を検討する。推定された構造モ

デルによって日本列島を伝播する地震波の再現を試みるとともに、同モデルの妥当性を検証する。

（７－３）地殻熱流量測定と熱構造モデルの構築

　日本列島の陸域において空間的に均質かつ高精度な地殻熱流量データの蓄積するために、堆積層の

厚い平野部や内陸活断層周辺等、地殻熱流量データが十分でない地域を中心に坑井等の温度検層を実

施し、精密な地殻熱流量測定を行う。新たに取得した熱流量データより地殻熱流量分布を求めると共

に、地震波速度構造、減衰構造などの地下構造モデルを考慮した、日本列島陸域の詳細な熱構造モデ

ルを構築する。

（７－４）近地地震のエンベロープ解析による散乱及び内部減衰パラメターの推定

　地震波速度構造トモグラフィーでは検出が困難な短波長不均質構造をイメージングするために、近

地地震のエンベロープ解析によって地震波散乱強度の空間分布を推定する。特に、近地地震のエンベ

ロープ形状は、散乱強度のみならず内部減衰の空間分布による影響も受け得ることが指摘されている。

この点を考慮した散乱と内部減衰との分離推定法の開発を進めるとともに、実データの解析によって

日本列島スケールでの散乱及び内部減衰の構造を明らかにする。

（７－５）近地地震解析による地震波変換面及び反射面のイメージング

　稠密地震観測網による近地地震記録を用いた地下構造のイメージング手法を開発するともに、それ

によって地震波変換面及び反射面などの検出を行う。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
地震波速度構造および減衰構造の解像度向上

　蓄積されつつある高感度地震観測網 Hi-net等の記録によって，関東地方をはじめとする速度構造の

推定を行った．また，平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の震源域周辺においては，海域の地

震について F-net記録のモーメントテンソル解析によるセントロイド深さを利用した速度構造解析を

試みた．一方で基盤観測網のみならず，「糸魚川－静岡構造線断層帯における重点的調査観測」や「ひ

ずみ集中帯の重点的調査観測・研究」などによる稠密な地震観測網と基盤観測網の記録との併合処理

によって，高解像度の速度構造のイメージングにも成功した．

平成 25年度においては，大学による合同観測記録をも併合処理することによって，高い空間分解能で

北海道の地震波減衰構造を推定することに成功した．その結果，過去の内陸被害地震は高減衰域から

低減衰域へと急変する箇所に位置するとともに，特に M7クラスの内陸地震の断層面は地質構造線の

深部延長上に対応することが明らかとなった．また、北海道東部および南部下において、沈み込みに

伴うマントルウエッジ対流が高減衰域としてイメージングされた．一方，構造と F-netによるメカニズ

ム解との比較検討から，西進する千島前弧スリバーの北限は一枚の面ではない可能性があることも分

かった．

日本列島全域におけるモホ面形状モデルの作成

　西南日本の下に沈みこむフィリピン海スラブ内のモホ面における変換波を調べ，スラブウィンドウ

が存在する可能性を指摘した．特に紀伊半島および四国の下においては，変換面の傾斜や媒質の異方

性を考慮した詳細な解析を行った．また，「ひずみ集中帯の重点的調査観測・研究」による稠密地震観

測記録によって，佐渡島から猪苗代湖にかけての測線にそったモホ面の深さ分布を明らかにした．

平成 25年度においては，西南日本下に沈み込むフィリピン海スラブ内の海洋地殻と海洋マントル内の

地震波速度異方性構造をレシーバ関数によって推定した．その結果，海洋地殻では，速い軸がスラブ



傾斜方向を向く傾向があることが分かった．これは，スラブ内地震の北東－南西伸張場と調和的であ

る．四国下の海洋マントルでは，東側に傾斜する成分が顕著であるのに対して，紀伊半島南部では速

い軸が東西方向に向き，平坦である．この特徴は，紀南海山列を起点としたスラブ拡大ならびに紀伊

水道周辺でのスラブ形状の急変の影響と考えられる．

地殻熱流量測定と熱構造モデルの構築

　北海道，東北，および関東において，既存の温度検層データと防災科研 Hi-netの観測井における検

層データから地殻熱流量の空間分布を明らかにした．また，この地殻熱流量をデータとして一次元熱

伝導モデルの仮定の下で地下温度の深さ分布を推定した．その結果，火山フロントおよびホットフィ

ンガーに沿って高温域が分布する様子や，前弧側に低温域が分布する様子が捉えられた．また，北海

道の日高山脈南西側や，フィリピン海プレートが沈み込む関東地方の南部にも顕著な低温域が分布す

ることが明らかになった．

近地地震のエンベロープ解析による散乱および内部減衰パラメターの推定

　多数の観測された近地地震のエンベロープ解析からエネルギー密度の時空間分布を評価し，これを

説明するような散乱係数および内部減衰を S波多重等方散乱モデルに基づいて推定した．平成 25年度

においては，単純化されたエネルギー輸送を扱うのではなく，標準的な 1次元構造モデルに 3次元的

な微細不均質構造を重ね合わせたモデルを仮定して差分法シミュレーションを行い，観測されたエネ

ルギー密度の時空間分布を再現するような微細不均質構造を評価した．コーダエネルギーの減衰率か

ら内部減衰 Qi
−1は 0.02以下と推定され，コーダエネルギーの励起量から地殻における微細不均質構

造を特徴づけるゆらぎの大きさは，地震波速度の RMS値で 3から 4%程度を仮定すると観測を良く説

明することが分かった．

近地地震解析による地震波変換面および反射面のイメージング

　房総半島下における地震の詳細な震源位置を調べるとともに，それらの記録中に見られる後続相を

調べた．その結果，沈み込むフィリピン海プレートの上面よりも深い地震については，P波と S波と

の間に２つの後続相が確認された．このうちの遅い相は，フィリピン海プレート最上部に分布する火

山性砕屑物・火山岩層（VCR層）による SP変換波とみられることが分かった．また，相似地震がこ

の VCR層の下面に分布することも明らかになった．これは，現在の活動的なプレート境界が VCR層

の下面に位置することを示しており，深部底付け作用に相当する．

　紀伊半島下に沈みこむフィリピン海スラブ内で発生する地震についても，後続相の特徴を説明する

ような構造を調べた．３次元波動場の計算による理論記象と観測記録との比較の結果，観測されたチャ

ネル波を説明するためには，海洋性地殻が低速度層である以外にも効率良く波動をトラップする何ら

かのメカニズムが必要であることが分かった．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット

他機関との共同研究の有無：有

東京大学地震研究所

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者



氏名：浅野陽一 　

所属：防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット



平成 25年度年次報告

課題番号：3010

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

南海トラフ巨大地震発生による富士山噴火連動評価に関する研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

エ．地震活動と火山活動の相互作用

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　発生が懸念される東海・東南海・南海地震と連動した富士山の噴火可能性の定量的評価を行う。想定

される地震のケースに応じて、富士山周辺の応力・ひずみ場の変化及び地震動をシミュレーションに

より定量的に評価する。これをもとに、富士山の深部・浅部マグマだまりに与える擾乱を仮定し、マ

グマの状態に応じて、増圧・減圧によるマグマの搾り出し、発泡核の形成、発泡と膨張、マグマの破

砕といった噴火機構についてシミュレーション及び実験により検証する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度は、プレートの運動及び巨大地震による富士山周辺影響評価について、地震の複数ケー

スを想定するとともに、富士山周辺の構造を鑑みた応力シミュレーションに着手する。マグマ上昇過

程シミュレーションに着手する。特にマグマ上昇に伴う減圧発泡効果に関する定量シミュレーション

を実施する。噴火機構シミュレーション検証実験に着手する。

　平成 22年度は、プレート運動と深部マグマだまりの相互作用評価、破壊過程の定量的検討、マルチ

スケール計算手法の検討、及び、気泡核生成～発泡～膨張シミュレーションを行う。

　平成 23年度は、プレート運動と浅部マグマだまりの相互作用評価、プレート運動の影響による岩脈

貫入シミュレーション、及び、気泡変形・合体シミュレーションを行う。

　平成 24年度は、プレート運動へのフィードバック評価、プレート運動の影響による岩脈貫入シミュ

レーション、及び、圧力擾乱による気液二相流挙動シミュレーションを行う。

　平成 25年度は総合評価を行う。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　地震と連動した富士山噴火可能性評価のため、地震による断層運動などによる富士山地下周辺の応

力変化を定量的に評価する有限要素法コードを開発している。静的応力変化、粘弾性を考慮した準静



的応力変化、および地震波動による動的応力変化についてのシミュレーションを行った。平成 23年 3

月に発生した東北地方太平洋沖地震を勘案し、東海・東南海・南海地震領域に加え、東北地方も含む広

域による影響評価を実施した。ひとつの事例として、2011年 3月 15日に発生した静岡県東部の地震

（Mjma6.4）による富士山マグマシステムへの影響評価を行い、この地震により約 1e-6 strainの歪変化

が発生したことが分かった。また、火道内における気液二相マグマの上昇過程の数値的・解析的研究を

実施した。特に非爆発的噴火から爆発的噴火への遷移過程を再現する時間発展モデルを開発し、地球

物理学的観測データとの比較が可能な、火道内圧力変動プロセスなどの数値シミュレーションに成功

した。特に非爆発的噴火から爆発的噴火への遷移過程を再現する時間発展モデルを開発し、地球物理

学的観測データとの比較が可能な、火道内圧力変動プロセスなどの数値シミュレーションを実施した。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット

他機関との共同研究の有無：有

東京大学地震研究所・九州大学

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：藤田英輔 　

所属：観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット



平成 25年度年次報告

課題番号：3011

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

プレート境界すべり及び内陸地震活動評価に関する研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

ウ．東海・東南海・南海地域

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　プレート境界の巨大地震発生領域の周囲では、過渡的・準静的滑りを反映する現象が相次いで発見

されている。西南日本のフィリピン海プレート沈み込み境界の固着域深部では、数か月ごとに短期的

スロースリップイベント、深部超低周波地震及び深部低周波微動が同期して発生し、活動期には移動

現象を伴うほか、時には隣接するセグメントに連動することがある。南海トラフ近傍の付加体内及び

襟裳海山付近のプレート境界では浅部超低周波地震が発生し、後者については 2003年十勝沖地震によ

る余効滑りとの関連が指摘されている。また、相似地震活動は発生域周辺のプレート間準静的滑りを

反映するだけでなく、その周囲の比較的大きな地震の発生前後で滑り速度が変化するなどの地震発生

準備過程を反映する場合もある。以上のように、これらの現象はプレート間の結合状態や摩擦特性の

空間的違いを反映したプレート間滑りであり、これらの発生源とプレート境界の幾何学的形状との位

置関係、地下不均質構造や流体等との関係を明らかにして、これらの現象の発生メカニズムや構成則

を解明することを到達目標とする。また、内陸においては特定の震源断層に応力が集中する過程を明

らかにするため、活断層の幾何形状を反映する震源分布等の高精度震源決定、及び断層周辺の詳細な



地震学的及び電磁気学的構造や応力分布を明らかにし、地殻変動観測とあわせて弾性変形と非弾性変

形を分離するなど、応力蓄積の状況を把握することを目標とする。

（６）本課題の５か年計画の概要：

（７－１）プレート境界深部滑り現象の解明

　短期的スロースリップイベント、深部超低周波地震及び深部低周波微動の発生状況モニタリング結

果に基づいて、断層モデルやメカニズム解、震源分布を明らかにするとともに、それらの解析手法の

改良・開発に基づいて、より高精度の震源パラメタを得、外的擾乱によるトリガー作用などを考慮し

て、これらの現象の相互作用及び発生メカニズムを明らかにする。さらに、自然地震解析や人工震源

探査によって得られるプレート形状、境界面とその周辺の不均質地下構造、または電磁気学的調査等

による流体分布等に基づき、空間的相互関係を明らかにする。

（７－２）浅部超低周波地震の解明

　浅部超低周波地震のモニタリング結果に基づいて震源分布及び発震機構解を明らかにし、プレート

形状や周辺の地下不均質構造、及び相似地震解析や地殻変動解析に基づくプレート間滑りモニタリン

グ結果と合わせて、超低周波地震の発生モデルを構築する。

（７－３）相似地震構成則の解明

　日本列島全域における相似地震活動モニタリング結果に基づき、プレート間準静的滑りの分布を明

らかにするとともに、プレート内で発生する相似地震活動状況を明らかにする。特に、太平洋プレー

ト及びフィリピン海プレートの上面境界に発生する相似地震活動について着目し、プレート形状や進

行方向などを考慮して、地域や深さごとに相似地震の構成則を構築する。

（７－４）内陸地震活動の解明と活断層評価

　内陸活断層周辺で発生する地震の高精度震源・発震機構解決定、応力テンソルインバーションなどに

基づき、自然・人工地震探査や電磁気学的調査等による地下不均質構造に関する情報と合わせて、既

知の活断層や伏在する活断層の深部構造などの幾何的特徴の抽出や断層内外の構造を明らかにすると

ともに、地殻変動観測とあわせて弾性変形と非弾性変形を分離するなど、応力蓄積の状況を把握する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
プレート境界深部すべり現象の解明

　エンベロープ形状の相関に基づく観測点間の波群到達時刻差の評価に加えて振幅の空間分布を考慮

したハイブリッド法（Maeda and Obara, 2009），および 1時間毎の重心位置を抽出するクラスタリン

グ処理によるカタログ再構築（Obara et al., 2009）によって，深部低周波微動の分布パターンが明瞭に

なった．この高精度なカタログによって微動活動が伝播するフロントを追っていくと，活動の分布と

はほぼ無関係に同心円状に広がっていることが分かった．これは微動活動を規定する何らかの現象の

発生を示唆しており，短期的スロースリップイベント（SSE）が，微動活動の無い場所でも一定速度で

広がっていくことで，微動活動を引き起こしている可能性が考えられる．

　2011年 12月から 2012年 1月に豊後水道から四国中部で発生した短期的 SSEについては，詳細な

すべり過程を調べるとともに，深部低周波微動および超低周波地震活動との比較を行った．その結果，

すべりの増加に伴って微動や超低周波地震活動が活発化する領域がある一方で，微動活動は活発化す

るが短期的 SSEのすべりが小さく，超低周波地震も発生していない領域があることが明らかとなった．

このようにスロー地震の発生様式にプレートの走向方向に沿った不均質性があることが分かった．

　2003年と 2010年に豊後水道では発生した長期的 SSEについては，この SSEの期間に SSE領域と

重なる場所での微動と，それから 100 km以上南に離れた足摺岬沖で発生する浅部超低周波地震とが，

同時に活動していることが明らかになった．

　房総半島沖では SSEが 2011年 10月から 11月にかけて発生した．前回の発生からの時間間隔は 50ヶ

月であり，過去約 30年間で最短であった．一方，最長の時間間隔は 1990年の SSEまでの 91ヶ月で

あった．期間内に前者は平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（M9.0）が，後者は 1987年千葉



県東方沖の地震（M6.7）がそれぞれ発生した．これらの地震による応力変化を調べたところ，それぞ

れ約 0.1MPの増加および約 0.2MPaの減少と推定され，これらの応力変化が SSEの発生時間間隔に影

響を及ぼした可能性があることが分かった．

浅部超低周波地震の解明

　十勝沖で発生する浅部超低周波地震については，防災科研 F-netの記録によるセントロイド・モーメ

ントテンソル解析が行われた．得られた解から，この地域の浅部超低周波地震は千島海溝－日本海溝

会合部付近の海陸プレート境界近傍で発生し，低角逆断層型の発震機構解を持つことが分かった．す

なわち，プレート境界型の地震である可能性が高い．また，波形相関解析による震央位置推定の結果，

浅部超低周波地震が活発な状態が継続する一連の活動期間中に，発生位置の移動，いわゆるマイグレー

ションが見られることがわかった．さらに，東北大学の記録によって，F-net整備以前の 1994年に遡っ

てこの地域の超低周波地震活動を調べたところ，平成 15年（2003年）十勝沖地震を境にマイグレー

ションの方向が変化したことが分かった．

　2010年 1月から 3月には，日向灘から足摺岬沖で浅部超低周波地震活動が発生した．この活動につ

いてもマイグレーションが見られることが明らかとなり，浅部超低周波地震発生を支配する SSEの存

在を示唆する．

　東北地方太平洋沖においても超低周波地震が発生していることも，F-net記録による波形相関解析か

ら明らかにした．超低周波地震のクラスターは，岩手県沖，宮城県沖，および福島県・茨城県沖の３

つの領域でみられる．これらのうち，岩手県沖および福島県・茨城県沖の活動は平成 23年（2011年）

東北地方太平洋沖地震後に活発化したのに対して，宮城県沖については地震後には活動が検出されて

いない．これは，大地震のすべりによる応力集中や開放，あるいは余効すべりの影響を反映している

と考えられる．

　平成 25年度においては，広帯域地震計に加えて，Hi-netに併設された高感度加速度計の記録も用い

た波形相関解析を福島県・茨城県沖の領域について行った．その結果，F-net記録のみの結果に比べて，

南北方向の震央位置のばらつきが 50km程度と約半分となり，精度良く震央位置の推定が可能となっ

た．この結果，上述の活動域は３つのクラスターから構成されていることが明らかになり，通常の地

震と発生位置が棲み分けられている傾向も確認された．

　また，平成 25年度には，南西諸島海溝に沿った浅部超低周波地震活動についても調査した．その

結果，浅部超低周波地震が繰り返し発生する活動域が，奄美大島や沖縄本島の沖などに見いだされた．

特に奄美大島沖については，2009年 10月 30日に発生した奄美大島北東沖の地震（M6.8）の後に海溝

側で超低周波地震活動が活発化する様子が捉えられた．これは，M6.8のプレート間地震後に発生した

ゆっくりとしたすべりの進展によって励起された活動と考えられる．

相似地震構成則野解明

　房総半島域の深部反射法構造探査の結果と相似地震を，相対比較を積み重ねて詳細に比較したとこ

ろ，相似地震はフィリピン海プレート最上部に分布する火山性砕屑物・火山岩層（VCR層）の下面に

沿って分布することが明らかになった．これは，現在の活動的なプレート境界が VCR層の下面に位置

することを示しており，深部底付け作用に相当する．

　平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の発生後の相似地震活動を関東地方において調べた．検

出された相似地震について，相似地震グループ毎に活動の時間変化を調べたところ，ほぼすべてのグ

ループにおいて地震前後で繰り返し間隔が短くなったことが明らかとなった．これは，東北地方太平

洋沖地震によって太平洋プレートと陸側のプレートとの相対運動が関東地方下の広い範囲で加速した

こと，また，フィリピン海プレート上面でもプレートとの相対運動が加速したことを示す．

内陸地震活動の解明と活断層評価

　濃尾断層帯において微小地震観測と反射法構造探査を実施した．詳細な震源決定の結果，1891年濃

尾地震の震源域南部において西傾斜の震源分布が検出された．これらの多くは東西圧縮の逆断層型の

地震であることが分かった．この活動は濃尾地震時の逆断層すべりに伴う余震活動を見ている可能性

がある．反射法は根尾谷断層を横切る北測線と，1891年濃尾地震の震源域南部を横切る南測線の２測



線で実施した．北測線については，深さ 8から 11 kmの反射面が根尾谷断層付近で不連続となってい

る様子が確認できた．また，南測線についても震源分布に対応する反射面が不明瞭ながら確認できた．

　ひずみ集中帯に位置する新潟県およびその周辺域においては，多数のオフライン臨時観測点の記録

によるトモグラフィー解析を行った．その結果，平成 16年（2004年）新潟県中越地震と平成 19年

（2007年）新潟県中越沖地震の２地震の震源域間には厚い堆積層からなる低速度帯が分布し，その中

心部に基盤構造が低下している領域（DCT）があることが既往研究によって指摘されている．本研究

によって DCTが北東－南西方向に広く分布すること，その幅には地域性があることなどが分かった．

この地域では，日本海拡大期のリフト構造の発達に伴って形成された古い断層の再活動によって地震

が発生していると考えられており，リフト構造と密接な関係があるDCTの詳細な形状は，この地域の

断層セグメントを考える上で重要な手がかりとなりうる．

　2011年 3月 12日に発生した長野県・新潟県県境付近の地震の震源域における詳細な世震源分布と

三次元速度構造を調べた．その結果，余震域は異なる傾斜方向の 2面からなることが分かった．これ

らうち，本震は北東側ブロック内の南東傾斜の断層面で，最大余震は南西側ブロック内の北西傾斜の

断層面で発生したものとみられる．また，速度構造解析の結果，本震震源直下に流体の存在を示唆す

る高い Vp/Vsかつ低 Vsの領域が分布することも分かった．東北地方太平洋沖地震後に各地の火山で

地震活動が活発化し，地下の流体の存在と表面波の通過による動的応力変化がそれらの活動を励起し

た可能性が指摘されており，長野県・新潟県県境付近の地震も似たメカニズムによって励起された可

能性がある．

　平成 25年度においては，地殻微細構造と内陸地震発生との関係を大量のデータから系統的に調べる

ことを目的として，ダブル・ディファレンス法を防災科研高感度地震観測網 Hi-netの記録に適用する

「日本全国高分解能再決定震源カタログ作成プロジェクト (JUICE)」を立ち上げた．本年度は関東?東

海地域における高精度の震源カタログの作成を完了した．得られた詳細な震源とメカニズム解の分布

からは，埼玉県北部に浅発地震のメカニズム解が急変する境界が見いだされ，これが地質構造の境界

と空間的に対応することが分かった．この結果は，地質構造の境界が地殻応力場にも影響を及ぼして

いる可能性を示唆する．

　また，上述の震源カタログによる地震発生層の下限の評価を試みた．ここでは．発生した地震発生

数を浅い方から数えて 95 %を含む深さ，いわゆるD95をいう指標を用いた．関東地方における主要活

断層帯である関東平野北西縁断層帯と立川断層帯について解析を行った結果，関東平野北西縁断層帯

では，北西から南東にかけて下限が 15 kmから 20 kmまで変化しており，立川断層帯では北西から南

東にかけて下限が 18 kmから 20 kmまで変化していることが分かった．このように新カタログから活

断層評価に資する情報を提供できることが示された．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
該当なし

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット

他機関との共同研究の有無：有

東京大学地震研究所

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html



（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：浅野陽一 　

所属：観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット



平成 25年度年次報告

課題番号：3012

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

アジア・太平洋における地震火山観測研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-3）火山噴火過程

ア．噴火機構の解明とモデル化

イ．噴火の推移と多様性の把握

（５）本課題の５か年の到達目標：

　アジア・中南米等の環太平洋沈み込み帯の開発途上国において、観測網整備・運用に関する技術支

援が進み、地震・噴火発生過程の解明及び監視高度化のための国際共同研究が実施される。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、これまでに整備が行われた地震・火山観測網（地震：インドネシア・フィ

ジー・トンガ、火山：エクアドル）のデータをインターネットを用いて収集し、沈み込みに伴う地震

の発生機構、超低周波地震等の振動現象、および噴火過程に関する個別研究を実施する。さらに、地

震・火山監視の高度化のための観測データの解析手法の開発を行う。

　平成 22年度においては、収集データを用いた個別研究および監視高度化のための手法開発を引き続

き行うとともに、フィリピンにおける地震・火山観測の高度化に関する技術支援を行う。

　平成 23年度においては、フィリピンの地震・火山観測の高度化を引き続き実施するとともに、開発

された地震・火山監視手法をフィリピンの観測データに適用する。さらに、エクアドルの地震観測の

高度化に関する技術支援を行う。

　平成 24年度においては、エクアドルの観測データに監視手法を適用するとともに、フィリピン及び

エクアドルの観測データを、インターネットを用いてリアルタイムで収集する。



　平成 25年においては、インドネシア、フィリピン、エクアドルなどの収集データを用いて、地震・

噴火発生過程の解明のため比較研究を実施する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
フィリピンとインドネシアの広帯域地震観測網のデータを用いて、西太平洋域で発生した地震（Mw >

4.5）に関して、SWIFT (Nakano et al., GJI, 2008)を用いた震源解析を系統的に行い、その結果をウェ

ブにより公開した（http://www.isn.bosai.go.jp/）。

フィリピンで決定した震源解析解（CMT）に関して（図1）、Global CMT project（GCMT）（http://www.globalcmt.org）

の CMT解と比較を行った結果、震源位置・モーメントマグニチュード・メカニズムとも両者は良い

一致を示した。さらに SWIFT解析は、GCMTでは推定できていないより小さな地震についても CMT

解の推定ができていることが示された（図 2）。

フィリピンで発生した 2つの被害地震（2012年 8月 31日サマール地震Mw7.6と 2013年 10月 15日

ボホール地震Mw7.2）とそれらの余震について SWIFTによる震源解析を行った。サマール地震のメ

カニズムは逆断層型で、深さは 45 kmと推定された。このことから、この地震がフィリピン海プレー

トのスラブ内地震であったことが分かった。さらに、本震の発生後に多数の正断層および逆断層の余

震が 10kmより浅い深さで発生していることが分かった。ボホール地震については逆断層型のメカニ

ズムが深さ 10 kmに推定され、さらにその余震に関しては本震の周辺では逆断層型、余震発生域の両

端では横ずれ型のメカニズムが推定された（図 3）。

フィリピンのタール火山で群発的に発生した低周波地震のメカニズム解析を行い、それらが水蒸気に

満たされた浅部クラックの振動によって解釈できる事を示した。さらにその発生過程についての考察

を行い、マグマから脱ガスした水蒸気の地表付近での急激な凝縮過程により、浅部クラックの振動が

励起されたというモデルを提唱した。

高周波振幅を用いた震源決定手法（Kumagai et al., JGR, 2010）を、タール火山の火山性構造地震、トゥ

ングラワ火山（エクアドル）の爆発地震、コトパキシ火山（同）の低周波地震に系統的に適用し、こ

の手法で推定される震源における初期振幅（震源振幅）を比較した。その結果、震源振幅が地震のタ

イプによらず規模推定の定量的な指標として用いることができることを示した。

エクアドルの広帯域地震データ収集を行った。さらに（独）国際協力機構（JICA）による「エクアド

ル国津波を伴う地震のモニタリング能力向上プロジェクト」の詳細計画策定調査に参画し、平成 26年

度から実施予定の同プロジェクトの立ち上げに貢献した。

上記は計画通りであった。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Maeda, Y., and H. Kumagai, An analytical formula for the longitudinal resonance frequencies of a fluid-filled

crack, Geophys. Res. Lett., 40, doi:10.1002/grl.51002, 2013.

Maeda, Y., H. Kumagai, R. Lacson, M. S. Figueroa II, and T. Yamashina, Source process of long-period

seismic events at Taal volcano, Philippines: Vapor transportation and condensation in a shallow hy-

drothermal fissure, J. Geophys. Res., 118, doi:10.1002/jgrb.50205, 2013.

Kumagai, H., R. Lacson, Y. Maeda, M. S. Figueroa II, T. Yamashina, M. Ruiz, P. Palaciose, H. Ortiz, and

H. Yepes, Source amplitudes of volcano-seismic signals determined by the amplitude source location

method as a quantitative measure of event size, J. Volcanol. Geotherm. Res., 257, 57-71, 2013.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット

他機関との共同研究の有無：有

インドネシア気象気候地球物理庁（ファウジ地震・津波センター長、他 30名）

フィリピン地震火山研究所（レナト・ソルディム所長、他 20名）



エクアドル国立理工科大学地球物理研究所（ウゴ・イェペス所長、他 20名）

フィジー鉱物資源局（ラサルサ・ブエティンバウ地震課長、他 5名）

トンガ国土調査天然資源省（ケレピ・マフィ地震課長、他 5名）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：ネルソン・プリード 　

所属：観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット

図 1．
2012年 1月から 2013年 11月の期間にフィリピンで発生した地震の SWIFTによって推定された CMT解



図 2.
図 1に示された地震の SWIFTによる CMT解の地震モーメントに対するヒストグラム（白）と対応する GCMTに
よる CMT解のヒストグラム（黒）。

図 3．
2013年 10月 15日のボホール地震（Mw7.2）とその余震の分布。



平成 25年度年次報告

課題番号：3013

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

強震波形データを利用した震源過程の推定

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

ア．断層面の不均質性と動的破壊特性

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

イ．強震動・津波の生成過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　リアルタイム・準リアルタイムに配信される地震観測データを更に迅速に解析に取り込むこと、強

震波形及び地下構造のデータベースを活用してグリーン関数の高精度化を図ることにより、精度の高

い震源破壊過程の推定を地震発生後の早い時期において実現することを目標とする。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　リアルタイム化された地震観測網による地震波形データを即時に解析システムに取り込むこと、準

リアルタイムに配信される震源情報、震源メカニズム情報との連携を高めて断層面など震源逆解析に

必要なパラメタの速やかな設定を可能とすることにより、大地震発生直後における震源過程解析の更

なる迅速化を図る。また、防災科研において構築されている地下構造データベースと連携することに

より、地震発生直後においてもできるだけ精度の高いグリーン関数を用いた震源過程の推定を図る。

さらに、これまで蓄積されてきた中小地震や余震の強震波形記録を用いて地下構造モデルを効率的に

チューニングする手法の開発とその手法を用いた解析システムの構築を行い、観測点ごとに適切なグ

リーン関数を短期間で構築することを目指す。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　精度の高い震源破壊過程を被害地震の発生後短時間で推定するために、震源過程解析システムの改

良を進めた。まず強震観測網K-NET、KiK-netによる強震波形記録および広帯域地震観測網 F-netの速



度型強震計による波形記録、AQUAによる即時震源情報とモーメントテンソル解、F-netによるモーメ

ントテンソル解といった、震源過程解析に必要な波形記録、震源情報を即時に解析システムに取り込

む改修を行った。また Hi-netによる余震分布の描画や遠地波形記録の自動取得、3次元波動伝播可視

化ソフトでの断層面の描画など、解析結果の妥当性の検証を行う上で有用な機能の追加も行った。そ

して最終年度である平成 25年度は、これらの震源情報より断層面モデルを設定し、強震波形記録を用

いた震源過程解析を自動的に実行するようにシステムの改修を行った。自動解析においては、防災科

研地震ハザードステーション J-SHISにより公開されている地下構造データベースより構築された一次

元地下構造モデルをグリーン関数の計算に使用し、強震観測網データベースと連携して増幅度などの

観測点ごとの情報を用いてデータの選別を行うことにより、解析の精度を高めた。

　また複雑な断層面形状を震源過程解析で考慮できるように、曲面断層を用いた震源過程解析手法の

開発を行った。この手法を用いて 2008年岩手県沿岸北部の地震、2009年駿河湾の地震、2011年東北

地方太平洋沖地震および岩手県沖、茨城県沖で発生したM7クラスの余震など、既往研究で複雑な断

層面形状が示唆された地震や次第に形状の変化するプレート境界での地震群の震源過程を推定した。

さらに曲面断層を用いた解析手法の震源過程解析システムへの導入を行った。

　当初計画では地下構造モデルの効率的なチューニングによりグリーン関数を構築することにより、

精度の高い震源破壊過程を地震発生後短期間で推定することを目指していた。実際の成果では、震源

過程解析システムにおいて、地震直後に自動的な震源過程解析を可能としたこと、複雑な断層面モデ

ルを用いた解析を可能としたことにより、当初計画と同程度かそれ以上に最終的な目的を達成するこ

とができた。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Asano, K., H. Sekiguchi, T. Iwata, W. Suzuki, S. Aoi, and T. Kunugi, 2014, Source Process of the 2011

Off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake, in Studies on the 2011 Off the Pacific Coast of Tohoku

Earthquake, Natural Disaster Science and Mitigation Engineering: DPRI reports, Springer, 17-36.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット 　地震・火山

観測データーセンター

他機関との共同研究の有無：有

京都大学防災研究所（関口春子准教授）との共同研究を予定している。

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：青井真 　

所属：観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット



平成 25年度年次報告

課題番号：3014

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

噴火機構の解明と火山噴火シミュレーション開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-3）火山噴火過程

ア．噴火機構の解明とモデル化

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-3）火山噴火過程

イ．噴火の推移と多様性の把握

（５）本課題の５か年の到達目標：

　火山噴火予知や推移予測を定量的に行うため、地下におけるマグマの移動及び上昇過程について、

岩脈状マグマ貫入や火道内のマグマの発泡等についての定式化、モデル化を実施する。また、それに

基づく噴火予測のためのシミュレーション技術の設計・開発を行う。これとあわせ、噴火推移や事象

発生を確率的に評価する手法を開発する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　地下のマグマ移動過程のマスターモデル作成に向け、亀裂媒質中におけるマグマ貫入モデルのシミュ

レーションを行うとともに、関連する火山性地震・火山性地殻変動などの現象のモデル化を行う。ま

た、溶岩流・火砕流等のシミュレーションについて、技術の汎用化を行う。

　平成 21年度においては、マグマ移動過程マスターモデル Ver.1構築し、これをもとに噴火モデルを作

成する。これと連携し、溶岩流・火砕流等シミュレーション技術の汎用インターフェースを作成する。

　平成 22年度以降は、マグマ移動過程マスターモデルの高度化を進め、噴火予測のためのシミュレー

ション技術の開発を進める。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　個別要素法による 3次元応力場下でのマグマ移動シミュレーションを実施し、応力変化について検

討を行った。噴火／噴火未遂の支配条件について、物性パラメータ、マグマの過剰圧、応力場等の依



存性を評価し、thresholdを定量的に求めた。汎用インターフェースによる溶岩流シミュレーションを

実施するとともに、火砕流シミュレーションについても同じインターフェースで実施するための整備

を行った。確率評価では、Baysian Event Treeに確率モデルを統合する手法を開発した。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット

他機関との共同研究の有無：有

米国地質調査所（カルデラ火山の活動についての研究）

イタリア国立地球物理学火山学研究所（火山溶岩流災害軽減手法の開発）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：藤田英輔 　

所属：観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット



平成 25年度年次報告

課題番号：3015

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

高速剪断摩擦試験機を用いた断層摩擦の研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

ウ．摩擦・破壊現象の規模依存性

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

ア．岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地震予測に向けた地震発生の物理モデルの構築には、断層滑りを支配する岩石の破壊・摩擦現象の

解明し、さらに、それらの現象を支配する構成則を確立する必要がある。しかし、自然断層内で起こ

る摩擦現象の理解は，未だ十分に進んでいるとはいえない。そこで，本研究では、室内実験において，

自然地震の発生時に近い条件下で断層滑り再現し、岩石摩擦に関わる断層内素過程の把握を目指す。

特に，高速摩擦滑り時の断層の挙動を実験的アプローチにより理解することに重点を置く．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 19年度より防災科学技術研究所において運用開始したサーボ式高速剪断摩擦試験機を用いて以

下の研究を行う。

　1)６桁以上の幅広い速度レンジにおける断層滑りの摩擦特性を明らかにし、準静的な変形から地震

滑りに至る断層運動を説明できるモデル構築のための室内実験データを取得する。

　2)地震滑りの際に断層面において生成される地震波動を，実験室環境において測定し，高周波波動

生成と断層運動との関係を実験的アプローチにより明らかにする．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成２１年度は、サーボ式高速剪断摩擦試験機を用い、摩擦熔融が発生する条件下で一定速度の摩

擦すべり実験を行い、摩擦すべりとともにすべり面において発生する振動の連続測定を行った。摩擦

熔融の開始により放出される周波数成分に変化が見られたものの、断層面から放出される振動は、摩

擦熔融発生前が最も大きく、しかも、振幅の変化は強度弱化と関係していることから、この振動の生

成には、ガウジ粒子の生成が深くかかわっていることが推測された。

　平成２２年度は、サーボ式高速剪断摩擦試験機をもちいた実験において、高速剪断すべり中のすべ

り面の状況をモニターするため、回転側岩石試料につけたセンサーからの信号を取得出来るよう試験

機の改造を行い、高速すべり中の透過弾性波の振幅の連続測定および電気伝導度の連続測定を行った。



また、静止状態での透過弾性波振幅や電気伝導度の法線応力依存性を調査し，これらの物理量が断層

面の摩擦強度を反映していることを確認した。

　平成２３年度は、平成２２年度に改造を行ったサーボ式高速剪断摩擦試験機を用い、高速すべり中

の透過弾性波の振幅の連続測定および電気伝導度の連続測定を行い、データを取得、解析した。透過

波振幅の解析から、すべり面内に形成されるガウジ層の中の空隙が摩擦強度と関係していることがわ

かった。電気伝導度の解析からは、実接触面積の時間変化の情報が得られており、これら２つのデー

タを同時に取得し、解析することで、高速すべり時の摩擦のより詳細なメカニズムを得ることが期待

される。

　平成２４年度は、摩擦のスケール依存性を確認するため、防災科学技術研究所の大型振動台を用い

た二軸すべり摩擦実験を行った。議事断層すべり面のサイズは 0.5mx1.5mで 1.3MPaの垂直応力をか

けた環境下において、実験を行った。0.1-10mm/sのすべり速度帯域では、これまでの小サイズ岩石試

料を用いた実験結果と遜色のない摩擦係数が得られた。また、実験時に、すべりが試料端まで達しな

い、自然地震の発生と類似した stick slip eventを多数観測する事ができた。

　平成２５年度は、大型２軸試験機による摩擦データと高速剪断摩擦試験機による摩擦データを、可

能な限り同じ条件にて取得し、摩擦係数のスケール依存性を調査した。わずかであるが、スケール依

存性が確認され、その詳細を究明し、理論モデルを構築する必要がある事がわかった。また、大型２

軸試験機を用いた摩擦実験中に発生した stick slip eventの詳細を解析し、イベント発生直前には、前

駆的な preslipが存在する場合と、活発な前震活動が存在する場合がある事がわかった。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Yamashita, F., E. Fukuyama, and K. Mizoguchi (2014), Probing the slip-weakening mechanism of earth-

quakes with electrical conductivity: Rapid transition from asperity contact to gouge comminution, Geo-

phys. Res. Lett., 41, doi:10.1002/2013GL058671

Fukuyama, E., K. Mizoguchi, F. Yamashita, T. Togo, H. Kawakata, N. Yoshimitsu, T. Shimamoto, T.

Mikoshiba, M. Sato, C. Minowa, T. Kanezawa, H. Kurokawa and T. Sato (2014) Large-scale biaxial

friction apparatus using a NIED large-scale shaking table - Design of apparatus and preliminary results

-, Report of the National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 81, 1-21.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット

他機関との共同研究の有無：有

財団法人電力中央研究所、立命館大学

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：福山英一 　

所属：観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット



平成 25年度年次報告

課題番号：3017

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

SAR干渉解析による地殻変動把握技術の高度化およびその活用に関する研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（2）宇宙技術等の利用の高度化

ア．宇宙測地技術

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　陸域観測技術衛星「だいち」の活躍による火山・地震に関する地殻変動検出例が次々と報告されてお

り，SAR干渉法は火山・地震研究において欠かすことの出来ないツールになりつつある．しかし，未

だ大気等によるノイズの補正方法は十分に確立されておらず，現時点においても地殻変動モデルの推

定に大きな影響を及ぼすほどのノイズが重畳する場合があるという問題が残されている．そこで，こ

れまでの誤差軽減手法を効率よく併用した SAR干渉解析手法を確立させ，地殻変動検出精度を向上さ

せることが本課題の目標である．また，長期的な地殻変動をより精度良く検出する高精度 SAR干渉解

析手法（PS-InSAR法や SBAS法など）の活用について着手する．さらに，火山活動の活発化や地震が

発生した場合には，SAR干渉解析を実施し，マグマの動きや断層モデルの推定を行う．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21及び 22年度においては，これまでに開発した誤差軽減手法を併用した SAR干渉解析手法を

実施し，検出された地殻変動の精度評価を行う．平成 23から 25年度においては，長期的地殻変動の

検出のための高精度 SAR干渉解析手法（PS-InSAR法や SBAS法など）について着手する．また，火

山活動の活発化や地震が発生した場合には，適宜 SAR干渉解析を実施し，マグマの動きや断層モデル

の推定を行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　本課題においては，SAR干渉解析の高度化に関する研究および火山・地震に関する SAR解析研究

に関して成果が得られた．それぞれの成果についての概要を，以下に述べる．

　SAR干渉解析の高度化に関する研究においては，複数軌道（衛星）から得られる SAR干渉画像を用

いた時系列解析手法を開発した（Ozawa and Ueda, 2010）．陸域観測技術衛星「だいち」の PALSARに

よるシーン範囲は，隣の軌道に関するシーン範囲と重なっており，さらに，標準オフナディア角（34.3



度）だけでなく，オフナディア角 41.5度による観測も年に 1回程度の頻度で実施されているため，10km

程度の領域は，複数の軌道・オフナディア角で観測された SAR画像に含まれる．ただし，各軌道に関

するレーダー波の入射方向（LOS: Line-of-sight）ベクトルはそれぞれ異なるので，それぞれの軌道の

SAR干渉画像が示す地殻変動成分は異なる．しかし，これらのベクトルにもっとも適合する面を最小

二乗法で求めると，LOSベクトルの共通面からのずれは 1度以下である．つまり，すべての LOSベク

トルは，一つの面に含まれると仮定することができる．よって，各 SAR干渉画像で得られるスラント

レンジ変化は，共通面における水平成分（東西成分）およびそれに直交する成分（準上下成分：垂直

から南に約 10度傾く）の合成によって記述することができる．逆に，それらの成分を複数の SAR干

渉画像から逆解析によって求めることが可能である．この逆解析においては，各観測日のずれを考慮

した観測方程式を用いることにより，より正確に全期間の地殻変動を同時に推定することが可能であ

る．また，細かな地殻変動を推定する場合には，数値地形モデル（DTM）の誤差も有意に影響を受け

る場合があるので，その誤差成分も同時に推定する．さらに，地殻変動の時間変化は滑らかであると

仮定し，地殻変動の加速度を抑制する拘束条件を付与することにより，より高精度に地殻変動時系列

を推定する．

　開発した手法を三宅島に適用し，2006年から 2010年までの地殻変動時系列を求めた．この解析にお

いては，気象庁メソスケールモデルを用いた大気遅延誤差軽減手法や GNSSによる地殻変動を用いた

長波長誤差軽減手法を適用し，高精度化を試みた．三宅島については 6つの軌道から観測された SAR

画像を解析した．推定された地殻変動と GNSS観測による地殻変動を比較したところ，ほぼ 1cm以内

で一致した．推定された地殻変動において火口付近に注目すると，火口底が継続的に沈降する変化が

求まった．この沈降は，2008年まで 14cm/yrの速度で進行していたが，2010年においては，3cm/yrに

まで減速したことが明らかになった．火口の外側においては，東部で西進，西部では東進が求まった．

これは収縮する地殻変動と考えられる．

　ScanSARデータを用いた SAR干渉解析手法に関する研究も行った．PALSARのストリップマップ

モードの観測幅はおおよそ 70kmであり，SAR干渉解析によっては，そのシーン範囲内での相対的な

地殻変動しか得られない．M8クラスの地震に伴う地殻変動は，そのシーン範囲を超えるので，複数

の軌道から観測された画像を用いる必要があるが，この場合，観測時間が異なるため，詳細な議論が

困難になるという問題がある．ScanSARは，オフナディア角を変化させながら観測するモードであり，

空間分解能を低下させるかわりに，数 100kmの観測幅を実現する．本課題では，PALSARの ScanSAR

の level1.0データから Single Look Complex画像を作成する Full-Aperture法を適用するためのプリプ

ロセッサを開発した．開発したプロセッサを用いて，チリ地震，バハ・メキシコ地震，ニュージーラ

ンド地震等に関する SAR干渉解析を実施し，地殻変動を検出した．

　火山に関する SAR解析研究においては，国内外の火山に関する地殻変動調査を行った．特に，2011

年新燃岳（霧島山）噴火においては，噴火前後の地殻変動だけでなく，火口内に出現した溶岩の変遷

を定量的に捉えることに成功した．地殻変動調査においては，PALSARデータを用いた SAR干渉解析

を実施し，噴火前の膨張，噴火に伴った収縮，そして噴火後の再膨張が求まった（宮城ほか，2013）．

それらの地殻変動は，おおよそMogi (1958)による球状圧力源モデルで説明することができ，噴火前

の膨張，噴火時の収縮，噴火後の再膨張に関する地殻変動力源の位置は変化していないことが示唆さ

れた．また，地殻変動源における体積変化量を見積もったところ，噴火前は+1.7× 107m3，噴火時に

は-1.5× 107m3と推定された．

　次に，SAR画像から求めた，火口内に出現した溶岩の変遷 (Ozawa and Kozono, 2013)について述べ

る．新燃岳において 1月 19日に小噴火が発生したことに伴い，火山活動把握を目的とした ALOSによ

る緊急観測が実施された．ALOSの回帰周期は 46日であるが，通常観測では使用されないオフナディ

ア角を用いることにより，異なる軌道からも観測が行われ，高頻度に火口の画像が取得された．さら

に，ドイツの TerraSAR-X，カナダの RADARSAT-2による観測も要求し，数日毎に火口内の SAR画像

が得られた．噴火前の 1月 18日に観測された画像においては，火口底に散乱強度が弱い領域が見られ，

それは火口湖を示すものである．その火口湖を示す低散乱強度域が，1月 27日に取得された画像にお



いては明らかに消失している．そのかわりに，火口中央部に凸形状を持つような強度分布が見られる．

そのアジマス方向の幅は大まかに 100m程度である．翌日の午前中に実施されたヘリコプターによる

目視観測によれば，ほぼ同じ場所に溶岩ドームの出現が確認されており，この結果は，溶岩ドームは

その半日前には，すでに出現していた可能性を示すものである．ただし，SAR画像から判読される構

造は，空間分解能と比べて十分に高くないことから，鮮明とは言い難い．爆発によって形成された別

の構造を示す可能性も否定できないので，1月 27日の夜に，すでに溶岩ドームが出現していたかどう

かについては，議論の余地が残るところである．1月 29日に観測された画像からは，明らかに，凸形

状の構造が成長していることがわかる．さらに，1月 29日に観測された ALOS画像，1月 31日，2月

1日に観測された TerraSAR-X画像にも凸形状の構造が見られ，それは時間とともに成長しているよう

に見える．2月 3日と 2月 4日に取得された PALSAR画像には，2月 1日の画像と同様の凸形状の構造

が見られるが，それ以降に取得された画像では，その形状は徐々に平坦化しているように見える．そ

れは，溶岩の自重による変形を示すものかもしれない．また，2月 1日以降，繰り返しブルカノ式噴火

が発生し，その噴出物が堆積し，火口内表面の形状が平坦になる効果も大きいと考えられる．そして，

2月 4日以降に観測された PALSAR画像からは，その形状をはっきりと認識できなくなった．より高

分解能の TerraSAR-X，RADARSAT-2の画像においては，その表面の微細な表面形状を判読可能であ

り，ブルカノ式噴火によって生じた穴などを識別することが可能であった．より定量的に溶岩の体積

を調べるために，SAR画像からおおまかな地形を推定する手法を開発した．この手法は，DTMから

シミュレートされる散乱強度画像が，観測された画像と整合するように DTMを修正するものである．

この解析においては，溶岩の表面形状を回転楕円体の一部で近似し，その楕円体の中心の座標（緯度，

経度，高さ）と楕円体のパラメータ（水平方向の長径，短径，上下の系，水平方向の回転角）を試行

錯誤により決定する．推定された結果によれば，溶岩は火口湖の南西岸付近に出現し，そこを中心に

広がっていくという結果が求まった．溶岩出現前の地形との比較から火口内の溶岩の体積を求めたと

ころ，火口内の溶岩は 1月 29日頃から急激に増加し，1月 31日の体積は約 15万立米に達した．それ

以降に，体積は大きく変化していないように見える．1月 29日，30日，31日の体積は一定の速度で

増加しているように見えることから，それらに直線を当てはめると，88.7m3/secの噴出率が求まった．

さらに，その x切片は 29日 7時 33分（JST）に求まり，これは溶岩噴出期に見られた継続的な傾斜

変化が開始した時間と良く一致する．さらに，1月 31日の TerraSAR-Xの観測時間は継続的な傾斜変

動が停止する直前であるが，それ以降の観測画像から推定される体積は 1月 31日の画像から推定され

る体積と大きく変わらない．この結果は，推定された溶岩体積の信憑性を示すとともに，この時期の

傾斜変動と溶岩噴出のレートが深く関係していることを示唆している．また，溶岩が覆った領域も求

めることができた．これを Huppert et al. (1982)による理論式（平坦な場所に一定の噴出率で溶岩が噴

出した場合の面積の時間変化）に当てはめ，溶岩の粘性を推定したところ， 2.1GPa・sの粘性率が求

まった．88.7m3/secの噴出率と 2.1GPa・sの粘性率を考慮すれば，溶岩の噴出地点が火口の外側であ

れば，溶岩流として流下した可能性が考えられる．

　地震に関する SAR解析においては，国内外で発生した地震に関する地殻変動を調査した．特に，2011

年東北地方太平洋沖地震に関する地殻変動調査においては，地震に伴う局所的な沈降が，火山周辺に

おいて検出された（Ozawa and Fujita, 2013）．以下に，その結果について述べる．本地震の発生に関し

て実施された 7つの北行軌道および 2つの南行軌道から観測された PALSARデータを解析し，地震に

伴う地殻変動を捉えた．この結果と，GEONETによる地殻変動に整合する断層モデルを推定し，その

残差に着目したところ，秋田駒ケ岳，栗駒山，蔵王山，吾妻山，那須岳周辺に 5-12cm程度のスラント

レンジ伸長を示す残差が見られた．その幅はおおよそ 10-30kmである．このようなスラントレンジ変

化は大気電波伝搬遅延による擾乱に起因する場合が多いが，異なる観測日のデータに同様の変化がみ

られることや，GEONETによる地殻変動にも整合的な変化がみられることから，これは実際の地殻変

動シグナルであると考えられる．局所地殻変動は地震に関連して生じたと考えられることから，この

地殻変動は地震に伴う伸長変動に関係すると推測される．一般に，火山下にはマグマに関連した高温

の媒質が存在すると考えられ，そのような媒質は，周辺の媒質よりも変形しやすく，より大きく伸長



すると考えられる．その伸長変動に伴って，その直上付近に局所的な地殻変動が生じたという可能性

が考えられる．この仮説の検証のため，有限要素法を用いた数値実験を試みた．計算領域は 100km×

100km× 30kmとし，1km間隔の格子を設定し，各側面と下面の境界の要素に，推定した断層モデルか

ら Okada (1992)によって計算される変位を与えた．その媒質のポアソン比は 0.25，ヤング率は 72GPa

とした．さらに，その中心の直下 10kmに半径 5km，ヤング率 1GPaの媒質が含まれる場合についても

計算し，一様媒質で計算した場合との差から，局所的な地殻変動を計算した．その結果，低ヤング率

を設定した媒質の直上に，局所的な沈降が生じることが確かめられた．また，その沈降域は，主ひず

みの短縮軸方向に延びるような分布をしており，これは SAR干渉解析から得られた地殻変動分布と調

和的である．一方，数値実験から求まった沈降量が数 cmであるのに対して，観測されたスラントレン

ジ変化量は 5-12cm程度である．数値実験によって，観測された地殻変動を再現するためには，巨大な

やわらかい媒質を，極めて浅い領域に設定する必要があり，現実的ではないように思われる．この地

殻変動を説明するためには，複数のマグマだまりの存在や，減圧に伴うマグマの流下による収縮変動

の可能性も考えられる．このような成分は，力源の収縮によって説明することができるので，数値実

験により求まった断層走向方向には収縮，直交方向には膨張の成分を持つという特徴と異なる．よっ

て，より密な 3次元地殻変動情報があれば，これらを分離することができるかもしれない．

　以上のように，本課題においては，SAR干渉解析の高度化に関する研究および火山・地震に関する

SAR解析研究に関して成果が得られ，当初の目的はほぼ達成されたと考えられる．ただし，SAR干渉

解析の高度化については，いまだ多くの課題が残されており，今後も継続して解析手法の高度化を進

める必要がある．また，間もなく，ALOS-2などの新たな SARミッションが開始される予定であり，

これらの SARデータを用いることにより，より詳細な地殻変動が得られるようになると期待される．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
宮城洋介，小澤拓，河野裕希，2013，DInSAR及び GPSによって検出された，霧島山・新燃岳 2011

年噴火に伴う地殻変動，火山，58，341-351．

Ozawa, T. and T. Kozono, 2013, Temporal variation of the Shinmoe-dake crater in the 2011 eruption revealed

by spaceborne SAR observations, Earth Planets Space, 65, 527?537.
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課題番号：3018

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

火山活動把握のためのリモートセンシング技術活用

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（2）宇宙技術等の利用の高度化

イ．リモートセンシング技術

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

（５）本課題の５か年の到達目標：

　航空機リモートセンシング技術を用いて、熱的活動、火山ガス等の火山体表面状態の計測を実施し、

火山活動を評価する技術を開発する。火山活動が活発化した場合には、対象火山について同技術を活

用した観測を行う。さらに、これらより得た、火山体表面状態の基本情報を整備する。また、噴煙監

視や火山放出物把握のために、レーダーなどを用いた計測技術を開発する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　当所の航空機搭載型超多波長スキャナ（ARTS）を活用し、平常時の火山体表面状態の計測を実施

し、熱的活動、火山ガス等の火山活動を評価する技術を開発する。また活動が活発化した火山に対す

る観測も適宜実施する。これらから得た火山体表面状態の基本情報をデータベースなどとして整備す

る。また現業レーダーなどによる噴煙観測データの収集、解析を行い、レーダーなどを用いた計測技

術を開発する。

　平成 21年度は、ARTSによる火山体表面状態の計測を実施するとともに、火山ガス濃度分布把握技

術の開発を行う。また現業レーダーが捉えた 2008年の桜島の噴火事例について、火山噴出物の時間変

化、空間分布の定量的な評価を試みる。

　平成 22年度以降は、ARTSによる火山体表面状態の計測を実施するとともに、火山ガス濃度を通常

の観測項目化することの実現、ARTSの超多波長情報を活用した観測精度の改善手法の検討、ARTS

の多波長データで実現できる新規な観測項目に関する取りまとめ、火山体表面状態に関する基本情報

のデータベース化手法の検討及びデータベースのプロトタイプの完成、などを実施する。また、現業

レーダーのデータについて噴煙観測データの収集、解析を継続的に行うとともに、可能であれば MP

レーダー化された現業レーダーのデータを解析する。さらに、噴煙監視レーダーのプロトタイプ実現

に関する基礎的な取りまとめを行う。



（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
航空機リモートセンシング技術

　平成 21年度：ARTSのオーバーホールと再較正（4年ごと実施する特別保守）を 8月～2月に実施，

完了した．ARTSにより浅間山と三宅島を 2010年 3月に観測した．また，火山ガス濃度分布把握技術

の開発として，2008年に取得した桜島の赤外多波長観測データを解析し，A火口及び昭和火口付近の

二酸化硫黄ガス濃度分布を推定する手法を開発した（推定濃度：数 ppmv～数十 ppmv）．

　平成 22年度：火山ガス濃度分布把握技術の汎用化を目指し，H21年度に開発した ARTSの赤外多

波長データを用いた火山ガス濃度分布把握技術を，2010年 3月 18日に観測した三宅島のデータに適

用した結果，火口内の SO2ガス濃度分布を把握でき，本手法の汎用化の目処を得た．また ARTSによ

る火山観測を，阿蘇山中岳（観測日：2010年 11月 20日），桜島南岳（観測日：2010年 11月 21日），

霧島山新燃岳（観測日：2010年 11月 24日）で実施し，火口内の輝度温度分布，温度頻度分布，放熱

率，ガス濃度分布を推定した．また火山体表面状態に関する基本情報のデータベース化手法の検討と

して，2007年から 2010年の浅間山の ARTSによる観測事例に対し，共通のデータ処理手法として，可

視画像，輝度温度分布と地形図との重ね合わせ表示や放熱率，輝度温度頻度分布情報の解析を適用し

た，観測データの提示手法の構築を行い，結果を防災科学技術研究所研究資料にまとめた．

　平成 23年度：ARTSによる観測機会を拡大するために，ARTSを小型化する技術開発に着手した．

H23年度は単発機への搭載手法の検討を行い，その目処をつけた．また，火山体表面状態に関する基

本情報のデータベース化手法の検討として，阿蘇山と桜島の ARTSによる観測事例（阿蘇:2008年 4月

4日，2010年 11月 20日，桜島:2008年 4月 8日，11月 26日，2010年 11月 21日）について，可視

画像，輝度温度画像，放熱率，輝度温度頻度分布等の解析を行った．また，ARTSの多波長データで

実現できる新規な観測項目に関する検討として，スペクトルデータの解析によるマグマの物性に関連

する SiO2含量の推定技術開発に着手した．H23年度は FTIRにより LWIR領域での放射率の間接計測

を実現する装置を構築し，玄武岩，安山岩，流紋岩の放射率スペクトルが，SiO2の含量の相違により

異なることが確認できた．

　平成 24年度：ARTSによる観測機会を拡大するための ARTSを小型化する技術開発を H23年度に

引き続き実施した．H24年度は単発機搭載用の現行 ARTS用新型小型制御装置を完成させ，ARTSの

センサユニットを単発機に搭載し，その制御を実現する準備ができた．また，火山体表面状態に関す

る基本情報のデータベース化手法の検討として，浅間山について，可視画像，輝度温度画像，放熱率，

輝度温度頻度分布等の解析を行った．また，ARTSの多波長データで実現できる新規な観測項目に関

する検討を進め，昨年度に開始したスペクトルデータの解析によるマグマの物性に関連する SiO2含量

の推定技術開発として，H24年度は FTIRを用いた画像計測手法による安山岩，流紋岩の反射率の試

験計測を行った．その結果，H23年度に計測した火成岩の放射率は，構成物（石基）のスペクトルの

平均スペクトルである可能性が示唆された．

　平成 25年度：ARTSによる観測機会を拡大するための ARTSを小型化する技術開発を H24年度に引

き続き実施した．H25年度は単発機搭載用の新型 LCDモニタとその搭載用インターフェースを完成さ

せた．これより ARTSの単発機搭載作業は，センサーと搭載航空機のインターフェースの製作を残す

のみとなった．また，火山体表面状態に関する基本情報のデータベース化手法の検討として，桜島に

ついて，可視画像，輝度温度画像，放熱率，輝度温度頻度分布等の解析を行った．また，ARTSの多

波長データで実現できる新規な観測項目に関する検討を進め，H25年度は FTIRを用いた画像計測手

法において反射率（放射率）計測における表面形状の影響を調べるための表面形状計測手法の検討実

施した．その結果，白色干渉法や共焦点レーザ法で，安山岩，流紋岩の研磨サンプルの凹凸形状がミ

クロンオーダーで計測できることを確認した．以上より，概ね当初の計画を遂行できた．

レーダーを用いた計測技術

　平成 21年度：2009年桜島の噴火事例について，国土交通省Ｘバンド降雨レーダーのデータを収集

した（計３事例，2008年と合わせて計 12事例）．これらの現業レーダーがとらえた桜島の噴火事例

について，火山噴出物の時間変化，空間分布の定量的（降水強度換算）評価を行うためのデータ解析，



表示プログラムを開発した．その結果，複数の観測事例について火山噴出物の時間変化，空間分布の

評価ができた．

　平成 22年度：2008年 2月 3日，2月 6日，7月 28日の桜島の爆発的噴火について，鹿児島県垂水市

に設置されている国土交通省の Xバンド気象レーダーがどのように噴火を捉えていたかを調査し，噴

火監視レーダーの可能性と問題点を検討した．その結果，在来型Ｘバンド気象レーダーによる桜島の

爆発的噴火の観測は可能であり，高時間分解能の観測（１分毎）や高空間分解能の観測（250m～500m

間隔）ができることが分かった．またレーダー観測シャドウ域や降水と灰との識別が今後の問題点と

してあることを確認した．

　平成 23年度：現業レーダーのデータの解析として，2011年 1月～3月の間に起きた霧島新燃岳の顕

著な噴火事例計 27事例について，国土交通省河川局の国見山レーダーおよび釈迦岳レーダーのデータ

（Cバンド，H，V偏波）を収集・解析し，噴煙検出期間，最大反射強度，積算反射強度を求めた．こ

れらの解析結果および反射強度の時系列解析から，現業用気象レーダーは顕著な火山噴火現象の監視

に有効であることがわかった．しかしながら，レーダービームの観測高度以下の噴火は検出できない，

降雨時の噴火は降雨エコーと混在して検出できない場合がある等の問題点も分かった．また，噴煙監

視レーダーの開発のための技術調査（主に文献調査）を行った．

　平成 24年度：昨年度に解析した，2011年 1～3月の間に起きた霧島新燃岳の顕著な噴火事例計 27

事例を捉えた現業レーダーのデータより，国土交通省河川局の国見山レーダーの 1月 26日，27日の

データ（Cバンド，H，V偏波）を選択し，レーダー反射因子と地上の火山灰降灰量実測値との関係を

解析した．その結果，A-Z関係（power low）を仮定した場合，統計的に積算レーダー反射因子と地上

降灰量の線形関係が求められた．しかしながら，求められた係数は，各噴火の観測において異なる値

となった．この要因として，噴煙の粒径分布，粒子形状，それらの降下時のレーダーから見た形態等

が考えられ，反射因子差（ZDR）等を用いた補正等の必要性が示唆された．

　平成 25年度：鹿児島大学と連携し，気象レーダーによる噴煙観測技術開発を推進した．これまで

の研究で，気象レーダーは爆発的噴火に伴う噴煙の観測に有効な手段であることがわかってきた．し

かし，定量的な噴煙量推定のためには噴煙粒子の電波散乱特性を明らかにする必要がある．H25年度

は，定量的噴煙量推定の検討として，気象レーダーが検出できる噴煙粒子の最小反射因子を明らかに

するとともに，噴煙粒子の偏波パラメータの特徴を明らかにするための研究を実施した．噴煙の散乱

計算によるレーダーの感度評価として，桜島を事例として，降雨時における各レーダーの検出可能な

最小反射因子 (MDR)をシミュレートし評価した．その結果，噴煙の近くに位置するレーダーのMDR

は小さいこと，波長によって降雨減衰の影響が異なることを定量的に評価できた．噴煙粒子の偏波パ

ラメータの特徴評価として，2013年 8月 18日（16:31-27:31 JST）に，国交省垂水 Xバンド MPレー

ダにより取得された，桜島の噴火事例を解析した．その結果，反射強度（ZH）と反射因子差（ZDR）

に，火砕物のふるい分けを示唆する特徴がみとめられた．以上より，概ね当初の計画を遂行できた．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Jitsufuchi T., 2013, Thermal infrared surveys for mapping surface temperature and sulfur dioxide plumes

at Sakurajima Volcano (Minamidake A-crater, Showa crater) using the airborne hyperspectral scan-

ner, Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2013 IEEE International, 715-718, doi:

10.1109/IGARSS.2013.6721257

T. Jitsufuchi, 2013, Validation of LWIR Hyperspectral Image Data of an Airborne Hyperspectral Imager

(ARTS) for Volcano Observations, Seventh International Conference on Advanced Vibrational Spec-

troscopy (ICAVS7), August 2013, P-061

實渕哲也，2014，航空機搭載型光学スキャナーによる火山災害の観測，光学第 43巻第 2号（2014年

2月），66-72

M. Maki, T. Maesaka, and T. Kozono (2013): Polarimetric radar observations of volcanic eruptions. IAVCEI

2013, Kagoshima.



真木雅之，2013，気象レーダによる定量的降灰量推定（１）－レーダで検出可能な最小反射強度－，

火山学会予稿集，53

真木雅之，2013，気象レーダで検出可能な噴煙の最小反射強度について，東大地震研共同利用研究集

会「火山現象のダイナミクス・素過程研究」，12月

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット 　水・土砂防

災研究ユニット

他機関との共同研究の有無：有

宇宙航空研究開発機構、国土交通省などの協力を得て実施。

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：實渕哲也 　

所属：観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット



平成 25年度年次報告

課題番号：3019

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

ＧＰＳ解析手法の高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（3）観測技術の継続的高度化

ア．地下状態モニタリング技術

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

ウ．東海・東南海・南海地域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　最新の気象数値モデル等を用いて、１日以内の準リアルタイムの大気伝播遅延補正を可能にするた

めの手法を開発する。また、最新の全球気象数値モデルを用いて、全球的な気圧配置の変動に起因す

る地球の気圧荷重個変形を高精度で計算し、１日以内の準リアルタイムの気圧荷重変動補正を可能に

するための手法を開発する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、ＪＭＡのメソスケールモデルを用いて、１日以内の準リアルタイムで大気

伝播遅延補正を行うためのプログラムの開発を行う。

　平成 22年度においては、実際の観測データを用いて、１日以内の準リアルタイムで大気伝播遅延補

正を行い、精度の評価を行う。

　平成 23年度においては、ＪＭＡのグローバルモデルを用いて、１日以内の準リアルタイムで大気荷

重変動補正を行うためのプログラムの開発を行う。

　平成 24年度においては、実際の観測データを用いて、１日以内の準リアルタイムで大気荷重変動補

正を行い、精度の評価を行う。

　平成 25年度においては、平成 24年度に開発したプログラムを用いて実際の観測データに適用した、

１日以内の準リアルタイムでの大気荷重変動補正の精度評価を完了させる。東海地域等の GEONET観

測網のルーチン的な解析に、本研究で開発した大気伝播遅延補正手法や大気荷重変動補正手法を組み

込むためのルーチン解析プログラムの改良に着手する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　１日以内の準リアルタイムで、GEONET観測データの RINEXファイルを自動的に収集・解析・アー

カイブするプログラムを開発した。また、JMAのメソスケールモデル及びグローバルモデルを自動



的にダウンロードするプログラムも開発した。さらに、JMAのメソスケールモデルを用いて、国内

GPS観測データの大気伝播遅延量を補正するプログラムについて、情報通信研究機構の共同研究者か

らの提供を受けた。これらのプログラムを組み合わせることにより、関東地方及び東海・伊豆地域の

GEONET観測データを用いて、１日以内の準リアルタイムで大気遅延補正を行った場合について、精

度評価を行った。JMAのグローバルモデルを用いて、１日以内の準リアルタイムで大気荷重変動補正

を行うためのプログラムを開発した。関東地方及び東海・伊豆地域の GEONET観測点で、１日以内の

準リアルタイムでの大気荷重変動補正を行った場合の精度評価を行った。開発したプログラムを用い

て東海地域等の GEONET観測網のルーチン的な解析に、本研究で開発した大気伝播遅延補正手法や

大気荷重変動補正手法を組み込むために、ルーチン解析プログラムを改良した。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
島田誠一，2013，伊豆地方・駿河湾西岸域の国土地理院と防災科研の GNSS観測網による地殻変動

観測（2011年 9月～2013年 6月），地震予知連絡会報，90，222-227．島田誠一，2013，関東

地方の GEONET観測網による地殻変動（2010年 6月～2013年 6月），地震予知連絡会報，90，

178-181．S. Shimada, 2013, Evaluation of IGS reprocessed precise ephemeris applying the analysis of

the Japanese domestic GPS network data,防災科学技術研究所研究報告, 81, 1-6.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
島田 　誠一

他機関との共同研究の有無：有

情報通信研究機構 　トーマス 　ホビガー・市川 　隆一

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：島田誠一 　

所属：防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット



平成 25年度年次報告

課題番号：3020

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

深層等高温用地震計の開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（3）観測技術の継続的高度化

ウ．大深度ボアホールにおける計測技術

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　日本列島及びその周辺域における地殻活動を正確にモニタリングすることは、地震発生の予測をす

る上で最も基本的かつ重要な事項である。地殻活動のモニタリング精度を向上するためには、少しで

も発生源に近づくことが重要であり、特に首都圏をはじめとする人工的雑音の多い地域や堆積（たい

せき）層が厚い地域では、高精度な観測を行うために、大深度ボアホールでの観測が必要となる。し

かしながら、大深度においては地温が上昇するため、通常の地震計では安定な観測ができず、高温用

地震計が必要となる。モニタリングを目的とした観測においては、安定性は精度と同様に重視すべき

性能である。本課題では地下深部の高温環境下で安定動作する、地震計、傾斜計、強震計を開発する

ことを目標とする。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　既存のセンサーや既存センサーの改良品から高温環境で確実に動作するものを選定する。これらの

センサーと高温対応の部品を用い高温対応の地震計を試作する。試作した地震計は高温槽による地上

試験を行うほか、高温環境にある観測井で地震観測を行い、安定性を評価する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　高温用地震計に用いるセンサーとして、油田掘削時に坑井の傾斜を把握する目的に使われている高

温用加速度計、および、ダウンホール検層に用いられる短周期速度計を選定し、恒温槽試験で 4ヶ月の

稼働を確認した。これらのセンサーは、傾斜、強震動、微小地震の観測が可能なスペックを持つ。さ

らに、これらのセンサーを組み込んだ、高温用地震計の試作機を製作し、岩手県八幡平市の試験井に

おいて、91℃環境下での試験観測に成功した。平成 25年度には、いくつの地震記録を得ている。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：



独立行政法人防災科学技術研究所 　観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット

独立行政法人防災科学技術研究所 　社会防災研究ユニット

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：功刀卓 　

所属：観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット



平成 24年度年次報告

課題番号：3021

（１）実施機関名：

（独）防災科学技術研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

日本海溝海底地震津波観測網の整備

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（2）超巨大地震とそれに起因する現象の予測のための観測研究

ウ．超巨大地震から発生する津波の予測

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ア．列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

イ．強震動・津波の生成過程

3. 新たな観測技術の開発

（1）海底における観測技術の開発と高度化

ウ．海底実時間観測システム

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（2）超巨大地震とそれに起因する現象の予測のための観測研究

ア．超巨大地震の震源域における地殻活動のモニタリング

（５）本課題の５か年の到達目標：

　東北地方太平洋沖では引き続き規模の大きな海溝型地震が発生し，今後も強い揺れや高い津波に見

舞われる恐れがある．正確な地震・津波情報の提供は，東北地方を地震・津波から守り，災害に強い



まちづくりを進める上で極めて重要である．このため，海域の観測網により津波を直接検知し，早期

に正確な情報を提供することは，適切な防災・減災のために必要不可欠である．また，東北地方太平

洋沖で発生する詳細な地震像は明らかになっておらず，震源域に近い海域の観測網により，地震を連

続観測して，精度高く地震像を解明することは，将来の地震発生予測に貢献するとともに，復興過程

における被災地の都市計画，防災計画に貢献するものである．そこで北海道から房総沖に至る日本海

溝周辺において地震・津波観測網を整備する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　北海道から房総沖に至る日本海溝周辺において地震・津波観測網を順次整備する．観測網は６つの

ケーブルシステムと合計約 150点の観測点から成る．各観測点には複数の地震計及び津波を観測する

ための水圧計が設置されている．

（７）平成 24年度成果の概要：
　海洋調査を実施し，観測点配置とケーブルルートを決定した（図）．地下構造調査を実施し，ケー

ブルルートに沿った浅部地下構造を求めた．

（８）平成 24年度の成果に関連の深いもので、平成 24年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
金沢敏彦，2012，日本海溝海底地震津波観測網について 　－観測網の概要とその背景－，地震本部

ニュース，2，6-7．

金沢敏彦，2012，日本海溝海底地震津波観測網について２ 　－観測網のシステム概要と期待される効

果－，地震本部ニュース，3，6-7．

KANAZAWA, Toshihiko, UEHIRA, Kenji, KUNUGI, Takashi, NOGUCHI, Shin-ichi, SEKIGUCHI, Shoji,

SHIOMI, Katsuhiko, AOI, Shin, MATSUMORO, Takumi, OKADA, Yoshimitsu, SHINOHARA, Masanao,

and YAMADA, Tomoaki, 2012, Ocean bottom seismic and tsunami network along the Japan Trench,地

球惑星科学関連学会合同大会予稿集, HDS26-06.

Kenji Uehira, Toshihiko Kanazawa and Shin’Ichi Noguchi, Shin Aoi, Takashi Kunugi, Takumi Matsumoto,

Yoshimitsu Okada, Shoji Sekiguchi, Katsuhiko Shiomi, Masanao Shinohara, Tomoaki Yamada, 2012,

Ocean bottom seismic and tsunami network along the Japan Trench, AGU Fall Meeting, OS41C-1736.

植平賢司・金沢敏彦・野口伸一・功刀 　卓・汐見勝彦・青井 　真・関口渉次・松本拓己・岡田義光・篠原

雅尚・山田知朗，2012，日本海溝海底地震津波観測網の概要，日本地震学会講演予稿集，D11-09．

植平賢司・金沢敏彦・野口伸一・功刀 　卓・汐見勝彦・青井 　真・関口渉次・松本拓己・岡田義光・篠

原雅尚・山田知朗，2012，日本海溝海底地震津波観測網の整備について，海洋調査技術学会第２

４回研究成果発表会講演要旨集，42-43．

（９）平成 25年度実施計画の概要：
　房総沖ルート，三陸沖北部ルート，福島沖・茨城沖ルート，宮城沖・三陸沖ルートの敷設工事を行う．

（10）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人 　防災科学技術研究所

観測・予測研究領域 　地震・火山防災研究ユニット

海底地震津波観測網整備推進室

他機関との共同研究の有無：有

北大，弘前大，東北大，東大地震研，千葉大，JAMSTEC，地理院，気象庁，気象研，海上保安庁

日本海溝海底地震津波観測網の整備に関する運営委員会等を通じて協力いただいている．また，東

大学地震研には観測網データのバックアップシステムを設置する．



（11）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 　アウトリーチ・国際研究推進センター

電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp

URL：http://www.bosai.go.jp/index.html

（12）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：金沢敏彦 　

所属：防災科学技術研究所

日本海溝海底地震津波観測網の配置図



平成 25年度年次報告

課題番号：4001

（１）実施機関名：

（独）海洋研究開発機構

（２）研究課題（または観測項目）名：

プレート境界型地震発生サイクルの再現性の向上

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ア．地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

イ．地殻活動予測シミュレーションの高度化

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

イ．先行現象の発生機構の解明

3. 新たな観測技術の開発

（1）海底における観測技術の開発と高度化

ア．海底地殻変動観測技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　超巨大地震や連動型地震などで見られる超サイクルを含めた地震発生サイクル中の再来間隔や規模

の変化のメカニズムを明らかにして、南海トラフや十勝沖、宮城沖等を対象として発生パターンの再

現性の向上を目指す。



（６）本課題の５か年計画の概要：

　海域に面的に展開した超稠密地震探査・地震観測等を陸域の観測データに加えることにより、巨大

地震の発生場の構造及び物性とその変動を明らかにし、数値シミュレーションにより巨大地震発生に

関する評価を実施する。

　具体的には、地震波、電磁気データ等を用いた各種構造探査を実施し、日本ならびに周辺の精緻な

地殻構造を明らかにする。それらと、地震観測・地殻変動観測等によって得られた地球物理的データ

や物質科学的研究結果を用いて、統合化地殻媒質モデルの構築を行う。また、粘弾性媒質を考慮した

モデルでの地殻変動計算を可能にして、観測データとの比較とその再現性向上を目指す。地震発生予

測シミュレーションにおいては、粒子フィルター等の最新のデータ同化手法をプレート境界型地震に

適用するための基礎研究を行い、計画期間中に二次元断層でのデータ同化手法のプロトタイプを構築

する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　南海連動性評価のためのシミュレーションに必要な地震発生帯の物理モデルの高度化を目指して、

日向灘から東海沖までの構造探査および地震観測を実施した。その結果、（１）南海トラフ巨大地震の

新しい想定震源域の西端には、南海トラフに沈み込む海洋性地殻から九州パラオ海嶺の厚い地殻へと

変化する構造境界が存在すること、（２）深部低周波微動の発生域の構造は一様ではなく空間的変化

があること、（３）紀伊水道周辺では、沈み込むプレートの形状変化だけでなく、上盤の島弧地殻内部

にも大きな変化があることを示唆する強反射面が存在することが明らかになった。さらに、取得した

データの一部を用いた構造解析の結果に基づき、南海トラフの３次元的なプレート形状と速度構造モ

デルを構築し、可視化した。

　また、南海トラフの巨大地震発生シナリオの検討として、階層アスペリティモデルを適用して地震

発生帯浅部と深部での地震性滑りを生じるモデルにおいて、浅部の摩擦パラメタを変えていった場合

に、あるしきい値を境に浅部滑りの有無や地震の起こり方が急激に変化することが分かった。さらに、

南海トラフ巨大地震震源域西縁付近の豊後水道や日向灘での SSE，地震，余効すべりの発生様式を定

性的に再現した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Hyodo, M. and T. Hori: Re-examination of possible great interplate earthquake scenarios in the Nankai

Trough, southwest Japan, based on recent findings and numerical simulations, Tectonophys., 600,

175?186, 2013

Takahashi, T., Yamamoto, Y., Obana, K., Nakanishi, A., Kodaira, S., and Kaneda Y., 3-D distribution of

random velocity inhomogeneities in southwestern Japan and the western part of the Nankai subduction

zone, J. Geophys. Res., 118(5), 2246-2257, 2013.

Yamamoto, Y., Obana, K., Takahashi, T., Nakanishi, A., Kodaira, S., and Kaneda, Y., Imaging of the

sub ducted Kyushu-Palau Ridge in the Hyuga-nada region, western Nankai Trough subduction zone,

Tectonophys., 589, 90 -102, 2012.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地震津波・防災研究プロジェクト

他機関との共同研究の有無：有

東京大学、東北大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、防災科学技術研究所

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：経営企画部企画課

電話：046-867-9205



e-mail：onishik@jamstec.go.jp

URL：http://www.jamstec.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：金田義行 　

所属：地震津波・防災研究プロジェクト



平成 25年度年次報告

課題番号：4002

（１）実施機関名：

（独）海洋研究開発機構

（２）研究課題（または観測項目）名：

収束型プレート境界での地殻進化メカニズムの解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

イ．上部マントルとマグマの発生場

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

エ．マグマの分化・発泡・脱ガス過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地球深部起源マグマの物質科学的解析、地球深部の状態を明らかにするための超高圧下での物性測

定・相平衡実験、及びこれらに必要な実験的手法の検討などを行うことにより、地球内部の物質循環

に関する地球内部ダイナミクスモデルを構築する。

　また、プレート運動から堆積層内諸現象まで海底下の様々なスケールの表層現象に関して観測、実

験、シミュレーションを実施する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　成熟度の異なる沈み込み帯（東北本弧、西南日本弧、伊豆ボニンマリアナ弧・サンギヘ弧における

地殻物質・マグマの岩石学的・地球化学的特性を解析し、島弧地殻の進化と大陸地殻の形成過程に関

する知見を得る。

　また、伊豆・小笠原弧で得られた地震探査データの処理・解析を進め、島弧地殻成長過程、背弧海

盆拡大過程を明らかにする。

　平成 21年度においては、既存及び新たに採取する資料を用いて、上記の沈み込み帯における地殻物

質・マグマの岩石学的・地球化学的特性を解析し、島弧地殻の進化と大陸地殻の形成過程におけるマ

グマ活動の役割を評価する。

　また、これまでに得られた構造探査データを統合的に解析し、伊豆・小笠原島弧、背弧システム全

体の地下構造を 3次元的に明らかにする。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　伊豆小笠原マリアナ弧（ IBM弧）で得られた地殻物質・マグマの岩石学的・地球化学的特性と地震探

査による地殻構造から、島弧地殻の進化と大陸地殻の形成過程に関して新しい知見が得られ、新たな

仮説も提出された。特記すべき事は、玄武岩の海底火山の地下に、なぜか安山岩らしき中部地殻が厚

く存在していることである。「海底火山の下に大陸地殻ができ、どんどん成長しているように見える」



初生マグマをはじめ、沈み込み帯で生み出されるマグマはほとんどが玄武岩のマグマである。海底火

山自体も玄武岩からなるものが多い。玄武岩のマグマからいったいどうやって安山岩の大陸地殻がで

きるのだろうか？

これらの謎の解明に向けて、伊豆小笠原マリアナ弧（ IBM弧）において、島弧地殻の進化と大陸地殻の

形成を包括的に理解することを目的とする４つの掘削 Project IBM（ IBM-1, IBM-2, IBM-3, IBM-4）を

提案してきた。その結果 IBM-1, 2及び 3は 2014年 3月 30日から 6か月かけて米国 Joides Resolution

号により掘削される。また、「ちきゅう」を用いた超深度掘削（ IBM-4）は平成 25年 4月のWorkshop

Chikyu+10で、「ちきゅう」が掘削すべきプロジェクト（ちきゅうプロジェクト）として認定された。

また、25年度の特筆すべき結果としてはマリアナ弧のパガン火山から初生マグマを発見したことであ

る（Tamura et al., 2014）。この成果は 11月に JAMSTECからプレス発表され、NHKなどのニュース

で放映され、26年 2月には BSフジのガリレオ Xにおいて、西之島のマグマの成因を探る結果として

報道された。また、JSTのサイエンスニュース 2013の 1つとして、YouTubeなどでも好評公開されて

いる。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Tamura, Y., Ishizuka, O., Stern, R.J. et al. (2014). Mission Immiscible: Distinct Subduction Components

Generate Two Primary Magmas at Pagan Volcano, Mariana Arc. Journal of Petrology 55, 63-101.

Tamura, Y., Busby, C., and Blum, P., 2013. Izu-Bonin-Mariana Rear Arc: the missing half of the subduction

factory. IODP Sci. Prosp., 350. doi:10.2204/iodp.sp.350.2013

Ribeiro, J., Stern, R.J., Martinez, F., Ishizuka, O. et al.(2013). Geodynamic evolution of a forearc rift in the

southernmost Mariana Arc. Island Arc 22, 453-476.

Hanyu, T., Dosso, L., Ishizuka, O. et al. (2013). Geochemical diversity in submarine HIMU basalts from

Austral Islands, French Polynesia. Contributions to Mineralogy and Petrology 166, 1285-1304.

Li, Y-B., Kimura, J.-I., Machida, S., Ishii, T., Ishiwatari, A., Maruyama, S., Qiu, H.-N., Ishikawa, T., Kato,

Y., Haraguchi, S., Takahata, N., Hirahara, Y.,Miyazaki, T. (2013). High-Mg Adakite and Low-Ca Boni-

nite from a Bonin Fore-arc Seamount: Implications for the Reaction between Slab Melts and Depleted

Mantle. Journal of Petrology, doi:10.1093/petrology/egt008.

Takahashi, T., Hirahara, Y., Miyazaki, T., Senda, R., Chang, Q., Kimura, J.-I., Tatsumi, Y. (2013). Primary

magmas at the volcanic front of the NE Japan arc: Coeval eruption of crustal Low-K tholeiitic and

mantle-derived Medium-K calc-alkaline basalts at Azuma volcano. Journal of Petrology, 54, 103-148.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地球内部ダイナミクス領域

地球内部ダイナミクス基盤研究プログラム

他機関との共同研究の有無：有

東京工業大学、東京大学、インドネシア地質科学研究所、国立極地研究所、Spring-8

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：経営企画部企画課

電話：046-867-9205

e-mail：onishik@jamstec.go.jp

URL：http://www.jamstec.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：田村 　芳彦 　

所属：地球内部ダイナミクス領域地球内部ダイナミクス発展研究プログラム



平成 25年度年次報告

課題番号：4003

（１）実施機関名：

（独）海洋研究開発機構

（２）研究課題（または観測項目）名：

深海地球ドリリング計画

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

3. 新たな観測技術の開発

（1）海底における観測技術の開発と高度化

ア．海底地殻変動観測技術

ウ．海底実時間観測システム

（５）本課題の５か年の到達目標：

・巨大分岐断層の掘削・コア試料採取及び長期孔内計測による地震断層の継続的観測の実施

・大水深・大深度ライザー掘削技術及び深部掘削孔内計測技術の開発

（６）本課題の５か年計画の概要：

・平成 21年度においては、熊野灘沖南海トラフの掘削を継続して行う。巨大地震を引き起こす固着領

域直上において、科学掘削としては初めてのライザー掘削を行うとともに、高精度地下構造探査等の

実施によって、より正確な地下構造や物性に関するデータ取得を行う。また、海溝より南側 (海側)の

堆積物を掘削し、地震発生帯に持ち込まれる堆積物などの起源物質を明らかにする。

・平成 22年度においては、巨大分岐断層浅部及びプレート境界断層上部に、長期孔内計測装置を設置

し、地殻変動の連続観測を開始する予定である。また、巨大分岐断層・プレート境界断層をターゲッ

トとした深部掘削を開始する予定である。

・平成 23年度～25年度にかけてはプレート境界断層に到達する掘削を行い、掘削コア試料の採取及

び物理検層等によって、海溝型巨大地震発生域の物性の解明を目指す。また、長期孔内計測による微

小変動のモニタリングを開始し、継続的観測データを取得する。 　

・また、５か年を通じて大水深・大深度ライザー掘削技術及び地震断層のリアルタイム観測を行うた

めに、深部掘削孔内計測技術の開発を行う。



・南海トラフ以外の地震観測研究については、コスタリカ沖、房総沖、相模湾等の掘削提案があり、

IODPの枠組みの中で実施を検討する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
・2011年 3月 11日発生の東北地方太平洋沖地震を受けて、各種緊急調査により甚大な地震・津波災害

を引き起こした断層活動の場所が絞り込まれた。それを受け、統合国際深海掘削計画（ IODP）では、

今回の地震断層を特定し、そこでの摩擦熱を計測することにより、どのようなメカニズムで地震が発

生したかに迫る緊急調査掘削計画をまとめ、H24年 4-5月及び 7月に地球深部探査船「ちきゅう」に

よる調査掘削を実施した。この調査掘削では、掘削同時検層や試料採取により、断層深度を絞り込み、

その断層周辺に密に温度計を設置することに成功し、長期温度計測を現在も実施している。これまで

に検層データから、地震発生時に海溝付近で大きな応力開放が起こったことを明らかにした（Lin et

al., 2013)。また掘削試料を用いた摩擦実験等も精力的に行われている。

・南海掘削は海底下 3,600mまで掘削する予定だったが、天候急変による機器トラブルのため海底下

2000mまで掘進し、中断した。そのため別途ライザーレス掘削を実施した。H25年度以降引き続きプ

レート境界断層到達に向けた掘削を実施する予定。

・南海掘削の H25年度実施事項は、昨年度までに海底下 2000mまで掘進した地点で、同孔をさらに

掘進し、海底下 3058.5mまで掘削することにした。この深度は科学掘削としては世界記録となった。

また、連続的な検層データの取得、海底下 2163-2218.5mまでのコア試料の取得にも成功した。海底下

2900mまで孔内保護管（ケーシング）を設置し、さらなる掘削を今後続ける予定である。ただ孔内の

環境が極めて不安定であることも明らかになったので、今後の掘削計画を見直し、安全に掘削する方

策を検討していく。

・H24年度に東北地方太平洋沖地震調査掘削によって設置した孔内温度計の回収を試み、全ての温度

計の回収に成功した。断層の残留摩擦熱の計測に成功した。この地震断層の特徴として、非常に薄く

（5m以下）、弱い岩石（粘土からなる）からなり、また断層運動時の摩擦熱により膨張した水の影響

で、より摩擦係数が小さくなる状況が発生し、そのために日本海溝軸付近で水平に 50mも滑る現象が

起り、大津波が発生したと理解された。これらの成果は３編同時に国際誌に発表された。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Lin Weiren, et al., Stress state in the largest displacement area of the 2011 Tohoku-oki Earthquake, SCI-

ENCE, 339, 687-690, 2013. Tanikawa et al., Fluid transport properties in sediments and their role in

large slip near the surface of the plate boundary fault in Japan Trench, EPSL, 382, 150-160, 2013.

Chester et al., Structure and composition of the plate-boundary slip-zone for the 2011 Tohoku-oki

earthquake, SCIENCE, 342, 1208-1211, 2013. Ujiie et al., Low coseismic shear stress on the Tohoku

megathrust determined from laboratory experiments, SCIENCE, 342, 1211-1214, 2013. Fulton et al.,

Low coseismic friction on the Tohoku-oki fault determined from temperature measurements, SCIENCE,

342, 1214-1217, 2013.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地球深部探査センター

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：経営企画部企画課

電話：046-867-9205

e-mail：onishik@jamstec.go.jp

URL：http://www.jamstec.go.jp



（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：倉本真一 　

所属：地球深部探査センター企画調整室



平成 25年度年次報告

課題番号：4004

（１）実施機関名：

（独）海洋研究開発機構

（２）研究課題（または観測項目）名：

南海掘削研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

イ．地殻・上部マントルの物性の環境依存性

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　科学掘削により得られた掘削コア試料を活用し、地球環境の変遷、地球内部における物質循環、地

殻変動等に関する研究を総合的に行う。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　海底総合調査により、地震断層の分布、活動度・活動履歴を明らかにし、陸上地質調査、掘削コア

試料の解析により断層岩の微細構造と力学的特性を明らかにする。IODP掘削コア試料と陸上試料を

用い、海溝堆積物から深部付加体までの物質進化、流体・ガス移動、熱史を明らかにし、付加体形成

のモデル構築を行う。

　平成 25年度においては、南海トラフ地震発生帯において海底下 3600mまでの掘削を行い、

分岐断層上盤を構成する岩石の物理特性、応力状態を明らかにする。南海掘削研究の比較研究として

東北沖地震調査掘削及びコスタリカ沖地震発生帯掘削で得られた検層データ、掘削試料の解析を行い、

断層帯の特性や応力状態に関する研究を進める。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　南海トラフ地震発生帯掘削を継続して展開し、平成 25年度までに紀伊半島沖で南海トラフから東南

海地震発生域の至る海域において 10地点以上で浅部掘削を実施し、地震発生域周辺の堆積岩の特徴や

応力状態を把握した。長期孔内観測所を複数点で設置し、海底ケーブルへの接続とリアルタイム観測

に成功した。平成 25年度は海底下 2000mまでの掘削を行い、分岐断層上盤を構成する岩石の物理特

性と応力状態が明らかとなった。平成 24年度に実施した東北沖掘削調査で実施した掘削同時検層と試

料採取、温度計の設置・回収により 2011年東北沖地震で大きなすべりを起こした海溝近傍の断層の実

体と挙動が明らかとなり、平成 25年度にその成果が Science誌に公表された。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Chester, F.M., C. Rowe, K. Ujiie, J. Kirkpatrick, C. Regalla, F. Remitti, J.C. Moore, V. Toy, M. Wolfson-

Schwehr, S. Bose, J. Kameda, J.J. Mori, E.E. Brodsky, N. Eguchi, S. Toczko, Expedition 343 and 343T

Scientists, 2013. Structure and Composition of the Plate-Boundary Slip Zone for the 2011 Tohoku-Oki

Earthquake. Science, v. 342, 1208-1211.



Ujiie, K., H. Tanaka, T. Saito, A. Tsutsumi, J.J. Mori, J. Kameda, E.E. Brodsky, F.M. Chester, N. Eguchi,

S. Toczko, Expedition 343 and 343T Scientists, 2013. Low Coseismic Shear Stress on the Tohoku-Oki

Megathrust Determined from Laboratory Experiments. Science, v. 342, 1211-1214.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地球内部ダイナミクス領域

固体地球動的過程研究プログラム

他機関との共同研究の有無：有

京都大学、東京大学、東北大学

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：経営企画部企画課

電話：046-867-9205

e-mail：onishik@jamstec.go.jp

URL：http://www.jamstec.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：斎藤実篤 　

所属：地球内部ダイナミクス領域固体地球動的過程研究プログラム



平成 25年度年次報告

課題番号：4005

（１）実施機関名：

（独）海洋研究開発機構

（２）研究課題（または観測項目）名：

総合海底観測ネットワークシステムの技術開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（1）海底における観測技術の開発と高度化

ウ．海底実時間観測システム

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

3. 新たな観測技術の開発

（1）海底における観測技術の開発と高度化

ア．海底地殻変動観測技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　既存の海底観測システムの継続運用と海底ケーブルシステム高電圧化に関する開発

（６）本課題の５か年計画の概要：

　ケーブルで結んだ多数のセンサーから構成されるリアルタイム総合海底観測システムに関する研究

開発及びそれらの運用を行う。これにより、プレート境界における地震、津波、地殻変動を海底にお

いて、継続的に観測することを可能とする。

　引き続き、相模湾初島沖観測ステーションをはじめ、海底地震総合観測システム（１号機：高知県室

戸岬沖・２号機：北海道釧路・十勝沖）、豊橋沖ケーブル先端に接続した海底観測ステーションの運用を

継続し、長期連続観測を実施する。平成１８年度に開始した「地震・津波観測監視システム（DONET1）

構築」については、平成２２年度中の一部運用開始、平成２３年度より本格運用開始を開始している。

　また、新たな地震・津波観測監視システム構築に向けた研究開発を実施する。現在構築中の地震・

津波観測監視システムは中電圧（3000V）であるため、ケーブル長は 300km、観測点数は 40観測点が

限度である。より拡張性があり、特に広域に展開するにはシステムの高電圧化が必要である。高電圧

化によって、観測網展開後に観測網を拡張することが可能となれば、計画当初に設定する海域の外に

必要に応じて新たな観測拠点を構築し、更にそれを中心に観測点を展開できる。そこでここでは、シ

ステムの高電圧化に関する下記の技術開発を行った。

・多段分岐可能な基幹ケーブル分岐機能の開発

・給電システムの高電圧（最大 10kW）化にともなう海中部構成機器の改良

・任意に拡張する海中観測点と陸上局との間に専用の通信回線を確立する技術



今後は実海域及び陸上における各システムの構築を進める予定としている。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　相模湾初島沖観測ステーション、海底地震観測総合システム、豊橋沖ケーブル先端に接続した海底

観測ステーションの運用を継続し、2011年東北地方太平洋沖地震をはじめとする地震津波並びに当該

津波に伴う海底付近の流向・流速変化等の深海環境変動を検出した。平成 25年度は、10月 26日に発

生したM7.1の福島県沖の地震の際に波高換算で 1cm程度の水圧変動（微小津波）を検出している。ま

た、これまで蓄積された初島沖及び釧路・十勝沖観測システムの水中音響データの再調査により、地

震に伴う泥流や混濁流の音響的な検出例を見出した。

　DONET 1については、DONET1データを用いた緊急地震速報や津波警報の高度化に資する即時解

析研究や、プレート境界浅部での低周波微動やゆっくり滑りをはじめとする南海トラフ地震発生帯研

究を実施した。また、上記計画で掲げていた海底ケーブルシステム高電圧化に関する開発を平成 24年

度までに完了し、DONET1よりも広域な観測エリアに多数の観測点を整備する DONET2の構築に備

えた。

　DONET2実海域への展開のために、事前調査航海として、和歌山県西方沖の音響測深機による海底

地形調査、曳航体による海底ケーブル敷設予定ルートのルートサーベイ、及び観測機器設置予定点に

おいてピストンコアによる採泥調査を実施した。これらの調査結果から、海底ケーブル敷設ルートと

観測点構築位置の決定を行った。なお、陸上局設置予定地では海底ケーブルの陸揚げに関する工事を

実施した。

　平成 25年度には、前年度までに製造を終了した観測網構成機器等を用いて、当年度に予定していた

紀伊半島西方沖 (徳島県側)に敷設予定分の海底ケーブルシステムのシステムアッセンブリテスト (SAT)

を実施し、基幹ケーブルを敷設した。またこの敷設に併せて徳島県側の陸上設備を整備した。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
崔鎭圭・西田周平・横引貴史・川口勝義, 2013,細径光海底ケーブル自動敷設システムの開発,平成

25年度海洋理工学会春季大会.

Iwase, R. and I. Takahashi, 2013, Multidisciplinary long term deep seafloor observation with cabled obser-

vatories in JAMSTEC, 1st International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics.

Iwase, R., 2013, Archive and excavation of acoustic data and videos on deep safloor off Hatsushima Island

in Sagami Bay, The 34th Symposium on UltraSonic Electronics.

岩瀬良一, 2013,レガシーデータから「発掘」された相模湾初島沖における深海音響イベント,海洋音

響学会 2013年度研究発表会.

岩瀬良一, 2013,ハイドロフォンで聴く深海泥流／混濁流,日本地震学会 2013年度秋季大会.

Kawaguchi, K., 2013, Submarine Cabled Real-time Seafloor Observatory for Earthquake and Tsunami Mon-

itoring, International Workshop on Underwater Technology.

Kawaguchi, K., et al., 2013, Tsunami Monitoring Using Submarine Cabled Seafloor Observatory, Proceed-

ings of International Symposium on Ocean Electronics 2013.

Kawaguchi, K., 2013, Design and Engineering Approach of Earthquake and Tsunami Observatory Network

in Seafloor, BPPT DONET Workshop.

川口勝義・荒木英一郎・星野政之・横引貴史・松本浩幸・西田周平・崔鎭圭・高橋成実・馬場俊孝・金

田義行, 2013,地震津波観測監視システム DONET2の構築,ブルーアースシンポジウム 2014.

Yokobiki, T., et al., 2013, The New Cabled Observation System ; DONET2, International Cable Protection

Committee 2013.

横引貴史・松本浩幸・荒木英一郎・川口勝義, 2013, ROVによる海底ケーシング設置技術の開発,ブルー

アースシンポジウム 2014.



（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地震津波・防災研究プロジェクト

他機関との共同研究の有無：有

気象庁地震火山部

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：経営企画部企画課

電話：046-867-9205

e-mail：onishik@jamstec.go.jp

URL：http://www.jamstec.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：金田義行 　

所属：独立行政法人海洋研究開発機構 　地震津波・防災研究プロジェクト



平成 25年度年次報告

課題番号：4006

（１）実施機関名：

（独）海洋研究開発機構

（２）研究課題（または観測項目）名：

銭洲海嶺南縁での地殻活動および地下構造評価

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（2）超巨大地震とそれに起因する現象の予測のための観測研究

ア．超巨大地震の震源域における地殻活動のモニタリング

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布

（５）本課題の５か年の到達目標：

　銭洲海嶺を含めた海域は、島弧地殻を持つフィリピン海プレートが衝突する地域であり、通常の海

洋性地殻の沈み込み形態とは異なる。銭洲南側で確認されている新たな沈み込みだけではなく、上盤

側に発達する断層分布や下盤側の地殻構造は、東南海地震発生域、南海地震発生域とも異なる分布を

示す。島弧地殻衝突域のプレート境界構造をとりまとめ、想定される複数の断層モデルに基づき、津

波の波高を計算する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　銭洲海嶺を含む東海沖での高精度構造探査を実施し、これまで独立行政法人海洋研究開発機構で実

施してきた探査データと併せて、構造をとりまとめる。新たな沈み込みの可能性が示唆される銭洲南

縁に関係する上盤側の地殻変形、下盤側のプレート構造を明らかにし、幾つか想定される断層モデル

を用いて津波発生の可能性を探る。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　これまで実施して来たデータのとりまとめ、および新たな地震探査を実施した。これまでのデータ

からは、プレート境界には銭洲海嶺と同様な走向を持つ高まりが前弧域下に確認されている。これら

の高まりは内部に P波速度 6km/sを持つ島弧地殻に近い構造列を形成していることが明らかになって

きた。銭洲海嶺・南海トラフを横断する反射法地震探査データからは、銭洲海嶺の南北で構造が大き

く異なる様子が捉えられている。南側では隆起・圧縮に伴う基盤堆積層の変形が見られる一方、北側



ではフィリピン海プレートの沈み込みが確認できるが、沈み込みに伴う変形がほとんどみられない特

徴があることがわかった。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地震津波・防災研究プロジェクト

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：経営企画部企画課

電話：046-867-9205

e-mail：onishik@jamstec.go.jp

URL：http://www.jamstec.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：金田義行 　

所属：地震津波・防災研究プロジェクト



平成 25年度年次報告

課題番号：4007

（１）実施機関名：

（独）海洋研究開発機構

（２）研究課題（または観測項目）名：

東南海地震震源域におけるリアルタイムデータを用いたデータ同化研究の推進

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（2）超巨大地震とそれに起因する現象の予測のための観測研究

イ．超巨大地震の長期評価手法

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ア．地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

（５）本課題の５か年の到達目標：

　実データを用いた逐次データ同化のプロトタイプを構築する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　実データとして、GEONETならびに DONETの観測データを（準）リアルタイムにデータベース化

していくとともに、データ同化手法として粒子フィルターのプログラムを整備し、それを適用するた

めの地震発生サイクルシミュレーション結果を蓄積する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　GEONETならびにDONETの観測データを蓄積するデータベースを構築するとともに、定期的かつ自

動的にデータを取り込むシステムを構築した。また、粒子フィルターのプログラムを作成し、GEONET

データと地震発生サイクルシミュレーション結果の比較を行った。その結果、1996年以降の西南日本の

上下変化に概ね整合するシミュレーション結果が得られるとともに、豊後水道 SSEのようにシミュレー

ションに含まれていない現象が、データとシミュレーションのずれとして現れることが確認できた。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
堀高峰・宮崎真一・兵藤守・中田令子・金田義行,プレート境界すべりのアンサンブル予測にもとづ

くプレート境界地震発生予測システムの構築,日本地震学会 2012年度秋季大会, A31-06（招待講

演）, 2012.

兵藤守・中田令子・堀高峰・金田義行,地震発生予測システムのためのシミュレーションデータベース,

日本地震学会 2012年度秋季大会, A31-11, 2012.



（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地震津波・防災研究プロジェクト

他機関との共同研究の有無：有

京都大学

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：経営企画部企画課

電話：046-867-9205

e-mail：onishik@jamstec.go.jp

URL：http://www.jamstec.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：金田義行 　

所属：地震津波・防災研究プロジェクト

図 1 　実データとシミュレーション結果の比較
GEONETによる 1996年以降の西南日本での上下変動と、固着域の範囲を様々に変えた地震発生サイクルのシミュ
レーション結果を比較した。その結果、紀伊半島先端などでデータに見られる時間変化と整合する結果とそうで

ない結果が明瞭に区別できるとともに、豊後水道 SSEのようにシミュレーションに含まれない現象が、データと
のずれとして認識できる。



平成 25年度年次報告

課題番号：5001

（１）実施機関名：

（独）産業技術総合研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

地球観測衛星による火山観測の研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（2）宇宙技術等の利用の高度化

ア．宇宙測地技術

イ．リモートセンシング技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　今後とも定常的に，地球観測衛星を用いた火山観測計画を立案し，観測を依頼する．観測画像はWeb

ベースの火山衛星画像データベースとして公開する．地球観測衛星を用いて，火山活動に伴う火山噴

出物，噴煙，変色海水，温度異常，地殻変動などを観測し，火山災害の低減を図るとともに，火山噴

火過程の解明に役立てる．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　ASTER及び PALSARを用いた火山観測計画を立案し，観測を依頼する．また，ASTER以外の衛星

画像についてもデータベース化の可能性について検討する．定常的な観測に加えて，噴火の危険があ

る場合や噴火中には，衛星による緊急観測を依頼し，速やかに画像解析を実施しその結果を公表する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
平成 21年度～25年度の間に，9回の火山噴火イベントに対応して ASTERを用いた緊急観測計画を立

案し観測を依頼した．2009年サリチェフ火山噴火の際と 2013年西之島海底火山噴火の際には画像解

析結果をホームページで公開した．火山衛星画像データベースについては，新たに約 93,000シーンの

衛星画像を追加登録し，全登録シーン数が 184,000シーンとなった．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Urai, M., 2014, Time series analysis of discolored seawater reflectance observed by Advanced Visible and

Near Infrared Radiometer type 2 (AVNIR-2) at Fukutoku-Okonaba submarine volcano, Japan. Journal

of Volcanology and Geothermal Research, 269, 23-27.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：



地質情報研究部門，情報技術研究部門

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：産業技術総合研究所 　地質情報研究部門

電話：

e-mail：

URL：http://unit.aist.go.jp/igg/ci/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：浦井稔 　

所属：地質情報研究部門 　情報地質研究グループ



平成 25年度年次報告

課題番号：5002

（１）実施機関名：

（独）産業技術総合研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

地下水等総合観測による地震予測精度の向上

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

イ．地震・火山現象に関する情報の統合化

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

イ．先行現象の発生機構の解明

（５）本課題の５か年の到達目標：

　紀伊半島～四国周辺に，8点の新規地下水等総合観測施設を整備して合計 20点とする．東海・東南

海・南海地震想定震源域の深部周辺で発生するM6-6.5相当の短期的ゆっくり滑りを準リアルタイムで

検出するシステムの構築，短期的ゆっくり滑りに伴う地下水変化の検出とそのメカニズム解明，過去

の南海地震前の地下水位低下メカニズムの推定を行う．

（６）本課題の５か年計画の概要：

・平成 21－ 25年度：新規観測網（8点）の整備．短期的ゆっくり滑りや地震に伴う地下水・地殻変動

の検出と解析．過去の南海地震前後の地下水変化・海水面変化等を系統的に調査する．

・平成 22-24年度：短期的ゆっくり滑り自動検出システムの開発．



・平成 24-25年度：短期的ゆっくり滑り活動度変化の把握。過去の南海地震前の地下水変化のメカニ

ズム推定．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
＊当初目標や計画に相当する成果

・東南海・南海地震予測の為の地下水・地殻変動観測点を 4点整備して，同観測点は合計 16点となった．

・産総研・防災科研・気象庁との共同研究により，３機関の歪・地下水・傾斜データをリアルタイム

で共有して解析するシステムを開発し，東海地域周辺でMw（モーメントマグニチュード）5以上，紀

伊半島～四国周辺でMw5.5以上の短期的ゆっくり滑りが検知できるようになり，短期的ゆっくり滑り

について一様で詳細な時空間変化を把握出来るようになった（第 1図）．ひずみ計データによる短期

的短期的ゆっくり滑りの自動検出プロトタイプを作成した．遠地地震波で短期的短期的ゆっくり滑り

が誘発される現象があることを紀伊半島で見いだして報告した．周期から考えて，次の発生が近いと

予想される時に遠地地震波が来ると誘発すると推定できる．

・短期的ゆっくり滑りに伴う地下水圧変化を世界で初めて検出した（第 2図）．短期的ゆっくり滑り

による地表付近の体積ひずみ変化がその原因である．南海トラフで発生する短期的ゆっくり滑りによ

る地表付近の体積ひずみ変化は最大でも 10-20nstrain/日なので (nstrain=10−9)，その検出に必要なノイ

ズレベルを 5nstrain/日と考えた時の，地下水観測による短期的ゆっくり滑り検出条件も明らかにした

（第 3図）．

・地理調査所（現国土地理院）と水路局（現海上保安庁）の測量データを統合し，各地の地震前後の

地変（地下水変化や海面変化等）についての目撃証言も参考にすることで，四国太平洋沿岸部の 13カ

所において，1946年南海地震発生時を含む 70年程度の期間において，数年～数十年間隔での定量的

な上下変動を推定した．その内の 11カ所においては，1946年南海地震の数日～数ヶ月前時点の変化

も推定できた．得られた結果は，南海地震前に異常な上下変動があったことを示唆し，それによって

地震前の地下水位変化も生じたと考えられる．

＊当初目標や計画以外の成果

・2011年東北地方太平洋沖地震後に，日本全国で地下水位や水圧等が低下する現象が多数認められた．

同地震によって，日本の広い範囲で体積歪が増加（地盤が伸張）したことが主な原因と考えられ，そ

れらをとりまとめて報告した．

・2010年チリ地震の表面波によるダイナミックな体積歪変化による地下水圧変化に周波数依存性があ

ることを日本の観測井戸において検出し，多孔質弾性論を新たに発展させることで観測結果を理論的

に説明した．

・2001-2005年に，地震に伴う地下水変化の研究のために台湾で構築された 16点の地下水観測点の内

6点について 2006年以降のデータを元に地震や地殻歪に対する感度の評価を行った．地震後の変化に

おいては，歪変化より地震動の寄与の方が大きいことが示唆された．

・東海地域における国土地理院の GNSSおよび水準測量データを統合解析し，2000年代前半の長期的

スロースリップを跨ぐ期間の固着とすべり欠損の時空間発展を同時に推定した．その結果，固着の回

復には時間がかかることが明らかになった．また，固着とスロースリップを統一的に解釈するモデル

を提示し，東海地方では長期的・短期的スロースリップは同じ領域で発生していると考えられること

を示した（第 4図）．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
板場智史・北川有一・小泉尚嗣・高橋誠・松本則夫・武田直人・木村尚紀・木村武志・松澤孝紀・汐見

勝彦，2013,東海・紀伊半島・四国における短期的スロースリップイベント（2012年 11月～2013

年 4月），地震予知連絡会会報，90，254-269.

板場智史・北川有一・小泉尚嗣・高橋誠・松本則夫・武田直人・木村尚紀・木村武志・松澤孝紀・汐見

勝彦，2014,東海・紀伊半島・四国における短期的スロースリップイベント（2013年 5月～2013



年 10月），地震予知連絡会会報，91，印刷中.

北川有一・板場智史・小泉尚嗣・高橋誠・松本則夫・武田直人，2013,紀伊半島～四国の歪・傾斜・地

下水観測結果（2012年 11月～2013年 4月），地震予知連絡会会報，90，382-393.

Kitagawa,Y. and N.Koizumi,2013, Detection of short-term slow slip events along the Nankai Trough via

groundwater observations, Geophys.Res.Lett., 40, 6079-6083, doi:10.1002/2013GL058322.

北川有一・松本則夫，2013，2013年 4月 13日淡路島付近の地震（M6.3）に伴う水位・歪変化，地震

予知連絡会会報，90，394-397.

北川有一・小泉尚嗣・高橋誠・佐藤努・松本則夫・大谷竜・板場智史・桑原保人・佐藤隆司・木口努・

長郁夫，2013，近畿地域の地下水位・歪観測結果（2012年 11月～2013年 4月），地震予知連絡

会会報，90，379-381.

小泉尚嗣，2013，水文学的・地球化学的手法による地震予知研究についての第 12回日台国際ワーク

ショップ報告，地震学会ニュースレター，25, 3,20-22.

小泉尚嗣・北川有一・高橋誠・佐藤努・松本則夫・板場智史・桑原保人・佐藤隆司・木口努・長郁夫，

2014，近畿地域の地下水位・歪観測結果（2013年 5月～2013年 10月），地震予知連絡会会報，

91，印刷中.

Koizumi,N., 2013, Earthquake prediction research based on observation of groundwater - Earthquake fore-

casting based on crustal deformation estimated from groundwater level change - 　[Translation from

Synthesiology, Vol.6 No. 1, pp. 24-33(2013)], Synthesiology English Edition,6,1,27-37.

Ochi, T. and T. Kato, 2013, Depth extent of the long-term slow slip event in the Tokai district, central Japan:

A new insight, J. Geophys. Res., 118, 4847-4860, doi:10.1002/jgrb.50355.

高橋誠・小泉尚嗣・松本則夫・北川有一・板場智史・佐藤努，2013,東海・関東・伊豆地域における地

下水等観測結果 (2012年 11月～2013年 4月)(47)，地震予知連絡会会報，90，320-326.

高橋誠・小泉尚嗣・松本則夫・北川有一・板場智史・佐藤努，2014,東海・関東・伊豆地域における地

下水等観測結果 (2013年 5月～2013年 10月)(48)，地震予知連絡会会報，91，印刷中.

武田直人・松本則夫・北川有一・板場智史・小泉尚嗣・高橋誠，2014,紀伊半島～四国の歪・傾斜・地

下水観測結果（2013年 5月～2013年 10月），地震予知連絡会会報，91，印刷中.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
活断層・地震研究センター 　地震地下水研究チーム

他機関との共同研究の有無：有

気象庁，防災科学技術研究所，名古屋大学，京都大学，鳥取大学，神奈川県温泉地学研究所，台湾

成功大学等

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：活断層・地震研究センター地震地下水研究チーム

電話：029-861-3656

e-mail：tectono-h-ml@aist.go.jp

URL：http://unit.aist.go.jp/actfault-eq/tectonohydr/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：小泉尚嗣 　

所属：活断層・地震研究センター



第 1図 　歪（ひずみ）・傾斜・地下水データの統合解析による短期的ゆっくり滑りの検知能力．
産総研・防災科研 Hi-net・気象庁の観測点における，任意の 3点の観測点でノイズレベル以上の変化が検出される
短期的ゆっくり滑りの最小のモーメントマグニチュード（Mw）の分布を示す（板場・他, 2012，日本地球惑星科
学連合 2012年大会, SCG63-P09）．



第 2図 　短期的ゆっくり滑りに伴う地下水圧変化
2012年 10月に三重県直下で発生した短期的ゆっくり滑りに伴う産総研の ANO観測点（三重県津市）での地下水
圧変化。ANO観測点には観測井戸が３つあり，その内の孔 1(ストレーナ深さ：499-514m)と孔 2（ストレーナ深
さ：196-209ｍ）で地下水圧が 10月 2-4日に顕著に変化した．孔１と孔２は，地下水位が地表より上に来るので，
孔を密閉して水圧で測定を行なっている．水平ひずみの nstrainは 10−9のひずみを意味する．N38Eというのは，
北から東まわりに 38度回転した方向という意味。地下水圧と水平ひずみは，潮汐・気圧・影響を除去してある．
地下水圧については，さらに降雨の影響も除去してある（Kitagawa and Koizumi,2013）．



第 3図 　地下水位（水圧）の体積歪感度とノイズレベルと短期的ゆっくり滑りの検出可能範囲（灰色の領域）
最大歪（ひずみ）感度:10mm/nstrainは，地下水位（水圧）測定において通常観測される最大のもの．最小ノイズ
レベルは，同測定において通常観測される最小のもの．ANOは，第 2図の ANO観測点での体積歪感度とノイズ
レベルの範囲を示す．



第 3図 　東海地方における長期的スロースリップ（ゆっくり滑り）前後の固着とスロースリップ分布の推定結果．
東海地方における長期的スロースリップの [A]発生前，[B]期間中，[C]収束後を示す．黒い枠線で囲んだ所が計
算領域．灰色の部分はノイズレベル以上の滑りや滑り欠損が検出できなかった所．枠内の白い部分は，ノイズレ

ベル以上の滑りや滑り欠損が検出された所．コンターは 5mm/year間隔．15mm/year以上の滑りが検出されている
所をピンク，15mm/year以上の滑り欠損が検出されているところを青で示している．紫の点線はすべての図で同じ
位置に引かれており，[A]の期間の固着分布の下限を示す．[A]と [B]の比較から，スロースリップ分布の中心は
固着の下限に相当することがわかる．また [A]と [C]の比較から，スロースリップ後に深い部分の固着が回復して
いないことがわかる (Ochi and Kato, 2013)．



平成 25年度年次報告

課題番号：5003

（１）実施機関名：

（独）産業技術総合研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

内陸地震発生予測シミュレーターの開発

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

イ．地殻活動予測シミュレーションの高度化

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　主に糸静線活断層帯を対象に地質構造と応力場に関する観測に基づいて物理モデルを構築し，シミュ

レーションとアンサンブル予測手法により予測モデル構築を目指す．

（６）本課題の５か年計画の概要：

・平成 21年度は，主に糸静線活断層帯を対象に応力場の測定・評価，構造モデル検討，シミュレータ

の基礎解析として粘弾性の組み込みを行う．

・平成 22年度は，引き続き応力場の測定・評価を実施し，構造モデル試作，シミュレータの試作を

行う．

・平成 23年度は，応力場のまとめを行い，構造モデル作成，シミュレータのチューニングを行う．

・平成 24年度は，構造・応力場の総合的なモデル作成を行い，シミュレータでアンサンブル予測を実

施する．

・平成 25年度は成果取りまとめを行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　H25年度は，これまで作成してきた中部地域の深さ 50km程度までの不均一レオロジーモデルに，

糸静線活断層帯など 57の活断層を組み込み，それぞれの断層で地震発生を繰り返すことが可能なシ

ミュレションプログラムを作成した．これを基にいくつかの条件で 5万年間程度の地震活動をシミュ

レートすることが可能になり，物理モデルに基づく地震発生予測の精度向上の可能性を具体的に検討

するための基礎を構築できた．

５年間の成果としては以下のようになる．



・日本列島内陸の地殻応力場の生成要因を解明するため，Hashimoto and Matsu’ura (2006)のモデルパ

ラメータを最新知見のものに変更し，太平洋プレート，フィリピン海プレートの沈み込み，伊豆の衝

突がどの程度応力場生成に寄与しているか，またこれとは別に，日本海溝の西進があった場合の応力

場生成の寄与の程度を検討した．その結果，最低限，伊豆の衝突と日本海溝の西進は考慮しなければ

ならないことが分かった．

・地震波速度構造，減衰構造，歪み速度，微小地震震源分布等のデータから，日本列島規模での 3次

元不均一粘弾性構造モデルを作成した．

・これを基に，有限要素法よって東西圧縮場の計算を行ったところ，弾性層厚の空間変化を原因とし

て，部分的には，新潟-神戸歪み集中帯付近に歪速度の大きい領域が現れる等，現実の観測データと調

和的な結果が得られた．

・日本列島中部地域の不均一レオロジーモデルに，東西圧縮と伊豆半島衝突の影響を加えた応力場の

下で，実際の活断層を埋め込み，地震発生の繰り返しを再現可能なシミュレーターを作成した．

以上，本計画はほぼ当初予定通り進めることができた．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Cho, I. and Y. Kuwahara, 2013, Modeling of a three-dimensional thermal structure in the lower crust for

numerical simulations of crustal deformation of the Japanese Islands，EPS，65, 855-861.

Cho, I. and Y. Kuwahara, 2013, Numerical simulation of crustal deformation using a three-dimensional

viscoelastic crustal structure model for the Japanese Islands under east-west compression , EPS, 65,

1041-1046.

長郁夫・桑原保人,2013,日本列島の地殻温度構造と粘弾性構造の 3次元モデルおよび地殻活動シミュ

レーションに関する数値データ,地質調査総合センター研究資料集 586.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
活断層・地震研究センター 　地震発生機構研究チーム

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：活断層・地震研究センター 　地震発生機構研究チーム

電話：029-861-3972

e-mail：seisprocess-all@m.aist.go.jp

URL：http://unit.aist.go.jp/actfault-eq/seisprocess/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：桑原保人 　

所属：活断層・地震研究センター 　地震発生機構研究チーム



図１. 日本列島中部域の解析した領域．
領域の大きさは 450km x 620km x 60km(Z)、メッシュサイズは可変で，小さいものは 2.5x2.5x2km．不均一粘弾性
モデルに 57の活断層を埋め込み，それぞれ深部延長シアゾーンを持つモデルとした．東西圧縮は，図の左下の X
軸方向に加えた．伊豆の衝突は，図中の伊豆半島の付け根周辺の細かい矩形の集合部分にバックスリップを与え

た．伊豆半島の付け根以外の比較的サイズの大きい矩形と直線が 57の活断層．各断層に付けた矢印は、計算の際
使用した断層の座標系の X方向。数字は，本研究で断層に割り振った任意の番号．



図２. 東西圧縮と伊豆の衝突による D90の深さでの定常の相当ひずみ速度 (単位は，/100年)．
D90は，深さ方向の地震の頻度分布で，浅い方からの積算が全体の 90%になる深さ．

図３. 糸魚川ー静岡構造線中部の断層セグメントで地震が発生した場合の周辺の変位の粘弾性応答.
Stage２が 75年後，Stage3が 600年後．



平成 25年度年次報告

課題番号：5004

（１）実施機関名：

（独）産業技術総合研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

地震や火山活動に関係する地質情報データベース

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

イ．地震・火山現象に関する情報の統合化

（４）その他関連する建議の項目：

4. 計画推進のための体制の強化

（5）国際共同研究・国際協力の推進

（５）本課題の５か年の到達目標：

　活断層データベース・地震に関する地下水観測データベース・活火山データベースについては，新

たな調査・観測データを加えつつ引き続き公開する．産総研の所有する種々の地質情報やそれに基づ

くデータベースの相互運用性や検索容易性の向上を図る．また，それらの地震・火山情報を、地震・

火山災害リスクの大きい東・東南アジアの諸国と共有できるようにする．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　今後５年以内に，25断層程度の活断層の評価を行い，四国・紀伊半島周辺に新たに８か所の地下水

等総合観測施設を整備する予定なので，その結果や観測データを活断層データベースや地震に関する

地下水観測データベースに反映させる．また，十勝岳，樽前山，諏訪之瀬島，九重山などの噴火履歴

調査等を行なう予定なので，その結果を活火山データベースに反映させる．

　多様な地質情報の相互運用の推進や，検索容易性の向上のための既存地質データベース群の調整を

行なう．

　東・東南アジア地球科学計画調整委員会（CCOP）などを通じて，地震・火山情報の共有化のための

研究集会などを行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　第 49回 CCOP総会が、産業技術総合研究所をホストとして 2013年 10月に仙台で開催された。同

総会における技術セッション等で産業技術総合研究所で行なっている「アジア太平洋地域大規模地震・

火山噴火リスクマネジメント（G-EVER）」プロジェクトや地震・火山研究に関連したデータベースに

ついて説明し、各国で地震・火山情報を共有化することの重要性を訴えた。

　産業技術総合研究所のデータベースが外部クラウドサーバーに移行し、それに伴ってＵＲＬ等の変

更を行なった。個別の地震・火山関連のデータベースでは以下の進展があった．

・活断層データベース

　平成 21-25年度に 41断層 (36断層）の調査を行ない，その内 24断層の結果をデータベースに反映さ

せた．活動セグメント区分の変更や追加を行うとともに，活動性のパラメータの見直しを行った．全



国の調査地点を地図から直接検索できるシステムを作成し実装した．起震断層・活動セグメント検索

画面の地図に，産総研のシームレス地質図，活火山データベース，海域地質構造データベース，国土

地理院の都市圏活断層図の整備範囲等を重ねて表示できるようにした．一般向けに使用方法の解説や

FAQのページを作成した．

・火山衛星画像データベース

　平成 21年度～25年度の間に，9回の火山噴火イベントに対応して ASTERを用いた緊急観測計画を

立案し観測を依頼して衛星画像を増やすことに努めた．2009年サリチェフ火山噴火の際と 2013年西

之島海底火山噴火の際には，画像解析結果を迅速にこのデータベースで公開した．5年間で新たに約

93,000シーンの衛星画像を追加登録し，全登録シーン数が 184,000シーンとなった．

・地震動マップ即時推定システム

　地震動マップは，各種統計データとの統合によるリスク評価を念頭に置き標準地域メッシュ単位に

推定しているが，基盤データである地形・地盤分類 250mメッシュマップの座標系を新測地系に修正

し，地震動マップの標準地域メッシュを新測地系に対応させた。それに伴い 2013年 8月からは地震

動マップ即時推定システムの URLを https://gbank.gsj.jp/QuiQuake/に変更した。また，一部の微地形

区分について，旧版地形図等に基づき見直したことにより地盤のゆれやすさを再評価している。そし

て，1996年から現時点（2014年 1月）までの約 9,700個の地震について地震動マップの再計算を行い，

データベースにアーカイブしている。また、利用者への情報伝達を促進するためソーシャルメディア

（Twitter，Facebook）へ追加された推定結果の通知を行っている。

・地震に関する地下水観測データベース

　平成 21-25年度中に新規整備できたのは 4観測点（須崎大谷：高知県須崎市、津安濃：三重県津市，

新居浜黒崎：愛媛県新居浜市，西尾善明：愛知県西尾市）であった．それらの観測データに加え，産

総研独自に自動決定した南海トラフ沿いの深部低周波微動の震源を新たに公開した。また，南海トラ

フのプレート境界で発生する短期的ゆっくり滑りの解析結果を、深部低周波微動震源図とともに定期

的に公開している．

・火山データベース

　火山のデータベースについては，従来の活火山データベースと第四紀火山データベースとを統合し、

日本列島に分布する第四紀全体の火山活動情報を網羅した日本の火山データベースとして公開した。

あわせて、十勝岳，樽前山，諏訪之瀬島に加え、焼岳、榛名山、西之島などの活火山の詳細データを

公開した。

・地殻応力場データベース

　作図に google mapsを利用するようになり，応力測定の測定方法や結果を深度別に地図上で表記で

きるようになった．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
アジア太平洋地域大規模地震・火山噴火リスクマネジメント (G-EVER)ハブサイト 　http://g-ever.org/index.html

活断層データベース 　https://gbank.gsj.jp/activefault/

日本の火山データベース 　https://gbank.gsj.jp/volcano/

火山衛星画像データベース 　https://gbank.gsj.jp/vsidb/image/

地震動マップ即時推定システム 　https://gbank.gsj.jp/QuiQuake/

地震に関連する地下水観測データベース 　https://www.gsj.jp/wellweb/

地殻応力場データベース 　https://gbank.gsj.jp/crstress/

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
活断層・地震研究センター，地質情報研究部門，地質調査情報センター

他機関との共同研究の有無：有

防災科学技術研究所



（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：活断層・地震研究センター

電話：

e-mail：

URL：http://unit.aist.go.jp/actfault-eq/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：小泉尚嗣 　

所属：活断層・地震研究センター



平成 25年度年次報告

課題番号：5005

（１）実施機関名：

（独）産業技術総合研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

火山地質図整備及び噴火シナリオの作成・高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

イ．地震・火山現象に関する情報の統合化

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-2）火山噴火予測システム

ア．噴火シナリオの作成

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

イ．噴火履歴とマグマの発達過程

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-3）火山噴火過程

イ．噴火の推移と多様性の把握

（５）本課題の５か年の到達目標：

　将来噴火の可能性の高い活動的な火山である十勝岳，樽前山，諏訪之瀬島，九重山などの噴火履歴

調査を実施し，これらの火山の形成史や噴火履歴などの地質情報を記載した火山地質図及び火山地質

データベース（CD-ROM）として整備する．

　また，伊豆大島火山などについて，新たな地質調査やマグマ組成の解析などに基づき，噴火シナリ

オを作成，高度化を図る．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては十勝岳及び樽前山の火山地質図を印刷刊行する．また，九重山，諏訪之瀬島

の噴火履歴調査を引き続き実施し，形成史を解明するとともに，定量的な噴出物量，化学分析，年代

測定等の基礎データを得る．平成 22年度以降，これらの火山に加え，優先して最新の噴火履歴情報を

整備すべき火山について噴火履歴調査を実施し，火山地質図の整備を目指す．



　伊豆大島については，近海の側火山噴出物の調査のほか，地表調査，ボーリング・トレンチ調査に

基づき，過去の噴火様式，マグマ組成の空間時間変化などを解明し，噴火シナリオを作成，高度化す

る．また，ほかのいくつかの火山についても噴火シナリオの作成を試みる．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　将来噴火の可能性の高い活動的な火山である十勝岳、樽前山、諏訪之瀬島、さらに H25年度には桜

島で火山形成史や噴火履歴などの地質情報を記載した火山地質図を整備した。また、H25年度には日

本列島における過去 260万年間の長期的火山活動場の変遷を図示した「日本の火山（第 3版）」を整備

した。

　伊豆大島火山ではカルデラ東部で行ったボーリングで最新カルデラ形成期以前の層準まで掘削し、

カルデラ構造ならびにカルデラ内埋積物量の推定を行い、中長期的な噴火予測に必要なマグマ噴出率

を約 1700年前のカルデラ形成以降ほぼ一定であることを示した。また、伊豆大島近海において精密な

海底地形調査と岩石試料採取をを実施し、長距離のマグマ移動の検証と側噴火マグマ供給システムの

解明により中心部から 20km以上のマグマ移動が起きていることが明らかとなったほか、北西側の東

伊豆単成火山群マグマとの相互作用があった可能性が示された。三宅島では、火口周辺に分布する堆

積物の地質調査と合わせて、マグマ水蒸気噴火における火道形成プロセスと噴火推移の解析を行い、

山頂部におけるマグマ水蒸気噴火でも火口から 5km以上離れた地域まで火山礫を含む噴出物が飛散す

るような大規模な爆発的噴火が発生したことが明らかになった。また過去のカルデラ形成噴火以降の

噴火活動を対象に噴出物層序及び分布調査を行い、その分布・層序・年代を明らかにした。これら伊

豆大島及び三宅島の成果は噴火シナリオの再検討・高度化に役立てることができる。さらに、噴火継

続中の活火山では，活動推移変化の迅速把握のため，火山噴出物の構成物解析を気象庁と協力して実

施した。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
小林哲夫・味喜大介・佐々木寿・井口正人・山元孝広・宇都浩三, 2013,桜島火山地質図（第２版），火

山地質図 no.1，産業技術総合研究所地質調査総合センター，8p

中野俊・西来邦章・宝田晋治・星住英夫・石塚吉浩・伊藤順一・川辺禎久・及川輝樹・古川竜太・下

司信夫・石塚治・山元孝広・岸本清行（2013）日本の火山（第 3版）．200万分の 1地質編集図，

no.11，産業技術総合研究所地質調査総合センター．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地質調査総合センター

他機関との共同研究の有無：有

北海道大学，鹿児島大学，富士常葉大学など

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地質情報研究部門火山活動研究グループ

電話：

e-mail：

URL：http://unit.aist.go.jp/igg/actvolcano-rg/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：石塚吉浩 　

所属：地質情報研究部門火山活動研究グループ



平成 25年度年次報告

課題番号：5006

（１）実施機関名：

（独）産業技術総合研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

連動海溝型地震の履歴とメカニズム解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（3）超巨大地震とそれに起因する現象の解明と予測のための新技術の開発

イ．海底地形・堆積物調査技術

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

オ．地震発生サイクルと長期地殻ひずみ

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（1）超巨大地震とそれに起因する現象の解明のための観測研究

ア．超巨大地震の発生サイクルの解明

（５）本課題の５か年の到達目標：

・南海トラフ

　沿岸域において地形，地質の調査を行い，史料の情報などと併せ，過去に海域で発生した地震の時

期とそれに伴う地殻変動や津波浸水域を解明する．特に連動型地震と考えられている宝永地震につい

ては，同じような連動型地震の発生履歴を解明すると共に，断層モデルを提案する．

・日本海溝

　日本海溝中部で明らかになった連動型地震（貞観地震）による津波の浸水履歴地図を公表するとと

もに，同海溝の北部及び南部でも発生する可能性があるかどうかを検証するため，沿岸域で津波堆積

物及び地殻変動調査を実施し，連動型地震の履歴解明と断層モデルの構築を試みる．

・連動性評価と地殻変動サイクルの解明

　千島海溝において明らかになっている約 500年間隔の連動型地震サイクルに伴う地殻変動サイクル

を地形・地質調査によって明らかにする．その結果に基づいて，長期的な切迫性評価が可能かどうか

を検討する．また，海外で知られている連動型巨大地震についても同様の調査を実施し，日本の連動

型地震と比較する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　南海トラフでは，地殻変動の解明と津波堆積物の調査研究を平成 21年度から 24年度にかけて駿河

湾，東海地方，紀伊半島，四国地方で実施し，宝永地震と同じタイプの連動型地震の発生履歴を解明

する．その後 25年度を目処に宝永地震の断層モデルを提案する．



　日本海溝では，平成 23年頃までに三陸海岸を中心とした地域で，その後 25年度までに福島県以南

の海岸線で津波堆積物などの調査を実施し，連動型地震の履歴解明と断層モデルの構築を試みる．さ

らに，千島海溝では，すでに明らかにされている 500年間隔の連動型地震に関連した地震間地殻変動

のパターンの変化を解明し，連動型地震の発生メカニズムを提案する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　南海トラフ沿いでは，H21年度より津波堆積物と地殻変動の検出を目的とした掘削調査を静岡県か

ら三重県，和歌山県，徳島県沿岸で行い，H25年度に高知県沿岸を加えた．その結果，いずれの地域

とも地形や地質に残る規模の地震が数百年以上の間隔であることが明らかになった．さらに潮岬周辺

では津波石の地上レーザー計測を実施し，その結果を基に H25年度に津波の浸水計算を行い，モデル

の検討を行った．日本海溝沿いでは 2011年東北地方太平洋沖地震より前の H22年度までに，869年

貞観地震の津波堆積物調査に基づいた断層モデルを提示していた．地震後の現地調査結果に基づいて

H25年度はモデルの改良を行い，両者がよく似た地震であったことがより明確になった．また津波浸

水履歴図は H25年度時点で仙台平野地域がほぼ完成した．このほか下北半島で新たに 17世紀の巨大

津波の痕跡を発見した．一方，5か年計画の概要で示した千島海溝沿いに関する研究は実施しなかっ

た．その代わり 5か年計画にはなかった相模トラフ沿いにおいて，元禄関東地震のモデルの見直しや，

航空レーザー計測やボーリング掘削による海岸段丘の調査から未知のタイプの地震について探った．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Namegaya, Y. and Satake, K., 2014, Reexamination of the A.D. 869 Jogan earthquake size from tsunami de-

posit distribution, simulated flow depth, and velocity, Geophys. Res. Lett., 41, doi:10.1002/2013GL058678.

行谷佑一・矢田俊文，2014，史料に記録された中世における東日本太平洋沿岸の津波，地震第二輯，

印刷中．

Tanigawa, K., Sawai, Y., Shishikura, M., Namegaya, Y. and Matsumoto, D., 2014, Geological evidence for

an unusually large tsunami on the Pacific coast of Aomori, Northern japan, Jour. Quat. Sci., DOI:

10.1002/jqs.2690

谷川晃一朗・澤井祐紀・宍倉正展・藤原治・行谷佑一，2014，青森県三沢市で検出されたイベント堆

積物，第四紀研究，，53，55-62．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
活断層・地震研究センター 　海溝型地震履歴研究チーム

他機関との共同研究の有無：有

東京大学地震研究所，北海道大学，秋田大学，東北大学，新潟大学，防災科学技術研究所，名古屋

大学，米国ペンシルヴァニア大学，インドネシア科学院，タイ 　南部気象センター，Indian Institute

of Technology，16名

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：産業技術総合研究所 　活断層・地震研究センター

電話：029-861-3691

e-mail：

URL：http://unit.aist.go.jp/actfault-eq/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：宍倉 　正展 　

所属：産業技術総合研究所 　活断層・地震研究センター



平成 25年度年次報告

課題番号：5007

（１）実施機関名：

（独）産業技術総合研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

極微小地震と深部低周波微動を用いたプレート境界の応力場推定

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（５）本課題の５か年の到達目標：

　東海・東南海・南海地域のプレート境界近傍で発生している極微小地震と深部低周波微動の発震機構

解から，プレート境界における応力場の時空間分布を推定する．さらに，数値シミュレーションと組

み合わせて，プレート境界の固着状態や応力集中域の推定を試みる．深部低周波微動の発震機構解に

ついては，東南海・南海地震域に設置した鉛直ボアホール地震計アレイを用いた手法開発に取り組む．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21-22年度においては，紀伊半島周辺をターゲットにし，プレート境界近傍で発生している極

微小地震の発震機構解を大量に決定する．また，深部低周波微動の発震機構解決定法の開発にも取り

組む．

　平成 23年度においては，紀伊半島周辺で推定された応力場の時空間分布と数値シミュレーションを

組み合わせて，プレート境界の固着状態や応力集中域の推定を試みる．

　平成 24-25年度においては，他の地域において同様の解析を実施し，東海・東南海・南海の全域に

わたるプレート境界の固着状態や応力集中域を明らかにする．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　本計画では、S波の振動方向を用いて深部低周波微動の発震機構解を推定する手法開発に取り組ん

だ。微動は SN比が悪いことから振動方向の推定は困難と予想していたが、意外に安定して推定でき



ることがわかった。これは、微動はその発生場所を急には変えないで連続的に波を出し続けていると

いう性質を持つことと無関係ではない。つまり、ある程度の時間長（１分程度で十分）のデータを使

うことで振動方向のスタック処理を行っていることとなり、SN比が悪くても安定した振動方向を推

定できるわけである。鉛直ボアホール地震計アレイがある観測点では、各深度の振動方向をさらにス

タックすることで、より安定した推定値を得ることができることを確認した。実際の発震機構解推定

では S波異方性による影響を補正した振動方向を使う必要があるが、同じ理由により、SN比が悪い微

動データであっても通常の S波異方性解析を適用できることがわかった。発震機構解の推定に際して

は、複数観測点における S波の振動方向を最も良く説明できる解をグリッドサーチした。この方法を

紀伊半島で発生している微動に適用したところ、北西側が低角で南東側が高角の節面を持つ解が多く

確認できた。振動方向に 180度の曖昧性があるため本手法のみでは P軸と T軸を決めることができな

いという制約があるが、周辺で起こっている超低周波地震の結果（ Ito et al., 2007）等を考慮すると、

低角逆断層型とみなすのが妥当と判断した。また、推定誤差を考慮しても横ずれ成分を多く持つ微動

も起こっていることが明らかとなった。

　また、応力集中に対応した応力場の空間変化が実際に検出できるのかを確かめるため、2011年東北

地方太平洋沖地震発生前の応力場と本震の断層すべりとの関係について調べた。この際、データセッ

トの作り方に注意を払った。つまり、プレート境界面で発生している地震ばかりがデータセットの場

合、真の応力場がどうであれ、最大主圧縮軸が断層面に対して 45度の角度に推定される傾向があるか

らである（Hardebeck & Hauksson, 2001）。そこでプレート境界面で発生している地震を除外した上で

上盤側の応力場推定を行ったところ、プレート境界の固着や応力集中の度合いに応じた応力場の空間

変化を検出できることが確認できた。

　H25年度では引き続き S波振動方向を用いた深部低周波微動の発震機構解推定に取り組んだが、特

に、発震機構解推定に先立って行う S波異方性解析の結果に着目した。紀伊半島において推定された早

い S波の振動方向（LSPD）はプレートの沈み込み方向にほぼ直交するものと平行するものの 2パター

ンが卓越しており、それぞれ明瞭な空間分布を示すことがわかった。これらの結果は通常地震を用い

た既存研究（例えば，Saiga et al., 2011）とも調和的である。Saiga et al.（2011）は LSPDが SHmaxの

方向を示していると解釈し、LSPDの空間パターンからプレート境界の固着率を議論できる可能性を

示唆した。深部低周波微動は一旦活動するとしばらく継続して発生するので、通常地震よりも短時間

に多くの異方性解析の結果が得られる利点がある。深部低周波微動の活動は定期的に発生することか

ら、固着率の時間変化の検出にも有効であるといえる。また、東北地方太平洋沖地震に関しては、本

震前に発生した約 1500個の小地震の応力降下量を推定した。深い地震ほど大きくなる傾向や水平方向

の不均質も見えてきており、応力降下量の空間分布と地震発生様式の地域性、さらに、本震の破壊過

程との関連などについて議論できる情報を得ることができた。

　東北地方太平洋沖地震の発生を受けて、この地震から得られる知見を得ることが本課題にとって重

要と判断し、当初計画に入っていなかった研究も追加した。その結果、数値シミュレーションと組み

合わせてプレート境界の固着状態や応力集中域の推定を試みるという目標は達成できなかった。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Uchide, T. and P. M. Shearer, 2013, Source properties of medium earthquakes in the Tohoku-oki region,

Japan and implications for the 2011 Tohoku-oki earthquake, Abstract S43A-2489 presented at 2013

Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 9-13 Dec.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
活断層・地震研究センター地震発生機構研究チーム，地震地下水研究チーム

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先



部署等名：活断層・地震研究センター 　地震発生機構研究チーム

電話：029-861-3836

e-mail：seisprocess-all@m.aist.go.jp

URL：http://unit.aist.go.jp/actfault-eq/seisprocess/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：今西和俊 　

所属：活断層・地震研究センター 　地震発生機構研究チーム



平成 25年度年次報告

課題番号：5008

（１）実施機関名：

（独）産業技術総合研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

断層周辺の地下構造調査への地震波干渉法等の適用

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

ア．断層面の不均質性と動的破壊特性

（４）その他関連する建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（3）観測技術の継続的高度化

ア．地下状態モニタリング技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　断層面の不均質性や地下状態のモニタリングに必要な地下構造の情報を取得するために，地震波干

渉法等の手法を試し，有効な調査や処理の手法の確立を目指す．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　前半は，反射法地震探査等により地下構造の明らかとなっている地域において地震波干渉法等を適

用し，地震波干渉法等で反射法地震探査に近い精度の構造を得られるように調査や処理の手法の改善

を行う．後半は，特に反射法地震探査が困難な都市域や人工ノイズの大きな地域で，かつ，断層面の

不均質性解明の見込まれる地域や，地下状態のモニタリングが望まれる地域において，地震波干渉法

等を適用する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　鉄道や幹線国道，高速道路を走行する車両が発生する振動や，VLBIアンテナが駆動する際に発生

する振動を記録して，地震波干渉法を適用した．特に，VLBIアンテナ駆動で発生する振動に適用した

結果では，VLBIアンテナに対して接線方向の成分の振動が他の成分よりも大きく，地震波干渉法の適

用に適していることが明らかとなった．複数回の実験により，VLBIアンテナを利用した場合に得られ

る空間分解能を見積もることができた．2地点の VLBIアンテナで実験を行ったところ，得られた記録

の特徴が異なり，また，VLBIアンテナ自体の駆動以外に発する振動が高分解能な解析に有効であるこ

とが明らかになった．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：



地質情報研究部門 　地殻構造研究グループ

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地質情報研究部門 　地殻構造研究グループ

電話：

e-mail：

URL：http://unit.aist.go.jp/igg/tecto-phys-rg/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：伊藤忍 　

所属：地質情報研究部門 　地殻構造研究グループ



平成 25年度年次報告

課題番号：5009

（１）実施機関名：

（独）産業技術総合研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

火山性流体の移動評価に基づく噴火現象の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-3）火山噴火過程

ア．噴火機構の解明とモデル化

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-3）火山噴火過程

イ．噴火の推移と多様性の把握

（4）地震発生・火山噴火素過程

エ．マグマの分化・発泡・脱ガス過程

3. 新たな観測技術の開発

（2）宇宙技術等の利用の高度化

イ．リモートセンシング技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　噴火に先立つ地殻浅部へのマグマの貫入や火山ガスの供給に対する火山体浅部の熱水系の応答の定

量的な評価手法を熱水系シミュレーションにより構築する．熱水系シミュレーションの定量性評価の

ために，伊豆大島などにおいて自然電位，地下水位などの連続観測を実施し，降雨や火山活動変動に

対する地下水系の応答を評価する．

　携帯型マルチセンサーシステム (Multi-GAS)による水素濃度定量化手法の改良を行い，火山噴煙観

測に基づく火山ガスの平衡温度及び酸化還元状態の変動の把握手法を確立すると共に，火道内対流す



るマグマの脱ガス条件の推定を行う．噴出物の観察や火山ガス放出量の観測などと総合し，火道内マ

グマ対流と噴火及び脱ガス活動の変動の関係をモデル化する．

　水蒸気爆発を発生する火山において，熱水系の分布及び火山ガス供給系を明らかにし，水蒸気爆発

発生に関与する熱水系の実体をモデル化する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　伊豆大島において自然電位，地下水位の連続観測を実施し，火山活動静穏時における降雨などに対

する地下水系の応答を把握すると共に，火山活動の変動に備える．伊豆大島をモデルフィールドとし

て，マグマの貫入及び火山ガスの供給に対する熱水系の応答を熱水系シミュレーションを用いて評価

し，噴火前兆現象としての熱及び流体の放出パターンを把握するとともに，前兆現象を把握する為の

最適な観測条件を評価する．

　携帯型マルチセンサーシステム (Multi-GAS)に用いている水素センサーの安定性，湿度依存性及び

自然界における大気流水素濃度の変動要因の評価を行い，火山ガス中水素濃度定量化手法を改良する．

火山噴煙観測により得られた火山ガス組成から，火山ガスの見かけの平衡温度・圧力及び酸化還元状

態の関係を明らかにする．三宅島，浅間山，阿蘇山，イタリアエトナ火山など様々な脱ガス活動を行

う火山及び様々な活動状況において噴煙観測を実施し，脱ガス条件の変動などのモデル化を行う．ま

た，噴出物の観察やメルト包有物の揮発性物質濃度測定に基づき，火道内マグマ対流脱ガス条件を推

定し，火山活動変動のモデル化を行う．

　雌阿寒岳，口永良部島などにおいて，火山ガスの繰り返し観測及び放熱分布の把握，自然電位分布

測定などを実施し，熱水系の分布及び火山ガスの起源を明らかにすることにより，水蒸気爆発の発生

に関与している熱水系の実体を明らかにする．

　富士山，口永良部島において GPS観測を継続し変動の把握を行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
伊豆大島における自然電位の連続観測を，山頂カルデラ内の三原山頂から裏砂漠へ至る 11測点にて平

成 18年度より継続している．火山活動の変動に備え，連続記録の速報値を web公開するためのシス

テムを整えた．活動推移予測へ向けて熱水系の 3次元数値シミュレーションを実施し，大量の火山ガ

スが深部より上昇し始めた場合の自然電位変動を計算した．観測点での変化を予測し，火山ガスの地

表からの放出に先行して自然電位変動が現れる可能性を確認した．平成 25年度は，連続記録のうち火

山活動とは関係のない年周変化について成因の検討を行い，地表面からの蒸発を考慮した雨水浸透過

程で説明した．

　Multi-GASの水素センサーの定量手法の開発を行い，国内外の火山ガス組成の定量化を行い，脱ガ

ス過程のモデル化を実施した．また，浅間火山，阿蘇火山においてMulti-GASを用いた火山ガス組成

の連続観測を実施し，浅間山における火山ガス高放出期と低放出期の火山ガス組成に顕著な変化がな

いことを明らかにした．平成 25年度には，山麓での観測を実施するために，周囲の火山ガス濃度が上

昇した際に観測を開始する「火山ガス感応起動型自動観測装置」を開発し，桜島火山山麓において観

測を開始した．メルト包有物や斑晶の組成やその分布の解析を行い，2000年三宅島噴火のマグマ上昇

過程のモデル化を行うとともに，平成 25年度には 2011年新燃岳の噴火直前のマグマ混合過程の発生

時期の推定を行った．

　雌阿寒岳，口永良部島，阿蘇火山において，火山ガスの繰り返し観測に基づく，浅部熱水系におけ

る火山ガス供給過程とその変化に関してモデル化を実施した．薩摩硫黄島火山では放熱量，自然電位，

AMT法による電磁探査の観測を行い，数値シミュレーションを実施して，地下浅部で脱ガス活動が活

発に行われている場での熱水系の形成過程と自然電位発生のモデリングを行った．口永良部島火山で

は自然電位を，平成 25年度には雌阿寒岳火山で自然電位および AMT法による電磁探査の観測を実施

した．これらの火山では脱ガス活動によって形成された変質帯が発達している．あわせて数値シミュ

レーションによって低比抵抗を示す変質帯の分布と自然電位の発現様式の関係を明らかにした．口永



良部島火山において GPS観測，干渉 SARにより山頂浅部の膨脹の繰り返しを定量的に評価するとと

もに，その空間分解能の向上のために GPS観測網の拡充を行い，平成 25年度には噴気温度の連続測

定を開始した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Bani, P., A. J. L. Harris, H. Shinohara, F. Donnadieu, 2013, Magma dynamics feeding Yasur’s explosive ac-

tivity observed using thermal infrared remote sensing. Geophys. Res., Lett., 40, doi:10.1002grl.50722.

Miwa, T., N. Geshi and H. Shinohara, H 2013, Temporal variation in volcanic ash texture during a vulcanian

eruption at the Sakurajima volcano, Japan. J. Volcanol. Geotherm. Res., 260, 80-89.

Mori, T., H. Shinohara, K. Kazahaya, J. Hirabayashi, T. Matsushima, T. Mori, M. Ohwada, M. Odai,

H. Iino, and M. Miyashita, 2013, Time-averaged SO2 fluxes of subduction-zone volcanoes: Exam-

ple of a 32-year exhaustive survey for Japanese volcanoes. J. Geophys. Res. Atm., 118, 1-13, doi:

10.1002/jgrd.50591.

産総研地質調査総合センター, 2014,伊豆大島火山の自然電位連続観測,火山噴火予知連絡会会報, 113,

印刷中.

産総研地質調査総合センター・京大防災研火山活動研究センター, 2014,薩摩硫黄島硫黄岳山頂部の地

盤変動,火山噴火予知連絡会会報, 114,印刷中.

産総研地質調査総合センター・京大防災研火山活動研究センター, 2014,口永良部島山頂部の地盤変動,

火山噴火予知連絡会会報, 116,印刷中.

Shinohara, H., 2013, Volatile flux from subduction zone volcanoes: Insights from a detailed evaluation of the

fluxes from volcanoes in Japan. J. Volcanol. Geothermal. Res., 268, 46-63, 10.1016/j.jvolgeores.2013.10.007.

Shinohara, H., 2013, Composition of volcanic gases emitted during repeating Vulcanian eruption stage of

Shinmoedake, Kirishima volcano, Japan. Earth Planets Space, 65, 667-675.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地質調査総合センター

他機関との共同研究の有無：有

東京大学地震研究所，京都大学防災研究所，京都大学理学部

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地質情報研究部門マグマ活動研究グループ

電話：

e-mail：

URL：http://unit.aist.go.jp/igg/magma-rg/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：篠原宏志 　

所属：地質情報研究部門マグマ活動研究グループ



平成 25年度年次報告

課題番号：5010

（１）実施機関名：

（独）産業技術総合研究所

（２）研究課題（または観測項目）名：

断層深部における変形・すべり過程の解明

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

ア．岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（4）地震発生・火山噴火素過程

イ．地殻・上部マントルの物性の環境依存性

（５）本課題の５か年の到達目標：

　内陸断層深部及びプレート境界深部で見られる非地震性滑りから地震性滑りへの遷移メカニズムを

それぞれ明らかにし，震源付近における応力集中過程と大地震への発展を解明する．さらに，地震破

壊の準備過程で起こる現象を統一的に説明できるモデルの提案を目指す．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21-22年度においては、かつての断層深部が地表に露出している断層について，震源相当深度

において破壊核となった可能性のある場所と，それ以外の場所での応力履歴の違いを検討する．また、

ガス圧式高温高圧岩石変形試験機を用い，蛇紋岩の，脆性-塑性変形遷移条件での変形強度と速度依存

性を計測する．さらに，様々な内部構造（クラック密度・間隙率等）を有する岩石試料を用いて岩石

変形または断層滑りに伴う微小破壊と弾性波減衰等の物性値を稠密に計測する．

　平成 23-24年度においては，引き続きかつての断層深部が地表に露出している断層についての調査

を継続するとともに，明らかになった断層深部の変形をガス圧式高温高圧変形試験機で再現すること

により，断層深部すべりの力学的性質を明らかにする．また，岩石中の孔隙構造から変形時の応力を推

定する手法を開発する．さらに，岩石変形または断層滑りに伴う物性値の計測データを詳細に解析し，

自然地震との対比を行い，岩石破壊モデルと摩擦モデル（あるいはそのパラメータ）の高度化を行う．

　平成 25年度においては，前年度までの結果を基にゆっくり地震から大地震への発展をシミュレー

ションするための断層深部滑りモデルを構築する．さらに，地震破壊の準備過程で起こる現象を統一

的に説明できるモデルを提案する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　中央構造線のボーリングコアに含まれる断層岩を調べ過去の応力状態を見積もった．脆性-塑性遷移

領域直上で被った差応力は 100 MPa未満，脆性-塑性遷移領域直下で被った差応力は 200 MPa程度で

あることが明らかになった．比較的低温でも脆性ー塑性遷移領域が現れる蛇紋岩を用いて、高温高圧



下での変形挙動を観測し，蛇紋岩について摩擦構成則に関するパラメータのマッピングを完成させた．

人工的な亀裂を持つ試料の破壊実験を行い，震源核形成過程における周期的封圧変動の影響を調べた．

封圧変動に同期して震源核形成域の大きさが増減することを明らかにした．微小破壊活動から推定さ

れる亀裂の進展と封圧変動の相関がよいことが分かった．さらに H25年度は，花崗岩試料を使った室

内実験によって観測された AE（Acoustic Emission）の P波パルス幅を解析し，応力および間隙水圧変

化によって誘発された微小地震活動の破壊過程を調べた．応力によって誘発された AEと間隙水圧変

化によって誘発された AEの震源プロセスについて，それらの間に大きな違いがあり，AEの波形観測

によって検出できるということがわかった．これらの成果は，本課題の計画に沿ったものである．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Masuda,K, 2013, Source duration of stress and water-pressure induced seismicity derived from experimental

analysis of P wave pulse width in granite, Geophys.Res.Lett., 40, 3567-3571, DOI: 10.1002/grl.50691.

Masuda,K., T.Satoh, and O.Nishizawa, 2013, Ultrasonic Transmission and Acoustic Emission Monitoring

of Injection-Induced Fracture Processes in Rock Samples, Proceedings of the 47th US Rock Mechan-

ics/Geomechanics Symposium 23-26 June 2013, San Francisco, California, USA, ARMA13-295.

佐藤隆司・北川有一・重松紀生・高橋誠・塚本斉・木口努・板場智史・梅田康弘・佐藤努・関陽児・小泉尚

嗣，2013，Shallow Crustal Stress around Shikoku and Kii Region, SW Japan, inferred from Hydraulic

Fracturing Tests and Borehole Wall Observations, Proc. on the 6th International Symposium on In-situ

Rock Stress, 661-666.

Satoh,T., X.Lei, M.Nakatani, Y.Yabe, M.Naoi, and G.Morema, 2013, Quasi-static fault growth in a gab-

bro sample retrieved from a South African deep gold mine revealed by multichannel ae monitoring,

Proceeding of the 8th International Symposium on Rockburst and Seismicity in Mines, 61-68.

佐藤隆司・雷興林, 2013，応力の微小変動と地震活動に関する実験的研究, GSJ地質ニュース, 2, 7, 220．

Takahashi,M., S.Azuma, S.Uehara, K.Kanagawa, and A.Inoue, 2013, Contrasting hydrological and mechan-

ical properties of clayey and silty muds cored from the shallow Nankai Trough accretionary prism,

Tectonophysics, 600, 63-74, 　http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2013.01.008.

高橋美紀・北島弘子，2013，南海掘削試料を用いた堆積岩の力学特性，GSJ地質ニュース, 2, 7, 220．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
活断層・地震研究センター 　地震素過程研究チーム

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：活断層・地震研究センター 　地震素過程研究チーム

電話：029-861-3691

e-mail：

URL：http://unit.aist.go.jp/actfault-eq/index.html

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：増田幸治 　

所属：活断層・地震研究センター 　地震素過程研究チーム



平成 25年度年次報告

課題番号：6001

（１）実施機関名：

国土地理院

（２）研究課題（または観測項目）名：

GPS連続観測（GEONET）

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

ウ．東海・東南海・南海地域

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

3. 新たな観測技術の開発

（2）宇宙技術等の利用の高度化

ア．宇宙測地技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

1) 　GEONETによる地殻変動連続観測を着実に継続し、日本列島全域の地殻変動・火山活動のモニ

タリングシステムの高度化を更に推進することを目指す。

2) 　地震発生の可能性の高い南海トラフや日本海溝・千島海溝沿いの地域において、GPS機動連続観

測を実施する。また、地震発生後の地殻変動を把握するためにも、GPS機動連続観測点を機動的に設

置し緊急観測を実施する。

3) 　電子基準点のデータを用いた地震に伴う地殻変動の検出と震源断層モデルの推定を早期に行うた

め、緊急地震速報等の地震情報を活用して、震源断層推定手法の高度化を行う。

4) 　国際GNSS事業（ IGS）に参加し、IGS観測局の運用・データの IGSデータセンターへの提供を行

うことにより、プレート運動や地殻変動の高精度な監視に必要な GPS衛星の精密軌道の決定や ITRF

の構築に貢献する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

1) 　全国において、GPS連続観測点を平均 20キロメートル間隔の配置として維持するとともに、観

測を継続する。また、世代 GNSSへの対応を考慮しつつ、電子基準点の更新計画を推進する。必要に

応じて、重点的な観測地域においては、観測点密度を考慮した観測体制の充実を目指す。



2) 　平成 21年度以降においては、静岡県中西部地区 6点及び牡鹿地区 1点について GPS機動連続観

測点の観測を継続する。

3) 　平成 21年度においては、伊豆半島周辺域を対象に試験運用を行っているリアルタイム地殻変動観測

システムを用いて、リアルタイム自動抽出された電子基準点における地震時地殻変動データから、矩形

断層を仮定した震源断層モデルの自動推定手法の開発を行う。平成 22～24年度においては、GEONET

のルーチン解析結果や準リアルタイム解析によって得られた日本全国の地震に対象を広げて、震源断

層の早期推定実験を試行し、震源断層モデル推定手法の改良、高度化を行う。

4) 　６局の IGS観測局の運用・データの提供を着実に実施する。国際GNSS事業（ IGS）に参加し IGS

観測局の運用・データの IGSデータセンターへの提供を継続し、地殻変動やプレート運動監視の基準

となる ITRF座標系の構築に貢献する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　全国に展開している GPS連続観測点の維持・観測をこの間継続するとともに，次世代GNSSへの対

応及び防災能力向上等を図るため観測機器の更新と周辺機器の増強を随時行った．また，平成 25度も

引き続き国際 GNSS事業（ IGS）に参加し，IGS観測局の運用と IGSデータセンターに対し観測デー

タを提供した．

　GEONETによる日本列島全域の地殻変動・火山活動のモニタリングでは，東北地方太平洋沖地震直

後の地殻変動や平成 25度も継続している余効変動、2014年 1月に発生した房総半島沖等のプレート

間ゆっくり滑り（スロースリップ）現象に伴う非定常的な地殻変動等を検出した．さらに，2012年 4

月の硫黄島の噴火の際には，噴火前後の隆起・沈降を観測するなど火山活動に伴う地殻変動等も検出

し，防災や地震発生・火山活動のメカニズムに関する研究等に寄与した．また，これらのモニタリン

グ結果は，速やかにホームページなどで公表するとともに，地震調査委員会，火山噴火予知連絡会等

に報告した．（衛星測地課・地殻監視課）

　2011年東北地方太平洋沖地震，2011年茨城県沖の地震及び 2003年十勝沖地震の際の GEONETに

よる 1秒毎の地殻変動データを用いて，矩形断層を仮定した震源断層モデルの即時推定に関する手法

改良と検証を行い，気象庁等が発表する地震の震源情報を利用することによって，地震発生後 3分以

内にモーメントマグニチュードが概ね正しい値で推定できることを確認した．また，矩形では表現で

きない複雑な形状の震源断層モデルを即時推定するため，三角形断層を用いた手法のプロトタイプを

作成した．（地殻変動研究室）

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
GNSSによる全国水平地殻変動図資料，2013，理科年表平成 26年版，丸善出版，609．

国土地理院，2013，地震予知連絡会会報，90．
国土地理院，2013，地震予知連絡会会報，91．
地震調査委員会（第 249回～260回），GNSSで捉えた地殻変動資料．

火山噴火予知連絡会（第 126回～128回），GNSSで捉えた地殻変動資料．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
測地観測センター衛星測地課、地殻監視課、測地部機動観測課、

地理地殻活動研究センター地殻変動研究室

他機関との共同研究の有無：有

気象庁、東北大学

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター 　研究管理課

電話：029-864-5954



e-mail：eiss@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室



図 1．東北地方太平洋沖地震時の水平変動量



図 2．東北地方太平洋沖地震時の上下変動量



図 3．東北地方太平洋沖地震後（2011年３月～2014年 1月）の余効変動量 (電子基準点「山田」)



図 4．東北地方太平洋沖地震後（2011年３月～2014年 1月）の余効変動量（電子基準点「Ｍ牡鹿」時系列）



図 5．硫黄島周辺 GNSS連続観測基線図

図 6．2008年 1月～2012年 5月の「父島Ａ」－「硫黄島１」間の基線変化グラフ



図 7．2012年 4月～5月の噴火時の「父島Ａ」－「硫黄島１」間の基線変化グラフ



平成 25年度年次報告

課題番号：6002

（１）実施機関名：

国土地理院

（２）研究課題（または観測項目）名：

地殻上下変動監視

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

ウ．東海・東南海・南海地域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地震現象の予測精度を向上させるためには、日本列島域を対象とした既存の観測網の着実な維持・

更新を行う必要がある。

1) 　地震現象の活動予測に有用な情報の収集とより詳細かつ定量的な活動の把握と評価に資するため、

全国の一等水準路線の繰り返し観測を引き続き実施する。また、地震発生後には、各地域の地震前後

の上下地殻変動を検出するため、災害時緊急水準測量を実施する。

2) 　地震発生の可能性が高い地域の中でも、東海・東南海・南海地域及び宮城沖周辺地域は、その切

迫性が極めて高いとされていることから、これらの地区を対象として、定期的に水準測量を実施し信

頼性のある高精度の地殻上下変動量データを収集する。また、地震発生後の地殻上下変動を把握する

ために、災害時緊急水準測量を実施する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

1) 　全国約 20,000キロメートルを対象として、水準測量を実施する。

　　水準測量については、第 9回全国改測が平成 17年度に完了し、現在は第 10回全国改測が九州地

方から開始され、近畿・東海地方まで観測が進んでいる。

　　平成 21年度においては、水準測量を長野県外 10府県で 1,484キロメートル実施する。

　　平成 22年度以降については、関東地方から北海道地方にかけて引き続き第 10回全国改測を順次

実施する。

2) 　（５）2)に記した沿岸部約 6,500キロメートルを対象に、平成 21年度においては、水準測量を

1,645キロメートル実施する。平成 22年度においては、水準測量を 1,918キロメートル実施する。平

成 23年度以降においては、水準測量を 1,645キロメートル実施する年度と、1,918キロメートル実施

する年度を隔年とする。



（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
1）北海道を除く全国の一等水準路線の繰り返し観測を延べ 2,872.2km実施した．また，平成 25年度

は北海道地方での一等水準路線の繰り返し観測を，電子基準点の直近にある一等水準点において，一

等水準点から電子基準点附属金属標への水準測量に変更し，506.9kmを実施した．

2)駿河湾を震源とする地震に伴う地震前後の上下地殻変動を検出するため，緊急観測を御前崎地区及

び駿河地区において 131kmを実施．また，伊豆半島東方沖を震源とする地震に伴う地震前後の上下地

殻変動を検出するため，相模湾地区において緊急観測 42kmを実施した．

3）平成 23年 (2011年)東北地方太平洋沖地震に伴う地震前後の上下地殻変動を検出するため，東北地

方，関東地方，信越地方，岐阜地方において 4,618kmの水準測量を実施した．

4）御前崎周辺で年 4回又は年 3回の繰返観測 (5年間延べ 1504km)を実施したほか，牡鹿，遠州，駿

河湾，伊豆，相模湾，東京湾（神奈川，千葉，三浦，東房総）および室戸地域等で 5年間延べ 8051km

の水準測量を実施した．なお，平成 25年度は，御前崎周辺で年 3回の繰り返し観測（延べ 200キロ

メートル）を実施したほか，相模，遠州，伊豆，駿河，三浦東，中越，牡鹿，千葉，神奈川，紀伊，足

摺，室戸地域で延べ 1,736.0kmの水準測量を実施した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
国土地理院，2013，東海地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，91，176-211．

国土地理院，2013，北陸・中部地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，91，250-251．

国土地理院，2013，近畿地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，91，277-280．

国土地理院，2013，中国・四国地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，91，322-323．

国土地理院，2013，東北地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，90，109-138．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
測地部測地基準課、測地部機動観測課

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター 　研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：eiss@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室



平成 25年度年次報告

課題番号：6003

（１）実施機関名：

国土地理院

（２）研究課題（または観測項目）名：

地殻水平変動監視

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

ウ．東海・東南海・南海地域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地震現象の予測精度を向上させるためには、日本列島域を対象とした既存の観測網の着実な維持・

更新を行う必要がある。

1) 　地震現象の活動予測に有用な情報の収集とより詳細かつ定量的な活動の把握と評価に資するため、

全国の高度地域基準点の繰り返し観測を引き続き実施する。また、地震発生後には、各地域の地震前

後の地殻変動を把握するため、災害時緊急 GPS測量（高度地域・基準点改測）を実施する。

2) 　大地震の発生が予想される特定の地域活動の予測に有用な情報を数多く収集し、より詳細かつ定

量的な活動の把握と評価が行えるよう、モニタリングシステムの高度化を推し進める必要がある。そ

のため、海溝型地震や重要活断層地震の発生の可能性が高い地域において、定期的に稠密な GPS・光

波測距による変動地形調査を実施する。また、地震発生後や群発地震に伴う地殻水平変動を把握する

ためにも、災害時変動地形調査を実施する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

1) 　全国の 2,400点の高度地域基準点（一、二、三等三角点）のうち、1,200点の三角点を対象として、

高度地域基準点測量（GPS繰り返し観測）を実施する。

　　平成 21年度においては、北海道外 5県で 120点実施する。

　　平成 22年度以降においては、関東南部地方、東海・近畿地方から九州地方にかけて順次観測を実

施する。

2) 　平成 21年度においては、牡鹿地区、高田地区において GPS測量を実施する。川奈地区、御前崎

（切山）地区、阿波池田地区において精密辺長測量（光波測距）を実施する。

　　平成 22年度以降においては、跡津川（有峰湖）、阿波池田、三鷹、川奈、浦河、牡鹿、御前崎（切

山）、串本、室戸地区等で、定期的に繰り返し観測を実施する。



（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
1）全国の高度地域基準点の繰り返し観測（高度地域基準点測量）を延べ 238点実施した．また，平

成 23年 (2011年)東北地方太平洋沖地震に伴い，高度地域基準点測量を 600点，災害時緊急GPS測量

（基準点改測）を 1,272点実施した．なお，平成 25年度は山陽地区 (14点)，山陰地区 (14点)，九州地

区 (14点)，ベヨネース列岩（1点)で高度地域基準点測量を実施した．

2）牡鹿地区，高田地区及び静岡県中西部地区において GPS測量を実施した．また，川奈地区，御前崎

（切山）地区，阿波池田地区及び跡津川（有峰湖）地区において精密辺長測量（光波測距）を実施した．

さらに，鹿野山地区において精密辺長測量の連続観測を実施した．なお，平成 25年度は，川奈地区に

おいて精密辺長測量（光波測距）を実施した．その他の地区については，過去 10年以上ににわたり繰

り返し観測を実施してきたが，有意な地殻変動の検出が見られなかったこと等により観測を休止した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
国土地理院，2013，中国・四国地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，91，322-323．

国土地理院，2013，中国・四国地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，90，407-411．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
測地部測地基準課、機動観測課

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター 　研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：eiss@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室



平成 25年度年次報告

課題番号：6004

（１）実施機関名：

国土地理院

（２）研究課題（または観測項目）名：

物理測地観測

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

ウ．東海・東南海・南海地域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地震現象と火山現象の予測精度を向上させるため、日本列島域を対象とした絶対重力観測及び地磁

気の連続観測等を実施する。また、地震の発生の可能性が高い地域のなかでも、東海・東南海・南海

地域は、その切迫性が極めて高いことから、この地域においてより短周期での絶対重力観測を実施し

その重力変化を把握する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21～25年度においては、各年度において地磁気連続観測 16点、地磁気観測 10点、広帯域MT

連続観測 2点、絶対重力観測 6点を実施。

　平成 23年度においては、「2010.0年値」の磁気図を公表する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　鹿野山測地観測所，水沢測地観測所，江刺観測所及び全国 11点の地磁気連続観測点で地磁気連続観

測を継続して実施した．また，地磁気連続観測点及び一等磁気点 18点で絶対観測を実施し，地磁気の

時間変化，地理的分布を把握した．この結果をもとに、2012年 1月に「地磁気図 2010.0値（偏角図）」

として発行し、観測値については地球磁気観測報告としてホームページ上で公表した．なお，鹿野山

測地観測所については，平成 24年 4月から無人となったが，地磁気観測は継続して行っている．

　御前崎基準重力点において，東京大学地震研究所と共同で絶対重力観測を実施．南海・東南海地域

を含む全国で基準重力 19点の絶対重力観測，一等重力点 105点で相対重力観測を実施．日本の基準重

力網の基準となる重力値を得るとともに重力値の時間的な変化を把握した．

　平成 25年度は，地磁気連続観測を継続して行うとともに，一等磁気測量 2点を実施した．重力測量

については，絶対重力測量 4点，一等重力測量 21点，御前崎の連続観測 2回を実施した．



（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
国土地理院，2012，地球磁気観測報告（水沢・江刺・鹿野山平成 23年 　一等磁気点昭和 24年－平成

23年），国土地理院技術資料．

岡村盛司，2013，「新しい日本重力基準網 2011の公表について」，日本地球惑星科学連合 2013年大会

予稿集，（発表番号 S-GD22-P01）．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
測地部物理測地課

他機関との共同研究の有無：有

東京大学地震研究所 (地球計測部門)

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター 　研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：eiss@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室

図 1 　地磁気観測図



図 2 　重力観測図

図 3 　磁気図 2010.0年値（偏角図）



図 4 　御前崎基準重力観測



平成 25年度年次報告

課題番号：6005

（１）実施機関名：

国土地理院

（２）研究課題（または観測項目）名：

潮位連続観測

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

（５）本課題の５か年の到達目標：

　日本列島全域の地殻活動のモニタリングシステムの高度化に寄与するため、潮位連続観測を継続す

ると共に、観測システムの更新やデータの共有化を進める。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　全国 25験潮場での潮位連続観測を引き続き実施し、地殻変動の把握を行うとともに、観測データを

ホームページ等で公開していく。また、潮位データの共有化を進め、津波等の発生時における予測や

終息等の防災情報の発信に活用を図る。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　全国にある 25箇所の験潮場等で潮位連続観測をこの間継続的に実施し，潮位観測データ，験潮場間

の潮位差データを用いた地殻変動の把握を行った．また，潮位連続観測の結果として，30秒潮位，毎

時平均潮位，日平均潮位，月平均潮位等をホームページ等で公開するとともに，国土交通省の防災情

報提供センターに潮位データを提供し，潮位データの共有を持続した．また，13箇所の験潮場では，

防災能力向上等を図るため，バックアップ通信や非常用電源を 2013年に導入した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
国土地理院，2013，日本全国の地殻変動，地震予知連絡会会報，90，9-10・20-23．

国土地理院，2013，日本全国の地殻変動，地震予知連絡会会報，91，8-23．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
測地観測センター地殻監視課

他機関との共同研究の有無：有

気象庁



（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター 　研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：eiss@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室



図 1 　加藤＆津村の解析方法による，各験潮場の上下変動



図 2．駿河湾の潮位差（日平均値）



平成 25年度年次報告

課題番号：6006

（１）実施機関名：

国土地理院

（２）研究課題（または観測項目）名：

合成開口レーダー

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

ウ．東海・東南海・南海地域

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

3. 新たな観測技術の開発

（2）宇宙技術等の利用の高度化

ア．宇宙測地技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

1) 　活動的な火山を優先して火山の高精度な地殻変動測量を実施する。また、地震発生の可能性の高

い地域において、地殻変動分布を明らかにする。地震・火山活動に伴う地殻変動の面的な把握を行う。

2) 　平成 22年度に導入予定の測量用航空機に Xバンド SARを搭載し、活動的な火山について火口等

の地形測量を実施する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

1) 　「だいち」またはその後継機の SARデータを使用した干渉解析により、地震による地殻変動の面

的分布の把握及び活火山地域における定常的な高精度地盤変動測量を実施する

　　国土地理院の課題「SAR解析技術の高度化」の成果を活用しつつ、プレート境界沿いやひずみ集

中帯など、地震発生の高い地域において、地殻変動の面的分布の把握を試みる。

2) 　平成 21年度は、測量用航空機への SARセンサ搭載に必要な改造の実施のため、次年度以降の観

測計画の立案等を行う。平成 22～25年度においては、全国の活動的な火山を対象に、予算の範囲内に



おいて火口等の地形測量を実施し、火口形状の変化が比較できる情報を蓄積する。また、活発な噴火

等の際には、噴火後なるべく早期の観測により地形変化を明らかにする。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
1）平成 23年 5月まで運用された「だいち」の SARデータを使用して 46地域の火山を対象に繰り返

し干渉解析を実施し，硫黄島など火山性変動が大きい火山において地表の変動を把握した．また，東

北地方太平洋沖地震を始めとする国内の 4つの地震及び中国・青海省やハイチなど海外の 11の地震に

よって生じた地殻変動を面的に把握した．平成 25年度は，干渉 SAR時系列解析を伊豆大島に適用し，

GNSS連続観測と比較したところ，調和的な結果が得られ，定常及び非定常な火山性地殻変動を面的

に検出できることを確認した．また，解析ソフトの改良により，今後打上げ予定の「だいち 2号」の

データ解析や干渉 SAR時系列解析がより高度かつ効率的に実施できるようになった．（宇宙測地課・地

殻変動研究室）

2）SAR装置の大規模な改修及び測量用航空機への搭載に必要な改造を実施するとともに，霧島山 (新

燃岳)，桜島の航空機 SAR観測及び解析を行った．平成 25年度は，活発な火山活動が続いている桜島

について，航空機 SARによる観測を平成 25年 9月 19日に実施し，火口の数値標高モデルを作成する

とともに，平成 24年の航空機 SARによる数値標高モデルとの比較を行い昭和火口付近の地形変化を

捉えることができた．（地図情報技術開発室）

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
山中雅之，2013，干渉 SARによる効率的な火山監視手法の研究，国土地理院平成 24年度調査研究年

報，24-27．

森下遊・鈴木啓・小林知勝，2013，干渉 SAR時系列解析による微小な変位量で進行する地盤変動監視

の実用化へ向けて，国土地理院時報，124, 125-132．

伊藤裕之・藤原博行・笹川啓・大野裕幸，2013，新型航空機 SAR等の精度検証及び MMSによる道路

更新用データ取得方法に関する研究（第 2年次），国土地理院平成 24年度調査研究年報，56-59．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
測地部宇宙測地課、地理地殻活動研究センター地殻変動研究室、基本図情報部地図情報技術開発室

他機関との共同研究の有無：有

独立行政法人宇宙航空研究開発機構（若干名）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター 　研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：eiss@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室



図 1 　合成開口レーダー（SAR）と電子基準点（GPS連続観測点）の融合解析による平成 23年（2011年）東北
地方太平洋沖地震に伴う地殻変動



図 2 　SAR干渉解析で捉えた 2011年 4月 11日福島県浜通りの地震（Mj7.0）に伴う地殻変動
地表地震断層などに対応する数条の位相の不連続が見られる．



図 3 　航空機 SARで把握した桜島の火口付近の地形変化
航空機 SARから作成した平成 24年と平成 25年の標高データを比較し，南岳東壁部，昭和火口北壁部，昭和火口
南斜面に 5m以上の変化が生じていることが確認できた．



平成 25年度年次報告

課題番号：6007

（１）実施機関名：

国土地理院

（２）研究課題（または観測項目）名：

機動観測

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

ウ．東海・東南海・南海地域

3. 新たな観測技術の開発

（3）観測技術の継続的高度化

イ．地震活動や噴火活動の活発な地域における観測技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　全国に展開する GPSによる連続地殻変動観測から火山性地殻変動を把握するとともに、火山活動が

活発化した場合には、火山周辺での GPSやレーザー測量、水準測量、地磁気測量、重力測量による機

動観測を実施し、高精度な地殻変動を測定し火山観測体制の強化を図る。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、樽前山、有珠山、北海道駒ヶ岳、伊豆大島、富士山、伊豆東部、浅間山に

おいて、GPS火山変動観測装置（REGMOS）による連続観測及び伊豆大島において APS観測を継続

実施する。また、北海道駒ヶ岳に設置してある REGMOSを高度化された機器へ交換する。浅間山及び

草津白根山の地殻変動を捉えるため、草津白根山の GPS機動観測及び軽井沢から渋峠間 75キロメー

トルの水準測量を実施し、併せて水準点での重力測量を実施する。

　平成 22年度以降においても、引き続き REGMOS及び APSによる連続観測を実施する。また、樽前

山、伊豆大島、阿蘇山、霧島山、桜島等の火山についても計画的に、GPS測量、水準測量、重力測量

等を実施する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　樽前山，有珠山，北海道駒ヶ岳，伊豆大島，富士山，伊豆東部，浅間山，霧島山，硫黄島において，

GPS火山変動観測装置（REGMOS）による連続観測および伊豆大島において APS連続観測を実施し

た．また，樽前山，北海道駒ヶ岳，富士山の REGMOSを高度化されたものに交換した．



　浅間山および草津白根山において，水準測量 75?および重力測量 23点，草津白根山で GPS測量 7点，

有珠山周辺において水準測量 130.3km，伊豆大島において水準測量 80km実施，併せて水準点での相

対重力測量 20点を実施した．

　平成 25年度は，八甲田山において GNSS観測 1点，桜島及び周辺において，水準測量 61km実施，

併せて水準点での相対重力測量 29点を実施した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
測地部機動観測課

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター 　研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：eiss@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室

図 1 　八甲田山山頂での GNSS観測



平成 25年度年次報告

課題番号：6008

（１）実施機関名：

国土地理院

（２）研究課題（または観測項目）名：

地殻変動連続観測

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地殻変動連続観測を着実に継続して実施することを通じて、東海地域の地殻活動のモニタリングシ

ステムの高度化を更に推進することを目指す。

（６）本課題の５か年計画の概要：

1) 　御前崎、切山、館山でひずみ計・水晶管伸縮計・水管傾斜計等の地殻変動連続観測を引き続き実

施し、地殻変動の監視を行う。得られたデータは、地震予知連絡会、地震防災対策強化地域判定会等

の会議に適宜報告する。

2) 　平成 21年度においては、引き続き観測を継続する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　御前崎地中地殻活動観測施設では，800メートル深井戸によるひずみ・傾斜の連続観測を継続的に

実施し，また，御前崎長距離水管傾斜計観測施設及び御前崎地殻活動観測場切山観測点では長距離水

管傾斜計（330m及び 332m）による連続観測を継続的に実施した．これらの観測データは気象庁と共

有を図るとともに，地震予知連絡会等に報告した．（地殻監視課）

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
国土地理院，2013，東海地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，90，270-310．

国土地理院，2013，東海地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，91，176-211．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
測地観測センター地殻監視課、測地部機動観測課

他機関との共同研究の有無：無



（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター 　研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：eiss@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室



図 1．御前崎地中地殻活動観測場で観測されたひずみ・傾斜変化（日平均）



図 2．長距離水管傾斜計で観測された傾斜変化（御前崎，切山）



平成 25年度年次報告

課題番号：6009

（１）実施機関名：

国土地理院

（２）研究課題（または観測項目）名：

GPS・潮位データベース整備・更新

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（５）本課題の５か年の到達目標：

1) 　各機関が公開している GPS連続観測データの所在情報を集約し、データを利活用できる環境を

整備するため、構築した全国の GPSデータの所在情報を検索するシステムを安定して運用するととも

に、国土地理院、海上保安庁以外の GPS連続観測データの所在情報についても整備する。

2) 　データベースの充実を図る。

（６）本課題の５か年計画の概要：

1) 　引き続き、メタデータの更新を適宜実施するとともに、対象を他機関の GPS連続観測点にも広げ

ることにより、より一層の環境整備を進める。

2) 　引き続き、各機関の潮位データを海岸昇降検知センターで収集整理する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
１）国土地理院および海上保安庁が公開するGPS連続観測データに関する所在情報を継続的に整備し，

国土地理院のホームページから公開した．また，平成 25年度は現行の所在情報検索システムに対し地

理院地図の導入等を行い，同システムの利便性向上を図った．（http://datahouse1．gsi．go．jp/）（衛星

測地課）

*国土地理院では平成 24年度よりGPS以外の測位衛星の観測データの提供を開始した．このため，ホー

ムページの名称は「GNSSデータクリアリングハウス」に変更した．

２）各機関がそれぞれの目的により設置している験潮場の験潮記録から地殻変動を検知し，地震予知

研究をはじめとした地球科学の研究に役立てるため，これら資料を統一した形で迅速に取りまとめて

公表した．海岸昇降検知センターに登録されている験潮場は，平成 25年 4月現在 145施設である．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
なし



（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
測地観測センター衛星測地課、地理地殻活動研究センター研究管理課

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター 　研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：eiss@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室



平成 25年度年次報告

課題番号：6010

（１）実施機関名：

国土地理院

（２）研究課題（または観測項目）名：

火山基本図・火山土地条件図整備

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　活動的な 49火山について火山基本図及び火山土地条件図を作成するとともに、それらの数値データ

化を進める。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、御嶽山の火山土地条件調査を実施する。

　平成 22～25年度においては、毎年度、１火山を対象に火山土地条件調査を実施し、火山基本図の数

値データの刊行を行う予定である。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成 21年度は，火山土地条件図「薩摩硫黄島」を整備，刊行した．

　平成 22年度は，火山基本図数値データ「栗駒山」及び火山土地条件図数値データ「御嶽山」を整備，

提供した．

　平成 23年度は，火山基本図数値データ「箱根山」及び火山土地条件図数値データ「栗駒山」を整備，

提供した．

　平成 24年度は，火山基本図数値データ「恵山」の整備，提供及び「岩手山」の火山土地条件調査を

実施した．

　平成 25年度：火山土地条件図数値データ「岩手山」の整備，提供及び「新潟焼山」の火山土地条件

調査を実施した．

　概ね，当初の計画どおり，火山基本図数値データ及び火山土地条件図数値データの整備を実施した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
応用地理部 　防災地理課

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：応用地理部 　防災地理課 　火山調査係



電話：029-864-5907

e-mail：disaster@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室



平成 25年度年次報告

課題番号：6011

（１）実施機関名：

国土地理院

（２）研究課題（または観測項目）名：

地殻活動総合解析システム

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

イ．地震・火山現象に関する情報の統合化

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地殻活動総合解析システムの維持及びデータベースの更新を行う。水準測量、GPS(GEONET)、潮位

観測データにおいては、年度毎に観測結果を追加するとともに、これらの原データの管理部署で進め

られているエラーデータの排除や観測の再解析結果を反映し、データベースを最新の状態に保つ。ま

た、システムのユーザーインターフェース改良やモデル解析機能の強化を平行して実施する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21～25年度において、上記の到達目標を実現するため、各年度ごとにシステムの維持及びデー

タベースの更新を行う。また、外部公開用の CD-R媒体を作成し、希望者に配布する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　本課題の研究計画（6）に挙げた項目を予定通り実施した．

　平成21～25年度において，三角点におけるGPS観測（高度地域基準点測量），水準測量，GPS(GEONET)，

潮位のデータベース更新を行った．外部公開用の CD-R媒体を作成し，希望者に配布した．

　平成 21年度においては，モデル解析について矩形断層の中心位置を指定する機能を追加した．

　平成 23年度においては，三角点における GPS観測（高度基準点測量，高度地域基準点測量，地域

基準点測量）による座標データを新たに整備するとともに，三角点属性情報の更新を行った．

　平成 24年度においては，モデル解析に，断層の長さ，幅，滑り量の代わりに，モーメントマグニ

チュードおよび剛性率のみで地殻変動量を簡易的に計算できる機能を追加した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
なし

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：



地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター 　研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：eiss@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室



平成 25年度年次報告

課題番号：6012

（１）実施機関名：

国土地理院

（２）研究課題（または観測項目）名：

都市圏活断層図整備

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

イ．地震・火山現象に関する情報の統合化

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　都市域周辺部の主要な活断層について、位置・地形等のデータベースの充実を図る。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、邑知潟断層帯及び木曽山脈西縁断層帯の２断層帯を、1:25,000都市圏活断

層図として整備する。

　平成 22～25年度においては、毎年度、２断層帯を調査する予定である。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成 21年度は，邑知潟断層帯及び木曽山脈西縁断層帯の 2断層帯について 1:25,000都市圏活断層

図を整備した．

　平成 22年度は，富良野断層帯，長井盆地西縁断層帯の 2断層帯について 1:25,000都市圏活断層図を

整備した．

　平成 23年度は，能代断層帯，三方・花折断層帯，出水断層帯の 3断層帯について 1:25,000都市圏活

断層図を整備した．

　平成 24年度は，横手盆地東縁断層帯，双葉断層帯，関東平野北西縁断層帯の 3断層帯について 1:25,000

都市圏活断層図を整備した．

　平成 25年度は，前年度に整備した 3断層帯の 1:25,000都市圏活断層図を公開し，三峠・京都西山断

層帯，六甲ッ枯�臙覗愨咫し抔巴覗愨咾 3断層帯について 1:25,000都市圏活断層図を整備中．

　当初の計画どおり都市圏活断層図の整備を実施した．なお，平成 23年度からは当初の計画の年 2断

層帯を変更し，年 3断層帯の整備を実施した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
応用地理部 　防災地理課

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先



部署等名：応用地理部 　防災地理課 　活断層情報係

電話：029-864-6268

e-mail：disaster@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室



平成 25年度年次報告

課題番号：6013

（１）実施機関名：

国土地理院

（２）研究課題（または観測項目）名：

広域地殻変動監視

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ア．列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場

（４）その他関連する建議の項目：

4. 計画推進のための体制の強化

（6）研究成果の社会への還元

（５）本課題の５か年の到達目標：

　VLBI国際・国内観測及びアジア・太平洋地域での GPS連続観測を実施し、周辺のプレートの広域

的相対運動を把握する。国際 VLBI事業に参加して国際共同観測を定常的に実施することで、地殻変

動やプレート運動監視の基準となる ITRF座標系の構築等に貢献する。また、アジア太平洋地域の広

域地殻変動を把握するため、アジア太平洋 GIS基盤常置委員会を通じて、当該地域の国家測量機関と

連携した測地観測データの交換・収集を行う。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　国際観測を毎週１回、VLBI国内観測を毎月１回の割合で実施する。

　国連アジア太平洋地図会議及びアジア太平洋 GIS基盤常置委員会の決議に基づき、南太平洋地域の

GPS連続観測点において GPS観測を実施し、地殻変動を監視するとともに、アジア・太平洋地域の関

係機関から GPS観測データ等を収集し地殻変動観測データのアーカイブを作成する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成 21年度から平成 25年度まで，VLBI国内観測をほぼ毎月 1回，国際観測を毎週 1回の割合で

実施し，得られたデータを解析することで日本列島及び周辺地域のプレート運動の速さと方向を求め

た．（図 1）また，国内の VLBI観測局（つくば局 H23，H25，新十津川局 H22，父島局 H21，H24）で

VLBI-GPSコロケーション測量を実施した．

　南太平洋地域及び東南アジア地域の GNSS連続観測点（9点）において GNSS観測を実施し，得ら

れた観測データ及び解析結果をWebで公開した．平成 25年度は，解析結果を公表するためのWEBサ

イトを構築した．（図 2）また，アジア太平洋地域測地観測プロジェクト (APRGP：Asia-Pacific Regional

Geodetic Project)のキャンペーン観測に参加した．さらに，JST-JICA地球規模課題対応国際科学技術

協力事業で設置されたインドネシアの GNSS連続観測点（ジャワ島 4点，スマトラ島 1点）のうち，

スマトラ島の観測機器を更新した．（宇宙測地課）

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：



Kawabata, R., S. Kurihara, Y. Fukuzaki, J. Kuroda, T. Tanabe, Y. Mukai, T. Nishikawa, 2013, Tsukuba 32-

m VLBI Station, International VLBI Service for Geodesy and Astrometry Annual Report 2012, K. D.

Baver, D. Behrend and K. Armstrong (eds.), NASA/TP-2013-217511, 157-160.

Kurihara, S., K. Nozawa, 2013, Tsukuba VLBI Correlator, International VLBI Service for Geodesy and

Astrometry Annual Report 2012, K. D. Baver, D. Behrend and K. Armstrong (eds.), NASA/TP-2013-

217511, 212-215.

Kurihara, S., K. Nozawa, 2013, Tsukuba VLBI Analysis Center, International VLBI Service for Geodesy

and Astrometry Annual Report 2012, K. D. Baver, D. Behrend and K. Armstrong (eds.), NASA/TP-

2013-217511, 315-318.

鈴木啓・吉川忠男・今給黎哲郎・西村卓也，2013，アジア太平洋地域におけるジャワ島・スマトラ島

の地殻変動監視，国土地理院時報，124，14-21．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
測地部宇宙測地課

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター 　研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：eiss@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室



図 1 　日本列島及び周辺地域のプレート運動
1980年以来，世界中で行われている VLBI観測データを用いて，全地球的解析を実施し，日本周辺のプレート運
動の速度を求めた．



図 2 　アジア太平洋地域における 2013年（1月～12月）の地殻変動（水平）
GNSS観測の結果から求めたアジア太平洋地域における 2013年（1月～12月）の地殻変動（水平）を，国土地理
院のWebサイトで公表した．
（http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/pasia/）
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課題番号：6014

（１）実施機関名：

国土地理院

（２）研究課題（または観測項目）名：

プレート境界面上の滑りと固着の時空間変化の把握

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

ウ．東海・東南海・南海地域

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

イ．上部マントルとマグマの発生場

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（1）超巨大地震とそれに起因する現象の解明のための観測研究

イ．超巨大地震の発生とその前後の過程の解明

（５）本課題の５か年の到達目標：

　測地学的手法を用いて、プレート境界面上の滑り分布の推定精度及び分解能の向上を図り、プレー

ト境界面における固着及びゆっくり滑りの時空間的推移を解明する。また、日本列島全域の地殻活動

をより高度に理解することで、中長期的な地震発生予測の精度向上を目指す。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　GPS連続観測データを用いて、日本列島周辺のプレート境界の滑り欠損分布を推定し、地域ごとの

地殻変動及び滑り欠損の特徴を明らかにした上で，その空間分布及び時間変化を詳細に把握する。



　また、GPS連続観測データ及び過去の測地観測データを用いて、房総半島沖、豊後水道、東海地方

等、繰り返し発生するゆっくり滑りや大地震発生後に引き続いて発生する余効滑り等の解析を行い、

プレート境界面上で発生する様々な滑り現象に伴う地殻変動の特徴やその履歴を明らかにする。そし

て、これらの現象が、プレート境界大地震の発生サイクルに与える影響を定量的に明らかにする。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
１）滑り欠損の特徴

　東北地方太平洋岸の GEONETの長期の時系列データの解析から，福島県・茨城県の観測点におい

ては 2000年前後から，宮城県の観測点においては 2003年頃から，東向きの非定常成分の増加が見ら

れていたことが分かった．GEONETデータから推定された 1997年 1月～2000年 1月と 2007年 1月

～2010年 1月の 2期間における滑り欠損速度を推定した結果（図 1），2000年以前には宮城県沖を中

心に 8cm/yrと滑り欠損速度は大きく，プレート間の固着強度は強いのに対して，2007年 1月～2010

年 1月では宮城県沖で 6cm/yr，福島県沖や茨城県沖では 2cm/yr以下と滑り欠損速度は小さく，プレー

ト間の固着強度はかなり弱まっていた．こうした観測結果や推定結果から，茨城県沖や福島県沖のプ

レート間固着の強度は 2000年以降に徐々に弱まり，宮城県沖でも固着の強度がゆらぎながらも徐々に

弱まっていき，東北地方太平洋沖地震の発生に至ったという仮説が提唱できる．また，2005年以降M7

クラスの地震が 5つ発生しており，それらの地震の余効変動が本震の地殻変動に対して異常に大きく，

本震以上のモーメントを解放したことが分かった．数値計算から M9クラスの地震発生サイクルの中

で発生するM7クラスの地震の余効滑りが，M9の地震の発生前には通常よりも広域で大規模に生じる

可能性が示されており，前記の仮説に基づけば，これらの個々の地震時変動と余効変動は，巨大地震

に至る一連のプロセスの中で生じたと位置づけて考えることもできる．

　一方で，南海トラフ沿いでは目立った変化は推定されていない．しかし，H25年度に実施した 1999

年以降のデータを連続的に解析した結果からは，豊後水道，紀伊水道，東海地方でゆっくり滑りが発

生していることが改めて確認でき，地域によってゆっくり滑りの発生頻度，継続時間，規模が多様で

あることが分かった．

２）長期，短期的ゆっくり滑りの特徴

　房総半島南東沖，豊後水道，日向灘において長期的ゆっくり滑りの発生を新たに確認した．房総半

島南東沖においては，2011年 10月末と 2014年 1月初旬にいずれも 1週間程度の期間ゆっくり滑り

が発生したことを確認した．GNSS連続観測によって 1996年以降検知された過去 3回（1996年 5月，

2002年 10月，2007年 8月）とほぼ同じ場所でほぼ同じ大きさで発生していること，2014年 1月の

イベントは，発生間隔が 27か月と最小で若干大きさが小さくなっていることが分かった（図 2）．豊

後水道においては，2009年秋頃から 2010年末頃までの 1年強の期間ゆっくり滑りが発生したことを

確認した．過去 2回（1997年頃と 2003年頃）と継続時間，大きさともほぼ同程度であったことが分

かった．また，非定常地殻変動が明瞭な時期には，四国西部南東側で深部低周波微動の活発化が見ら

れることも分かった．日向灘においては，新たにゆっくり滑りが繰り返し発生していることが分かっ

た．2005年以降，半年から 1年程度継続し，約 2年の周期で繰り返していることが分かった．ゆっく

り滑りの発生領域は，1996年 12月の日向灘の地震の余効滑り領域の深部側とほぼ重なり，余効滑り

領域でもゆっくり滑りが単独で発生し得ることが分かった．

　西南日本のフィリピン海プレート上では，傾斜計もしくはひずみ計の記録の解析から，短期的ゆっ

くり滑りが繰り返し発生していることが報告されていた．新たに GNSS連続観測を用いて短期的ゆっ

くり滑りを検出する手法を開発し，四国，紀伊半島，東海の 3領域に加えて，日向灘から種子島にか

けての領域と相模トラフ沿いにおいても短期的ゆっくり滑りが発生していることが分かった．短期的

ゆっくり滑りの発生する深さは，四国から東海地方にかけては，深部低周波微動が発生する 30～40km

程度であり，それより浅い場所では検出されなかったが，相模トラフ及び日向灘から種子島にかけて

の領域では，浅部の深さ 10～20kmでも発生するという地域的な特徴があることが分かった．さらに

H25年度には，2013年の 1年間に四国，紀伊半島，東海の 3領域で 9回の短期的ゆっくり滑りが発生



していたことが分かった（図 3）．

３）東北地方太平洋沖地震に関する研究

　東北地方太平洋沖地震の発生に伴い，GEONETによって東北地方太平洋側では東向きに 2～5m，日

本海側でも 1m前後の水平変位を観測し，牡鹿半島の先端部で最大 5.4mの水平変位を観測した．上下

変動は岩手県から千葉県に至る太平洋側で 10cm以上の沈降，日本海側では数 cmの隆起を観測し，牡

鹿半島先端部で最大 1.1mの沈降を観測した．陸域に設置された GEONETデータから推定した本震の

滑り分布は，宮城県沖の深さ 20～30kmの領域で最大 30m弱の滑りが推定された．それに対して，震

央付近の海域に設置された海上保安庁による海底地殻変動観測点 5点のデータを加えて推定した結果

では，海溝寄りの深さ 10～20kmの領域で最大 60m弱の滑りが推定された．陸域の観測データのみか

ら推定した滑り分布に比べると，滑りの中心がより海溝側に推定された．これらの結果は，海溝軸付

近でも歪みエネルギーが蓄積されていたことを示唆しているとともに，常時海域での観測がより稠密

に実施されることにより，陸域の観測だけでは見えなかった海溝軸付近の歪みの蓄積・解放の分解能

の向上が期待されることを示すものである．陸域及び海域の地殻変動データから，地震を引き起こし

た断層滑り域は，岩手県沖から茨城県沖までの南北に長さ 450km，東西に幅 200kmにおよぶ広大なも

のであり，宮城県沖の海溝軸付近の領域では最大 50m以上の滑りが発生したことが明らかになった．

　東北地方太平洋沖地震発生直後から，GEONETによって大規模な余効変動を観測している（図 4）．

地震発生後 34か月間（2014年 1月初旬まで）で岩手県中部沿岸を中心に最大 106cmの水平変動が観

測されている．水平変動は地震発生直後から地震時の変動と同じ東向きの変動が卓越しており，時間

と共に減衰し，空間的に顕著な変化は見られない．しかし，上下変動の空間分布は複雑で，若干の時

間変化も見られてきている．地震発生後 1年程度は沈降していた岩手県の太平洋側では沈降が停滞し，

若干の隆起に転じてきている．秋田県，山形県の内陸部では沈降が観測され，青森県及び宮城県以南

の太平洋側及び震源域から離れた北海道南部や関東地方では隆起が観測されている．

　余効変動は，余効滑り，粘弾性緩和，間隙弾性緩和等のメカニズムが複合して生じると考えられて

いるが，地震発生後 34か月間の変動をみる限りでは，変動の時定数，東向きの水平変動や短波長の隆

起，沈降等の特徴から，主原因は余効滑りであると考えられる．GEONETデータに基づいて推定され

た余効滑りは，岩手県沿岸部に滑りのピークが位置しており，その大きさは 4.0mに達しており，岩手

県沖ではやや海溝より，宮城県沖ではやや陸寄りに位置し，地震時の大きな滑り領域よりも深部で発

生している（図 4）．滑り領域は南北に 600km，東西に 240kmに渡り，解放したモーメントは，1.2×

1022Nmを超え，モーメントマグニチュードは Mw8.6を超えている（剛性率は 40GPa）．余効滑りは

地震発生直後が圧倒的に大きく，時間と共に減少し，滑りの中心位置や空間分布の顕著な変化は見ら

れていない．

　H25年度には，余効変動のメカニズムの一つと考えられている粘弾性緩和による変動の予備的な解

析も行った．余効滑りのみでは説明できない，宮城県沖の海底地殻変動観測点の西向きの変動及び北

海道から関東甲信越地方で観測されている隆起は，いずれも粘弾性緩和によって説明することが可能

であることが分かった（図 5）．しかし，西向きの変動を説明するためには粘性率が 1.0× 1018Pa・s

程度，隆起を説明するには粘性率が 5.0× 1017Pa・s以下と考える必要があり，水平変動と上下変動の

両者を同時に説明できるには至っていない．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
国土地理院，2013，東北地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，89，72-105．

国土地理院，2013，東北地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，90，109-138．

国土地理院，2013，東北地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，91，77-104．

国土地理院，2013，GNSS観測から推定される短期的 SSEの断層モデル，地震予知連絡会会報，89，
470－ 476．

Nishimura, T., T. Matsuzawa, and K. Obara, 2013, Detection of short-term slow slip events along the nankai

Trough, southwest Japan, using GNSS data, J. Geophys. Res., 118, 3112-3125, doi:10.1002/jgrb.50222.



Yarai, H. and S. Ozawa, 2013, Quasi-periodic slow slip events in the afterslip area of the 1996 Hyuga-nada

earthquakes, Japan, J. Geophys. Res., 118, 2512-2527, doi:10.1002/jgrb.50161.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター 　研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：eiss@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室

図 1．GEONETデータから推定した日本列島周辺の滑り欠損速度分布．
（a）1997年 1月から 2000年 1月のデータから推定．（b）2007年 1月から 2010年 1月のデータから推定．



図 2．房総半島南東沖で繰り返し発生しているゆっくり滑りの滑り分布．
（a）1996年 5月，（b）2002年 10月，（c）2007年 8月，（d）2011年 10月，（e）2014年 1月．

図 3．GEONETデータから推定した 2013年 1年間に発生した短期的ゆっくり滑りの空間分布．



図 4．東北地方太平洋沖地震の余効変動と余効滑り分布．
（a）水平変動，（b）上下変動，（c）余効滑り分布．

図 5．東北地方太平洋沖地震の粘弾性緩和による変動．
（a）粘性率 1.0× 1018Pa・sの場合の地震発生から 1年間の観測値（黒矢印）と計算値（茶色矢印）．ただし，海
底地殻変動観測点の観測値はデータ期間が異なる．（b）（a）粘性率 5.0× 1017Pa・sの場合の地震発生から 2年間
の計算値．
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（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程
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ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程
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（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　ひずみ集中帯の特定の地域において、GPS、SAR干渉解析、水準測量等の測地学的手法による地殻

変動観測を実施し、詳細地殻変動分布を解明するとともに、地形地質学的に得られている地殻変動分

布との対比を通じた地殻変動特性の解明を行う。また、観測された地殻変動を説明可能な地下の変形

過程モデルを考察する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、平成 14年度から行われている糸魚川―静岡構造線断層帯周辺の GPS観測

及び SAR干渉解析を継続して実施する。8年間の GPSキャンペーン観測をまとめることによって、既

に得られている地殻変動速度の高精度化と信頼性の向上を行う。

　平成 22～25年度においては、新潟―神戸ひずみ集中帯の新潟県及びその周辺において、GPS繰り

返し観測、SAR干渉解析、精密水準測量による稠密地殻変動観測を実施し、非地震時の定常的に進行

する地殻変動の空間パターンを明らかにする。

　平成 24～25年度においては、新潟県地方の観測結果に基づき、ディスロケーションモデルや地殻の

弾性常数の不均質を考慮して有限要素法を用いた地殻変動の再現シミュレーションを行う。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成 21年度においては，糸魚川―静岡構造線断層帯周辺の GNSS観測及び SAR干渉解析を実施し，

断層帯周辺における高精度な地殻変動速度を明らかにし（図 1），断層すべりによる変形のモデル化を

実施した．これにより，糸魚川―静岡構造線断層帯において，地下で非地震性のすべりが発生してい

る可能性を明らかにした．

　平成 22-25年度においては，平成 22年度に新潟県佐渡市から阿賀町にかけて GNSS観測点を新設

し，その後，連続観測及び毎年 10月－ 11月に年 1回の繰り返し観測を実施し，越後平野付近のひず



み集中帯を横断する詳細地殻変動を明らかにした．この間，平成 23年東北地方太平洋沖地震を含む 1

年間の GNSS観測から越後平野周辺では地震時の東西伸張ひずみが周辺より大きいことが観測された．

東北地方太平洋沖地震後の観測値を比較すると，地震の余効変動が継続しているため，佐渡市-阿賀町

間において平成 23-24年にかけては約 4cm，平成 24-25年にかけては約 2cm東西方向に伸張している

こと，また，新潟市付近で周囲に比べ約 5mm/年沈降性の地殻変動が発生していることが観測された．

また，永続散乱体干渉法（PSI法）解析を行い，山岳部では永続散乱体（PS点）が少ないものの，越

後平野及びその周辺において多くの PS点が得られ，面的な地殻変動分布が得られることを確認した．

その結果，阿賀野川河口周辺と三条市周辺では，最大で約 1cm/年の沈降性の地殻変動が，また，長岡

市西部においては隆起性の地殻変動が観測された．

　平成 24年度においては，東北地方太平洋沖地震を含む 1年間の GNSS観測から観測された越後平野

周辺におけるひずみ分布の不均質を説明するため，有限要素法による J-SHIS地盤構造モデル（防災科

学技術研究所）に準拠した地殻不均質構造と東北地方太平洋沖地震の震源断層モデルを用いた地殻変

動の数値シミュレーションを行い，観測データの特徴を再現した（図 2）．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
川元智司・水藤尚・小林知勝, 2013,ひずみ集中帯の地殻変動特性に関する研究 (第 4年次),国土地理

院調査研究年報 (平成 25年度)(印刷中)

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室

他機関との共同研究の有無：有

名古屋大学環境学研究科地震火山観測研究センター（鷺谷 　威）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター 　研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：eiss@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室



図 1 　糸魚川-静岡構造線断層帯周辺の水平地殻変動速度分布
2002年から 2009年まで行われたキャンペーン観測と連続観測点を統合処理して解析して得られた水平地殻変動
速度．

図 2 　越後平野周辺における東北地方太平洋沖地震の地殻変動の計算値（東西ひずみ分布）
震源断層モデルとして Nishimura et al.（2011）の矩形断層モデルを用い，J-SHIS地盤構造モデル（防災科学技術
研究所）に準拠した弾性定数分布を与えた地下構造により，有限要素法で地表面における東西方向の伸張ひずみ

を計算した．越後平野の中央部に顕著にひずみが大きな領域が計算され，GNSS観測結果と調和的である．



平成 25年度年次報告

課題番号：6016

（１）実施機関名：

国土地理院

（２）研究課題（または観測項目）名：

火山地殻変動モデリング

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-2）火山噴火予測システム

ア．噴火シナリオの作成

（５）本課題の５か年の到達目標：

　GPS、水準測量等の地殻変動解析からマグマ供給系を含む火山体の構造、状態及びそれらの時間的

変化を明らかにし、マグマの上昇や蓄積を把握する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　特定の火山地域での GPS連続観測、水準測量等のデータを解析し、地殻変動の時・空間変化を把握

する技術を開発する。これらを基に、マグマ供給系の状態及びその時間的変化を推定する技術を開発

し、特定の火山地域に適用し、地下のマグマの状態を明らかにする。このような解析の事例研究を通

して、火山活動に関する法則性を分析する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成 21年度～25年度までの成果としては，火山解析用の時間依存のインバージョンプログラムの

開発を行い，気象庁の観測点を取り入れた解析を行えるようにした．そして開発されたプログラム及

び気象庁と国土地理院の統一的に解析されたデータを用いて，伊豆大島の地下のマグマだまりの膨張・

収縮を 2004-2014年間に関して推定し，伊豆大島では膨張収縮を繰り返しながら，全体として膨張し

ている様子が分かった．2004-2014年間での膨張量は，1700万m3に達し，次の噴火への準備が進行し

ていることが示された．また桜島のマグマ溜まりの 2003年～2014年までの解析結果では，桜島の直

下では，膨張・収縮を繰り返しながら，全体としてマグマ溜まりが膨張している様子が推定され，そ



の量は 600万 m3に達している．また姶良カルデラのマグマ溜まりも膨張が続いており，その体積変

化量は，5000万m3に達している．ただし，桜島直下のマグマ溜まりも，姶良化ルデラのマグマ溜ま

りも 2013年以降若干停滞しているようにも見える．これらの結果は概ね当初の計画に沿っている．

　平成 25年度は，桜島・伊豆大島以外にも本解析のモデル対象となる主要な火山地域があるかどうか

探るための調査を行った．しかしながら，調査の範囲内では，茂木モデルのみで説明できる適当な主

要な火山地域が無いことがわかった．今後は茂木モデル以外のダイク，シルといった要素を取り入れ

たモデリングを視野にいれて，対象火山の拡充について検討する必要がある．また，矩形断層を取り

入れられるように，解析プログラムを改良した．今後の運用に向けて，初期値の与え方や空間と時間

のスムージングについてさらに検討する必要がある．また，桜島・伊豆大島に関して数日程度で発生

するような小規模なエピソデイックな火山活動の検出を時間依存のインバージョンで試みたが検出さ

れなかった．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
国土地理院，2013，伊豆大島の地殻変動，第 126回火山噴火予知連絡会資料．

国土地理院，2013，伊豆大島の地殻変動，第 127回火山噴火予知連絡会資料．

国土地理院，2013，桜島の地殻変動，第 126回火山噴火予知連絡会資料．

国土地理院，2013，桜島の地殻変動，第 127回火山噴火予知連絡会資料．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター 　研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：eiss@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室



図 1．伊豆大島のマグマ溜まりの体積変化
時間依存のインバージョンにより、伊豆大島のマグマ溜まりの体積変化を 2004年～2014年まで推定した。



図 2．桜島の茂木モデルの体積変化
時間依存のインバージョンにより，桜島の茂木モデルの体積変化を 2003年～2014年まで推定した。



平成 25年度年次報告

課題番号：6017

（１）実施機関名：

国土地理院

（２）研究課題（または観測項目）名：

GPS解析技術の高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（2）宇宙技術等の利用の高度化

ア．宇宙測地技術

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

ウ．東海・東南海・南海地域

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

1) 　GPSの 1秒間隔データを用い、地震前後や火山噴火過程等、高速に進行する地殻変動について、

その時間推移を準実時間で把握する技術の高度化を図る。GPSによる地殻変動観測の高精度化のため、

季節依存成分の定量的補正手法、電離層及び大気による遅延誤差の補正手法、及び非潮汐海洋質量に

よる荷重変形補正手法について、それぞれ高度化を図る。GPS、水準測量、潮位観測、衛星海面高度

計等の各種測地的データを統合し、上下変動情報抽出の高精度化を目指す。また、他機関の GPSデー

タを国土地理院の運用するGPS連続観測網（GEONET）と共通の基盤で取り扱えるように統合解析の

技術を開発する。

2) 　地震、火山噴火等における GEONETによる地殻変動監視の時間分解能の向上を図る。

（６）本課題の５か年計画の概要：

1) 　GPS時系列データに含まれる季節的誤差について、補正手法を構築する。

　平成 21～24年度において、数値気象モデルを用いて、GPSによる地殻変動観測に含まれる時間・空

間スケールの小さな大気擾乱による遅延誤差の影響を明らかにする。また、数値気象モデルを用いた

大気遅延誤差の軽減効果について評価を行う。

　上下変動監視に関係する、験潮、GPS、水準測量、ジオイド等の観測・モデルについて、それぞれ

の精度向上を図るとともに、相互比較を通じて整合性の評価及び改善を図る。



　平成 21～23年度において、一周波受信機を含む任意の GPS観測データを GEONETの解と整合させ

て解析を行うGPS統合解析技術の開発を行う。

2) 　地震、火山噴火等における GEONETによる地殻変動監視の時間分解能の向上を図る。GEONET

により取得される１秒データを用い、地震発生前後及び火山噴火過程において、1秒の時間分解能で

地殻変動の時間的な変化を安定して監視することができるように、解析技術を高度化する。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　本課題の研究計画（6）に挙げた全ての項目を下記の通り予定通り実施した．

　平成 21年度において，GEONET観測点の座標時系列の上下成分について，大気荷重による変形効

果，電離層遅延高次効果，非潮汐海洋荷重，大気遅延量の誤推定に起因するみかけの変動を補正した

結果，積雪による荷重変形を明瞭化することができた．

　平成 21～24年度において，GEONETによる地殻変動監視における，時間・空間スケールの小さな

大気擾乱による測位誤差の影響を評価するための手法を構築するとともに，その手法に基づくプロト

タイプシステムを開発した．また，数値気象モデルを用いた大気遅延誤差の軽減効果について評価を

行い，高い軽減効果が認められる場合があることを確認した．

　平成 22年度において，GPS連続観測局が併置された験潮場について，潮位と GPSのそれぞれのデー

タから推定される鉛直速度がよい一致を示すことを確認した．また，潮位データについて，ウェーブ

レットに基づくコヒーレンス解析手法を開発し，潮位変化がコヒーレントである海域区分を検討した．

　平成 21～23年度において，一周波受信機を含む任意の GPS観測データを GEONETの解と整合させ

て解析を行うGPS統合解析技術を開発し，解析システムのプロトタイプを構築した．

　平成 25年度において，GPS座標時系列の誤差要因である地面反射マルチパスについて,受信機 SNR

を用い，定量的に見積もる手法を構築した．

　平成 25年度において，大気遅延による測位誤差の軽減を目指し，GNSS測位において大気遅延の推

定に用いるマッピング関数の 2次への拡張の有効性について，予察的な検討を行った．

　平成 25年度において，電子基準点の熱変形に伴う誤差について，電子基準点に併置されている傾斜

計データを用い，定量的に見積もる手法を確立した．その結果，一重管タイプの電子基準点では，最

大で 1cm程度の熱変形誤差が見られることを明らかにした．（宇宙測地研究室）

　平成 23年度～24度において，GEONETによるリアルタイムデータを常時解析し，巨大地震の規模

等を即時に推定する，新しい GEONETリアルタイム解析システムプロトタイプを開発し，平成 25年

度はこれを全国対応への改良等，本システムの機能向上を図った．（地殻監視課）

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Munekane, H., 2013, Sub-daily noise in horizontal GPS kinematic time series due to thermal tilt of GPS

monuments, Journal of Geodesy, 87, 393-401.（宇宙測地研究室）

川元智司・宮川康平・山口和典・西村卓也・宮原伐折羅・古屋智秋・酒井和紀・畑中雄樹・根本悟・辻

宏道・太田雄策・日野亮太・木戸元之・飯沼卓史・藤本博己・三浦哲，2013，新しい GEONETリ

アルタイム解析システムの開発，日本地球惑星科学連合 2013年大会．

Satoshi Kawamoto, Kohei Miyagawa, Toshihiro Yahagi, Kazunori Yamaguchi, Hiromichi Tsuji, Takuya

Nishimura, Yusaku Ohta, Ryota Hino, Satoshi Miura, 2013, Development of a new real-time GNSS

data analysis system in GEONET for rapid Mw estimates in Japan, American Geophysical Union Fall

Meting 2013.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地理地殻活動研究センター宇宙測地研究室、測地観測センター地殻監視課

他機関との共同研究の有無：無



（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター 　研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：eiss@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室



図 1：電子基準点の熱変形による誤差の例
(a)電子基準点の熱変形による誤差の例．電子基準点つくば１における，2012年 1月 1日～14日の時系列を示す．
黒線がキネマティック GNSS座標時系列，灰線が傾斜計により推定された電子基準点の熱変形による誤差を表す．
両者はよい一致を示す．

(b) 2012年 1月 8日における熱変形の 1時間毎の方向と大きさを表すベクトル図．矢印の数値は，観測時（日本標
準時）を示す．太陽位置と逆側に変位する熱変形の特徴がよく現われている．



平成 25年度年次報告

課題番号：6018

（１）実施機関名：

国土地理院

（２）研究課題（または観測項目）名：

SAR解析技術の高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（2）宇宙技術等の利用の高度化

ア．宇宙測地技術

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（５）本課題の５か年の到達目標：

　「だいち」等による衛星 SAR干渉解析による地殻変動把握技術の高度化のため、永続散乱体干渉手

法、GPS等との統合解析手法、大気伝播誤差補正手法及び干渉データの位相連続化手法の拡張や改良

を進める。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、「だいち」GPSデータを用いた軌道解析を行い、干渉 SAR解析による評価

を通じて地盤変動抽出のために最適化された軌道推定技術を確立する。

　平成 21～22年度においては、気象モデルを用いた水蒸気位相遅延補正手法、高解像度に適合した位

相連続化手法を開発し、SAR干渉画像の高精度化・変動量解析の迅速化を図る。

　現地での観測、調査が困難な海外の地震等のイベントが生じた場合に、SAR、光学センサ等の衛星

リモセンデータに基づき、地殻変動や地形の変化等を抽出し、断層モデル等を作成して地震像を明ら

かにする。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　本課題の研究計画（6）に挙げた全ての項目を下記のように予定通り実施した．

　平成 21年度においては，SAR衛星「だいち」の GPSデータを用いた軌道解析を試み，推定された

軌道を用いた SAR干渉解析結果の評価を通じて，軌道推定手法の最適化を行った．



　平成 21～22年度においては，SAR干渉画像に含まれる大気起因の誤差を，数値気象モデルを用い

て低減する処理手法を開発した．また，高解像度を維持したまま迅速に地殻変動量解析が可能な対話

型の位相連続化処理ソフトを開発した．

　平成 23年度においては，東北地方太平洋沖地震の SAR干渉解析に，GPSデータとの統合解析手法

を適用することにより，精度が低い速報的な軌道情報（RARR）を用いた SAR干渉処理においても，

正確かつ迅速に地殻変動を検出できた．

　平成 24～25年度においては，永続散乱体干渉手法を越後平野及びその周辺の地盤変動計測に適用

し，阿賀野川河口周辺や三条市周辺などで年間約 5mmから 1cmの速度で進行する沈降性の地盤変動

を検出した．

　また，観測や調査が困難な海外の地震に伴う地殻変動を SAR干渉解析等により抽出し，断層モデル

を作成して地震像を明らかにすることが出来た（2009年スマトラ南部の内陸地震・2010年ハイチ共

和国の地震（平成 21年度），2010年中国青海省地震・2010年イラン南東部の地震（平成 22年度），

2013年フィリピン・ボホール島の地震（平成 25年度））．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Kobayashi, T., 2014, Remarkable ground uplift and reverse fault ruptures for the 2013 Bohol earthquake

(Mw 7.1), Philippines, revealed by SAR pixel offset analysis, Geoscience Letters, in press.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室・宇宙測地研究室

他機関との共同研究の有無：有

宇宙航空研究開発機構（JAXA）

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター 　研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：eiss@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室



図 1 　SARと GPSの統合解析により捉えられた平成 23年 (2011年)東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動
(a)北行軌道（衛星が北方向に進行しながら西側上空から地上を見下ろしてレーダーを照射）。(b)南行軌道（衛星
が南方向に進行しながら東側上空から地上を見下ろしてレーダーを照射）。



図 2 　対話型位相連続化処理ソフトによって位相連続化された 2011年福島県浜通りの地震の SAR干渉画像（上）
と断層を横切る変位プロファイル（下）（Kobayashi et al.（2012）の図を一部改変）



平成 25年度年次報告

課題番号：6019

（１）実施機関名：

国土地理院

（２）研究課題（または観測項目）名：

GPS火山変動リモート観測装置（REGMOS）

（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 新たな観測技術の開発

（3）観測技術の継続的高度化

イ．地震活動や噴火活動の活発な地域における観測技術

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

ウ．東海・東南海・南海地域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　実用化されている GPS火山変動リモート観測装置（REGMOS）に、地磁気センサーや監視カメラ

を搭載し、多項目観測により細部マグマの挙動を監視する多機能的な機動観測装置を開発する。

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては、衛星通信回線をキネマティック測位に対応可能なパケット通信タイプで大

容量データ高速通信が可能な通信システムに対応した観測制御装置を開発する。

　平成 22年度以降においては、地磁気（全磁力）センサー及び火山監視カメラの搭載及びキネマティッ

ク測位が行えるよう電源部改良等の高度化を行う。

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　耐風性を強化するため，筐体の形状を八角柱に変更し ,冬季積雪対策としてソーラーパネルの取付位

置や発電効率の高いソーラーパネルを用いるとともに，電源制御部においてソーラーパネル個々に制

御する方式を取り入れる等の改良を行い，発電効率の向上を図った REGMOSを導入した．

　複合的な観測にむけた多機能観測型の REGMOSにするために，大容量データが転送可能な高速デー

タ衛星通信回線（インマルサット）によるデータ通信システムを開発し，GPS受信機を，ボード型の

受信装置に変更することにより，従来型の GPS受信機より観測データの圧縮比を高めデータ転送コス

トの軽減を図れる総合制御装置 (RCL)を開発した．

　開発した機器を搭載した REGMOSを樽前山に設置し，これにより傾斜計，温度計，webカメラが

搭載され，REGMOSの挙動をリモート監視できるとともに，画像による火山監視が可能になった．

さらに，磁気センサーを搭載した REGMOSを富士山に設置し，データの安定したデータ取得を実現

するため，プリアンプの保温，センサー設置方法を改善し観測を継続実施した．



　平成 25年度においては，従来観測データとしては GPSのみであったが，準天頂衛星及び GLONASS

にも対応するための試験観測を実施し，観測データ量が増加しても安定的にデータ通信が可能なこと

が確認できた．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
測地部機動観測課

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター 　研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：eiss@gsi.go.jp

URL：http://www.gsi.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：畑中雄樹 　

所属：地理地殻活動研究センター 　地殻変動研究室

図 1 　GPS火山変動リモート観測装置（REGMOS）
富士山（富士御庭）に設置している GPS火山変動リモート観測装置（REGMOS）



平成 25年度年次報告

課題番号：7001

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

検潮観測

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（2）超巨大地震とそれに起因する現象の予測のための観測研究

ア．超巨大地震の震源域における地殻活動のモニタリング

（５）本課題の５か年の到達目標：

　潮位の連続観測を継続して実施する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　潮位データの伝送を高度化し，障害による欠測を減少させる．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　気象庁が管理している地点の潮位データの伝送について，障害による欠測を減少させるため，以下

の改善を図った．平成 21年度には，伝送装置を更新した．平成 22年度には，雷災対策の改善を行っ

た．平成 23年度には，伝送の二重化，予備電源による稼働時間の長時間化を図った．平成 24年度と

平成 25年度には，引き続き伝送の二重化，予備電源による稼働時間の長時間化を行った．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
　観測された潮位データを気象庁に集約し，気象庁HPならびに国土交通省防災情報提供センター HP

にて公開（５分間隔で更新）している．また，気象庁が管理している地点は，毎時潮位，月平均

潮位（平年偏差），津波，副振動等のデータについても気象庁 HPで公開している．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地球環境・海洋部海洋気象課，地震火山部

他機関との共同研究の有無：有



国土交通省（水管理・国土保全局，港湾局），国土地理院，海上保安庁と連携した潮位データの一

元化

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課 　地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341(内線：4514)

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp

URL：http://www.jma.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：宮内誠司 　

所属：地球環境・海洋部海洋気象課



平成 25年度年次報告

課題番号：7002

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

震源決定精度の向上

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（2）超巨大地震とそれに起因する現象の予測のための観測研究

ア．超巨大地震の震源域における地殻活動のモニタリング

（５）本課題の５か年の到達目標：

観測点高度を考慮した震源決定の導入の調査及び検討

地震多発時の震源自動決定アルゴリズムの検討

三次元速度構造による震源計算の検討

海底地震計を含めた観測点補正値の検討

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21-22年度においては，地震多発時の震源自動決定のアルゴリズムを検討する．観測点高度の

導入については，プログラム開発に着手する．

　平成 23-24年度においては，観測点高度の導入及び地震多発時の震源自動決定アルゴリズムのヒー

トランを目指す．

　平成 25年度においては，上記，結果の評価を実施する．

　三次元速度構造による震源計算については，事例の蓄積を待って評価．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
1. 観測点高度を考慮した震源決定法の検討
　気象庁地震カタログ（以下，カタログ）の作成の際に震源決定に使用している観測点は、海底地震

計を含め、高度-4011～3772mの範囲にあるが，理論走時を計算するための走時表は全ての観測点高度

を 0mと仮定した上で走時の計算が行われており，カタログ震源は観測点高度に関する絶対的な誤差

要因を内包している．そこでカタログ震源の絶対的精度向上のために震源決定プログラムで観測点高

度を考慮するよう改良を行った．改良したプログラムにより 2002年 10月～2012年 8月の一元化震源

（1598048個）の震源再計算を行い，99%以上について震源決定することができた．震源再計算による

P相の走時残差は 0.37から 0.39秒に増加したものの，S相については 0.61から 0.55秒に減少した．ま

た，震源位置について山梨県東部等で深さが約 1km浅くなる傾向があった（図 1）．



2. 地震多発時の震源自動決定アルゴリズムの検討
　平成 22，23年度に酒井 (1998)を基に狭域で地震が多発した場合の自動震源決定処理（群発自動処

理）の開発を行い，伊豆半島東方沖 (図 2)や福島県会津地方等の地震活動に適用し，一元化処理とほぼ

同様の傾向を示す地震数の時間推移や震源位置の変化を準リアルタイムで捉えることに成功した．伊

豆半島東方沖については，処理結果をホームページに公開しており，他領域の処理結果に関しても地

震調査委員会への報告を行った．

　平成 24年度に広域の地震活動の震源を精度良く自動決定するために 3手法（パーティクルフィル

タ法 [山田 (2011)]，パターン認識を応用した手法 [束田・大竹 (2011)]，走査型地震検出法 [中川・平田

(2000)]）のロジック開発を行い，これらを 2008年岩手宮城内陸地震の余震活動に適用し，手法毎のイ

ベント検知力及び自動震源決定能力の評価を行った．

　平成 25年度は平成 24年度の評価で最も高い震源決定率を示した，パーティクルフィルタ法を日本

全国のデータに適用し (図 3)，処理の性能評価を実施した．評価の結果，パーティクルフィルタ法によ

り内陸において一元化処理で決定した震源の 90%以上に対して震源が決定できていることが分かった．

　西南日本の低周波微動活動を把握するために平成 23～25年度に東京大学，防災科学技術研究所と共

同で Obara(2002)に基づく微動源自動決定プログラムを作成した．本処理結果は毎月定例の地震防災

対策強化地域判定会で報告している．また，平成 25年度に低周波微動の検知法としてMatched Filter

法の開発を行い，図 4に示した通り愛知県中西部の低周波微動活動に適用した．

　上記の群発自動処理，パーティクルフィルタ法，低周波微動処理ロジックはいずれも次期一元化処

理システムに取り込むことで検討を進めている．

　

　このほか，三次元速度構造による震源計算の検討に向けたデータの蓄積を継続した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
溜渕功史，2013，パーティクルフィルタを利用した自動震源決定，日本地球惑星連合 2013年大会予

稿集.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地震火山部

他機関との共同研究の有無：有

防災科学技術研究所，東京大学

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課 　地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（内線：4514）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp

URL：http://www.jma.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：森脇 　健 　

所属：気象庁地震火山部地震予知情報課



図 1 　山梨県東部の震源分布．赤丸が改良版のプログラムによる震源で青丸が気象庁カタログ震源である．

図 2 　2009年の伊豆半島東方沖の一元化処理（上図）と群発自動処理（下図）の処理結果．左より震央分布図，
深さ時系列，時別震源数の頻度分布である．



図 3 　2013年 12月 1日～7日の一元化震源（左図），パーティクルフィルタ法による震源（中央図）の震央分布
と一元化震源に対するパーティクルフィルタ法の領域毎の震源決定率（右図）．震源決定率の分布において，青色

は震源決定率が低いことを示し，赤色は高いことを示す．

図 4 　2013年 8月 3日～12日の愛知県中西部の低周波地震活動のMatched Filter法による処理結果（左図）と一
元化処理の結果（右図）．青丸が震央を示す．上図が震央分布図で下図が経度方向の震央の時系列分布である．

青丸が震央を示す．上図が震央分布図で下図が経度方向の震央の時系列分布である．



平成 25年度年次報告

課題番号：7003

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

地震活動異常を定量的に評価・診断するシステムの構築

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ウ．地震活動評価に基づく地震発生予測

（５）本課題の５か年の到達目標：

　内陸及び沿岸地域で，地震活動の異常の有無について，定量的に評価・診断を，業務ベースで実施

し，異常を検知した場合の情報提供を目指す．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては，平成 20年度までの研究結果をもとに，地震活動異常を定量的に評価・診

断する業務を試行的に継続し，異常の検出事例の蓄積を進める．

　平成 22年度以降，他機関，大学の研究成果を収集し，関係機関と協議しながら，評価・診断の手法

への活用を図る．さらに，地震調査委員会での検討結果を合わせ，評価・診断するシステムの構築を

目指す．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
・伊豆東部の地震活動の予測情報

　平成 21年度から地震調査研究推進本部の下に設置された「地震活動の予測的な評価手法検討小委員

会」において，伊豆東部で発生する群発的な地震活動についての予測的な評価手法の検討を行った．こ

れは，マグマの上昇に起因する伊豆東部の地震活動について，それに先行する地殻変動の大きさ（単

位時間あたり）を過去事例と比較し，地殻変動と地震活動との間の経験的な式を用いて，地震活動活

発化の前に，(1)マグニチュード１以上の地震回数，(2)最大地震の規模と震度，(3)震度１以上の地震

回数，(4)活発な活動期間を予測するものである．平成 22年 9月にその予測手法報告書をとりまとめ

た．その後，静岡県が設置した「伊豆東部火山群の火山防災対策検討会」において，関係機関などと

情報の内容や発表方法についての検討を行い，平成 23年 3月 31日から「伊豆東部の地震活動に関す

る情報」の運用を開始した．



　平成 24年度には，この予測情報をより迅速に提供するために，地震活動データやひずみ計・傾斜計

データを使った総合的な活動監視，及び地殻変動源推定を簡易的に行うソフトウェアを開発し，総合

的に判断を行うための地震活動評価装置を構築した．また，情報名称を，地元自治体と協議の上，「伊

豆東部の地震活動に関する情報」から，より分かりやすい「伊豆東部の地震活動の見通しに関する情

報」に変更した．平成 25年度は，地震活動評価装置のプログラム改修を行ってより安定的な運用がで

きるようにするとともに，「伊豆東部の地震活動の見通しに関する情報」が受け手にとってより分かり

やすい防災情報となるよう，情報文案の見直しを行った．

　本項目については防災情報という具体的なアウトプットが得られており，このことは地震活動の定

量的評価研究の大きな成果と言える．

・余震活動の予測

　本課題において平成 22年度から余震活動の予測手法の高度化についての検討に着手しており，その

一部の手法を，平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の際の余震活動に適用した．本震以降の活

動に大森・宇津公式を当てはめ，得られたパラメータを基に，期間内（例えば３日間）に発生する余

震回数を予測するものである．従来の大きな余震（M≧ 7.0）の発生確率に関する情報に加え，M≧

5.0の余震発生回数予測の情報も併せて発表し，余震の見通し情報の充実を図った．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地震火山部地震予知情報課

札幌管区気象台，仙台管区気象台，大阪管区気象台，福岡管区気象台，沖縄気象台

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課 　地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（内線：4514）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp

URL：http://www.jma.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：坂井孝行 　

所属：気象庁地震火山部地震予知情報課



平成 25年度年次報告

課題番号：7004

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

発震機構解析の高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（2）超巨大地震とそれに起因する現象の予測のための観測研究

ア．超巨大地震の震源域における地殻活動のモニタリング

（５）本課題の５か年の到達目標：

　発震機構解析技術を高度化することにより，メカニズム解，モーメントマグニチュード等解析の高

精度化・高速化を目指す．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　現行の 45～100秒のデータを使用する CMT解析では，計算条件を固定にすることにより解析精度

を高めることができないか検討する．また，長周期成分が卓越する地震に対応するため，より長周期

な成分（100～333秒）を用いた CMT解析の解析手法の改良をすすめる．特に，解析に必要な最低限

のデータ長，適切な観測網等に着目して検討を行う．さらに，Ｗフェーズを用いた発震機構解析の導

入に向けて検討を開始する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　ＣＭＴ解析について，理論波形を計算するための地球モデルを PREMに変更し，解析に使用する帯

域を地震の規模に応じたものとすることでマグニチュード４クラスの地震でも解析できるようになっ

た．また，深さ方向に対しグリッドサーチで適切な初期値を推定する方法を導入し，海域など震源計

算では深さの精度が低い地域の解析精度を向上させた．

　自動ＣＭＴ解析については、Ｍ８クラスなど長周期成分が卓越する地震に対応できるよう，より長

周期な成分（83～333秒）を用いた自動ＣＭＴ解析を開始した．また，STS-2等の広帯域地震計が振

りきれてしまうような巨大な地震についても確実かつ迅速に自動ＣＭＴ解析を行うため，国内の速度

型強震計を用いた自動ＣＭＴ解析の開発を行い，マグニチュード７を超えるような強いシグナルを出

す地震に対しても精度の良い解析ができるようになった．この手法を東北地方太平洋沖地震に用いた

場合，地震発生から 15分後にＭ w（モーメントマグニチュード）8.8の解析結果が得られることを確

認した．この結果を基に，巨大地震においても速やかに自動ＣＭＴ解析を行い，迅速かつ正確な津波

警報の発表を行えるよう，気象庁では速度型強震計の全国整備を進めた．



　マグニチュード８を超えるような地震の場合，解析の初期値（通常は震源つまり初期破壊開始点）

とセントロイドが大きく離れる場合（例えば 100km以上離れる場合）があり，このような地震につい

て精度の良い解析ができないことが分かった．このことに対応するため，セントロイド初期値が解析

結果に与える影響を調査し，解析初期値の推定にグリッドサーチを用いた新たな自動ＣＭＴ解析処理

を開発した．この自動ＣＭＴ解析には国内の速度型強震計のデータを用いる．この手法を東北地方太

平洋沖地震に用いた場合，地震発生から 13分後に Mw8.8の解析結果が得られることを確認した．

　Ｍ wを求める時間を短縮するため，自動処理によるWphase解析を開始し，これにより地震発生か

ら約６分後にはＭ wを推定できるようになった．この手法を東北地方太平洋沖地震に用いた場合，地

震発生から６分後にＭ w8.8の解析結果が得られることを確認した．

　２５年度については，気象庁で整備してきた速度型広帯域強震計のデータを使用した自動ＣＭＴ解

析の開発を行った．

　これらの自動解析結果は津波警報の発表や地震監視業務に利用され，地震調査委員会への報告や報

道発表に使用されている．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
碓井勇二・山内崇彦・瀬戸博巳, 2013,気象庁におけるＣＭＴ解析の改良,験震時報,第 77巻, 39-45.

山内崇彦・碓井勇二, 2013,解析初期値の推定にグリッドサーチを用いた自動ＣＭＴ解析,験震時報,第

77巻, 47-53.

碓井勇二・山内崇彦, 2013,気象庁における国内広帯域地震計を用いた自動Wphase解析,験震時報,第

77巻, 55-62.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地震火山部地震予知情報課 　発震機構係

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課 　地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（内線：4514）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp

URL：http://www.jma.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：西 　政樹 　

所属：気象庁地震火山部地震予知情報課 　発震機構係



平成 25年度年次報告

課題番号：7005

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

震源過程解析の実施と高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（2）超巨大地震とそれに起因する現象の予測のための観測研究

ア．超巨大地震の震源域における地殻活動のモニタリング

（５）本課題の５か年の到達目標：

　震源過程解析の解析例を増やすと共に，震源過程解析の高精度化を目指す．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　震源過程解析の解析例を行うことにより改良点の洗い出しを行い，震源過程解析プログラム及び解

析手法の改良を行う．また，過去地震の震源過程解析の解析及び調査から，客観的な計算パラメータ

の設定手法及び解析結果の評価手法の調査を行う．

　経験的グリーン関数を用いた解析手法を取り入れることなどにより，解析可能な地震の下限を下げ

る検討を行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　日本とその周辺及び海外で発生した大規模な地震について，遠地実体波または近地強震波形を用い

てマルチタイムウィンドウ線形波形インバージョン法による震源過程解析を行い，断層すべりの時空

間分布を求めた．解析では，一次元地下構造による理論的なグリーン関数を用い，遠地実体波を用い

る場合は原則Mw7.0以上，近地強震波形を用いる場合は原則Mw6.5以上の地震を対象とした．これ

らの解析事例に基づき，解析プログラム及び解析手法の改良を行った．具体的には，遠地実体波解析

プログラムについて，複数の断層面設定の導入，時空間の平滑化係数決定のための ABIC最小条件の

導入（H25年度），地震モーメントの総和及び震源時間関数の計算方法の変更（H25年度）等を行っ

た．また，解析を迅速化するため，グリーン関数計算の並列化，パラメータ探索のための逐次処理の

並列化，観測波形データを早期に取得する仕組みの構築等を行った．

　解析パラメータの設定や解析結果の評価をより客観的に行うため，チェッカーボード解像度テスト

を導入し（H25年度），断層すべりの空間解像度を確認できるようにした．また，断層すべりモデル

から計算した地殻変動データを用いて合成開口レーダーの理論的な干渉縞を作成し，観測された干渉

縞と比較できるようにした．さらに，解析結果を評価するため，求めた断層すべりモデルから抽出し



た全破壊域，全破壊域の平均すべり量，全破壊内の大きなすべり域に関するスケーリング則を地震タ

イプ別に導出し，既往のスケーリング則と比較した（H25年度）．その結果，内陸地殻内及びプレー

ト境界の地震では，既往研究とほぼ一致した．一方，スラブ内地震における全破壊域及び大きなすべ

り域は，既往研究よりも大きかった．これは，解析に用いた波形データの周波数帯や断層面の設定の

違いが原因と考えられる．

　解析可能な地震の下限を検討するため，沖合の陸に近い場所で発生したM6クラス前半の繰り返し

地震について，震源過程解析及び波形相関解析を行った．その結果，断層すべりの空間解像度がある

程度高いことを確認し，この場所における解析対象地震の規模を下げられる可能性を示した．

　以上の成果に基づいた震源過程解析の結果は，地震調査委員会，地震予知連絡会へ提出されるとと

もに，気象庁の報道発表資料，気象庁WEBサイト等へも公開された．

　これらは概ね上記（６）の計画通り実施された．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
長谷川嘉臣・岩切一宏，2013，地震波形を用いた震源過程解析による気象庁の断層すべり分布のスケー

リング則，日本地震学会 2013年秋季大会，P3-65．

気象庁，2013，近畿・中国・四国地方とその周辺の地震活動（2012年 11月～2013年 4月），地震予

知連絡会会報，90，338-344．

気象庁，2013，世界の地震活動（2012年 11月～2013年 4月），地震予知連絡会会報，90，439-469．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地震火山部地震予知情報課 　震源過程調査係及び発震機構係

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課 　地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（内線：4514）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp

URL：http://www.jma.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：岩切一宏 　

所属：気象庁地震火山部地震予知情報課 　震源過程調査係



平成 25年度年次報告

課題番号：7006

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

全国における火山観測

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　大学や防災科学技術研究所等関係機関の協力の下，火山噴火予知連絡会で中長期的な火山監視体制

の強化が必要とされた 47火山の連続的な監視観測を継続する．また，火山活動が活発化した場合に

は，必要に応じ観測体制を強化する．

　これらの成果は，噴火警報等の防災情報の発表や火山解説資料の作成に利用するとともに，地震火

山月報（カタログ編）や火山年報で取りまとめて公表する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

1）連続的な監視観測

　平成 21年度には，火山噴火予知連絡会で中長期的に観測体制の充実が必要とされた 47火山（うち

13火山は従来連続監視を行っていなかった火山）へ地震計・傾斜計等の観測施設を整備する．また，

防災科学技術研究所等が新規に整備する観測施設や，大学・防災科学技術研究所等の既存の観測施設

について，監視に必要なデータの流通方法について検討する．これらの成果を含め，関係機関の協力

を得て，全国４箇所の火山監視・情報センターで監視する．

2）現地調査・機動観測による繰り返し観測等

　全国の火山について，地震観測・GPS繰り返し観測，熱観測等の調査的な機動観測を計画的に実施

する．また，三宅島，浅間山，桜島等，火口からの二酸化硫黄ガスの放出が継続している火山につい

ては，COMPUSS等による火山ガス放出量の観測を実施する．

　火山活動に異常が観測された場合には，緊急観測を実施し，火山活動の詳細を把握する．

　以上とあわせて，必要な機器を更新する等モニタリングの高度化を図る．平成 21年度は機動観測に

利用する機器を更新する．

3）観測成果の公表

　各種監視・観測で得られた成果は，噴火警報等の防災情報，火山解説資料等の防災目的の資料等に

利用する他，地震火山月報（カタログ編）や火山年報等により公表する．



（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
1）連続的な火山観測

　全国の活火山について，全国４か所の火山監視・情報センターにおいて，地震計，空振計，GPS等

により，連続的な監視観測を行った．

　火山噴火予知連絡会で中長期的に観測体制の充実が必要とされた 47火山で，平成 21年度に地震計・

傾斜計等の観測施設の整備を開始し，平成 22年度から活動監視に活用し，平成 23年度には観測結果

の公開を開始した．

　火山観測施設の更新計画に基づき，平成 23年度は十勝岳，伊豆大島，桜島，浅間山，伊豆東部火山

群を，平成 24年度は三宅島，有珠山，霧島山，草津白根山，吾妻山，白山を，平成 25年度は雌阿寒

岳，御嶽山，富士山，阿蘇山，薩摩硫黄島，諏訪之瀬島の観測施設を更新した．

　特に霧島山（新燃岳）では，平成 23年 1月 26日から火山活動が活発化したことから，地震計，傾

斜計，GPS，遠望観測装置，降灰計等を設置して観測施設を強化し，平成 24年度には総合観測点を２

か所整備した．また，平成 25年度に活動が活発化した八甲田山及び蔵王山では，八甲田山には臨時の

地震計と GPSを設置し，微動及び傾斜変動を観測した蔵王山には臨時の火口カメラ及び東側山麓に遠

望カメラを設置し，観測施設を強化した．

　火山噴火予知連絡会の観測体制等に関する検討会における検討結果をとりまとめた（平成 21年度）．

それを踏まえ，防災科学技術研究所と地震計，傾斜計，空振計等の観測データの交換を実施した（平

成 22年度～）．気象庁，防災科学技術研究所，大学は，火山監視に必要なデータを交換するための協

定を締結しデータの流通を進めた（平成 23年度～）．

2）現地調査・機動観測による繰り返し観測等

　全国の火山について，地震観測，GPS繰り返し観測，熱観測等の調査的な機動観測を計画的に実施

した．また，三宅島，浅間山，桜島，霧島山（新燃岳）等，火口から二酸化硫黄ガスの放出が継続し

ている火山については，COMPUSS等による火山ガス放出量の観測を実施した．また，噴火活動が活

発だった霧島山（新燃岳）や現在も継続している桜島では，関係機関の協力を得て，上空からの観測

を繰り返し実施した．

　弥陀ヶ原では以前から熱活動が活発で，平成 23年 10月に地震活動が活発化したため，平成 23年度

に臨時の熱観測，地震観測を実施した．平成 24年度以降も，気象庁で臨時の地震観測を行い，活動を

監視している．また，GPSの繰り返し観測を実施した．

3）観測成果の公表

　各種監視・観測で得られた成果は，噴火警報，火山の状況に関する解説情報，火山活動解説資料等

の防災目的の情報や資料として公表された他，地震火山月報（カタログ編）や火山報告等で取りまと

めて公表した．また，防災科学技術研究所のホームページで，気象庁の地震計等のデータの公開を開

始した（平成 23年度）．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
地震火山月報（防災編）2013年 3月号～2014年 2月号（予定）

地震火山月報（カタログ編）2012年 9月号～2013年 10月号（予定）

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地震火山部・札幌管区気象台・仙台管区気象台・福岡管区気象台火山監視・情報センター

他機関との共同研究の有無：有

（監視に関するデータ提供機関）

防災科学技術研究所，北海道大学，弘前大学，東北大学，東京大学，東京工業大学，名古屋大学，京

都大学，九州大学，神奈川県温泉地学研究所，北海道，青森県，岩手県，長野県，岐阜県，大分県，

北海道開発局，東北地方整備局，九州地方整備局等



（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課 　地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（内線：4514）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp

URL：http://www.jma.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：松森 　敏幸 　

所属：気象庁地震火山部火山課



平成 25年度年次報告

課題番号：7007

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

日本域における地磁気の基準値観測

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

（５）本課題の５か年の到達目標：

　日本中央部，北日本，南西日本，日本南方の地磁気基準点である柿岡，女満別，鹿屋，父島における

地磁気４成分観測，及び全国にわたる全磁力精密連続観測網を構成する重要な観測点として，いわき，

北浦，阿蘇山麓において全磁力観測を，観測データの精度向上及び編集・解析作業の効率化，データ

取得の安定性を図りながら精密連続観測を継続実施し，陸域，海域での磁気測量をはじめ，大学等に

よる地震及び火山噴火予知等に関する電磁気的観測研究に対し，高精度の地磁気基準値として迅速に

提供する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　日本における地磁気基準点である柿岡，女満別，鹿屋，父島での地磁気４成分観測，及び全国にわ

たる全磁力精密連続観測網を構成する重要な観測点として，いわき，北浦，阿蘇山麓での全磁力観測

を，観測データの精度向上及び編集・解析作業の効率化，データ取得の安定性を図りながら精密連続

観測を継続実施し，陸域，海域での磁気測量をはじめ，大学等による地震及び火山噴火予知等に関す

る電磁気的観測研究に対し，高精度の地磁気基準値として迅速に提供する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　柿岡，女満別，鹿屋，父島での地磁気 4成分連続観測，及びいわき，北浦，阿蘇山麓での全磁力精

密連続観測を実施し，地震及び火山噴火予知等に関する電磁気的観測研究に対して高精度の地磁気基

準値を迅速に提供した．

　地磁気 4成分観測は，定期的に絶対観測及び観測値の較正を行い，観測データの精度向上，編集・

解析作業の効率化，及びデータ取得の安定性を図りながら連続観測を実施している．

　H22(2010)年に，柿岡，女満別及び鹿屋の地磁気 3成分磁力計，女満別及び鹿屋の全磁力磁力計を

更新整備し，柿岡と父島に加えて新たに女満別と鹿屋の全磁力 1秒値の提供を開始した．また，地磁

気観測点への車両等による磁気擾乱の監視観測を強化し，異常値の検出・補正処理の効率化を図った．



　平成 23年 (2011年)東北地方太平洋沖地震に伴って，いわき，北浦，柿岡を含む東北地方から関東

地方にかけての観測点で全磁力値の減少が観測され，カルマンフィルタを用いた定量的解析では変動

が女満別に及ぶことが確認された．

　H24(2012)年に，地磁気観測所ホームページから地磁気 4成分連続観測点のデジタルデータに加え

て新たにメタデータの提供も開始した．また，柿岡，女満別，鹿屋における 3成分 (X,Y,Z成分)0.1秒

値の提供も開始した．

　H25(2013)年 1月分からは，1分値・1時間値の絶対値に加えて新たに 1秒値についても観測基線値

を補正した絶対値の提供を開始した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地磁気観測所

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象庁地磁気観測所調査課

電話：0299-43-6909

e-mail：kakioka@met.kishou.go.jp

URL：http://www.kakioka-jma.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：大川隆志 　

所属：気象庁地磁気観測所観測課



平成 25年度年次報告

課題番号：7008

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

自己浮上式海底地震計観測による宮城県沖の地震活動

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　想定宮城県沖地震の震源域及びその周辺において自己浮上式海底地震計による地震観測を行い，そ

の海域で発生している地震活動を詳細に把握するとともに，精度の高い震源分布を求める．また，震

源決定手法の改良・高度化も行う．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　宮城県沖において４か月（２か月２回）程度の自己浮上式海底地震計による地震観測を実施し，地

震データを蓄積するとともに，検測・解析処理を行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　計画期間中は毎年 2回程度の観測航海を行い，宮城県沖を中心に海底地震計による観測を行った．平

成 25年度は，5月，11月の 2回の観測航海により，20点の海底地震計について設置，回収作業を行

い，2012年 11月から 2013年 10月にかけてのデータを取得した．

　取得したデータについては，共同研究機関の東北大学等と連携して解析を進めており，これまでに

も，東北地方太平洋沖地震の余震の詳細な分布が得られている．また，2012年 12月 7日に三陸沖の

太平洋プレート内及びプレート境界でほぼ同時に発生した 2つの地震について，海底地震計のデータ

を用いて精度の高い解析を進めている．

　なお，仙台管区気象台では，共同研究機関の東北大学の協力を得、東北地方太平洋沖地震発生以前

の 2008年，2009年，2010年のデータの解析し，海底地震計のデータを含めた震源再計算結果を地震

年報に掲載した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：



気象庁

他機関との共同研究の有無：有

東北大学

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課 　地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（内線：4514）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp

URL：http://www.jma.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：青木元 　

所属：気象庁地震火山部管理課



平成 25年度年次報告

課題番号：7009

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

活動的火山における全磁力観測

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　マグマの貫入に伴う地下の熱的活動の推移を把握するため，雌阿寒岳，草津白根山，三宅島，伊豆

大島，阿蘇山等の全国の活動的な火山において，全磁力連続観測及び繰り返し観測を行い，観測点の

特性調査，解析手法の改善，遠隔データ収集の導入等を通じて，活動的な火山のモニタリング機能の

高度化を図る．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　雌阿寒岳，草津白根山，三宅島，伊豆大島，阿蘇山等の全国の活動的な火山において，地磁気の時

間変化をより精密に捉えるために地磁気全磁力連続観測を実施し，並行して定期的な全磁力繰り返し

観測を行い連続観測点の分布を補いつつ，空間分布において局所的変化として現れる地下の熱的活動

の推移を評価する．火山活動に伴う地磁気変動を把握するために，観測点の地形変化の影響や年周変

化等の特性調査，並びに解析手法の改良を行い，火山性磁場変化の検出精度の改善を図る．また，火

山地帯における観測環境や岩石の磁化を示す全磁力の変化を考慮して，全磁力計の配置の見直し等を

適宜行うとともに，遠隔データ収集の導入等により，火山のモニタリング機能の向上に取り組む．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　本研究の期間中，雌阿寒岳，草津白根山，三宅島，伊豆大島，阿蘇山，吾妻山において全磁力観測

を行った．このうち，三宅島と吾妻山での観測は，気象庁火山監視・情報センターと共同して実施し

たものである．雌阿寒岳，草津白根山，阿蘇山では，連続観測と年 1～2回の繰り返し観測を行い，三

宅島，伊豆大島では連続観測，吾妻山では繰り返し観測と磁気測量を行った．雌阿寒岳では 2013年に

産業総合研究所と協力して比抵抗構造探査を実施し，吾妻山では 2009年に大穴火口周辺において自然

電位観測を，2010年に VLF-MT観測を実施した．

　観測面では，本研究期間中に雌阿寒岳と草津白根山のデータ伝送がテレメーター化され，全磁力連

続観測を行っている 5火山（雌阿寒岳，草津白根山，阿蘇山，三宅島，伊豆大島）すべてにおいてデー



タが当日のうちに地磁気観測所本所（茨城県）に自動伝送されるようになった．また，雌阿寒岳では，

より効果的な観測を目指して，観測点網の再構築が続いており，2013年に連続観測点が 1点増設され

た．繰り返し観測網についても，空間分布を広げるための増設と不安定点の廃止が行われており，2013

年にはポンマチネシリ南側の阿寒富士中腹に 3点を増設した．同様に，阿蘇山，三宅島でも観測点の

軽微な変更が行われた．

　本研究期間中には様々な火山活動があり，全磁力にも変動が見られた．

　雌阿寒岳においては，2011年 1月から全磁力変化がほとんど見られなくなっていたが，2013年 7月

にポンマチネシリ南側斜面で全磁力が顕著に減少し始め，現在もその傾向が継続している．2013年 6

月と 9月に行った繰り返し観測の結果と合わせて熱源を推定すると，ポンマチネシリ 96－ 1火口南側

地下で温度上昇が起きていることが示唆された．地震等の他の観測項目には目立った変化が見られず

大規模な物質の移動はなかったようだが，全磁力にとって検知できる規模の熱が動いたと考えられる．

このように，雌阿寒岳では全磁力が地下の熱活動に敏感に反応する様子がこれまでの観測で捉えられ

ており，2008年噴火前後の全磁力変動を地震動や傾斜変動などと比較して，山体内部で発生した物理

現象の推定に結び付ける研究を推進する必要がある．2008年噴火後の推定消磁ソースと 2008年噴火

時の火山性微動の震源位置との比較を行っているところである．また，熱状態の変化を可能にする内

部構造の情報を得るために，2013年に産業技術総合研究所と共同で AMT観測を実施し，ポンマチネ

シリの 2次元比抵抗構造を得た．それによると，山体西側斜面の浅部と山頂付近に熱水系と関係する

と思われる低比抵抗域が存在することが示唆された．

　草津白根山の火山活動は比較的静穏に推移した．長期的な火山活動の推移をみるため，1976年から

の 36年間分の繰り返し観測・連続観測データの精査を行い，熱源の変動を求めた．磁気ダイポールで

熱源を近似したところ，1982～83年の水蒸気爆発や 1989～1990年の地震活動に伴って湯釜から水釜

の地下 400～700mの領域で温度上昇が拡大し，その後の静穏期（1990年～）には領域の冷却が下部

から徐々に進んでいることが示唆された．2013年時点でも冷却傾向が続いていると考えられる．ダイ

ポールよりも詳細な熱源の形状の解像も試みたが，1982-85年以外の期間では，ソース形状に関する

感度が低く一意に決められないことがわかった．また，データ処理の過程で，長期間の繰り返し観測

の評価では，数十 km離れた参照点との永年変化の差が無視できないこともわかった．

　吾妻山においては，繰り返し観測の結果，大穴火口下で熱消磁が進行していると推定された．2010

年までほぼ一定の割合が続いていたが，2010～2011年に消磁域の体積が増大したことがモデルによっ

て示された．大穴火口周辺における地磁気全磁力測量では，大穴火口南側の相対的に全磁力値が小さ

い領域と北側の大きな領域があることがわかった．この分布は定性的には概ね大穴火口直下に消磁域

（あるいは低磁化域）があれば説明可能である．自然電位観測では熱水対流の存在を示唆するような自

然電位の分布は得られなかったが，これは調査地域が極端な低比抵抗帯であるため，熱水対流が存在

しても電位差があまり生じないことによると推察され，VLF-MT観測では，この推察を裏付けるよう

に，浄土平から大穴火口にかけて低比抵抗域となっていた．

　阿蘇山においては，2013年 9月以降，火山活動が高まり，噴火を伴う活発な活動が続いている．中

岳火口の西側の火口壁部分にある全磁力連続観測点でも，2013年 9月以降急激な増加が見られた．し

かしながら，連続観測点分布の空間的な偏りや，繰り返し観測点付近の環境変化などのため，2011年

以降はダイポール熱源のモデルを確定できなかった．観測点網については，これまで，火口に近いこ

とを優先してきたが，環境の安定性の優先度を高めて再構築する必要があると思われる．

　伊豆大島では，三原山火口北側での連続観測を継続した．局所的な磁化方向の影響，気温変化の影

響，降雨の影響等について調査し，それらを除去して火山性の変動を推定した．本研究期間中の基本

的な変化は緩やかな増加であったが，非火山性の短周期変化が多く残留し，検出しうる信号の振幅が

やや大きくなってしまっている．環境の影響の除去法に加えて，複数観測等の可能性も考慮していく．

　三宅島の活動は，2010年と 2013年に小規模噴火が発生したが，それ以外は比較的静穏に推移した．

全磁力観測データでは，噴火に伴う変動はみられなかった．海流が誘導する磁場変化を除去する手法

について調査し，島の南北で誘導磁場の様相が異なることなどがわかった．



　このように，安山岩・デイサイト質の火山の熱状況の推定では全磁力の高感度を活かした観測と解

析ができたが，火口壁近辺の観測点が多い火山では観測精度が落ちて安定した解が得られなかった例

もあった．環境に合わせた観測網の構築や，他の観測項目との比較等を通じた物理現象の解釈の高度

化を今後の課題としたい．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
火山噴火予知連絡会会報第 114号

火山噴火予知連絡会会報第 115号

火山噴火予知連絡会会報第 116号

高橋幸祐，藤井郁子，全磁力観測から推定される草津白根山の長期的な熱活動の推移，日本火山学会

2013年度秋季大会，猪苗代，平成 25年 9月

高橋幸祐，松島喜雄，高倉伸一，山谷祐介，有田真，長町信吾，大石雅之，風早竜之介，藤井郁子，

AMT探査から推定される雌阿寒岳浅部の比抵抗構造，平成 25年度 Conductivity Anomaly研究会，

東京，平成 26年 1月

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地磁気観測所

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象庁地磁気観測所調査課

電話：0299-43-6909

e-mail：kakioka@met.kishou.go.jp

URL：http://www.kakioka-jma.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：藤井郁子 　

所属：地磁気観測所技術課



平成 25年度年次報告

課題番号：7010

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

地殻変動監視、潮位データ利用の高度化

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ウ．地震活動評価に基づく地震発生予測

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地殻変動データの異常監視プログラムの改修，パラメータの調整を行い，より微小な変化の始まる

段階での異常検知を目指す．また，長期的な地殻変動監視に潮位データを利用する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21年度においては，過去の短期的スロースリップ発生時のひずみ変化量の精査を行い，異常検

出のためのパラメータの検討を行う．潮位データ（海底地震計の潮位データを含む）について，地殻

変動監視の利用のための調査を開始する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
・気象庁のひずみ観測点の強化

　気象庁では，平成 21年度から平成 22年度前期にかけて多成分ひずみ計を東海地域（静岡県・愛知

県・長野県）の６箇所に整備し，平成 23年 1月 17日から運用を開始した（以下，「新設点」という）．

　運用開始から平成 23年度にかけて地殻変動の検出精度を向上させるために，この変化を検出する上

でノイズと考えられる潮汐応答，気圧応答，磁気応答の各応答特性について調査し，観測データの補

正に適用した．

　また，監視のためのノイズレベル調査及びプレート境界面上で発生する前兆すべりやゆっくりすべ

り（以下，「すべり」という）の解析に必要なキャリブレーションの調査を行い，パラメータ調整を実

施した．

　なお，各応答特性調査やノイズレベル調査については，安定した観測データが蓄積されたことから，

平成 24年度から平成 25年度にかけて再調査を行いパラメータの調整等を実施した． 　

・体積ひずみ計及び多成分ひずみ計の検知力の精度向上



　体積ひずみ計の降水応答については，気象研究所のタンクモデルを用いた補正手法の成果を平成 26

年 1月より監視業務へ適用した．

　平成 9年度から平成 13年度に整備した多成分ひずみ計の磁気応答については，これまで地磁気観測

所（茨城県石岡市）の地磁気データを用いて補正を行っていたが，隣接した新設点に併設されている

磁力計の観測データを用いることで精度向上が確認できたことから平成 24年度から監視業務で適用を

開始した．

・地殻変動検出のためのスタッキング手法の開発

　すべりの早期検知を目的としたひずみ計データの重ね合わせ処理の手法（以下「スタッキング」と

いう）については，平成 23年度にスタッキング波形の自動作成ツールを試作して，東海地域（格子状

に 110点）と短期的ゆっくりすべりの発生地域（長野県，愛知県，三重県，奈良県の計 13点）ですべ

りを想定し，波形作成の試験運用を開始した．

　平成 24年度は，スタッキングで想定する断層モデルについて，東海地域で発生している短期的ゆっ

くりすべりの過去事例を整理し検討を行った．また，観測点の組み合わせパラメータの自動更新化等

の改善やデータ確認用資料の充実を行った．

　平成 25年度は，短期的ゆっくりすべりの面的な監視手法について検討し，プログラムの試作及び

試験運用を開始した．なお，この試験運用では，紀伊半島東部の地域について解析する領域の拡大を

行った．

・すべり推定解析の機能強化

　平成 21年度は，当時の最新知見によるファリピン海プレートの形状を基に断層モデルのパラメータ

作成・更新を行った．また，同時に紀伊半島地域等でも解析できるように機能拡張の改善を図った．

　産業技術総合研究所が整備したひずみ計の観測データについて，キャリブレーションの調査を平成

21年度から平成 25年度にかけて順次実施し，すべり推定解析での活用を開始した．

　以上のように，観測点の整備や他機関データの活用による観測点の強化，補正手法の改善や適切な

調整，すべりの早期検知手法の開発等により，これまでは検知が困難であった伊勢湾周辺で発生した

短期的ゆっくりすべりが検出される等のプレート境界の固着状態の変化の検出能力向上に大きな成果

が得られている。これらの成果は，地震防災対策強化地域判定会や地震予知連絡会へ定常的に資料と

して報告を行っている。

　なお，短期的ゆっくりすべりについては，ひずみ計以外に，傾斜計・地下水データでも検出されて

いる．これらを統合した検出方法については，産総研で検討されており，気象庁としても同手法の利

用（導入）を検討している．

・GNSSによる面的監視の高度化

　国土地理院の GNSS座標値を用いた面的監視では，平成 23年度より，2011年東北地方太平洋沖地

震の余効変動等の補正手法の気象研究所の成果を監視業務や判定会資料の適用した．また，平成 24年

度は，南海トラフ沿いの日値面的監視において，気象研究所が実施した監視基準値の再調査結果の調

整や最大値と最小値の経過グラフ等の機能強化を行い，判定会資料での活用を開始した．

・潮位データ利用の高度化

　東海OBS，東南海OBS，房総OBSの水圧計を用いた海底地殻変動では，平成 22年度から黒潮等の

応答と推測される変化を補正する手法を検討し，移動平均を用いたデータ解析を行っている．今後も

継続的にデータの蓄積を行いながら，ノイズ軽減対策の補正手法を検討していく．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
　各種観測で得られた成果は，地震防災対策強化地域判定会及び地震予知連絡会等へ提供している．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地震火山部

他機関との共同研究の有無：有



産業技術総合研究所

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課 　地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（内線：4514）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp

URL：http://www.jma.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：長谷川 　浩 　

所属：気象庁地震火山部地震予知情報課



平成 25年度年次報告

課題番号：7011

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

東海地震予知技術と南海トラフ沿いの地殻活動監視技術の高度化に関する研究 　－監視・解析技術

の高度化－

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ウ．東海・東南海・南海地域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ア．地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

3. 新たな観測技術の開発

（3）観測技術の継続的高度化

ア．地下状態モニタリング技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

・精密制御震源を用いた信号解析において，信号の時間変化の効率的な監視手法を開発する．

・レーザー式変位計による観測と長期的スロースリップ等の異常地殻変動検知技術開発を行う．ひず

み計等データによるスロースリップ等の異常地殻変動源の推定手法の改良を行う．

（６）本課題の５か年計画の概要：

・精密制御震源装置からの信号の時間変化の要因分析を行い補正手法の開発を行うとともに，時間変

化検出手法の開発・改良を行う．

・レーザー式変位計のデータについて，長期ノイズレベルの評価とそれに基づく前兆滑り検知能力評

価を行う．地殻変動源推定において，精密なプレート形状データを解析に導入すると共に，レーザー

式変位計，多成分ひずみ計，体積ひずみ計及び他機関データを用いた短期的スロースリップ現象の変

動源特定等を行う．今後観測され得る異常変動の識別への利用及び地震発生シミュレーションに対し

て参照データを提供するため，過去の東海～南海地域の測地データについて再調査を行って，一貫し

た長期的地殻変動データを作成し，その特徴を把握する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
【精密制御震源 (弾性波アクロス)】



・静岡県西部から愛知県東部にかけて臨時地震観測を行った結果を，最新のプレート形状を取り入れ

た理論走時解析と比較した．その結果，アクロス伝達関数の波群においてプレート境界面からの反射

波を同定した（図 1)．

・精密制御震源装置からの信号とノイズレベルとの関係を調査し，地震波速度の時間変化を調査する

上での最適なスタッキング時間を求める等，アクロス信号処理の適正化を行った．森町送信点と近傍

の地震観測点間の伝達関数の顕著な波群について，走時変化とエネルギー変化を１日に１回自動的に

計算を行うシステムを構築した．

・精密制御震源装置と Hi-net森観測点間の，伝達関数の走時時間変化について，気圧・気温・降水量

など気象要素との相関を調べ，変動要因分析を行った．その結果，調査した気象要素の中では降水量

の影響が最も大きいことがわかった．また，４段のタンクモデルでほぼ時間変化の説明がつくことを

明らかにし，大域的探索法（SCE-UA法）を用い，各タンクの最適パラメータを求めた．

・森町送信点から距離の近い３観測点（距離 10km以内）について，2011年東北地方太平洋沖地震に

伴って数ミリ秒の走時の遅れが発生し，その後ゆっくりと走時が元の値に回復していることを明らか

にした．

【地殻変動データ】

・GNSSデータの解析により，小規模な長期的スロースリップが 2005年に四国西部で，2005～2010年

頃に四国中部で，1996～1997年にかけて紀伊水道付近で発生していたことを見出した (図 2)．

・水準測量と潮位の解析により，豊後水道の長期的スロースリップについて，GNSSが観測する以前

にもおよそ 5～6年のほぼ一定間隔で同規模の地殻変動が発生していたことを明らかにした (図 2)．

・水準測量と潮位の解析により，四国中部で 1977～1980年頃に長期的スロースリップの可能性がある

地殻変動が発生していたことを明らかにした．また，紀伊半島については 1980年以降に Mw6.5以上

の長期的スロースリップが発生していなかったことを明らかにした (図 2)．

・GNSSデータの解析により，2011年東北地方太平洋沖地震の数年前から東北地方を東西に横切る基

線長に伸びが見られ，この変化が震源域から南の福島県沖，茨城県沖にかけてのゆっくりしたすべり

により説明できることを明らかにした．

・GNSS面的監視について，地震時のオフセットが解析結果に影響するのを避けるため，補正値を設

定してオフセットを除去できるようにした．また，外れ値を客観的に除くため四分位数を活用したノ

イズレベル調査を行った．

・天竜船明レーザー式変位計の応答に関して調査を行い，ひずみの地震波応答と潮汐応答の理論値に

対する比がともに約 0.5であることを明らかにした．また、基線長 200ｍの場合と 400ｍの場合との

潮汐・気圧応答の違いについて解析し，潮汐応答の時間変化・気圧応答の大きさなど両者にわずかな

差があることを明らかにした．

・敦賀・今津の多成分ひずみ計について水位・降水応答を補正し，東海の長期的スロースリップと同

時期にひずみ変化が見られることを指摘した．

・体積ひずみ計の観測開始からの長期的な時系列データを用い，1980年代の東海の長期的スロースリッ

プとの関連を調査した．その結果，1988～1990年は，６つの観測点で長期的スロースリップイベント

があったとしても矛盾しない変化が認められた．また 2000～2005年は，２つの観測点で GNSSで捉

えられた地殻変動（地殻の変化量）と同期した変化を確認できた．

・ひずみ計の短期的な監視を行う上では，自己回帰モデルよりもタンクモデルを用いた補正の方が非

線形的な効果を導入できることによって有効であることを明らかにした．また，観測点の設置場所に

よっては，観測点の上流における降水量を考慮した降水補正を行う必要性を明らかにした．

・ひずみ計の降水補正に用いる降水量データについて，レーダーアメダス解析雨量と観測点設置雨量

計，近隣のアメダスを比較し，基本的には観測点設置雨量計が最も良く補正できるが，近隣に雨量計

が無い観測点ではレーダーアメダス解析雨量によって良い補正ができるケースがあることを明らかに

した．



（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
小林昭夫，2013, GNSS日値による面的監視の通常変動値調査，験震時報，77，31-38．

小林昭夫，2013,水準測量と潮位による紀伊半島の地殻上下変動（1972～2009年），地震 2，66, 15-25.

Kobayashi, A., 2014, A Long-term Slow Slip Event from 1996 to 1997 in the Kii Channel, Japan, Earth,

Planets and Space,印刷中.

気象研究所，2013,海溝と直交する方向の全国の基線長変化，地震予知連絡会会報，90，31-35．

気象研究所，2013,内陸部の地震空白域における地殻変動連続観測，地震予知連絡会会報，90，367-370．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象研究所地震火山研究部

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象研究所企画室

電話：029-853-8536

e-mail：ngmn11ts@mri-jma.go.jp
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（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：勝間田明男 　

所属：気象研究所地震火山研究部

図１ 　森送信点からの波群の同定

波線追跡との比較からプレート境界からの反射波を確認した．



図 2 　南海トラフ沿いの長期的スロースリップ発生場所と発生時期
地図上の黒丸は深部低周波地震の震央分布．グレーの領域・期間は、水準と潮位データで過去の長期的スロース

リップを調査した期間．

(T)東海は，水藤・小沢 (2009、地震 2)の Fig.16から，すべり 2cm/yrの領域．
(KC)紀伊水道は 1996年のすべり 3cmの領域（小林印刷中）．
(S1)四国中部は、小林（2012、地震 2）の Fig. 10にある矩形領域．
(S2)四国西部は，すべり 2cmの領域．小林（2010，地震 2）の Fig. 3から少しすべり量修正．
(B)豊後水道は，Hirose et al. (2010, Science)の矩形領域．
(H)日向灘は，Yarai and Ozawa (2013, JGR)の Fig.10(n)のすべり 4cmの領域．



平成 25年度年次報告

課題番号：7012

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

地震活動の特徴抽出による地震発生予測の研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ウ．地震活動評価に基づく地震発生予測

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地震活動の特徴抽出による地震活動度及び地震発生確率の評価を行う．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　最新のデータを解析し，b値の地域性を明らかにすることにより，現在の活動度の特徴をより反映

させた予測モデルを作成する．応力変化と地震活動変化を結びつける物理モデルの評価を行い，地震

活動予測への適用可能性を調査する．また，相似地震などの繰り返し地震について，統計的特徴を精

査することにより，地震発生予測モデルを構築する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　地震の規模別頻度分布を G-R則および改良 G-R則で近似する手法を基に，日本の深さ 30 km以浅

でM5.0以上の地震が発生する確率を算出するMGRモデルを作成し，地震発生予測検証実験（日本版

CSEP）に提出した（図 1）．さらに，3次元地震波速度構造や応力場（正断層型，逆断層型，横ずれ

型）の情報を本モデルに組み込むと，総合的なパフォーマンスは向上した．2011年の予測精度は東北

地方太平洋沖地震の影響により著しく低下したが，2012年以降の一年予測の精度は向上した．

　日本海溝沿いの海域と伊豆地域について、前震活動に基づいた地震発生予測モデルを構築した．そ

の結果，日本海溝沿いの海域の中でも前震活動を伴いやすい東北沖の 3領域に限ると，一辺 0.5°の大

きさの矩形領域内に 10日間に M5以上の地震が 3個発生した場合を前震候補とし、その後 4日間に

M6以上の地震（余震は除く）が発生するという予測が最も予測効率が良く、2011年から 2012年 6月

までのM6.0以上の地震に対し、予知率=25% (=2/8)，適中率=40% (=2/5)である．また、伊豆地域にお

いては、一辺 0.2°の矩形領域内に 3日間にM3以上の地震が 3個発生した場合を前震候補とし，その

後 5日間にM5以上の地震（余震は除く）が発生するという予測が最適であり、1977年～2013年 6月



の地震に対する予知率は 68%（=44/65），適中率は 23%（=46/196）であった（図 2）．限られた領域

ではあるが，本予測手法を活用すれば，地震発生の注意喚起に役立つ情報を提供できる可能性がある．

　相似地震の確率予測について更新過程の統計モデルを開発し，事前予測と観測データによる検証を

行い，ポアソンモデルより優れていることを確認した．2010年までの予測実験結果（４実験，528回

予測）は，Brier score 0.197となっており，7日先の降水確率予報（東京地方）と同程度の成績であっ

た．2011年予測では，相似地震活動の地域性などを考慮し，対象地域を 3区域に分けて適用した．し

かし，東北地方太平洋沖地震の発生と余震活動のために，地域性を考慮したことの効果は確認できな

かった（図 3）．2012年以降は，地震検測基準の変更もあって，十分な予測実験ができなかった．

　房総半島沖のスロースリップ北縁で発生する地震活動および G-R則の b値の時間変化を調査した．

その結果，地震活動度および b値はスロースリップによる応力の変化を反映して変化していることが

示唆された（図 4）．

　M7.0以上の地震前後の規模別頻度分布に対してη値（G-R則からのずれの程度を定量的に表せる

指標）の時間変化を求めた結果，本震前のη値は小さく本震後は大きくなった．この特徴に基づいた

予測モデルでは，対象地震の余震域に適した半径を用いれば予知率は高まることが分かった（M8クラ

スでは 3/3=100%，M7クラスでは 2/4=50%）．M8クラスの予測の確率利得は 5.65であった．

　静岡県西部の群発的な地震活動を，間隙水圧の変動による有効法線応力の変化と，地球潮汐による

応力変化により定量的に説明するモデルを作成した．

　国内の大地震（1988～2010年，M6.7以上，深さ 120km以浅）の前に地震活動の静穏化現象が伴っ

たかどうかを明田川・伊藤の手法（2008)により検証した．その結果，太平洋プレート沈み込み帯付近

のプレート境界型地震の約 70%に静穏化現象がみられ，静穏化領域および継続期間が地震規模に対し

て正の相関関係にあることが認められた．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
弘瀬冬樹，前田憲二, 2013,房総半島沖で繰り返すスロースリップと b値の時間変化との関係：その２,

日本地球惑星科学連合 2013年大会予稿集, SSS27-P01.

弘瀬冬樹・前田憲二, 2013,房総半島沖のプレート間すべりによる応力変化と地震活動の関係,日本地

震学会 2013年秋季大会予稿集, A31-06.

前田憲二, 2013,地震活動解析に基づく地震発生確率予測の現状,日本地球惑星科学連合 2013年大会予

稿集, U06-18.

前田憲二・弘瀬冬樹, 2013,前震の経験則に基づく地震発生予測－伊豆地域への適用－,日本地震学会

2013年秋季大会予稿集, C22-11.

岡田正実, 2013, BPT 分布の標準値α=0.24の精度について, 日本地震学会 2013 年秋季大会予稿集,

D32-02.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象研究所地震火山研究部

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象研究所企画室

電話：029-853-8536

e-mail：ngmn11ts@mri-jma.go.jp

URL：http://www.mri-jma.go.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：前田憲二 　



所属：気象研究所地震火山研究部第 1研究室

図１．MGRモデルによる 2013年一年間の対象地震（M5.0以上，30 km以浅，内陸）の期待値と観測値（紫丸）．
総数は予測 5.64個に対して観測 9個であった．

図２．1977年から 2013年 6月までの期間における最適パラメータによって同期間の本震（M5.0以上）を予測し
た場合の結果．

（左図）M5.0以上の本震（○）と予測された本震（●）の分布．予知率は 68%（=44/65）．（右図）前震候補（○）
と本震を伴った真の前震（●）の分布．適中率は 23%（=46/196）．



図３．相似地震の発生回数（2011年）．
予測対象としている相似地震の発生間隔は平均数年であるため，1年間の予測では発生・非発生のみを考えればよ
い．しかしながら，東北地方太平洋沖地震の影響で相似地震が活発化したため，仮に回数の予測をしていたなら

ば，三陸沿岸域の成績は極めて悪い．2012年以降は，相似地震の予測実験ができなかった．

図４．b値の時間変化．
横棒は b値の推定に用いた期間，縦棒は b値の推定誤差を示す．100個のイベントを b値の計算単位とし，10イ
ベント毎に時間方向にシフトさせた（ただし，SSEで区切る）．橙線はスロースリップ，緑線は三宅島近海の地震
活動および 2011年東北地方太平洋沖地震の発生時期を示す．
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課題番号：7013

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

火山噴火シナリオの作成

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-2）火山噴火予測システム

ア．噴火シナリオの作成

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-3）火山噴火過程

イ．噴火の推移と多様性の把握

（５）本課題の５か年の到達目標：

　各機関における噴火履歴，過去の噴火様式，マグマ組成の時間変化などの研究成果を参考にして，噴

火警戒レベルの導入や噴火警報等発表時の防災対策を検討するための噴火シナリオの作成を進める．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　国土交通省の進める火山噴火緊急減災対策計画等と連携し，火山防災マップの作成とあわせて噴火

シナリオの作成を進める．なお，作成した噴火シナリオ等は地方公共団体等における避難計画の検討

に採用され，準備の整ったところから噴火警戒レベルの導入を進める．

　さらに，新たな研究成果が得られた場合には，それらを取り入れて，噴火シナリオの高度化を図る．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
（平成 21年度成果の概要）

新潟焼山は、関係機関によって構成される連絡会により噴火警戒レベル（以下「レベル」）運用に向け

た協議に入った。

伊豆東部火山群は、噴火シナリオの作成をほぼ終え、関係自治体により構成される検討会にてレベル

運用に向けた協議が進められた。

（平成 22年度成果の概要）

新潟焼山、焼岳及び伊豆東部火山群の噴火シナリオの修正を行い、レベル運用を開始した。

（平成 23年度成果の概要）

　秋田焼山と白山について、噴火シナリオの作成作業を進め、いずれもシナリオの初案を完成した。

（平成 24年度成果の概要）



倶多楽、恵山、秋田焼山、白山、青ヶ島、鶴見岳・伽藍岳について噴火シナリオの作成作業を進め、シ

ナリオの素案が完成した。また、アトサヌプリ、岩木山、鳥海山、蔵王山、日光白根山について、シ

ナリオ作成作業を開始した。

（平成 25年度成果の概要）

秋田焼山についてシナリオ等の準備が整ったことからレベル運用を開始した。また、日光白根山、白

山については、関係機関によって構成される火山防災協議会が設置され、シナリオ素案の説明を開始

した。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地震火山部・札幌管区気象台・仙台管区気象台・福岡管区気象台火山監視・情報センター

他機関との共同研究の有無：有

国土交通省砂防部局，関係大学等

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課 　地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（内線：4514）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp

URL：http://www.jma.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：藤原善明 　

所属：気象庁地震火山部火山課



平成 25年度年次報告

課題番号：7014

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

火山活動の総合判断

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-2）火山噴火予測システム

イ．噴火シナリオに基づく噴火予測

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　防災関係機関の防災活動に資するため，引き続き全国の火山活動の状況について総合的な判断を実

施する．特に噴火が近づいた火山や噴火中の火山について，最新の研究成果に基づき現在の状態から

火山噴火や噴火終息に至るまでの過程についての噴火推移の予測を試みる．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　年３回開催予定の火山噴火予知連絡会（定例会）において，全国の火山活動の総合的な評価を実施

する．また，火山噴火発生等の異常時に開催する臨時の幹事会や連絡会（定例会，臨時会）において，

火山噴火の可能性や火山活動の推移の予測等について評価し，火山噴火予知連絡会統一見解等の判断

結果については報道発表や気象庁の火山情報で公表する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成 25年度は，第 126回（平成 25年 6月 18日），第 127回（平成 25年 10月 22日），第 128回

(平成 26年 2月 25日予定)など，各年度とも３回の火山噴火予知連絡会（定例会）を開催し，全国の火

山活動の状況についての検討を行った．平成 23年に噴火活動のあった霧島山（新燃岳）については，

詳細な活動評価を行い検討結果を取りまとめた．また，桜島を始めとした火山ごとの活動評価を行い，

検討結果を，「全国の火山活動の評価」として取りまとめた．これらの検討結果は，火山噴火予知連絡

会終了後に報道発表し，気象庁の「火山の状況に関する解説情報」で発表するとともに，気象庁ホー

ムページでも公表した．

　平成 21年 12月の伊豆半島東方沖の地震について，平成 22年 1月 28日に伊豆部会を開催し，伊豆

東部火山群のマグマ活動の観点から検討を行い，第 115回火山噴火予知連絡会で報告した（平成 21

年度）．

　平成 23年 1月下旬から活発化した霧島山 (新燃岳)の活動に関する総合的判断を行うため，2月 3日

に拡大幹事会を開催し，拡大幹事会見解をとりまとめて，報道発表，気象庁の「火山の状況に関する

解説情報」で発表するとともに，気象庁ホームページ等で公表した（平成 22年度）．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
火山噴火予知連絡会会報 112～116号



（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
火山噴火予知連絡会事務局（気象庁地震火山部火山課）

他機関との共同研究の有無：有

火山噴火予知連絡会委員，火山噴火予知連絡会委員等所属機関その他火山観測研究機関

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課 　地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（内線：4514）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp

URL：http://www.jma.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：松森 　敏幸 　

所属：気象庁地震火山部火山課



平成 25年度年次報告

課題番号：7015

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

全国地震カログの作成

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

（４）その他関連する建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（2）超巨大地震とそれに起因する現象の予測のための観測研究

ア．超巨大地震の震源域における地殻活動のモニタリング

（５）本課題の５か年の到達目標：

　全国地震カタログの作成を継続し，成果物の研究者等への早期還元を引き続き行う．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成２０年１２月～平成２５年１１月分の地震・火山月報（カタログ編）の刊行．

　平成２０年～平成２４年分の地震年報の刊行．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　平成 20年 12月～平成 25年 10月分の地震・火山月報（カタログ編）（CD-ROM版）を刊行した（平

成 26年 3月刊行予定分を含む）．

　平成 20～24年分の地震年報（DVD-ROM版）を刊行した．

　地震・火山月報（カタログ編），地震年報のコンテンツを web上で地震月報（カタログ編）として

公開した．

　平成 23年 3月の東北地方太平洋沖地震の影響により，５か年計画に記載されている地震・火山月報

（カタログ編）平成 25年 11月号が未刊行であるが，当該刊号の編集作業は完了しており来年度早々に

刊行予定である．また，地震・火山月報（カタログ編），地震年報のコンテンツは，平成 26年 3月よ

り気象庁ホームページで地震月報（カタログ編）として公開している．

　平成 24，25年度に 2011年 3月～8月の東北地方太平洋沖地震の余震域及び地震活動の活発化した

領域において内陸でM2.0，海域でM3.0以上の地震で取りこぼしがないように追加検測・震源決定作

業を実施し約 80000個の震源を新たに決定した．本作業により同期間の追加検測・震源決定作業は完

了した．新たな震源の中の約半数は既に地震・火山月報（カタログ編），地震年報に公開済みで，残

りの半数も平成 26年 4月に公開予定である．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：



地震・火山月報（カタログ編）平成 24年 9月～平成 25年 10月号

地震年報（平成 24年）

地震月報（カタログ編）の気象庁ホームページでの公開

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地震火山部

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課 　地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（内線：4514）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp

URL：http://www.jma.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：森脇 　健 　

所属：気象庁地震火山部地震予知情報課

図 1 　赤丸が平成 24，25年度に追加で決定した震源で，灰丸が地震・火山月報（カタログ編）に掲載した震源で
ある．



平成 25年度年次報告

課題番号：7016

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

過去にさかのぼった震源再決定

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　過去にさかのぼった震源計算を実施し，地震カタログの高精度化と均質化を図る．さらに，気象庁

と大学は，大学の地震観測網による検測データと気象庁の検測データの整合を図り，より統合的な地

震カタログの作成を目指す．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　1971-1975年を対象に精度よく決まる可能性がある地震について，気象庁火山観測点の検測を実施

する．

　1966-1968年を対象に震源再計算を実施する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
（平成 21～24年度）

・1959、1960、1964年について再計算を行うとともに、再計算結果を点検し、気象庁カタログに反映

した。

・1923年１～８月について、地震観測原簿等から検測値を集約後、再計算を実施し、気象庁カタログ

に反映した。

（平成 25年度）

・1965～1974年を対象に追加再計算を行うとともに、再計算結果を点検し、気象庁カタログに反映

した。

・1975年については、再計算結果の点検を実施中である。

・1976年以降については処理方針について検討中である。

・1922年以前、当面 1921年までは地震観測原簿等から検測値を集約中である。

　上記の詳細及び全体的な計画については、以下を参照のこと。

http://www.jma.go.jp/jma/press/1401/14a/1312eq-add.pdf

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
なし

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：



気象庁地震火山部

他機関との共同研究の有無：有

東京大学地震研究所，東北大学，北海道大学，弘前大学，名古屋大学，京都大学，高知大学，鹿児

島大学，地震予知総合研究振興会など，総勢約 10名．

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課 　地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（内線：4514）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp

URL：http://www.jma.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：石垣祐三 　

所属：気象庁地震火山部地震予知情報課



平成 25年度年次報告

課題番号：7017

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

地磁気永年変化のデータベースの構築

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　地殻活動監視の基礎資料となる高精度連続地磁気観測データのデータベース化を引き続き行い，全

磁力精密観測データの集約整理を行う．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　柿岡 (茨城県)，女満別 (北海道)，鹿屋 (鹿児島県)及び父島 (東京都小笠原村)の地磁気連続観測デー

タを，引き続き統一的な形式に整理し，地磁気永年変化データベースに登録する (平成 21年度～25年

度)．また，地震予知計画地磁気研究グループが全国で実施している全磁力精密観測データの集約整理

を行う (平成 21年度：1999年～2005年分データの整理，平成 24～25年度：2006年～2010年分デー

タの収集・整理)．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
平成 21年度：

　柿岡・女満別・鹿屋・父島の地磁気 4成分連続観測データを引き続き統一的な形式に整理し，地磁気

永年変化データベースに登録した.また,地震予知計画地磁気研究グループが全国 49点で実施している

全磁力精密観測データについて,各機関の協力を得て 1999～2005年分までのデータを集約整理した.

平成 22～25年度：

　柿岡・女満別・鹿屋・父島の地磁気 4成分連続観測データを引き続き統一的な形式に整理し，地磁

気永年変化データベースに登録した.

なお、平成 24～25年度に予定されていた地震予知計画地磁気研究グループが全国 49点で実施してい

る全磁力精密観測データの集約整理については,実施しなかった.

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
なし

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地磁気観測所

他機関との共同研究の有無：無



（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象庁地磁気観測所調査課

電話：0299-43-6909

e-mail：kakioka@met.kishou.go.jp

URL：http://www.kakioka-jma.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：石井美樹 　

所属：地磁気観測所調査課



平成 25年度年次報告

課題番号：7018

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

活火山データベース整備

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　全国の活火山の過去の活動についての文献・資料等の再調査や，再編成された観測網等を取りまと

め，日本活火山総覧を改訂する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　平成 21～22年度 　過去の火山活動の調査に着手する

　平成 22～23年度 　収集したデータを取りまとめて，火山噴火予知連絡会委員等の協力のもと確認・

編集作業を実施

　平成 23～24年度 　日本活火山総覧（第 4版）を発刊

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
＜平成 21年度＞

火山噴火予知連絡会火山観測体制等に関する検討会で検討を行い、日本活火山総覧改訂の基礎資料と

なる「４７火山の観測体制に関する検討結果」をとりまとめた。

また、42火山 47カ所で深さ 100メートル程度のボーリングコアを採取し、火山噴火予知連絡会コア

解析グループにおいてコアの解析を行った。

＜平成 22年度＞

火山噴火予知連絡会火山活動評価検討会で新たな活火山の認定について検討を行った。北海道の３火

山（天頂山、雄阿寒岳、風不死岳）について活火山認定が適当と判断され、その結果を地元地方自治

体に説明すると共に意見聴取を行った。

42火山の 47カ所で採取したボーリングコアを火山噴火予知連絡会コア解析グループにおいて解析し、

記載結果を取りまとめた報告書を刊行した。

＜平成 23年度＞

　火山噴火予知連絡会委員の協力も得ながら、日本活火山総覧を改訂し、第４版の原稿を作成した。

＜平成 24年度＞

　日本活火山総覧（第４版）の原稿編集については火山噴火予知連絡会火山活動評価検討会、及び各

学識専門家によるチェックを受けて原稿が確定し、製本を行い学術専門家、関係機関等に配布し有効

に利活用されている。

＜平成 25年度＞



日本活火山総覧（第４版）を気象庁ホームページに掲載した。日本火山学会の協力を得て英語版を作

成し、平成 25年に鹿児島市で開催された IAVCEI（国際火山学及び地球内部化学協会）学術総会で電

子ファイルとして参加者に配布した。英語版についても気象庁ホームページで公開を予定している。

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
気象庁, 2013,日本活火山総覧 (第４版）, 1-1502.

気象庁, 2013,日本活火山総覧 (第４版英語版）.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地震火山部火山課

他機関との共同研究の有無：有

火山噴火予知連絡会構成機関

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課 　地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（内線：4514）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp

URL：http://www.jma.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：宮下誠 　

所属：気象庁地震火山部火山課
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課題番号：7019

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

地殻変動観測による火山活動監視評価と噴火シナリオの高度化に関する研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-2）火山噴火準備過程

ア．マグマ上昇・蓄積過程

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-2）火山噴火予測システム

ア．噴火シナリオの作成

3. 新たな観測技術の開発

（2）宇宙技術等の利用の高度化

ア．宇宙測地技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　全国の主な火山を対象に，地殻変動源の推定によりマグマ等の蓄積状態を把握する．そして，地殻

変動による火山監視手法及び定量的な評価手法を開発し，地殻変動データの時間的推移も含めたシナ

リオを作成する等，既存の噴火シナリオの高度化を行う．

（６）本課題の５か年計画の概要：

・地殻変動に基づくマグマ供給系の解明

　対象火山の地下のマグマ供給系を解明して，想定される種々の圧力源に対する地殻変動量を計算し，

火山活動の定量的な評価手法を開発する．このため，マグマに起因する地殻変動が現在観測されてい

る火山を対象に，GPS，光波測距，傾斜観測，重力観測，SAR（合成開口レーダー）や地震など多項

目の詳細な観測を行う．これらの結果をもとに，有限要素法を用いた応力場のモデリングを行い，マ

グマの移動，成長，蓄積を定量的に見積もることにより，詳細なマグマ供給系の解明を行う．

　全国の主な火山を対象に，地殻変動源の推定によりマグマ等の蓄積状態を把握する．そして，地殻

変動による火山監視手法及び定量的な評価手法を開発し，地殻変動データの時間的推移も含めたシナ

リオを作成する等，既存の噴火シナリオの高度化を行う．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：



　5年間の研究では，伊豆大島など活動的火山における地殻変動の観測やデータ収集を行い，マグマ

等の蓄積状態の把握など火山活動を定量的に評価するための手法開発を進めた．また，全国の火山の

地殻変動解析事例を整理するとともに，伊豆大島の過去 30 年に渡る体積ひずみ計のデータを再解析

し，噴火に至る地殻変動のシナリオを検討した．

●伊豆大島における地殻変動観測，マグマ蓄積の推定，マグマ供給系の解析

　噴火準備期にある伊豆大島において，GPS，傾斜及び光波測距の連続観測に加え，GPS，光波，精

密重力の繰り返し観測を実施し，データの解析を行った．

　伊豆大島の過去 10年以上の GPSデータを解析した結果，全島的には，期間を通した長期的な膨張

と 1～2年程度の周期の短期的な収縮・膨張が重畳してみられ，また，山頂の三原山においては，局所

的な沈降・収縮が継続していることが明瞭になった．

　短期的な地殻変動について，GPSや光波測距の観測網のデータから，主ひずみ・面積ひずみ分布の

時間変化を求め，カルデラ北部を中心とした膨張・収縮であることを明らかにした．それぞれの短期

的な変動については，変動源は深さ約 4 kmに，体積変化量は 106m3のオーダーであると推定された．

ただし，積算体積変化量は収縮，膨張の繰り返しによりほぼ相殺され，次期噴火に向けたマグマ蓄積

量を見積もる上ではほとんど寄与していないと推定される．（H25年度実施内容を含む）

　一方，長期的な膨張については，単一の球状圧力源を仮定した場合，カルデラ北部の地下に変動源

が求められるのは短期的の変動と同様であるが，深さについては，より深い約 7kmに推定される．た

だし，変動量の観測データと解析結果の間には，水平成分，上下成分ともに誤差範囲を超える残差が

認められ，今後，マグマ蓄積量やマグマだまりの物理化学条件の精度向上のためには，等方圧力源以

外の変動源モデルの導入，短期的変動源との分離等が必要である．（H25年度実施内容を含む）

　関連して地形，地下構造を考慮した軸対称の有限要素モデルに基づく地殻変動の解析を行い，変動

源が縦長の回転楕円体の形状をしていれば，長期的膨張に伴って山頂付近で観測されている隆起の特

徴（等方圧力源で期待されるものよりも小さい）が説明できることを明らかにした．（H25年度）また、

カルデラ下の剛性率を小さくした場合は、球状圧力源を仮定しても地殻変動の特徴を説明できること

を明らかにした。

　伊豆大島において，より高感度・高分解能の地殻変動観測を行うために，新たにボアホール式多成

分ひずみ計を，南西部の千波崎付近の深度約 76mの泉津層群と見られる凝灰角礫岩層に設置した．

●浅間山，霧島山の地殻変動解析

　浅間山において GPS，光波測距を行い，これまで知られていた山体北西部地下だけでなく，火口直下

にも圧力源があり，それが火山活動の推移とともに膨張と収縮を繰り返していることを明らかにした．

　霧島山新燃岳について 2002年以降の GPS繰り返し観測データを精査し，山頂部では，2005年 12

月頃から 2007年中頃まで山体が膨張し，その後は収縮に転じて 2009年 12月頃まで継続したことが

分かった．この変動源の深さは火口下約 500-600m，体積変化量は 105m3程度と推定された．その収縮

の過程では 2008年 8月に最初の水蒸気噴火が発生した．深部マグマだまりへのマグマの注入は 2009

年 12月頃から始まったとみられており，山頂部の地殻変動はこれに先行していたことになる．

●霧島山の密度構造

　霧島火山地域の重力データを用い，地下密度構造を推定した．基盤深度は新燃岳付近で海水準下 1

～2kmで，2011年新燃岳マグマ噴火に先行して膨張した深部の圧力源は高密度の基盤の中に，2006年

頃から観測された新燃岳直下での膨張の圧力源は低密度の表層に位置することがわかった．また局所

的には御鉢火山を含む高千穂峰において低重力異常が検出された．これは完新世以降頻度の高い火砕

噴火に伴う低密度物質により山体が形成されていることに起因していると推定された．

● SAR等による国内外の火山の解析
　全国の火山を対象に，陸域観測技術衛星「だいち」の SARデータを用いた干渉画像解析を行い，十

勝岳，有珠山，吾妻山，伊豆大島，三宅島，硫黄島，九重山，阿蘇山，雲仙岳，霧島山，桜島，口永

良部島，諏訪之瀬島において火山性地殻変動を捉えた．吾妻山及び霧島山新燃岳については，その変



動源の解析を行った．国外については，エイヤフィヤトラヨークトル火山，ニヤムラギラ火山につい

て噴火に伴う地殻変動の解析を行った．

　2011年 1月の霧島山新燃岳の噴火では，火口内に出現した溶岩蓄積を SAR強度画像から捉えた．

　（H25年度）十勝岳，吾妻山，伊豆大島，三宅島，薩摩硫黄島等について，PS-InSAR解析を行い，火

山活動に伴う時系列の地殻変動を検出した．また，八甲田山と霧島山新燃岳について，カナダの SAR

衛星（RADARSAT-2）を用いて「だいち」運用後の期間における解析を行った．RADARSAT-2は，「だ

いち」より波長の短い Cバンドであるため，植生の多い地域での干渉が得られなかったが，新燃岳山

頂火口周辺において，火山活動に伴うとみられる位相変化を検出した．

●マグマ上昇にともなう地殻変動のシナリオ

　国内で観測された火山性地殻変動の圧力源モデルについて整理し，地震活動等との関係について調

査した．それをもとに，標準的なマグマ上昇や熱水膨張を想定してそれに伴う地殻変動がどのように

出現するかを示した．

　一般的な地殻変動の進行シナリオを作成し，霧島山及び吾妻山を対象に検証した．その結果，深部

からのマグマ貫入を検出するためには広域の地殻変動観測網の監視がより重要であり，浅部へ上昇す

るに従い，火山に近接した観測網の監視が重要度を増すこと，傾斜計による傾斜変化の監視が重要で

あるということが分かった．

●伊豆大島体積ひずみ計データの再解析と多成分ひずみ計の活用

　伊豆大島の既設の体積ひずみ計のデータを 1980年代まで遡り再解析した．1990年代以降の GPS観

測による面ひずみと比較したところ，体積ひずみ計で観測された変化は 2～3年の周期帯まで GPSと

良く整合していた．近年みられている火山性の収縮・膨張変動と地震活動の対応が 1986年噴火の前に

も見られ，また，ひずみの振幅は最近の変動の約 2倍であった．これらの知見を精査することで次に

迎える伊豆大島噴火の定量的なシナリオ作成に寄与すると考えられる．（H25年度）体積ひずみ計の活

動評価に対する有効性を考え，既存の体積ひずみ計に加え新たな多成分ひずみ計を設置し，データ蓄

積を行った．

●伊豆大島山頂噴火の過去事例の調査

　（H25年度）過去 100年以上にわたる伊豆大島の活動で最も頻度の高い山頂噴火について，その特

徴をまとめるとともに，1986年溶岩噴出時，1987年ドレインバック時に観測された地殻変動を溶岩噴

出量，下降量の観点から調査した．この結果，観測された地殻変動量は溶岩噴出量，下降量と相関が

あることが認められた．これにより，将来同様の活動が起こった際に，地殻変動から溶岩噴出率を推

定できる可能性を示した．

●火山用地殻活動解析支援ソフトウェア（MaGCAP-V）の機能強化
　火山活動評価を支援するツールとして火山用地殻活動解析支援ソフトウェアの開発を引き続き行い，

光波測距データ，干渉 SARデータを解析する機能，変動源の時間変化を解析する機能，重力データを

解析する機能，楕円体モデルを用いた変動源推定を行う機能，体積ひずみ計と多成分ひずみ計のデー

タ解析を行う機能の組み込み・強化を行った．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
安藤忍, 2013, ALOS「だいち」により観測された霧島山新燃岳山頂火口の変化について,験震時報,77,

99-112.

気象研究所・気象庁, 2013,伊豆大島の地殻変動,火山噴火予知連絡会会報,112（印刷準備中）.

気象研究所・気象庁, 2013,伊豆大島の地殻変動,火山噴火予知連絡会会報,116（印刷準備中）.

気象庁, 2013, SAR干渉解析を用いた火山活動評価への利用の検討,火山活動の評価及び噴火活動の把

握に関する共同研究 　成果報告書 (印刷準備中).

気象庁, 2013,熱活動，噴気活動の把握，噴出物調査への利用調査,火山活動の評価及び噴火活動の把

握に関する共同研究 　成果報告書 (印刷準備中).



地震火山研究部, 2013,マグマ活動の定量的把握技術の開発とそれに基づく火山活動度判定の高度化に

関する研究,気象研究所技術報告第 69号, 179p.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象研究所地震火山研究部

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象研究所企画室

電話：029-853-8536

e-mail：ngmn11ts@mri-jma.go.jp

URL：http://www.mri-jma.go.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：山本 　哲也 　

所属：気象研究所地震火山研究部第 3研究室

図 1． 　GPS観測で捉えられた伊豆大島の短期的な地殻変動．
（A図）GPS観測点と基線の配置（左）と 1997年 10月 1日から 2013年 9月 28日までの各基線長の変化（右）．
緑が山麓間の基線，青がカルデラ縁－山麓間の基線，赤がカルデラ縁－山腹間の基線に対応する．各基線とも 1～
2年程度の短期的収縮・膨張に対応する縮み・伸びの変化が見られる．
（B図）2009年以降の 6期間について GPS基線の短期的な縮み・伸びから推定した収縮源・膨張源の水平位置と
深さ．各収縮源・膨張源とも，水平位置はカルデラ北部に，深さは海水準下 3.7km～5.1kmに推定された．
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課題番号：7020

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

伊豆半島東部における地磁気全磁力及び自然電位観測

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-1）地震発生先行過程

ア．観測データによる先行現象の評価

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　伊東市御石ヶ沢付近における地磁気全磁力観測（連続及び繰り返し）を継続するとともに，データ

補正手法について調査研究を進め，全磁力観測データから地殻活動の変動に伴う変化成分を評価する

ことにより，伊豆半島東部の地震活動，地殻変動等と地磁気全磁力変化の関係を調査する．また，地

下水の流動等と関係のある自然電位の観測を実施し，火山との関連を調査する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　下記（1）～（3）を実施し，伊豆半島東部の地震活動，地殻変動等と地磁気全磁力変化の関係を調

査する．

（1）御石ヶ沢付近における全磁力連続観測，繰り返し観測及び伏角測定の実施

（2）御石ヶ沢付近における自然電位測定領域の現地調査及び自然電位観測の実施，並びに自然電位連

続観測における環境ノイズの影響調査のための観測

（3）全磁力観測に関する補正手法の調査，適用，評価，並びに傾斜変動に関係するピエゾ調査

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　地磁気全磁力連続観測点を，ローカルな磁気異常帯の影響を避けて，伊東市御石ヶ沢から群発地震

の震央に近い玖須美元和田 (KSM)へ移設するとともに，DI補正に基づいて外部磁場変動成分を除去

する解析手法の調査研究を実施した．そして伊豆半島東部地域の地磁気全磁力連続観測網 (図 1)を用

いて，2009年 12月に発生した火山性の伊豆半島東方沖地震の後 2010～2012年の期間における群発地

震活動や地殻の上下変動に関連するとみられる地磁気全磁力変化について調査した．2010～2012年の

期間中，主なイベントとして 2011年 3月の東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動やその後 7月と 9月

に伊豆半島東方沖で発生した小規模な群発地震がある．地震活動は 2010年と 2012年には静穏であっ

たが，2011年については比較的活発であった (図 2)．この期間は，火山性微動が観測されなかったこ



と，傾斜計や GPSによる地殻変動観測では火山活動によるとみられる変動は認められなかったことな

どから，火山性の地震活動は無かったと判断されている．全磁力連続データについては，外部磁場変

動成分の除去や年周変化の評価等の解析を行った (図 3)．また，御石ヶ沢を含めた過去の観測経験によ

り，伊豆半島東部は全磁力トレンドと永年変化の区別がつきにくい地域であることが示唆されたこと

からトレンド成分を除去した後，潮汐変動も無視して短期的な全磁力変動に関して考察した (図 4)．

　期間中はマグマ貫入が原因で発生した群発地震はなかったため，2011年に観測された全磁力変動は，

断層のずれによるピエゾ磁気効果が原因で生じた可能性が疑われた．地震発生頻度の高い領域に近い

観測点では全磁力は増加し，特に震央に近い観測点では 2011年 9月の群発地震の終息後に全磁力の減

少が認められた (KSM，YOB，及び KWN)．このような特徴的な全磁力変化が 2012年には見られなく

なり年周変化が目立ち始めたことと，2012年に地震活動が静穏化していることとは調和的であった．

ところが，2010年については地震活動が 2012年と同様に静穏化しているにもかかわらず，観測点に

よっては地震活動が比較的活発化していた 2011年よりも大きな全磁力変動が確認された．本課題では

観測点の近くに単純全磁力差を求めるための参照点を取らずに柿岡を基準に解析したので，潮汐変動

と同様にローカルな全磁力変動が相殺されずに目立ったと考える．そこで，地殻の隆起に伴う圧力効

果が全磁力観測に与える影響を確認するために，全磁力連続データと国土地理院が公開している GPS

を用いて測定された測地高度の日々変動とを比較した．2010～2012年の期間中，地殻の上下変動につ

いては小室山以南で季節的な変化が見られたが，その上下変動の振幅は 2010年より 2011年の方が小

さいことが示された (図 5)．もし小室山以南の隆起に対してピエゾ磁気効果が働くならばその北側で

は全磁力減少が期待されるが，観測結果は逆の全磁力増加を示している．これを踏まえて，全磁力変

動の定性的な理解が可能な物理的解釈について以下のように推論した．まず，2009年 12月末に発生

した火山性の伊豆半島東方沖地震に伴う地下の熱水活動が，地震活動の静穏化にもかかわらず 2011年

10月頃まで継続したと思われる．熱水活動は，地殻が季節変化により隆起するタイミングで上昇する

ことにより熱消磁を引き起こし，小室山北側の観測点 (KSM，YOB，KWN及び OKN)で全磁力の増加

傾向をもたらした．熱水上昇に伴い地殻の隆起も増したが，2010年から 2011年にかけて熱水活動は

徐々に衰弱したため，地殻の季節変動と全磁力変動とは共に 2010年より 2011年の方が小さくなった．

2011年 7月と 9月の群発地震に伴う地殻変動は，地殻の季節変動より小規模であったため，全磁力に

は群発地震に対応した目立つ変化はなかった．さらに 2011年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖

地震の前後で地殻の上昇に熱水上昇が伴ったことで小室山北側の観測点 (YOB，KWN及び OKN)の全

磁力が増加傾向を示した．2011年 10月以降には熱水活動は終息に向かい帯磁の構造へと移行したた

め，小室山北側の観測点 (KSM，YOB，及び KWN)においては全磁力の減少が見られた．但し，内陸

では海岸に近い地域とは別の熱源があり，急な熱変化が生じなかったため OKNでは目立った全磁力

減少が見られなかったと思われる．そして，2012年には地下の熱活動を伴わないため地殻が季節変動

する時期に目立った全磁力変動は見られなくなった．地下の熱活動は，2010～2011年の期間で強化さ

れることなく衰弱し，2011年 10月以降の熱供給の途絶に伴う温度降下による帯磁をもって終結した．

　観測された全磁力変化については，地殻の隆起に伴い期待されるピエゾ磁気変化が有意に確認され

なかったため，岩石の応力変化よりはむしろ地下の熱変化が原因で生じた結果である可能性が高いと

考えられる．伊豆半島東部の火山性地震は，マグマ貫入に伴うひずみ等が原因となって別のマグマ貫

入が発生し，地震の群発活動を誘発することがあるため，群発活動の経過の見通しを立てるための観

測は監視の上で重要である．2009年 12月の伊豆半島東方沖の群発地震活動は翌 2010年早々には終息

する気配が見られたが，地殻の上下変動に伴う地下の熱水の上昇下降に起因すると思われる磁場変動

が 2011年 10月頃まで継続したことが全磁力観測により示唆された．伊豆半島東部における地磁気全

磁力連続観測網は，地下の熱活動の経過を評価するのに有効であると考えられる．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
笹岡雅宏・大和田毅・有田真・山崎明・田口陽介・小河勉,伊豆半島東部における地殻の上下変動と関

連する地磁気全磁力変動,地磁気観測所テクニカルレポート,第 11巻, 2014(投稿中).



（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地磁気観測所調査課

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象庁地磁気観測所調査課

電話：0299-43-6909

e-mail：kakioka@met.kishou.go.jp

URL：http://www.kakioka-jma.go.jp

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：笹岡雅宏 　

所属：地磁気観測所観測課

図 1．伊豆半島東部における地磁気全磁力連続観測点 (●)の配置図．
地磁気観測所の観測点：玖須美元和田 (KSM)，東京大学地震研究所の観測点：初島 (HA3)，網代 (AJR)，湯川 (YKW)，
与望島 (YOB)，川奈 (KWN)，奥野 (OKN)，池 2(IK2)．同図に GPS連続観測電子基準点［宇佐美，伊東 (伊東 A)，
小室山，伊東八幡野］の位置 (■)を示す．伊東と伊東 Aは隣接していることに注意．



図 2．2011年の震央分布図．
図 1中の観測点位置を●で示す．青線で囲んだ領域は，2回の小規模な群発性地震 (7月中旬～下旬及び 9月中旬
～下旬)の主な発生域を示す．

図 3．地磁気観測所観測点 (KSM)と地震研観測点 (HA3，AJR，YKW，YOB，KWN，OKN，IK2)の解析結果比
較 (2010.01.01－ 2012.12.31)．
柿岡基準の単純全磁力差 (黒線)，外部磁場変動成分を除去する解析後の結果 (赤線)，年周変化 (緑線)．それぞれに
トレンド (黒直線)を付加．KWNについては 5月 4日に人工擾乱によるギャップあり．



図 4．地磁気観測所観測点 (KSM)と地震研観測点 (HA3，AJR，YKW，YOB，KWN，OKN，IK2)の地磁気全磁
力の日々変動比較 (2010.01.01－ 2012.12.31)．
各観測点について，図 3中の解析結果から年周変化とトレンドを差し引いてプロット (黒線)．青線は潮汐周期を
無視するための 15日間移動平均を示す．KWNについては 5月 4日に人工擾乱によるギャップあり．



図 5．GPS連続観測による地盤の上下変動．
(左)電子基準点の高さ (2006.01.01‐2012.12.31)．図中に指し示すイベント：a.伊豆半島東部の群発地震 (2006年 1
月～5月)，b.伊豆半島東方沖地震 (2009年 12月 18日)，c.東北地方太平洋沖地震 (2011年 3月 11日)．(右)北側
観測点を基準とした南側観測点の比高 (2010.01.01－ 2012.12.31)．青点：年周変化とトレンド成分を除いた比高，
赤線：10日間移動平均．矢印 dは東北地方太平洋沖地震の発生を示す．
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（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

沖合・沿岸津波観測等による津波の高精度予測に関する研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

イ．強震動・津波の生成過程

（４）その他関連する建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（2）超巨大地震とそれに起因する現象の予測のための観測研究

ウ．超巨大地震から発生する津波の予測

（５）本課題の５か年の到達目標：

　津波波源（地震断層運動；津波伝播計算に必要な初期値）に関する知識の蓄積・改善及び，津波伝

播過程の高精度再現を図る．

　沖合津波観測データの津波予測への活用手法を検討するとともに，津波波源の推定手法に関する技

術基盤を強化する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

・地震津波の発生メカニズムに関する研究

　検潮記録などの解析，比較的大きな津波の場合は沿岸津波痕跡調査，あるいは大地震直後の余震活

動などの調査に基づき，過去の地震津波の，より現実的な津波波源モデル，すなわち津波発生メカニ

ズム，を明らかにする．また，津波波源に関する知識の蓄積及び改善を図り，現行の津波予報システ

ムの改良に資する．

・津波伝播に伴う津波減衰特性の研究

　過去観測された多数の津波後続波の検潮記録をデジタル化し，実際に観測された津波の減衰特性を

類型化あるいは共通項の抽出を行うとともに，津波の減衰過程を予測するための理論的あるいは経験

的な手法を構築し，適切な津波警報の解除に資する．

・沖合津波観測データを用いた津波予測手法の検討

　主としてＧＰＳ波浪観測点における沖合津波観測データを活用し，観測点近傍の沿岸エリアに到達

する津波の到来時刻及び振幅を予測するための手法を構築する．また，ＧＰＳ波浪観測も含め沖合津

波観測技術・観測網の発展を踏まえて研究を進める．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
○地震津波の発生・伝播メカニズムに関する研究



　・2011年東北地方太平洋沖地震の津波波源域を，沖合の観測施設で観測された津波到達時刻からの

逆伝播によって求め，震源の東側の海域に，地震に伴う海面上昇が大きい箇所があった可能性を指摘

した（図１）．

　・2004年スマトラ沖地震における大津波の発生メカニズム解明のための調査を行い，地震時に動い

た可能性のある分岐断層の断層トレースを発見するとともに，その断層が最新の地質学的時代におい

て最も活動的であることを明らかにした．

○津波伝播に伴う津波減衰特性の研究

　・津波の減衰過程について，移動自乗平均振幅，津波コーダ，無次元化津波振幅の三つの新尺度を

導入することにより定量的に解析する手法を開発し，この手法を用いて，津波の減衰過程の一般的特

徴を明らかにした．

　・津波の減衰過程において，移動自乗平均振幅の 3倍以上の半振幅の波が出現することが稀だとい

う性質に，移動自乗平均振幅の時間減衰の近似関数を組み合わせれば，津波警報の解除のタイミング

の予告を伴う情報発表が可能になることを示した（図２）．

　・津波波源から海岸までの津波エネルギーの伝播過程を，波源形成，伝播経路，観測点近傍の各段

階での効果のコンボリューション（畳み込み）を用いて，津波の移動自乗平均振幅の時間減衰をモデ

ル化し，定量的に減衰が予測できるようにした．

○沖合津波観測データを用いた津波予測手法に関する研究

　経験的手法及び解析的手法による予測手法の開発を行った．

　・経験的手法では，海岸の潮位観測施設と全国港湾海洋波浪観測網 (NOWPHAS)の沖合波浪観測施

設との両方で津波の記録が得られた観測例を収集し，両者での津波第一波振幅と最大振幅について，そ

れぞれ関係式を導いた．この関係式を元に，沖合波浪観測施設での津波振幅から海岸の潮位観測施設

の津波振幅を求める予測式を導き，GPS波浪計で観測される津波振幅を津波注警報に活用する方法を

提示した．

　・解析的手法では，沖合の海底水圧計の波形データを用いた逆解析により津波波源を推定し，その

波源から沿岸の津波波形を数値計算により予測する手法を開発するとともに，水圧計に加え GPS波浪

計も用いた場合についての数値実験を行い，両データの併用が，広範囲の沿岸地域に対する津波予測

精度の向上につながりうることを示した．

　・上記の解析的手法を 2011年東北地方太平洋沖地震津波に対して適用し，東北地方太平洋沿岸に実

際の津波が到来する少なくとも５分前には，同地域への 10 mを超える大津波の襲来を予測できる可能

性があることを示した（図３）．また，気象庁が新しく設置した沖合のブイ式津波観測施設（DART）

について，仮想的な大地震を想定した津波即時予測の数値実験を実施し，観測点増設が予測精度向上

に効果的であることを示した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
対馬弘晃,林 　豊,前田憲二,横田崇,川上博隆,平田怜,吉村健二,遠藤清隆,木田洋祐, 2013，沖合津波

観測データ同化システムの開発,土木工学論文集 B2(海岸工学), 69(2), I 446-I 450.

林 　豊,前田憲二,対馬弘晃,岡田正實,木村一洋,岩切一宏, 2013，平成 23年（2011年）東北地方太平

洋沖地震による津波高の現地調査報告,気象研究所技術報告, no.70, 48pp.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象研究所地震火山研究部

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象研究所企画室

電話：029-853-8536



e-mail：ngmn11ts@mri-jma.go.jp

URL：http://www.mri-jma.go.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：前田憲二 　

所属：気象研究所地震火山研究部

図 1．沖合の観測施設での津波到達時刻からの逆伝播で求めた 2011年東北地方太平洋沖地震の津波波源域（Hayashi
　et al. (2011)と林・他 (2011)の図をもとに作成）



図２．移動自乗平均 (MRMS)振幅の推移予測に基づく津波注警報の解除の判断方法の概念図（林・他 (2011)に
よる）

図３． 　2011年東北地方太平洋沖地震に対する津波予測結果
　(a, b, c)：沖合津波波形の逐次逆解析により推定された初期津波高分布．(a)地震発生後 10分，(b)地震発生後 20
分，(c)地震発生後 30分までに得られる沖合津波波形に基づく．推定値をカラースケールおよびコンタ (1 m間隔)
で示した．(d)：(b)の地震発生後 20分に得られる波源分布から波形合成した本州の太平洋沿岸観測点における予
測津波波形 (赤線)と観測津波波形 (黒線)の比較．(a, b, c)の星印は震央位置を示し，逆解析におけるダンプ拘束の
基準位置として用いた．(d)の緑線は予測を行う時刻を示す．
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イ．噴火の推移と多様性の把握

3. 新たな観測技術の開発

（2）宇宙技術等の利用の高度化

ア．宇宙測地技術

（５）本課題の５か年の到達目標：

　気象レーダー等のリモートセンシング技術を用いた噴煙観測手法や空振観測等から，噴火発生やそ

の規模を迅速に検知する手法を開発するとともに，移流拡散モデルによる降灰予測手法に用いる初期

値の改善を行う．

　火山性震動の客観的・定量的な処理手法の開発によって，火山異常をより迅速・正確に把握するた

めの監視・データ解析技術を開発する．また，干渉 SARによる地殻変動観測について，気象の影響の

除去手法を開発する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　気象レーダーや紫外線による SO2カメラを用いたリモートセンシング技術による噴煙観測手法につ

いて研究し，噴火の検知力の評価や噴煙の動力学的研究を行う．その上で得られた成果をもとに，移

流拡散モデルによる降灰予測における噴煙モデルをより現実的なものに改善する等の技術開発を行う．

　降灰予測における初期値改善に資するための空振データの解析手法等監視・データ解析技術を開発

する．さらに，空振観測において大きな障害となる気象ノイズの除去手法として，空振計アレイによ

る空振の検知や空振源推定に関する手法を開発する．

　干渉 SARによる地殻変動観測における地形や水蒸気量の時空間分布の変化による観測データへの影

響を評価し，その補正手法を開発する．また，火山性震動多発時の処理手法等，火山観測データの客

観的・定量的な処理手法の開発によって，噴火や火山異常をより迅速・定量的に把握するための監視・

データ解析技術を開発する．



（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　5年間の計画の中で，降灰予測及び火山灰拡散予測手法に用いる噴煙，移流拡散モデルの改善を進

め，そのために，既存の気象レーダー等で捉えられた火山噴煙の解析，噴煙の力学的予測モデルによ

る解析を行った．また，EDM，GPS，干渉 SARの対流圏遅延補正手法，空振解析，噴火現象の即時把

握などについての研究を進めた．

●リモートセンシングによる噴煙観測

・種子島，福岡気象ドップラーレーダーを始めとする気象庁レーダー観測網および鹿児島空港気象ドッ

プラーレーダーで観測された，2011年霧島山（新燃岳）噴火に伴う噴煙エコーを解析した．1月 26～

27日の準プリニー式の噴火では，遠望観測による噴煙高度よりも，噴煙エコー頂高度が系統的に高く

観測されたことを明らかにした．連続的噴火では噴煙エコー頂高度の詳細な時間変化が観測できるこ

と，降水時であっても爆発的噴火を検知できる事例があることを確認した．噴煙エコーの解析結果は，

気象衛星ひまわり 6，7号（MTSAT-1R, 2）による火山灰雲の流向ともよく対応していた．噴煙エコー

頂高度は，MTSAT-1R, 2で観測された火山灰雲頂高度と比較して，高めに解析され，検知できるタイ

ミングは早かった．

・種子島レーダーデータによって桜島の爆発時の噴煙検知率を調査し，走査頻度を増せば小規模な爆

発も検知可能なことを示した．

・（H25年度）2013年 8月 18日に遠望観測による噴煙高度が火口上 5000 mに達した桜島昭和火口噴

火事例について，鹿児島空港レーダーおよび国土交通省 Xバンド MPレーダネットワーク（XRAIN）

の垂水局のデータを取得し解析した．気象庁レーダー観測網および鹿児島空港レーダーの噴煙エコー

頂は遠望観測による噴煙高度とおおむね整合していたこと，XRAINの偏波間相関係数を用いて曇天時

も噴煙を検出できる可能性があることなどを示した．

●移流拡散予測の高度化

・降灰予測に用いている領域移流拡散モデル（JMA-RATM）で降灰量の換算方法を高分解能化して，

2009年桜島の全予報事例について量的予測を検証した．

・現在，航空路火山灰情報（VAA）に用いられている全球移流拡散モデル（JMA-GATM）により 2010

年エイヤフィヤトラヨークトル火山噴火に伴う火山灰拡散予測の試行およびベンチマーク試験を実施

した．

・2011年新燃岳の降灰予報全 39事例について，降灰分布との比較検証を行った．現在，降灰予測に

用いている初期値（噴煙柱モデル）の拡散比率を変更することにより予想降灰域が改善することを示

した．さらに，JMA-RATMによる 2011年新燃岳の降灰の量的予測を実行した．初期値で火山灰の粒

度分布や拡散比率を適切に設定することに加え，気象レーダーの噴煙エコー頂高度の解析結果を適用

することにより，降灰の時刻や降灰量の予測精度が改善することを確認した．

・降灰予測の精度改善に向けて 2011年新燃岳噴火に実施した降灰分布調査，高時間分解能での降灰量

連続採取データおよび画像による噴煙高度の再解析結果を行い，移流拡散モデルによる降灰予測の検

証を行った．この結果，初期値におけるより適切な噴煙高度の利用と拡散比率の離脱定数の見直しの

2点を再考することにより，予報発表時に較べ予想降灰分布に改善が認められた．

・また JMA-RATMによる富士山宝永噴火クラスを想定した降灰シミュレーションを実行し，規模の

大きな噴火に対する降灰量の予測可能性を点検した．

・（H25年度）風の影響を受ける小さな噴石（火山礫）について，JMA-RATMにより火山灰の量と同

時に落下予測を行う方法を検討した．想定する火山礫の形状に比べて密度の違いの方が同一粒径の落

下予測範囲に与える影響が相対的に大きいことなどを示した．

●噴煙ダイナミクス

・気象庁非静力学モデル（JMA-NHM）に基づく噴煙－降灰モデルによる 2009年 6月 Sarychev Peak

火山の噴煙シミュレーション，新燃岳の噴煙－降灰シミュレーションを実行した．2008年 8月新燃岳

の噴煙－降灰シミュレーションでは，降灰分布に対する降水の影響と大気環境場の再現性が重要であ

ることを確認した．



・2011年 1月 26～27日新燃岳噴火事例について，噴煙－降灰モデルを用いて九州西方沖数 100kmに

わたる火山灰輸送の再現実験を行った．火口上空で約 8km以上あった噴煙頂高度が数 100km風下の洋

上で高度約 6kmまで低下している点に関して，MTSAT-2による赤外差分画像を用いた解析から，火

山灰粒子の重力沈降のみならず，噴煙の持つ浮力・鉛直シアを伴う水平風・乱流等が大きく影響して

いる可能性が示唆された．

● EDM，GPSの対流圏遅延補正手法
・浅間山における光波測距観測（EDM）データを用い，光路における屈折率の空間的時間的不均質性

に起因する観測誤差を，気象庁客観解析データ（GPV）を用いて補正する手法を開発した．

・浅間山における１周波 GPSデータを用い，観測誤差が卓越する上下成分について，対流圏における

電磁波の行路の屈折率の空間的時間的不均質性に起因する解析誤差を軽減する手法を開発した．

●干渉 SARの対流圏遅延補正手法
・SAR干渉解析に含まれる対流圏における水蒸気による位相伝搬遅延を補正処理するために，高解像

度の JMA-NHMによる数値予報 GPVから大気遅延量を算出する手法を開発した．

・新燃岳噴火前後の SAR干渉解析画像について，5km メッシュの客観解析値から 1km メッシュにダ

ウンスケーリングした JMA-NHMの数値予報 GPVを用いることで補正を行った．これによって大気

中の水蒸気による気象ノイズが軽減され，新燃岳北西部領域において新燃岳噴火に伴う沈降域を精緻

に検出した．（H25年度）同補正を十勝岳等に適用し，地殻変動の検知力を高めるのに有効な手法であ

ることを確認した．

●空振

・2010年新燃岳噴火に伴う空気振動データから，水蒸気爆発に伴う空気振動は噴煙が大気に突入する

ことによって励起されることで説明可能であることを明らかにした．

・桜島の C型微動に伴う超低周波音を解析し，C型微動は火口直下ごく浅部で発生し，超低周波音は

昭和火口から射出されること，超低周波音の励起率は爆発地震あるいは BL型地震発生後，時間とと

もに減少することを明らかにし，大気にオープンな共鳴体が収縮・閉塞していく過程を見ている可能

性を示した．

●即時把握

・新燃岳噴火における噴煙データを用いて流速画像解析（PIV解析）等を行い，噴出率推移と地震，空

振データとの比較を行うことで，噴火規模のリアルタイム推定が可能かどうかの事例調査を行った．

・桜島の爆発的噴火に伴う空振計データを解析し，弾道を描いて飛散する大きな噴石の最大到達距離

に対する最大射出速度及び空振振幅との関係を明らかにした．また，新燃岳噴火時の空振観測，傾斜

観測及び地震観測のデータを用いて噴煙の高さを推定するための基礎解析を実施し，レーダーから見

積もった噴煙の高さの推移を概ね説明できることが分かった．

・新燃岳 2011年 3月 13日噴火について，遠望カメラによる画像から噴煙高度および噴出率，総噴出

量の推定を行った．当初 4,000mと発表された噴煙高度は，遠方に設置された監視カメラ画像から少な

く見積もって火口縁上 7,600 mで，実際にはこれ以上高かったと推定された．さらに噴煙高度から経

験式の従い噴出率および総噴出量を見積もったところ，噴出物調査から見積もられた総噴出量と矛盾

のないものであり，降灰調査を待たずに噴煙高度から速報的な総噴出量の見積もりを実施できる可能

性を示した．

●その他

・火山性震動の客観的分類手法を三宅島直下の地震活動に適用し，3つのタイプに客観的に分類でき，

ごく小規模な噴火の直前に「高周波地震」から「やや低周波地震」へと波形が変化していくことを明

らかにした．

・ALOS/PRISMによって北方領土の火山を含む，全国の活火山における噴気活動の規模を解析し，PRISM

によって火山の熱的活動を評価できることが分かった．

・（H25年度）「だいち」の AVNIR-2センサを使い，雌阿寒岳，樽前山，十勝岳，吾妻山，口之永良部

島等について，地上や上空からの観測結果との比較を行った．その結果，阿蘇山の事例について，火



山活動の変化に伴う輝度変化が検出された．

・（H25年度）西之島について，アメリカの光学衛星（Landsat-8）を用いて，噴火に伴う噴出状況の調

査を行い，新島の形成を空間的に把握できることが分かった．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
気象庁, 2013, SAR干渉解析を用いた火山活動評価への利用の検討,火山活動の評価及び噴火活動の把

握に関する共同研究 　成果報告書 (印刷準備中).

気象庁, 2014,火山噴火予知連絡会火山活動評価検討会報告書 　噴火現象の即時的な把握手法について

（印刷準備中）.

鬼澤真也・新堀敏基・福井敬一, 2013,遠望カメラ画像による噴煙高度の把握とマグマ噴出率の推定－

2011年 3月 13日霧島山新燃岳噴火の事例－,験震時報,77,119-138.

鬼澤真也・新堀敏基・福井敬一・安藤 　忍・弘瀬冬樹・木村一洋・吉田康宏・岩切一宏・吉田知央・山

本哲也・吉川澄夫, 2013, 2011年霧島山新燃岳噴火における降灰観測と予測,験震時報,77,215-222.

新堀敏基・高木朗充・山内 　洋・佐藤英一・福井敬一・菅井 　明・林 　勇太・林 　洋介・長谷川嘉彦・

真木雅之, 2014,気象レーダーで観測された 2013年 8月 18日桜島噴火に伴う噴煙エコー,火山噴

火予知連絡会会報,116（印刷中）.

高木朗充・新堀敏基・山本哲也・白土正明・平祐太郎・加藤幸司・福井敬一, 2013,物理観測による新

燃岳の噴火規模の即時的な推定の試み,験震時報,77,111-118.
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平成 25年度年次報告

課題番号：7023

（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

東海地震予知技術と南海トラフ沿いの地殻活動監視技術の高度化に関する研究 　－地震発生シミュ

レーション技術の高度化－

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-1）地震発生予測システム

ア．地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

（４）その他関連する建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（1）超巨大地震とそれに起因する現象の解明のための観測研究

ア．超巨大地震の発生サイクルの解明

（５）本課題の５か年の到達目標：

　東海地震及び東南海・南海地震の発生に先行する地殻変動等の予測技術を開発する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　東海地震の発生について対象領域を南海トラフまで拡大した地震発生シミュレーションにより，ス

ロースリップに影響を及ぼしている広域の応力場の影響も新たに評価し，スロースリップの滑り量の

より精度の高い再現やそれに伴う地震活動変化への影響評価を目指す．さらに，スロースリップと東

海地震発生との関係を明らかにする．

　また，南海トラフ沿いの地震発生シミュレーションを行い，東海地震，東南海・南海地震の発生に

先行して現れると見込まれる地殻変動や地震活動変化等について，大地震の発生様式の違いに応じて

いくつかのパターンごとにその大きさや地震の発生時期との関係を評価する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
1. 数値シミュレーションを用いて，南海トラフ沿いで繰り返し発生する巨大地震，東海地域および豊

後水道で繰り返し発生している長期的スロースリップイベント（LSSE）の再現を目指した．考慮した

点は，1944年東南海地震・1946年南海地震のアスペリティ分布，東海地域に沈み込んだ海山，九州－

パラオ海嶺，スラブから脱水した水の存在が示唆される領域，プレート境界浅部まで高速で滑った証

拠である．これらに基づき，摩擦パラメータや有効法線応力の値に不均質性を持たせてシミュレーショ

ンを行うことにより，以下のような複雑なパターンが現れるモデルを作成した（図 1）．

(A)深さ 10 km以浅の領域も含めて一度に全域が破壊．

(B)東海地域が割れ残る．

(C)東南海地震の約 0.5-5年後に南海地震（の一部）が発生．



(D)深さ 10 km以浅を破壊しない東南海・南海地震が発生．

(E)東南海地震が単独で発生．

(F)地震サイクル中に，東海地域・豊後水道で LSSEが発生．

2. LSSEの周期は時間とともに短くなり，規模は大きくなる傾向を示した（図 2）．東海地域の LSSE

の規模は，東海地域が割れ残った後のサイクルにおいて大きくなった．豊後水道の LSSEは，東海地

域の割れ残りの影響は見られなかった．

3. 本モデルでは，東海地震が単独で発生するパターンは現れなかった．これは東海地域のプレート収

束速度が小さいことと，沈み込んだ海山の効果により，東海地域で破壊が開始するよりも先に紀伊半

島沖から破壊が開始するためである．

4. 本モデルでは，1605年慶長津波地震のように浅部（深さ 10 km以浅）のみが破壊したとされるパ

ターンは現れなかった．内陸地震や海域の仮想的なプレート内地震による応力擾乱を考慮すると，擾

乱を入れるタイミングによってその後に発生する巨大地震の時期は前後し，破壊域も変化した．しか

しながら，浅部から深部におけるすべりのパターンは擾乱を与えない場合の地震時すべりとほぼ同じ

であった（図 3）．

5. 本モデルは，紀伊半島沖の破壊開始点付近でプレスリップが発生する．このプレスリップによる地

殻変動量を見積もったところ，紀伊半島南端の仮想的な陸上観測点において捉えられる可能性がある

（図 4）．しかしながら，変化が現れる時期や変動量はパラメータに大きく依存する．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
弘瀬冬樹・前田憲二 (2013),仮想的なプレート内地震による応力擾乱と 1605年慶長津波地震との関係,

日本地球惑星科学連合 2013年大会予稿集, SSS31-P30.

Hirose, F., and K. Maeda, 2013, Simulation of recurring earthquakes along the Nankai trough and their

relationship to the Tokai long-term slow slip events taking into account the effect of locally elevated

pore pressure and subducting ridges, J. Geophys. Res., 118, 1-18, doi:10.1002/jgrb.50287.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象研究所地震火山研究部

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象研究所企画室

電話：029-853-8536

e-mail：ngmn11ts@mri-jma.go.jp

URL：http://www.mri-jma.go.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：前田憲二 　

所属：気象研究所地震火山研究部第 1研究室



図１．本モデルによるプレート境界面上の 4地点における変位の時間変化．
破線楕円は同時破壊を，矢印は時間差を持つ破壊を示す．複雑な発生パターンが現れていることがみてとれる．

図２．浜名湖直下のフィリピン海プレート面上におけるすべり速度の時系列．

Rは東海地域まで破壊が進展したイベント，Nは東海地域が割れ残ったイベントを示す．東海地域が割れ残った後
のサイクルで LSSEが繰り返し発生していることがみてとれる．



図３．内陸地震による応力擾乱を考慮したシミュレーション．

（左図）主な内陸地震 6個（緑線）の断層運動によるフィリピン海プレート面上のせん断応力擾乱を重ね合わせ
たもの．暖色系は地震を促進，寒色系は地震を抑制することを表す．

（右図）前回の地震から 76年後（満期の 84%）に左図のせん断応力擾乱を与えた場合の，次の地震時の滑り量分
布．擾乱を与えない場合に比べ地震の発生時期は 6.56年遅くなるが，室戸岬直下から破壊が開始し，全域を破壊
する．擾乱を入れるタイミングによってその後に発生する地震の時期は前後し，破壊域も変化するが，いずれの

場合も浅部のみを破壊する地震は発生しなかった．

図４．紀伊半島南端の仮想的な陸上観測点における 3成分の 1年あたりの変位の時系列．
横軸は時間で，地震時をゼロとし，発生 1年前から示す．パラメータによっては，陸上観測点で捉えられる可能
性がある．
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（１）実施機関名：

気象庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

海溝沿い巨大地震の地震像の即時的把握に関する研究

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（3）地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

（3-2）地震破壊過程と強震動

ア．断層面の不均質性と動的破壊特性

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（５）本課題の５か年の到達目標：

・巨大地震の断層のおよその広がりを地震発生直後２～３分以内に把握する手法を開発する．現在 10

～20分程度で求められる断層の滑りの大きさや方向の解析について，処理時間の短縮（5～10分）と

信頼性向上を図る．余震の震源分布を地震発生後 10～20分以内で把握するための震源決定手法を開発

する．断層の大まかな滑り分布を震発生後 10～20分で求める手法を開発する．

・観測地震データと断層上の滑り分布推定結果に基づいて，さまざまな周波数帯の地震動分布を地震

発生後 10～20分後に推定する手法を開発する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

・初期段階で発表する津波予報に寄与するため，地震動の振幅分布やアレイ技術よる断層破壊進行の

推定結果を用いて巨大地震の断層のおよその広がりを地震発生直後２～３分以内に把握する手法を開

発する．また，現在は 10～20分程度で求められる地震の滑りの大きさや方向の解析（ＣＭＴ解析）に

ついて，推定・評価手法を改良し，処理時間の短縮（5～10分）と信頼性向上を図る．

・巨大地震の断層の形状や滑り分布の不均質性などの重要な情報を含む余震の震源分布を地震発生後

10～20分以内で自動処理により把握するため，振幅など多元的な情報に基づき地震識別を行い，地震

多発時にも震源決定を行える手法を開発する．併せて精度の高い震源決定が困難な海域の震源決定の

精度向上に関する手法の開発を進める．

・地震波形を用いて，断層の大まかな滑り分布を震発生後 10～20分で求める手法を開発し，津波予報

の更新・解除や地震動の推定に活用できるようにする．この際，地震動に大きく影響するパラメータ

の抽出を行い，処理時間の短縮を図る．

・地震動推定の基礎資料とするため，地震の規模の違いや地形・地下構造の違いがどのように，各地

の地震動に影響を与えているか把握する．また，過去の巨大地震について地震動記録を調査し，滑り

分布と地震動の関係を把握する．



・巨大地震発生直後の 10～20分後を目途に，観測点において得られる地震データとサブ課題１の研究

で得られる断層上の滑り分布の効果を取り入れて，従来よりも精度の高い地震動分布の推定手法を開

発する．また，震度ばかりでなく構造物への影響も考慮し，さまざまな周波数帯での地震動を対象と

する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
【巨大地震の規模推定】

・巨大地震の規模の過小評価防止手法として，地震波の長周期成分をモニターする方法を考案した．

・巨大地震の早期規模推定法として，強震動域の広がりから規模を推定する手法を開発した (図 1)．異

常震域補正及び増幅度補正を行うことにより，マグニチュード推定の精度を上げることが出来ること

を示した．

・巨大地震の早期規模推定法として，主に地震のＰ波部分を用いて地震のマグニチュードを推定する

手法（Mwp，松代Mw，Mp）について，日本付近で起きたM7以上の地震について検証を行った．そ

の結果，M8クラスであれば発震時から 3分以内に規模が推定できることを明らかにした．経過時間

に対するマグニチュードの成長を見ることで，M9クラスについても発震時から 3分経過した時点で，

解析している地震が M8クラスより大きくなるか否かを判断できることを確認した．

・巨大地震の早期規模推定法として，周期 100秒までの様々な周期帯の地震波形の最大振幅からマグ

ニチュードを推定する手法を開発した (図 1)．平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖地震や 2010年

チリ地震に適用し，地震発生後 3分以内でほぼ最終値が得られることを確認した．

・即時的に断層の広がりを評価する手法の一つとして，強震動の継続時間に着目した手法の評価を行っ

た．Mwに対して，各地震の平均強震動継続時間のばらつきが大きいため直接的な評価は困難である

が，直後に入手できる情報の一つとして，Ｍ８を超える規模かどうかの判断の目安にはなりうること

を示した．

【震源の広がり推定】

・プレート境界面に震源域を仮定した上で，震度分布から震源域を推定する手法を開発した (図 2)．

・断層破壊過程を即時的にイメージするための手法として，規格化短周期波形エンベロープを用いた

震動源探索手法を開発し，数値シミュレーションでその有効性を示した．平成 23年（2011年）東北

地方太平洋沖地震の解析においては，東北地方や関東地方にかけての高震度の分布を説明できる高周

波励起源の分布を明らかにすることができた．

・強震動の継続時間の方位角分布から破壊伝播の特徴を抽出する手法を開発し，この手法を用いて，平

成 15年 (2003年)十勝沖地震とその最大余震の破壊伝播方向や断層長の評価を行い，最大余震は本震

と同程度の断層長をもつ通常とは異なる地震であることを明らかにした．

・福島第一原子力発電所の稠密強震アレイを用いて平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の際

の入射波の到来方向の時間変化を調べた結果，その傾向は宮城県沖から茨城県沖への高周波励起源の

移動と整合的であり，稠密アレイにより巨大地震の破壊伝播を直接補足可能であることを示した．

【震源決定手法】

・自動震源決定手法として，余震の地震波形データのスタッキングによる検知手法，パーティクルフィ

ルターに基づく震源決定手法，パターンマッチを用いたイベント検出法について，評価試験を行い，内

陸地震の余震活動の自動震源決定による大まかな把握に目処がついた．

・自動震源決定手法として，ノイズ的データの除去に有効な振幅情報も取り入れたグリッドサーチに

よる震源決定法を開発した．

・三次元速度構造震源計算について，これまでの結果において不適当な震源分布の原因の一つとなっ

ていた速度不連続面を除いて速度構造を設定し，浅い部分の速度構造を推定した上で震源決定に適用

した．

・余震分布から推定した平成 16年（2004年）新潟県中越地震の断層配置の複雑さと余震活動度の関

係についての調査を進めた．



　【海底地震計観測】

・平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（M9.0）の自己浮上式海底地震計を用いた緊急余震観

測を，気象庁の観測船などを用いて複数の大学・研究機関と共同で分担して実施した．その結果，本

震時にすべりの大きかった海溝付近の領域（例えば宮城沖）で余震活動が少ないこと，余震域南部は，

関東地方に沈み込んだフィリピン海プレート北端縁付近までしか余震が発生していないことなどを明

らかにした．

・南海トラフ沿いの地震活動の把握と海域における震源の正確な位置の把握のため，潮岬南方沖にお

いて自己浮上式海底地震計を用いた観測を実施し，アウターライズから沖合において活発な地震活動

があることを見いだした (図 3)．

・南海トラフ沿いおよびフィリッピン海プレート内部の地震活動の把握と海域における震源の正確な

位置の把握のため，静岡・三重県沖の東部南海トラフ域および潮岬南方沖において取得された自己浮

上式海底地震計データの解析を行い，気象庁ケーブル式海底地震計によって海域の地震の震源決定精

度が向上していることなどを確認した．

【震源断層のすべり分布の把握】

・平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の震源過程を遠地実体波及び近地強震記録を用いて解

析を行い，本地震は宮城県沖の海溝軸近くで大きくすべり，最大約 40mに達したことを明らかにした．

・長周期バックプロジェクション法を適用して，大きなすべりのあった領域の推定が可能であること

を確認した．

・通常より短周期帯域のＷ－ｐｈａｓｅを用いて，セントロイドの時間変化を推定する手法を開発し，

平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖地震への適用を調査した．

・2000年以後日本付近で起きたマグニチュード７以上の地震について，2004年スマトラ沖地震のデー

タを用いて開発したひずみ計データによる破壊方向推定手法の有効性を確かめた．ひずみ計から見込

む角度の解像度は約 10度となっており，それより大きな変化については検出できることを確認した．

【巨大地震発生直後の地震動の把握】

・震源やメカニズムが類似の地震であっても，速度応答の値がどの周期帯でも 2倍程度異なる場合が

あることを見いだした．

・応答スペクトル比と地盤情報の関連性について調査し，周期 3秒までは深さ 30ｍまでの平均 S波速

度との相関が高く，更に長周期については 1次固有周期との相関が高いことを明らかにした (図 4)．

・隣接観測点の速度応答の補正と，応答の地盤補正を組み合わせることにより，関東地方の速度応答

分布を推定する手法を開発した．

・気象庁震度計のサイト増幅率をコーダ規格化法により導出し，その増幅率により震度予測の試みを

行った．また，全国的に増幅率を調査した結果，0.75～2Hzの低周波数側では，堆積層が厚い平野部

などで増幅率が大きくなり，高周波数側では地域的なコントラストが弱くなることがわかった．

・Ｍ９クラスの地震の強震動生成域のスケーリングについてとりまとめ，Ｍ９クラスの短周期の強震

動予測には，従来までのＭ７，８クラスの地震用のレシピの延長を考えるのではなく，Ｍ８クラスの

レシピを複数用いることで十分であることを確認した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
Katsumata, A., H. Ueno, S. Aoki, Y. Yoshida and S. Barrientos, 2013, Rapid magnitude determination from

peak amplitudes at local stations, Earth Planet Space, 65, 843-853, doi:10.5047/eps.2013.03.006.

武藤大介・上野寛・川添安之・岩切一宏, 2014,平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の前後に

発生した地震の震源過程の解析，験震時報,印刷中．

武藤大介・勝間田明男, 2013,長周期地震動と地盤構造との関係について,気象研究所研究報告,投稿中.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象研究所地震火山研究部



他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象研究所企画室

電話：029-853-8536

e-mail：ngmn11ts@mri-jma.go.jp

URL：http://www.mri-jma.go.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：勝間田明男 　

所属：気象研究所地震火山研究部第 2研究室

図１ 　強震動域の広がり・様々な周期帯の地震波最大振幅に基づく規模推定

平成 23年 (2011年)東北地方太平洋沖地震の例を示す．左が強震動域の広がりに基づく規模推定である．震度 5弱
以上の領域の広がりから規模を推定する．右が様々な周期帯の地震波最大振幅に基づく規模推定である．横軸は，

地震発生からの時間であり，地震発生後 2分 20秒以内に，マグニチュード約 9という地震の規模の推定が可能で
ある．



図 2 　震度分布に基づく震源域の推定
震度分布に基づき，平成 23年 (2011年)東北地方太平洋沖地震の震源域を推定した例を示す．

図 3 　南海トラフ南側の地震活動．
潮岬沖における地震活動がトラフ軸よりも南方に広がっている様子が確認された．

図 4 　地盤の１次固有周期と速度応答との相関．
速度応答と地盤の１次固有周期との関係を調べたところ，周期３秒以上において１次固有周期との相関が高いこ

とが確認された．



平成 25年度年次報告

課題番号：8001

（１）実施機関名：

海上保安庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

験潮

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

験潮観測の継続実施

（６）本課題の５か年計画の概要：

　引き続き験潮観測を実施し，日本全国の地殻変動監視及び他機関との連携による験潮データのリア

ルタイム公開を実施する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　験潮による潮汐から平均水面を求め，成果を海岸昇降検知センターへ提出し，日本全国の地殻変動

監視に供している．験潮観測を実施し，国土交通省水管理・国土保全局及び港湾局，国土地理院，気

象庁と連携し，ホームページによる験潮データのリアルタイム公開を実施している．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
海上保安庁海洋情報部環境調査課

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：海上保安庁海洋情報部環境調査課

電話：03-5500-7153

e-mail：下記ＵＲＬの問い合わせフォームから問い合わせください。

URL：http://www1.kaiho.mlit.go.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：難波江靖 　

所属：海上保安庁海洋情報部環境調査課



平成 25年度年次報告

課題番号：8002

（１）実施機関名：

海上保安庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

地殻変動監視観測

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

（５）本課題の５か年の到達目標：

　ＧＰＳ観測による地殻変動の監視を継続する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　ＧＰＳ観測による地殻変動の監視を継続する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　海上保安庁の GPS観測点において通年の観測を実施し ,得られた結果について地震調査委員会,地震

予知連絡会及び火山噴火予知連絡会に報告した.平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（M9.0）

の発生前,発生前後,発生後の GPS観測点の位置変化を図 1～3に示す.図 1（地震前）では,全体的に北

西方向の位置変化が見られる.図 2（地震前後）では,震央に向かう位置変化が見られ,特に金華山局に

おいては東南東に 5.9mの変化があった.図 3（地震後）では,地震の影響による位置変化の継続が見ら

れる.

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
海上保安庁，2013,海上保安庁によるＧＰＳ地殻変動監視観測,地震予知連絡会会報, 90, 24-30.

海上保安庁，2014,海上保安庁によるＧＰＳ地殻変動監視観測,地震予知連絡会会報, 91, in press.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室



電話：03-5500-7147

e-mail：下記ＵＲＬの問い合わせフォームから問い合わせください。

URL：http://www1.kaiho.mlit.go.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：佐藤 　まりこ 　

所属：海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室

図 1 　DGPS局等の GPS連続観測から求めた水平変位 (東北地方太平洋沖地震前)
宮古島 DGPS局固定



図 2 　DGPS局等の GPS連続観測から求めた水平変位 (東北地方太平洋沖地震前後)
宮古島 DGPS局固定



図 3 　DGPS局等の GPS連続観測から求めた水平変位 (東北地方太平洋沖地震後)
宮古島 DGPS局固定



平成 25年度年次報告

課題番号：8003

（１）実施機関名：

海上保安庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

海域火山観測

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

ア．日本列島域

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（2）地震・火山現象に関する予測システムの構築

（2-2）火山噴火予測システム

ア．噴火シナリオの作成

（3）地震・火山現象に関するデータベースの構築

ア．地震・火山現象の基礎データベース

（５）本課題の５か年の到達目標：

　海域火山の定期巡回監視，航空磁気測量及び海域火山基礎情報図整備をそれぞれ継続実施する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　海域火山の定期巡回監視，航空磁気測量及び海域火山基礎情報図整備をそれぞれ継続実施する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　南方諸島方面及び南西諸島方面において，航空機による海域火山の定期巡回監視観測を行った．ま

た，測量船を用いて海域基礎情報図を整備するための調査を「西之島」「硫黄島」において実施した．

これらの観測の成果は，火山噴火予知連絡会に報告するとともに海域火山データベースに反映した．

　平成 25年度は，航空機により「南方諸島」及び「南西諸島」の海域火山において，定期巡回監視観

測を実施（第 1図，第 2図）した．

　また「三宅島」において航空磁気測量を実施し（第 3図），全磁力異常は三宅島全体でダイポール

異常を示し，八丁平カルデラにおいて逆ダイポール異常を呈している．このことは，前回航空磁気測

量を行った 2007年 8月の結果と比較して，大きな変動が認められないことがわかった．

　海域火山基礎情報図を整備するため，測量船により「硫黄島」の調査を実施し（第 4図），硫黄島

の北側及び東側の海底数カ所に凹状地形を確認した．

　11月 20日に確認された「西之島」の火山活動に対応して，航空機による定期的な目視観測（第 5

図），熱計測（第 6図）を行い，さらに衛星画像（第 7図）を活用した監視観測を実施している．

さらに撮影した空中写真から簡易な地形図を作成し，地形変化を解析している（第 8図）．その結果，

新たに形成された地形の面積は，2月 11日現在で約 0.5km2（第 9図）となった.



（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
伊藤弘志・鈴木 　晃・小野寺健英・緒方克司，2013，西之島火山の地球科学的特徴，日本火山学会講

演予稿集，90．

岩渕 　洋・笹原 　昇・小野智三・伊藤弘志，2014，南方諸島海底火山の監視，火山活動の評価及び噴

火活動の把握に関する共同研究成果報告書，（印刷中）．

小野智三・小山 　薫・内田 　徹・笹原 　昇，2013，三宅島火山における航空磁気測量，日本火山学会

講演予稿集，160．

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室

電話：03-5500-7126

e-mail：下記ＵＲＬの問い合わせフォームから問い合わせください．

URL：http://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/kaiikiDB/list-2.htm

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：小野智三・小山薫 　

所属：海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室

第１図 　「西之島」（平成 25年 6月 28日）活動状況
東方向へ分布する薄青色の変色水が確認できる



第 2図 　「薩摩硫黄島」（平成 26年１月 27日）活動状況
東岸の穴ノ浜付近の変色水域及び硫黄岳の噴気が確認できる

第 3図「三宅島」（平成 25年 6月測量）地磁気異常分布（航空磁気）
contour interval：20nT
火口内に逆ダイポール型異常が確認できる



第 4図 　「硫黄島」（平成 25年 9月測量）海域火山基礎情報図調査 　海底地形
海底に凹状地形が確認できる

第 5図 　「西之島」（平成 25年 11月 20日）活動状況
コックステールジェットが確認できる



第 6図 　「西之島」（平成 26年２月 11日）熱計測結果
溶岩流の状況が確認できる

第 7図 　「西之島」（平成 26年 1月 2日）
MODIS画像、分解能 1km、中央の黒い四角が西之島、白色は雲
（a）海面水温 　南西方向に高温域（茶色）が認められる
（ｂ）海面放射輝度 　南西方向に変色域が認められる

(地球観測研究センター，2014)
参考

宇宙航空研究開発機構 (JAXA)の地球観測研究センター (EORC)によるMODIS準リアルタイム画像のページ
http://kuroshio.eorc.jaxa.jp/ADEOS/mod nrt new/index.html



第 8図 　地形図（2月 11現在）

第 9図 　面積変化グラフ（2月 11日現在）



平成 25年度年次報告

課題番号：8004

（１）実施機関名：

海上保安庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

海域における地形・活断層調査

（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

（４）その他関連する建議の項目：

（５）本課題の５か年の到達目標：

　巨大地震の発生が懸念されるプレート境界域等において，海底変動地形調査等の調査を継続する．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　巨大地震の発生が懸念されるプレート境界域等において，海底変動地形調査等の調査を継続する．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
南海トラフ周辺海域等において,海底地形の調査を実施した.

・平成 21年度 　菊川断層帯からその北西沖の範囲において,断層運動によって形成された

と考えられる変動地形の分布を発見した.

・平成 22年度 　西山断層帯から北西沖の範囲において,断層の活動に由来すると思われる

変動地形を発見した.

・平成 23～25年度 　相模トラフ～駿河トラフ～南海トラフ周辺のアナグリフ海底地形図を作成した.

これにより地形や活断層の位置・形状をより詳細に検討することが可能となった.

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
海上保安庁海洋情報部海洋調査課

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：海上保安庁海洋情報部海洋調査課

電話：03-5500-7125

e-mail：下記ＵＲＬの問い合わせフォームから問い合わせください．

URL：http://www1.kaiho.mlit.go.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：鈴木晃 　



所属：海上保安庁海洋情報部海洋調査課

図１ 　山口県北西部の断層分布図

菊川断層帯の延長部分の他,その北東側にも同じ走向を持つ何条かの断層が見られる.



図２ 　福岡県北部の西山断層帯付近の海底地形図

古く固い地層の上にサンドウエーブを伴う新しく軟らかい堆積物が載っており,断層はその両方に変化を与えて
いる.



図３ 　日向灘～四国沖のアナグリフ海底地形図

九州・パラオ海嶺の北端部が付加体に衝突し ,構造を大きく変形させている.
これを境に北東の日向海盆と南西の種子島沖の地形が大きく異なることがわかる.



図４ 　相模トラフ周辺のアナグリフ海底地形図

相模湾の海底地形については,概ね 2000m以浅の海域であるため地形解像度が高く,海底谷や変動地形が認められ
る.アナグリフ海底地形図を用いれば ,これらの地形や活断層の位置・形状をより詳細に検討することが可能である.



平成 25年度年次報告

課題番号：8005

（１）実施機関名：

海上保安庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

海洋測地の推進

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（1）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

ア．列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場

（４）その他関連する建議の項目：

4. 計画推進のための体制の強化

（5）国際共同研究・国際協力の推進

（５）本課題の５か年の到達目標：

　ＳＬＲの国際共同観測を継続し，日本周辺のプレート収束速度決定の精度向上に努める．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　ＳＬＲの国際共同観測を継続し，日本周辺のプレート収束速度決定の精度向上に努める．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：
　1982年から SLR観測を実施している下里（和歌山県那智勝浦町）は,海上保安庁の海底地殻変動観

測,地殻変動監視観測の基準点として,プレート運動の高精度検出に寄与している.平成 20年度～平成

21年度にかけて老朽化していた SLR装置の更新を行い,平成 21年 11月末から新 SLR装置による運用

を開始した.取得した SLR観測データは国際人工衛星レーザー測距事業（ ILRS）の枠組みの中で国際

データセンターに提供し ,世界測地系の維持にも寄与している.

SLR観測から求めた 1997年以降の下里の位置座標の時系列を図 1に示す.平成 23年（2011年）東北

地方太平洋沖地震（M9.0）に伴い,西北西方向に 3.2cmの変位が検出された（図 2,図 3）.

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
海上保安庁，2013,人工衛星レーザー測距観測（2011年），海洋情報部観測報告衛星測地編, 26.

M. Sato, S. Watanabe, T. Kurokawa, H. Fukura, M. Fujisawa, M. Koike, M. Fujita, and A. Sengoku，2013,

Satellite Laser Ranging at the Shimosato Hydrographic Observatory，18th International Workshop on

Laser Ranging, 13-Po35.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室

他機関との共同研究の有無：無

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先



部署等名：海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室

電話：03-5500-7147

e-mail：下記ＵＲＬの問い合わせフォームから問い合わせください．

URL：http://www1.kaiho.mlit.go.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：佐藤 　まりこ 　

所属：海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室



図 1 　SLR観測により求められた下里の座標変化（1997～2013年）



図 2 　平成 23年 (2011年)東北地方太平洋沖地震 (M9.0)前後の下里の位置変化
（垂直方向の赤の点線は、3ヶ月解析の期間の区切りを示す）



図 3 　平成 23年 (2011年)東北地方太平洋沖地震 (M9.0)に伴う下里の変位ベクトル



平成 25年度年次報告

課題番号：8006

（１）実施機関名：

海上保安庁

（２）研究課題（または観測項目）名：

海底地殻変動観測

（３）最も関連の深い建議の項目：

5. 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進

（2）超巨大地震とそれに起因する現象の予測のための観測研究

ア．超巨大地震の震源域における地殻活動のモニタリング

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象予測のための観測研究の推進

（1）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

ウ．東海・東南海・南海地域

2. 地震・火山現象解明のための観測研究の推進

（2）地震・火山噴火に至る準備過程

（2-1）地震準備過程

ア．アスペリティの実体

イ．非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

3. 新たな観測技術の開発

（1）海底における観測技術の開発と高度化

ア．海底地殻変動観測技術

ウ．海底実時間観測システム

（５）本課題の５か年の到達目標：

　プレート境界近傍で発生する地震の震源と発震機構解を高精度で推定することにより，アスペリティ

周辺のプレート内応力状態の空間変化を明らかにするため，ＧＰＳ－音響測距結合方式による海底地

殻変動観測を継続するとともに高度化を進め，効率的で安定した計測技術の開発を行う．

（６）本課題の５か年計画の概要：

　引き続き，宮城沖地震，東南海・南海地震等の海溝型地震の発生が想定される海域において，海底

地殻変動観測を継続するとともに，観測技術の開発・高度化を図る．

（７）計画期間中（平成 21年度～25年度）の成果の概要：



　計画期間中，海底に設置した海底基準点において繰り返し海底地殻変動観測を実施した．観測結果

は，適宜地震予知連絡会等で報告した．

「宮城沖 2」海底基準点では，2005年 6月から 2009年 3月までの観測結果から，2005年 8月 16日宮

城県沖の地震（M7.2）後，余効変動を経て 2007年ごろから西向きの地殻変動を検出し，歪の蓄積が

再開されたことが示唆された．歪の開放から蓄積再開に至る一連の過程を海底で捉えた事例としては，

これが最初の成果となった．

平成 23年度には，東北地方太平洋沖地震発生前の 2011年 2月までの観測から得られたユーラシアプ

レート安定域に対する移動速度を報告した（第 1表及び第 1図）．

2011年の東北地方太平洋沖地震では，同地震に伴い，震央付近に位置する「宮城沖 1」海底基準点が，

東南東へ 24 m移動， 3 m隆起したことが確認された．その他三陸沖から銚子沖にかけての各海底基準

点では，いずれも東南東への変位が確認された（第 2図）．「宮城沖 1」で観測された 24 mという水平

変位量は，陸上で観測された最大変位量（電子基準点「牡鹿」で 5.3 m ）の 4倍以上に相当する．「宮

城沖 1」から約 70 km北に位置する「釜石沖 1」においても 23 mという大きな変位が観測されたこと

から，震源周辺の広い範囲において大きなすべりがあったことが示唆される．また，当庁海底基準点

「宮城沖 1」及び「宮城沖 2」の観測結果と電子基準点「牡鹿」の観測値を比較すると，陸側から海溝

側に向かい水平変位量が増加している．さらに，上下変位は「宮城沖 2」と「宮城沖 1」の間で「沈降」

から「隆起」へと変化しており，ヒンジラインが両基準点の間に存在していることが示唆された．

東北地方太平洋沖地震発生後も引き続き海底地殻変動観測を実施し，地震後の海底の動きを監視した．

2013年 11月までに得られた結果について，第 3図に水平方向の累積変位量を，第 4図に時系列をそ

れぞれ示す．結果は電子基準点「福江」固定として算出している．「宮城沖 1」では，西北西方向の地

殻変動が観測されており，本震後の累積変位量は 47 cmとなる．「釜石沖 1」でも西向きに 34 cmの変

位が観測されている．「宮城沖 2」では南向きに 18 cm，「釜石沖 2」では北西方向に 11 cmの変位が検

出されており，本震の震央周辺では複雑な地殻変動が観測されている．一方，「福島沖」及び「銚子沖」

では、時間的に減衰するような東南東方向の余効変動が検出されており，累積変位量は，それぞれ 71

cm，45 cmである．上下方向では，「銚子沖」海底基準点を除き，沈降傾向が見られた．

南海トラフ沿いについては，観測体制を強化するため，平成 23年度に海底基準点を 9点増設し，適宜

観測を実施した．

（８）平成 25年度の成果に関連の深いもので、平成 25年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
海上保安庁・東北大学，2013，東北地方太平洋沖地震後の海底地殻変動観測結果，地震予知連絡会会

報，90，139-144.

海上保安庁，2014，東北地方太平洋沖地震後の海底地殻変動観測結果，地震予知連絡会会報，91，in

press.

（9）実施機関の参加者氏名または部署等名：
海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室

他機関との共同研究の有無：有

東京大学生産技術研究所，東北大学大学院理学研究科

（10）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室

電話：03-5500-7147

e-mail：下記ＵＲＬの問い合わせフォームから問い合わせください．

URL：http://www1.kaiho.mlit.go.jp/

（11）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者



氏名：佐藤 　まりこ 　

所属：海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室

第 1表各海底基準点におけるユーラシアプレート安定域に対する移動速度（東北地方太平洋沖地震前まで）．



第 1図各海底基準点におけるユーラシアプレート安定域に対する移動速度（東北地方太平洋沖地震前まで）．



第 2図東北地方太平洋沖地震に伴う海底の動き．



第 3図水平方向の累積変位
(a)地震後の各海底基準点の観測期間と累積変位量（電子基準点「福江」固定）．
(b)地震後の各海底基準点の累積変位ベクトル（電子基準点「福江」固定）．赤の矢印は，海上保安庁の海底基準
点における地震後の累積変位ベクトル，黒の矢印は，国土地理院の電子基準点における地震後の累積変位ベクト

ルを示す．星は観測点近傍で起きた主な地震（黄色は本震，橙色は余震）をそれぞれ示す．累積変位量及び変位ベ

クトルには，余震による地殻変動が含まれている．



第 4図 　　各海底基準点の局位置解の時系列（電子基準点「福江」固定）．
括弧は，取得データ数が少ないことを示す．グラフ中の緑線は東北地方太平洋沖地震,青線は観測点近傍で起きた
主な余震を示す．



第 4図 　　各海底基準点の局位置解の時系列（電子基準点「福江」固定）．
括弧は，取得データ数が少ないことを示す．グラフ中の緑線は東北地方太平洋沖地震,青線は観測点近傍で起きた
主な余震を示す．
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