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１． はじめに 

 

「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」（以下，「本研究計画」という。）は，平成 20年

に策定され，平成 21 年度から 5 か年計画として実施されてきた。本研究計画は，当初は以下の 4

項目を柱として推進された。 

I.   地震・火山現象予測のための観測研究の推進 

II.  地震・火山現象解明のための観測研究の推進 

III. 新たな観測技術の開発 

IV.  計画推進のための体制の強化 

本研究計画2年目の平成23年3月11日にマグニチュード(M)9.0の東北地方太平洋沖地震が発生

したことをうけて計画の内容を総点検した結果，計画の立案に際して超巨大地震の発生可能性を十

分に考慮していない等の問題があることが明らかになった。問題点に対応するために平成 24 年度

に本研究計画の見直しを行い，上記の 4項目に 

V.  超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進 

を加えて，5項目を柱として計画を推進することとなった。 

上記項目のうち，I.は地殻やマントルで進行している諸過程を把握し，数値シミュレーションへ

の観測データの同化に基づく地震発生予測，及び噴火シナリオに基づく火山活動の予測に関する研

究を行うものであり，次のような中項目に分けられている。 

（１） 地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化 

（２） 地震・火山現象に関する予測システムの構築 

（３） 地震・火山現象に関するデータベースの構築 

II.は，I.を実施するために，地殻やマントルで進行している諸過程の正しい理解とそのモデル

化のための観測研究を行うものであり，次のような中項目に分けられている。 

（１） 日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象 

（２） 地震・火山噴火に至る準備過程 

（３） 地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程 

（４） 地震発生・火山噴火素過程 

III.は，地震・火山現象に関する現象理解や予測の高度化を進めるために，新たな観測技術の開

発や既存技術の高度化を行うものであり，次のような中項目に分けられている。 

（１） 海底における観測技術の開発と高度化 

（２） 宇宙技術等の利用の高度化 

（３） 観測技術の継続的高度化 

IV.は，計画全体を組織的に推進する体制の整備や，基礎的な観測体制の強化を図るものである。 

V.は，当初の計画では不足していた超巨大地震に関する研究を強化するために，超巨大地震の発

生過程の解明や予測のための研究，津波等の超巨大地震に起因する現象に関する研究，また，これ

ら研究を進めるための技術開発を行うものであり，次のような中項目に分けられている。 

（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 

（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 

（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 
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本研究計画は，国立大学法人等，独立行政法人，政府機関1が策定した 211 の実施計画（個別課題）

からなっている。平成 25 年度の個別課題の成果は，「平成 25年度年次報告【機関別】」に取りまと

められている。これらの個別課題による研究成果を基に，本研究計画の項目別に成果を取りまとめ

たものが，本報告書「平成 25 年度年次報告【成果の概要】」である。 

本報告書では，難解な学術用語をなるべく避け，平易な文章で学術的成果を記述することを心が

けて作成した。しかし，専門用語を使用しなければ説明が冗長となる場合があるため，必要に応じ

て本報告書の後の「用語解説」2のページで解説した。 

また，参考資料編には［項目別の成果］を添付した。これは上記の中項目別に学術報告として成

果を取りまとめたもの3であり，より詳細な成果が報告されているので参考にされたい。 

                                                   
1
国立大学法人等（北海道大学，弘前大学，東北大学，秋田大学，東京大学，東京工業大学，名古屋大学，京都大学，鳥

取大学，高知大学，九州大学，鹿児島大学，立命館大学，東海大学），独立行政法人（情報通信研究機構，防災科学技術

研究所，海洋研究開発機構，産業技術総合研究所），政府機関（国土地理院，気象庁，海上保安庁） 
2
用語解説に掲載している用語に，*を付記している。 

3
東京大学地震研究所には，本研究計画で立案された研究を推進する目的で地震・火山噴火予知研究協議会が設置され，

同協議会には中項目毎に効率的かつ調和的に研究を推進するために，13 の計画推進部会が設置されている。参考資料編

の［項目別の成果］は，各部会長が中項目別に平成 25 年度の学術的成果を取りまとめたものである。 
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２． 5年間の研究成果 

 

 平成 25 年度は，5か年計画として実施されてきた「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」

の最終年度にあたる。地震・火山現象予測のための観測研究，地震・火山現象解明のための観測研

究，新たな観測技術の開発，超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究について，5 年間の研究

の進展を概観する。 

 

２－１．地震・火山現象予測のための観測研究の推進 

 

地震・火山現象の解明と予測において，活動の長期定常的なモニタリングは最重要の項目であり，

観測網の維持，更新は着実に行われた。日本列島全域を覆う地震・地殻*変動等の観測網，主な火山

における火山活動観測網，さらに大地震発生や火山噴火等の際の臨時観測等で得られたモニタリン

グデータは多くの研究成果を生み出した。2011 年 3 月の東北地方太平洋沖地震では，可搬型の衛星

通信装置を用いた臨時地震観測点を迅速に展開し，停電や回線断となった被災地での余震活動状況

を把握することに努めた。また，リアルタイムで送られてくる観測データを自動的に処理・解析し

て即座に情報発信し，防災や減災に役立てる即時予測のための技術開発が進められてきた。 

 地震発生予測システムの構築を目指して，地震発生の物理モデルに基づく予測及び統計的手法に

基づく地震活動予測の研究を実施した。地震発生の物理過程を考慮した予測シミュレーション*の改

良を行い，M9 クラスの巨大地震を含む地震発生サイクル*や，短期・長期のゆっくり滑り*を再現す

ることに成功した。また，測地観測データと数値シミュレーションを有機的に結合する，データ同

化*システムの開発研究が着実に進展した。実データによる予測実験も現実的な目標となりつつある。

さらに，プレート*境界の滑りや地殻内応力*状態の指標として，相似地震や地震活動の情報を地震

発生シミュレーションに役立てるための基礎的研究も進展した。国際研究プロジェクト CSEP*と連

携して，検証に用いるデータベース等の共通基盤を整備し，異なる地震活動予測モデルを同一の基

準で比較検証する体制を構築した。様々な検証を行う過程で各モデルの特徴が明らかにされており，

今後，予測モデルの発展につながるものと期待される。 

火山噴火予測システムに関する研究の目標は，噴火シナリオ*作成の標準的な手法を確立すること

であった。この 5年間に三宅島，桜島，有珠山等でシナリオ試作を繰り返すことによって，火山学

的に妥当な噴火事象系統樹の作成手順を確立するとともに，噴火履歴や火山活動事象が十分ある火

山については事象分岐に確率を与えることも試行した。今後，噴火事象系統樹の作成や事象分岐の

確率の推定を，過去の事例に基づくだけでなく，同様の噴火活動を持つ他の火山の事例を取り入れ

ることや，リアルタイムで得られる観測データに基づいて行うことが課題である。また，大規模な

災害を軽減するためには，静穏期から，あるいは，小規模な噴火活動から低頻度大規模噴火への事

象分岐を判断する手法を開発することが重要である。 

本計画では，地震・火山現象予測のために必要な基礎データベースを構築するとともに，それら

に関する情報の統合化を図り，「地震・火山現象に関する統合データベース」として体系化するこ

とを目指した。この 5年間で，地震観測・地殻変動観測等の基礎データの蓄積とデータベース化が

着実に行われ，かつデータの取得が容易になった｡これらのデータは，本計画推進中に発生した東

北地方太平洋沖地震後の地殻活動*調査研究に多大な貢献をした。また，大学関係のひずみ*計・傾

斜計データの流通と一元化が図られ，平成23年の新燃岳噴火や東北地方太平洋沖地震等に際して，

その有用性が確認された。データの統合化に関しては，基礎データから導かれた研究成果をデータ
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ベース化する試みや，機関横断型のポータルサイト構築等の成果があった。しかしながら，データ

ベース化されたデータを介して本計画の多数の研究課題が有機的に結合する状況には至っておら

ず，これは次期計画における重要な課題である。 

 

２－２．地震・火山現象解明のための観測研究の推進 

 

日本の地震や火山噴火に関する予測システムを構築するためには，日本列島がプレート沈み込み

帯に位置していることを考慮し，長期的な変形機構を明らかにして，日本列島周辺域の構造や応力

場*を解明することが重要である。地震発生と火山噴火の共通の場である日本列島の広域構造に関し

ては，地震波速度構造から，背弧*側深部から火山フロント直下へのマントル*上昇流が低速度域と

して現れることが明らかになった。比抵抗*構造からも，北海道や九州において火山の下 100km 以深

に存在する太平洋プレートやフィリピン海プレートから火山へと続く低比抵抗域が検出され，地震

波の低速度・高減衰域と領域が一致することから，マグマ*供給経路が低比抵抗域としても捉えられ

たものと考えられる。跡津川断層等の内陸地震発生域や東北地方太平洋沖地震後に誘発された地震

の震源域の直下には，局所的に低速度・低比抵抗域が存在するという観測事例が増えており，地殻

流体*の存在が地震発生と密接な関係がある可能性が示された。地震活動と火山活動の相互作用に関

しては，伊豆大島で，地殻変動データからマグマ蓄積量，さらには応力の時間変化を推定し，地震

活動との関係を明らかにするなど，地殻活動の時間推移に関しても研究が進んだ。このように，地

震や火山噴火の場を支配する構造に関する理解が進むとともに，地震活動とマグマの動きの関係を

定量的にモデル化する研究にも進展が見られ，地震と火山噴火の観測研究計画が統合されたことの

効果があらわれた。 

プレート境界地震*の準備過程*については，東北地方太平洋沖地震の研究から，大滑り域周辺で

の非地震性滑り*の時空間発展，本震発生前の様々なゆっくり滑りの検出（図1），大滑り域近傍で

のb値*の低下，地震活動度と地球潮汐との相関性の増加，プレート境界直上のくさび状の地震波低

速度域が高速破壊の伝播（でんぱ）抑制に関与した可能性等重要な知見が得られた。ひずみ集中帯*

の成因と内陸地震発生の準備過程については，新潟-神戸ひずみ集中帯や最近の内陸大地震発生域

等において地殻・最上部マントルの構造不均質性や応力場が詳細に調べられ，下部地殻の弱い領域

の変形により直上の断層帯に応力集中が生じるという仮説を支持する事例が蓄積された。沈み込む

スラブ*内の地震波速度構造や震源分布は，鉱物の相転移に伴う脱水により間隙流体*圧が上昇し破

壊強度が低下するためにスラブ内地震が発生するという仮説と調和的であることが分かった。 

 火山噴火準備過程については，マグマ上昇・蓄積過程における多様な地殻変動様式の解明に進展

が見られた。桜島，霧島山，伊豆大島，浅間山，岩手山等において，新たな観測事例を追加して比

較検討した結果，噴火準備過程における地殻変動の特徴には，マグマ物性，マグマが火道*を上昇す

る際の容易性，火山へのマグマ供給率が深く関わっていることが明らかになった。活発な噴火活動

を続ける桜島では，多項目の物理観測と構造探査の反復により，噴火が頻繁に発生し，マグマの通

り道ができあがっている火山のマグマ上昇・蓄積過程に関連する地殻変動の実態が捉えられるとと

もに，火山ガス放出率や成分比，噴出物組成の時間変化が，他の観測と並行して追跡された。研究

手法・分野の違いを超えて，地球物理学と物質科学が連携したモニタリング体制が構築されたこと

の意義は大きい（図2）。幾つかの火山について，地質調査・噴出物分析・史料解読に基づいて過

去の噴火履歴とマグマ系の発達過程を高精度に解明する研究が進められ，個々の火山について，過

去の平均的なマグマ供給率や，活動休止期と活動期の履歴，マグマの分化の変遷が明らかになって
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きた。これらは，現在観測されているマグマ蓄積過程を評価し，噴火シナリオに分岐確率を与える

上で重要な知見を提供する成果である。 

地震発生先行過程に関する研究では，多様な地震先行現象*を観測によって見いだし，そのメカニ

ズムを明らかにして特定の先行過程が地震準備過程や直前過程のどの段階にあるかを評価するこ

とを目指して研究を進めた。電磁気的な先行現象に関しては，神津島での地電位観測で 1997-2000

年に検出された地震に先行した異常と近傍で発生したある一定規模以上の地震との対応は統計的

に有意であることが検証された。また，2011 年東北地方太平洋沖地震に際し，地震約 40分前から

震源域上空の電離圏で全電子数*の異常があったと報告された。これは，地震後に発生した大津波

による効果の補正が適切でなく，地震前に偶然発生した磁気嵐が強調されて見えているのではない

かとの指摘もあり，有意な地震先行現象であったかどうかについて，現時点では結論はでていな

い。 

地震破壊過程と強震動に関しては，断層の破壊過程の不規則性や滑り量の不均一性，また，地震

発生域周辺の応力の状態や断層の強度に関する特徴を推定するための研究で成果が上げられた。ま

た，大地震発生直後に観測データを即時解析し，震源域の広がりや破壊過程を推定する研究や，こ

れを利用して，強震動の面的な広がりの把握や沿岸の津波到達や浸水域を予測する研究を進めた。

2011 年東北地方太平洋沖地震では，広帯域の地震波，津波，地殻変動のデータを用いた震源の解析

により，地震断層上で短周期の地震波を多く発生して強震動を引き起こす領域と滑り量が大きく津

波の生成に大きく寄与する領域が違うことが明確になった。このように，地震断層面の破壊や滑り

の多様性が明らかになってきた。また，色々な地震を比較すると，大きな加速度を生成する短周期

（周期 0.3 秒以下）の地震動が卓越する地震や，木造家屋被害に影響するやや短周期（周期 1～2

秒）の地震動を多く発生する地震等，地震動生成の特性の違いが大きいことが分かってきた。 

火山噴火過程に関しては，噴火機構の解明とそのモデル化を進めた。また，噴火の推移と多様性

の把握を目的に，国内外の火山を観測対象として，噴火が繰り返し発生している火山について研究

を進めた。ブルカノ式噴火に関しては，火口の極近傍の傾斜観測等によって，火道内マグマ上昇や

火山ガス集積等による噴火直前の山体膨張を検知できることが分かった。また，噴火直前の山体膨

張が大きいほど噴火直前に発生する地震が大きいこと，噴火の様式によって山体膨張の時間変化の

様子に違いがあることが分かった(図 3)。霧島新燃岳 2011 年噴火については，岩石学的知見と地殻

変動観測データから，新燃岳北西 7-8 km の地下 10 km 付近にある低粘性高温マグマと 5 km 付近に

存在する高粘性低温マグマとが混合して上昇し噴火に至ったことが分かった。また，噴火直前に見

られる山頂火口直下の膨張と，噴火に伴う山体収縮現象は，固化したマグマで蓋をされた火道の浅

部が増圧し，蓋を吹き飛ばして噴火したというモデルで説明された。世界各地の火山全体でみても，

日本やチリなどある地域に分布する火山について調べても，噴火規模を示す火山爆発指数（VEI）

とその発生頻度の統計的特徴は，概ね VEI3-6 の範囲で,地震のマグニチュードと発生頻度の関係式

（グーテンベルグ・リヒターの式）と同様にべき分布で説明できることが分かった。 

地震発生の素過程*については，断層摩擦や岩石‐水相互作用，地殻・マントルのレオロジーに関

する多くの知見が室内実験によって得られた。しかし，試料寸法は限られており，実験条件（温度，

圧力，間隙流体圧等）も地震発生場とは異なっている。そのため，実験で得られた知見を自然地震

に適用するために，露頭に現れたかつての下部地殻や上部マントルの微細構造の調査，大型の試料

を用いた固着‐滑り実験，南アフリカ金鉱山での震源直近観測等が行われ，震源核の拡大など実験

室で得られた結果とよく似た現象が確認された。一方で，シミュレーションや観測研究のグループ

との議論が不足していたため，素過程研究の成果を地震発生予測の高度化に十分に生かすことがで
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きなかった。火山噴火素過程研究では，噴火の規模・様式・推移を支配する要因の特定や，現象の

モデル化によって観測量の意味付けを行い，噴火予測の高度化に貢献するという当初の目的はある

程度達成された。今後は，あまたある個別の現象の理解を深めるとともに，得られた研究成果をさ

らに発展させて，推移予測も含めたより実践的，具体的な噴火予測への応用を目指して研究を進め

る必要がある。 

 

２－３．新たな観測技術の開発 

 

固体地球科学は，これまで捉えることが困難，または不可能であった地震・火山現象を観測し，

それを定量的に分析することにより著しい進歩を遂げてきた。地震･火山噴火予知研究の推進や，

地震や火山噴火の防災情報の高度化には，新たな観測技術の開発が不可欠である。  

 巨大地震が発生するプレート境界域での地震観測や地殻変動観測は重要であるため，海底地殻変

動，海底地震などを観測するための技術開発が継続して行われてきた。この 5か年で，海底地殻変

動観測は，海底基準局の増設が進んだほか，主として利用される GPS-音響測距結合方式*のノイズ

軽減技術が進むなど，大きな進展があった。この技術により，今後発生が想定されている南海トラ

フ巨大地震の地震像が一層明確に捉えられると期待できる。また，ケーブル式海底地震計の研究開

発が進み，政府が日本海溝に海底観測網を設置するまでになった。さらに，海底地震計においても，

水深 6,000ｍ以深での観測が可能になるなど，観測可能な範囲が着実に広がった。 

 衛星によるリモートセンシング技術に関しては，GNSS*や衛星搭載合成開口レーダー*の解析手法

の継続的な発展により，地震震源断層や火山活動の正確な把握に役立てられるレベルに達してきた。

特に，東北地方太平洋沖地震のような超巨大地震の規模推定に GNSS データのリアルタイム解析技

術を利用することは，防災への具体的な応用が期待できる例である。 

 地震や火山噴火発生域の状態を把握する技術については，宇宙線ミューオン*を利用した地下状態

を可視化する技術では，センサーの改良と解析の高度化により，ノイズ低減が進み，火山内部や断

層の構造の可視化に必要な時間がこの 5か年で大幅に短縮された。また人工震源を用いた地下構造

の時間変化を検出する技術の開発においては，新たに活動的な火山への展開を行うなどの試みが行

われた。  

 

２－４．超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進 

 

平成 21 年度から始まった「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」では，東北地方太平

洋沖地震のような M9 クラスの超巨大地震の発生予測の観測研究が十分ではなかった。そのため，

本研究計画では，巨大地震に関する研究を強化するために計画の内容を見直し，平成 24 年度から

新たに超巨大地震の発生機構とそれに起因する現象を解明する観測研究，及び超巨大地震やそれに

起因する現象を予測するための観測研究，さらに，これらの解明と予測のための観測研究に必要な

新技術の開発を行う研究が実施された。  

2011年3月11日東北地方太平洋沖地震の発生を受けて，この超巨大地震の全容の解明が集中的に

進められた。遠地地震，近地強震動，津波，地殻変動等の観測記録のインバージョン解析*によりプ

レート境界での破壊過程が詳細に検討された。これにより滑り量が50 mを越えるような大滑りがプ

レート境界で起きていたことが明らかになった。この推定には，GPS-音響測距結合方式による海底

地殻変動観測が主要な役割を果たし，世界的にも大きな注目を集めた（図4）。本震時滑り域と余
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震域及び余効（よこう）滑り域とは重なる部分はあるものの，それぞれが顕著な領域のすみ分けが

見られることから，プレート境界の摩擦特性の不均質性が改めて認識された。また，M9超巨大地震

と過去のM7クラスの地震のアスペリティ*との関連についても議論された。 

超巨大地震の発生サイクルを解明するために，古地震学，地形・地質学的な研究に基づき，過去

の超巨大地震の実像を明らかにする努力が継続された。例えば，17世紀に北海道太平洋沖で発生し

た超巨大地震の規模が見直され，東北地方太平洋沖地震と同様に海溝近くのプレート境界浅部で大

きな滑り量が推定された。 

津波の即時予測高度化のために，GNSSによる広域の地震時変位データから即時的に推定された震

源断層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基に断層モデルと沿岸

の津波予測を逐次更新する手法の開発を進めた。この手法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。予測実験では，GNSS陸

上観測点,ケーブル式海底圧力計，GPS*波浪計で実際に観測されたデータを用いた。この手法を東北

地方の太平洋沿岸に大津波が到達する前までのデータに適用して，その後の大津波の到達時や高さ

を精度良く予測することができた（図5）。 
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３． 平成 25 年度の成果の概要 

 

３－１．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 

地震現象と火山噴火現象の理解を深めるとともに，それらの予測精度の向上を目指し，日本列島

全域に稠密（ちゅうみつ）な地震・地殻変動等の観測網，及び全国の主な火山に地震・地殻変動・

重力等の火山活動観測網が整備されてきた。これらの観測網を着実に維持・更新し，得られたデー

タを活用した地震活動・地殻変動及び火山活動のモニタリングが進められた。さらに，諸観測網の

高密度化及び多項目化といった整備・強化，新たな観測・解析手法の導入，観測データの準実時間

での処理システムの開発と運用といったモニタリングシステムの高度化を図る研究が進められた。

各種の観測によって得られた成果は，随時，地震調査委員会や地震予知連絡会・火山噴火予知連絡

会等に提供され，会報にまとめられているほか，各機関等のウェブで公開した。 

2011 年 3月の東北地方太平洋沖地震の発生以降，余震や誘発地震の活動により，震源決定処理量

が膨大なものになっている。そこで，地震多発時の震源自動決定の精度を上げる研究開発を進め，

気象庁一元化震源*と比較して良好な結果を得ることができた。日本列島域において各種モニタリン

グシステムの安定な運用を継続することにより，2014 年 1月に，房総半島沖でのゆっくり滑りを検

出した。地殻変動，傾斜変動，地震活動度の変化等がほぼ同時に観測され，房総半島沖における断

層モデルが推定された（図 6）。同じ場所でほぼ同規模のゆっくり滑りが 1996 年以降に何回か観測

されている。火山地域においても各種観測装置によるモニタリングが進められた。伊豆小笠原諸島

の西之島では 2013 年 11 月から活発な火山活動が始まり，溶岩の流出が続いている。航空機による

定期的な目視観測及び熱計測を実施して現状把握に努めた。 

 

（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 

 地震発生予測システムの構築を目指して，地震発生とその準備過程の物理的理解に基づく地殻

活動予測シミュレーションによる予測を実現するための研究及び地震活動の物理モデル・統計モ

デルに基づく地震活動予測手法の開発と高度化を行うための研究を実施した。 

 

・地殻活動予測シミュレーションとデータ同化 

 地殻活動予測シミュレーションを実現するため，予測シミュレーションモデルの改良・高度化と

シミュレーションと観測システムを有機的に結合するデータ同化システムの開発を進めた。予測シ

ミュレーションモデルの改良・高度化については，省メモリ化・高速化が可能な，大規模シミュレ

ーションに適した計算手法を開発した。また，任意形状の地表面を持つ，半無限媒質に対する滑り

応答関数の計算法を開発した。 

南海トラフ域では，多様な発生様式を示す巨大地震や，短期及び長期的スロースリップを再現す

るモデルを構築し，前兆滑りの検出や津波地震の発生の可能性を検討した。東北地方太平洋沖地震

の余効滑り*発生領域では，データ同化実験のための三次元物理モデルの構築や断層摩擦特性推定手

法の開発を行った。余効滑りに適合するプレート境界面の摩擦特性を計算したところ，摩擦特性の

空間変化や滑り速度依存性を考慮する必要性が示唆された（図7）。また，三次元不均質構造やアセ
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ノスフェア*における粘弾性緩和*の考慮の有無により，推定される余効滑りの分布が大きく異なる

ことが分かった。さらに，プレート境界の繰り返し地震を活用した，プレート境界面における固着

分布の推定手法の開発を進めた。東北地方太平洋沖地震の破壊開始点付近では，本震の10年ほど前

からゆっくり滑りが時々生じ，滑り域の移動を繰り返しながら最終的な破壊に至る様子が推定され

た。 

 

・地殻活動予測シミュレーションの高度化 

 地震発生に影響する様々な要素を将来地震発生予測システムに組み込むための基礎的な研究を

進めた。中部地方を対象に，活断層や不均質レオロジー構造を考慮した内陸地震発生サイクルモデ

ルを構築し，長期の地殻変動をシミュレーションすることを可能にした。また，地震時の摩擦発熱

による間隙流体圧上昇の効果を組み込んだ三次元準動的地震発生シミュレーションを日本海溝沿

いから千島海溝南部までの広範囲で行い，大地震や巨大地震発生の特徴を再現した。 

 

・地震活動評価に基づく地震発生予測 

 地震活動予測手法の比較検証を目的とする CSEP と連携して，検証に用いる地震活動データベー

スなどの共通基盤を整備し，地震発生の統計モデル・物理モデルに基づく地震活動予測アルゴリズ

ム*の開発や，異なる予測手法間の比較実験を実施した。これまでの実験により，地震活動予測モデ

ルが未成熟であることが浮き彫りとなったものの，モデルの優劣を客観的に検証する体制を構築す

るという目的はほぼ達成した。 

 

（２－２）火山噴火予測システム 

・噴火シナリオの作成 

富士火山について，過去の噴火の時期，場所，様式等を記した火山地質に関する報告書に基づき，

山体崩壊，噴火場所，噴火様式についての分岐を考慮した噴火シナリオを試作した。富士火山は，

ここ 300 年間は噴火していないものの，最近 2,000 年間の噴火頻度はインドネシアのメラピ火山と

同程度で低くはないこと，噴火発生場所は山頂部と山麓部でほぼ同じ頻度であること，プリニー式

噴火は山頂部で発生した 1707 年の宝永噴火及び約 2800 年前の噴火（砂沢噴火）の 2例が確認され

ているだけで，それ以外はほとんどストロンボリ式やハワイ式噴火であること，などが明らかとな

った。 

 

・噴火シナリオに基づく噴火予測 

 平成 25 年 9 月に噴火を再開したインドネシアのスマトラ島北部のシナブン火山について，地質

調査のみに基づいてこれまでに作成した噴火シナリオを用いて活動評価を行った。9 月に再開した

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。これは，歴史的噴火事例のない状態で作成した噴

火シナリオが想定していた噴火活動であり，地質調査に基づく噴火シナリオも活動評価に大いに有

効であることが分かった（図 8）。つまり，過去の噴火観測事例がなくても，類似火山の噴火観測

のデータを融合することによって，分岐判断に使用できる可能性があることを示す。さらに，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，WOVO（国際火山観測所連合組織）のデータなどのデータアーカイ
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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。 

 

（３）地震・火山現象に関するデータベースの構築 

地殻活動予測シミュレーションモデルの開発のためには，その基礎となるデータが必須である。

地震現象や火山現象に関する予測のために必要な「基礎データベース」を構築するとともに，それ

らに関する情報の統合化を図り，地殻活動予測シミュレーションモデルの構築に資するための「統

合データベース」の構築を目指して計画を推進した。 

 

・地震・火山現象の基礎データベース 

東北地方太平洋沖地震の余震域及び地震活動が活発化した地域において，内陸域で M2.0 以上，

海域で M3.0 以上の地震を精査し，追加検測・震源決定を行い，同時期の地震活動に関するカタロ

グ化作業を完了した。全国ひずみ・傾斜データの流通と一元化の作業は順調に進められ，平成 25

年度末現在，合計 108 観測点，525 チャンネルのデータを試験流通させるに至っている。 

 

・地震・火山現象に関する情報の統合化 

地殻応力場データベース，活断層データベース，活火山データベース，火山衛星画像データベー

スなどを統合して，地震や火山活動に関係する地質情報データベースとして統合する試みがなされ

た。また，将来噴火の可能性の高い活動的な火山を数火山選び，火山地質図の整備や，噴火シナリ

オの作成・高度化等の作業を行った。 

 

３－２．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 

 地震・火山現象に関する予測システムを構築するためには，プレートの沈み込みによって地震・

火山噴火が生じる機構を解明し，長期的に見たときに日本列島はどのような場にあるのかを明らか

にすることが重要である。具体的には，日本列島及びその周辺域で，長期的なプレート運動と応力

場を明らかにし，上部マントルにおける水の供給・輸送過程とマグマの生成・上昇機構を解明して，

これらと地震発生や火山噴火との関係を理解する必要がある。 

  

・列島及び周辺域のプレート運動，広域応力場 

 四国で発生した地震のメカニズム解から推定された応力場について検討したところ，四国前弧域*

では領域全体が回転した場合の応力場と整合的であり，微小地震から推定される応力場と活断層の

滑りは統合的に理解できる可能性が示された。 

 

・上部マントルとマグマの発生場 

 プレートの沈み込みによって駆動される水循環について，レオロジーや溶融を組み込んだモデル

の構築を進め，スラブ起源流体の発生と移動について理解が進んだ。モデル計算の結果と地殻熱流

量分布・火山帯の位置との比較等により，蛇紋石*のレオロジーや存在範囲の広がりについての情報

が得られるようになった。 

 

・広域の地殻構造と地殻流体の分布 
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 東北地方の下部地殻において，火山地域とその周辺で地震波の高減衰域の存在が推定され，その

空間分布は第四紀火山の分布とほぼ一致することが分かった。このことから，高減衰域は火山の生

成と大きく関与していると考えられる。地殻熱流量が低い地域でも地震波の減衰が大きい領域があ

ることから，温度に関わらず地殻流体の分布と大きく関係していることが示唆される。 

濃尾地震震源域で総合集中観測を行い，比抵抗の 3次元地下構造を推定した。深さ 4km 程度まで

の地下浅部には濃尾地震断層南部に沿って低比抵抗帯が広がり，それ以深の地殻は全体的に高比抵

抗であること，福井・岐阜県境域では上部マントルに東西方向に低比抵抗で地震波低速度領域が存

在することが示された。この低比抵抗域は，深さ 100km 以深にまで達していて，その成因は太平洋

プレートの脱水が関与している可能性がある（図 9）。 

 

・地震活動と火山活動の相互作用 

 伊豆大島のマグマの蓄積による地殻変動と地震活動度の時間推移の関係を調べた。地殻変動デー

タからマグマ蓄積量の時間変化を推定して震源域における応力変化を求め，この応力変化と摩擦構

成則に基づく地震活動度を表すモデルを用い，モデルから予測される地震活動度と観測された地震

活動度を比較した。その結果，流体圧の変動を考慮すれば，全期間を通して地震活動度はこのモデ

ルで説明できることが明らかになった。この結果は，今後起こる火山噴火の規模や噴火様式*の予測

にも役に立つと期待される。 

 

・地震発生サイクルと長期地殻ひずみ 

 高解像度 DEM（Digital Elevation Model; 数値標高モデル）データにより，現地測量と同程度の

分解能の地形データが得られることを検証した。これまで植生や建造物のために空中写真では判別

が難しかった活断層も，高解像度 DEM データを用いれば判別が容易になる場合があり，活断層の再

発見につながると期待される。 

 

（２）地震・火山噴火に至る準備過程 

 

（２－１）地震準備過程 

地震発生の準備過程を解明するために，地殻とマントルで応力が特定の領域に集中し地震発生

に至る過程を明らかにする。プレート境界地震に関しては，プレート境界の固着状態の把握やプ

レート境界におけるゆっくり滑りの時空間的推移，プレート境界近傍の地震発生場における応力

状態等を解明する。内陸地震に関しては，広域の応力によって非弾性*的な変形が進行して，特定

の震源断層に応力が集中する過程をモデル化することが必要であり，新潟－神戸ひずみ集中帯や

近年発生した内陸大地震発生域等における詳細な媒質構造不均質性及び応力場，ひずみ速度場等

を明らかにする。また，スラブ内地震については，海洋プレート内の震源分布や地震波速度構造，

応力場を詳細に調べて，スラブ内の強度分布及び流体の分布・挙動と地震発生に至る過程を解明

する。 

 

・アスペリティの実体及び非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用 

日本海溝陸側の海溝軸ごく近傍で過去に実施された地震探査の結果を東北地方太平洋沖地震の

地震時滑り分布と比較した結果，プレート境界上盤側に位置するくさび状の低速度域（地震波）の

幅が狭い領域と，大滑り域の南北方向の広がりとが良い一致を示すことが分かった。 
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東北地方太平洋沖地震の大滑り域において，地球深部探査船「ちきゅう」による掘削調査が実施

され，震源断層周辺での残留摩擦熱が計測された。本震の滑りが発生した断層領域の厚さは非常

に薄く（5m 以下），主に弱い岩石（粘土）から構成されていた。断層運動時の摩擦熱により膨張し

た水の影響で，摩擦強度がより小さくなる状況が発生し，そのために海溝軸付近で水平に50mもの

滑りが発生したものと推定された。 

日向灘沖において，海底地震観測により浅部低周波微動*が捉えられ，浅部で短期的なゆっくり

滑りが発生していることが推定された。浅部低周波微動の発生域の移動も観測され，小繰り返し

地震発生領域の浅い側の限界付近まで移動したことが分かった。 

日向灘～南西諸島北部域では，約 21 年間にわたる小繰り返し地震活動の空間分布及び時間変化

の特徴が示された（図 10）。この領域に発生する小繰り返し地震の活動様式は，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

類されるが，1923 年以降に発生した M7.0 以上の地震は，R タイプが見られない領域でのみ発生し

ていることが分かった。豊後水道のゆっくり滑りの発生領域Aでは，小繰り返し地震はほとんど発

生していない。解析領域の南部では非地震性滑りの滑り速度はやや遅く，空間的な変化は比較的

小さい。これに対して，解析領域の北部では滑り速度がやや速く，空間的な変化は相対的に大き

い。この違いは，領域によってアスペリティ間相互作用の程度が異なることによるものと解釈でき

る。 

東北地方太平洋沖地震の震源域直上に設置された海底圧力計及び陸上沿岸部の体積ひずみ*計に

より，2011年 1月下旬～3月 9日の最大前震直前までゆっくり滑りが継続していたことが推定され

ているが，さらに，海底地震計記録によりこのゆっくり滑りに伴う微動発生が確認された。微動

は 4-8 Hz にピークを持ち，西南日本等で観測されている深部低周波微動の特徴とほぼ一致する。

2011 年 1 月末頃から観測され始めた微動の振幅は，3月 6 日頃から増大し，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のおおよその発生位置を推定した結果，海溝軸

付近から陸側 30km 程度の範囲に分布する可能性が高いことが分かった。これらの微動発生域は，

本震時の大滑り域と概ね一致する。 

 

・ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程 

日本海東縁ひずみ集中帯に位置する2004年中越地震及び2007年中越沖地震の震源域周辺におい

て，これらの地震の発生前後の地殻変動のモデル化が行われた。この地域では，弾性的な上部地殻

及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滑ることにより短縮変形が生じ，観測さ

れたひずみの大部分は非弾性的なものであったと考えられること，中越地震や中越沖地震後の顕著

な地殻変動パターンの変化は本震で破壊された断層が地震後も滑ることで短縮変形を生じたと解

釈されることが示された。 

新潟-神戸ひずみ集中帯の南西端に位置し，花折断層・有馬高槻断層系等活断層が集中している

近畿地方中北部において，ひずみ集中機構及び断層への応力集中機構の解明のための物理モデルを

構築した。この地域の主要な活断層を対象に，下部地殻の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直線的な延長部を持つこと，新潟-神戸ひずみ集中帯において

は断層帯が水平方向に連続していることなどを仮定した。計算された長期的な変形は，琵琶湖，大

阪湾や奈良盆地での沈降，及びその周辺での隆起を示し，また琵琶湖から大阪湾にかけてひずみが

集中すること等，地形や観測データの特徴を再現した。 

日奈久断層南西部（八代海）の活発な微小地震活動域においては，地震発生層の下限より数km深



- 13 - 

い位置に，遠地巨大地震によって励起された低周波微動活動が見出された。この低周波微動活動は

断層深部延長における流体やゆっくり滑りの存在を示唆している。 

 

・スラブ内地震の発生機構 

1933年の三陸沖地震の余震について，三次元地震波速度構造を用いた震源再決定が行われ，ほと

んどの余震の震源はおおよそ50kmより浅く，海溝の陸側と海側の両方に分かれて分布することが示

された。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

挟んで陸側では低周波，海側では高周波成分が卓越する特徴を持つことが分かった。この特徴は，

これら二つの領域における現在の地震活動にも見られることから，上述の海溝両側に及ぶ余震の発

生と調和的である。また，再決定された震源分布は海溝軸をはさんで，東側は西傾斜，西側は東傾

斜のV字形分布を示すことから，二つの断層面が複合破壊した可能性もある。 

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*の走時を用いて，海洋

性地殻のP波速度構造が推定された。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における海洋性地殻の速度は，含水化したスラブ構成岩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の存在が示唆される。さらに，上面地震帯の活動は地震波速度が特に低速

度となる深さ範囲で活発であり，これらは，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支持する。 

 

（２－２）火山噴火準備過程 

噴火準備過程では，時間スケールによって注目すべき現象が多岐にわたる。これらをできるだけ

包括的に理解するため，地球物理観測と噴出物分析による現在進行中のマグマ上昇・蓄積過程の解

明と，地質学や岩石学的手法に基づく過去の噴火準備過程（すなわち噴火履歴）とマグマ系発達過

程の解明を2本の柱として研究を推進してきた。 

 

・マグマ上昇・蓄積過程 

2009年から本格的なマグマ噴火に移行した桜島においては，各種地球物理観測と物質分析を継続

的に行った。2009年以降，山体は間欠的な膨張と収縮を繰り返すようになったが，長期的な傾向と

しては火道の拡大に伴って噴火が激化したことでマグマの噴出量が増加し，島内の地殻変動は膨張

がやや鈍化もしくは収縮傾向となっていることが分かった。これらの事実は各種地球物理観測や火

山ガス観測・物質分析とも調和的であった。各種モニタリングに基づいて推定されたマグマ上昇・

蓄積過程を，地下構造探査の反復によって速度構造等の時間変化として捉える試みも行い，有意な

変化を検出した。 

伊豆大島に設置されている体積ひずみ計のデータを1980年代まで遡り再解析したところ，火山性

収縮・膨張変動と火山性地震活動の対応が1986年噴火の前にも起こっており，変動の大きさは最近

の約2倍であったことが示された。マグマ蓄積場所が1986年の噴火前と現在が同じかどうかなど検

討課題は残るものの，これらは，火山噴火の準備過程の理解や次の噴火の発生予測のための重要な

知見である。 

一般に地殻変動が小さいとされる水蒸気噴火の準備過程では，噴火発生場の火山ガス・電気比抵

抗・熱によるモニタリングの手法開発と実践を行った。草津白根山では，フッ素/塩素比の変化が

火口下の熱水系*に供給される高温の火山ガスの監視指標になる可能性を示した。また，土壌拡散放
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出ガスの放出量をモニターする方法や火口湖直下の比抵抗変化の検出に特化した人工電磁法装置

を開発した。阿蘇山と草津白根山で，火口湖の熱収支・水収支・放熱率のモニタリングを行った。

このうち阿蘇山では，2014年の微噴火時の各種観測量の間に相関が見られることを示した。 

 

・噴火履歴とマグマ系発達過程 

伊豆大島では，1777-78年，1950-51年，1986年の噴出物試料について，高精度の微量元素濃度測

定を実施した。全岩組成トレンドとの対比により，1986年噴火時には2種のマグマ混合が起こって

いた可能性が示された。蔵王山では，噴火履歴調査で得られた5つの噴火イベントを解析したとこ

ろ，いずれ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で引き起こされた可能性が

高いことが明らかになった。また，噴火履歴調査結果に基づいて，今後想定される噴火の推移を検

討した。 

噴火履歴の高精度化を目的として史料の解読による噴火推移の再現にも取り組んできた。これま

でに，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，青ヶ島火山，有珠

山について解読を行ってきたが，25年度は北海道駒ヶ岳について実施し，今後，噴火シナリオ作成

の基礎データとして活用されることになる。 

 

（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 

 地震発生の予測の時間精度を高め，短期予測を可能にするためには，地震発生の直前に発生す

る非可逆的な物理・化学過程(直前過程)を理解して，予測シミュレーションモデルにそれらの知

見を反映させ，直前過程に伴う現象を的確に捕捉して活動の推移を予測する必要がある。これま

での研究によって，地震に先行して発生する現象は多種多様であり，地震発生準備過程から直前

過程にまたがって発生する現象の理解を進める必要性が認識されてきた。このために，地震に先

行する地殻等における諸過程を地震発生先行過程と位置付けて研究し，そのメカニズムを明らか

にして，特定の先行過程が地震準備過程や直前過程のどの段階にあるのか評価することが重要で

ある。 

 

・観測データによる先行現象の評価 

2011 年東北地方太平洋沖地震後マグニチュードが大きくなった岩手県釜石沖の繰り返し地震に

ついて調べると，その滑り域が巨大地震発生前に比べ広がっていることが分かった(図 11)。この

結果は，これまでの繰り返し地震の滑り域の周囲に条件付き安定滑り領域が存在していることを

示唆している。このような，応力変化速度に依存する滑り特性の変化は，今後地震の時期の予測

だけでなく規模の予測にとって重要である。 

微小破壊観測を実施している南アフリカ金鉱山において，採掘前線の前方20mの地点で，平面上

に分布する微小破壊のクラスター(図 12)が現れ，初期には 5m 程度の広がりしかなかった活動域が，

その後3か月の間に差し渡し20mまで拡大した。これは，岩石実験等で知られている，応力上昇に

よる微小破壊の活動変化がフィールドスケールで確認された例と見ることができる。ただし，活動

域が約 20m まで拡大したところで採掘を停止したため，より規模の大きい地震は発生しなかった｡ 

 

・先行現象の発生機構の解明 
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地電位観測を行っている神津島では，地震に先行する信号は，主に南北成分について観測された

ものが多かったが，有限要素法によるシミュレーションによって，電流ソースの方向にかかわら

ず，地表付近にある金属製人工物の影響で説明できることが分かった。同島で実際に人工電流注

入実験を行った際にも同様の傾向が見られた。 

 

（３－２）地震破壊過程と強震動 

大地震発生に伴い生じる強震動や津波を高精度に予測し災害軽減に資するためには，地震断層面

の不均質性と破壊の特性を理解し，地下構造モデルを高度化する必要がある。こうした目的に向け， 

2011年東北地方太平洋沖地震や近年の大地震の動的震源破壊特性の解析，地震前後の地震活動の推

移，そして強震動及び長周期地震動の生成に関する研究を進めた。また，近年整備された，全国強

震観測網*を活用した大地震の震源過程*の即時・自動解析システムの開発や，強震動分布に基づく

地震規模と震源域の広がりの推定手法の開発，沖合ケーブル津波計データを用いた津波予測手法に

関する研究が進められた。 

 
・断層面の不均質性と動的破壊特性 

 2011 年東北地方太平洋沖地震の震源解析では，近地強震動，遠地実体波，地殻変動，津波データ

といった，多様な観測データとその統合解析が行われた。東北地方太平洋沖地震の広い震源域のう

ち，強震動被害に関わる短周期～やや長周期（周期 0.1～10 秒）の地震波の生成域は，巨大な津波

の発生原因となった浅部のプレート境界の超巨大な滑り域とは一致せず，プレート境界の比較的深

い（深さ 25-50km）場所に限定され，その領域はこれまでに東北沖で繰り返し発生した M7～8 クラ

スの地震のアスペリティに一致することが示された(図 13)。 

 

・強震動・津波の生成過程 
津波の即時解析に向けた研究では，沖合津波計データを利用した解析の有効性が示された。また，

津波警報の解除のタイミングを判断するために，津波の後続波の振幅の減衰特性を評価した｡これ

により，津波警報の解除時刻を精度良く予測できる可能性が示された。 
 
（３－３）火山噴火過程 

噴火規模や様式，噴火推移を支配する要因を理解するためには，火道浅部におけるマグマの挙動

や火山体構造の状態を把握し，それらと噴火規模や様式との関係を明らかにすることが必要である。

「噴火機構の解明とモデル化」と「噴火の推移と多様性の把握」の研究をあわせて考察することに

より噴火シナリオの作成に資することを目的として研究を進めてきた。 

 

・噴火機構の解明とモデル化 

火山噴火機構を調べるために，インドネシアのロコン山の臨時地震観測点等の波形データ解析を

進めた結果，爆発地震の初動から約 1秒間は，火口底からの火山物質の噴出に先行し，火道の収縮

現象が起きていることが明らかとなった。この特徴は，前年度に実施した諏訪之瀬島の爆発地震の

解析結果や桜島での既往研究により明らかにされた特徴と類似しており，ブルカノ式噴火発生直前

の火道プロセスに共通性があることを示すことが分かった。また，爆発地震を引き起こす火道内の

圧力解放過程には，火道等の大きさが規模を支配している可能性が示された。 
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・噴火の推移と多様性の把握 

水蒸気爆発の発生や熱水系に関係する浅部水環境を理解するために，有珠 2000 年噴火時に形成

された新山域を対象にした試錐（ボーリング）及び構造探査データをもとに，浅部構造の検討を進

めた。その結果，深さ 500m までに 2000 年噴火時の貫入マグマは確認されず，深さ 90ｍ前後で 65

度を示す孔底温度や地温勾配は，有珠山周辺の温泉井と変わらないことが分かった。これらのこと

から，浅部にマグマ貫入*した可能性は低いと考えられる。 

日本列島やインドネシア，チリなどの地域の火山の VEI を調べた結果，全地球の火山に対する VEI

の頻度分布と同じく，べき乗則が成り立っていることが明らかとなった(図 14)。VEI6 の低頻度大

規模噴火までこの規則性が保持されていることから，規模の大きな噴火に，小さな噴火と異なる特

別の過程があるわけではないことが示唆された。 

 

（４）地震発生・火山噴火素過程 

より信頼性の高い地震発生モデルを構築するために必要な，地震発生の各過程を支配する破壊・

摩擦構成則の素過程を理解するための実験的・理論的研究を行った。時空間的スケールが数桁以上

異なる自然地震へ室内実験の知見を適用することの妥当性を検討するために，摩擦・破壊現象の規

模依存性*を明らかにするための実験・観測を行った。また，火山噴火のモデル化のために火山噴火

素過程の研究を行い，火山性長周期地震の発生機構に関しての理論的研究などで進展がみられた。 

  

・多体粒子系の摩擦 

 低い法線応力下での粉体層の摩擦に関して，実験を通して低速，中速，高速滑りについて，それ

ぞれの速度領域で支配的な物理過程のモデル及びその移り変りの理論を提案した。低速度域での摩

擦の振る舞いは，速度・状態依存摩擦則で良く説明できる。中速域においては，摩擦の顕著な速度

弱化*が観察され，真実接触部の局所的な温度上昇で定量的に説明できる。地震時の断層滑り速度程

度の高速域では，摩擦の顕著な速度強化が見出され，摩耗物の動的再配置に伴う散逸過程として定

量的に解釈できることが分かった。 

 

・釜石沖繰り返し地震のシミュレーション 

 釜石沖で比較的規則的に発生していた繰り返し地震は，2011 東北地方太平洋沖地震後にこれまで

よりも規模が大きい地震が発生するなど発生パターンが大きく変わった。東北地震の余効滑りの観

測結果に基づいてモデル領域に対する載荷速度を変えて地震発生サイクルシミュレーションを行

ったところ，観測事実の特徴を再現するような地震発生パターンを得ることができた。 

 

・南アフリカ金鉱山での地震観測 

地震発生過程における微小破壊の役割を調べるため，南アフリカ金鉱山において，AE*観測を行っ

ている。既存断層において繰り返し地震が見つかったが，これら地震の応力降下量は，一般的な地

震と同程度であった。  

 

・固液二相系における振動現象のモデリング   

阿蘇山・吾妻山・蔵王山・八甲田山等の活火山における長周期地震・単色地震*の波形解析及び振

動特性の整理・検討を行い，長周期地震や単色地震を発生させる震源における力の卓越成分は開口

亀裂型の体積変化成分で特徴付けられることを明らかにした。固液二相系の数値モデリングの比較
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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と

推察された。 

 

３－３．新たな観測技術の開発 

 

これまでの地震・火山噴火研究の進歩や防災対応の高度化には，新たな観測技術の寄与が大きい。

本計画では，このような観点から，新たな観測技術の開発に注力している。 

 

（１）海底における観測技術の開発と高度化 

 海底地殻変動観測技術では，海底広帯域地震計*を利用した海底傾斜変動観測の実用可能性の検討

と，GPS-音響測距結合方式による海底地殻変動観測での誤差要因となる海中音速の構造推定の高度

化が行われ，それぞれに進展が見られた。また，これまで設置の限界であった水深 6,000m を超え

る場所での海底地震観測を目指した開発が進められ，その実用化試験も試みられ，実用化に近いと

ころまで開発が進んだ。さらに，海底ケーブルによる各種海底観測の開発では，設置後に多項目の

観測機器を増設できるなどの拡張性は高いが設置コストが高い海底ケーブル式の地震・津波観測監

視システム（DONET2）と，拡張性はそれよりも劣るが設置コストが安いケーブル式海底地震津波観

測網(S-net)の開発が進められ，それぞれの特徴を生かした性能強化が進められた。 

 

（２）宇宙技術等の利用の高度化 

東北地方太平洋沖地震のような超巨大地震の規模推定には，GNSS 衛星からの信号をリアルタイム

で解析して地上の変位を自動的に計算し，地震の規模を推定するシステムが有効である。このよう

なシステムの開発と改良を行い，実用化に向けた取り組みが行われた。また，衛星搭載合成開口レ

ーダーを用いた広域な地殻変動観測手法の開発では，永続散乱体干渉法と呼ばれる手法を改良し，

年間約 5～10mm 程度の極めて緩やかな地殻変動を検出することが可能になってきた。この手法は，

火山の噴火前後の地殻変動の解析にも利用されている。特に，2011 年 1 月下旬に噴火した霧島山新

燃岳では，爆発的噴火後に火口に溶岩ドームが生成され，成長してゆく様子が衛星画像を用いて詳

細に捉えられた。 

 

（３）観測技術の継続的高度化 

 宇宙線ミューオンを利用した地下状態の可視化技術については，ノイズを低減して検出感度を高

める改良を進め，新たな検出器が完成した。この結果，地下構造の可視化に必要な時間が 1か月程

度から数日程度に短縮できた。この装置を用いて現在噴火活動が活発な薩摩硫黄島で観測したとこ

ろ，火口直下のマグマの状態と噴煙の状況に良い相関があることが示された。今後は，このような

事例を増やし，噴火活動の予測にどのように活用できるかを検証することが重要である（図 15）。 

 絶対重力計の小型化，高温の測定環境である大深度ボアホールで利用できるレーザー干渉式広帯

域地震計の開発，機動的な地殻変動観測装置，無人ヘリコプターによる火口近傍での各種観測に関

する開発も進められた。 

 

３－４．超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進 

 

平成23年に発生した東北地方太平洋沖地震のようなM9クラスの超巨大地震の発生予測の観測研
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究を推進するために，平成24年度から新たに超巨大地震の発生機構とそれに起因する現象を解明す

る観測研究，及び超巨大地震やそれに起因する現象を予測するための観測研究，さらにはこれらの

解明と予測のための観測研究に必要な新技術の開発を行う研究が実施された。  

 

（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 

 古津波堆積物の掘削調査を北海道の根室海峡沿岸で実施し，古津波堆積物の可能性の高い砂層を

2層発見した。下北半島では17世紀の巨大津波の痕跡を新たに発見した。日本海溝沿いでは，東北

地方太平洋沖地震後の津波堆積物調査結果に基づいて断層モデルの改良を行い，869年貞観地震と

よく似た地震であったことがより明確になった。南海トラフ沿いでは，津波堆積物と地殻変動の検

出を目的とした掘削調査を継続した結果，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。 

海域の海底地震計観測も含めて東北地方太平洋沖地震後の余震活動について調査した。本震前後

の地震の発震機構*を調べたところ，本震前には逆断層型のプレート境界地震が多いが，本震後は正

断層*型地震が多く分布している。本震前後のプレート境界地震の発生レートから，本震時の滑り領

域はプレート境界地震の減少域とよく一致し余震活動が低調であること，その周囲は地震の増加域

にあたり余効滑りの到達域を示すことが分かった。この増加域の北側は 1994 年三陸はるか沖地震

の滑り域の中心に及んでいない。地震の滑り域とそれ以外の場所での摩擦特性の違いが示唆される。

震源域南部（福島県沖から千葉県房総半島沖）では余震が少なく，本震時の破壊が太平洋プレート

にフィリピン海プレートが接触しているこの付近で停止したと推定された（図 16）。 

東北地方太平洋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）の設置に

よる繰り返し観測から，東北地方太平洋沖地震の震源域内で2008年と2011年にゆっくり滑りが発生

していたことを見いだした。2011年のイベントは本震発生の約1か月前から直前まで継続していた

可能性が高い。2008年に発生した茨城県沖のプレート境界型地震M7.0の発生前に本震の近傍で発生

した群発的な地震活動について解析し，本震発生の数日前からの地震活動度の増加，本震の破壊開

始点への前震発生域の拡大が見られた。この期間に発生した中規模地震の発震機構解は低角逆断層

型であり，前震が小繰り返し地震を含むことから，本震発生前に破壊開始点の近傍でゆっくり滑り

が進行していたと解釈でき，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ことが

明らかになった。 

海陸の地殻変動観測データに基づき，東北地方太平洋沖地震の余効滑り分布を推定した。地震時

には大きな滑りが生じなかった茨城・福島両県沖のプレート境界の浅部に大きな余効滑りが推定さ

れた。宮城県沖におけるOBPの連続記録からは余効変動*による海底鉛直変動の時系列が得られた。

いずれの観測点においても明瞭な沈降が観測され，その変動レートは時間とともに減少した。OBP

とGPS-音響測距結合方式の観測結果を総合すると，宮城県沖では余効変動による沈降は海溝軸から

海岸線に向かって，また観測領域南側ほど大きくなる傾向が見られた。 

 東北地方太平洋沖地震発生後，東北地方内陸域，茨城県北部・福島県南東部，長野県北部等で活

発な地震活動が発生した。これらの誘発地震のメカニズム解の解析結果は，クーロン破壊関数の静

的変化(ΔCFF)*でおおむね説明可能であるが，震源の移動や震源域の広がりの時間発展が見られる

ことから，誘発地震の発生には間隙流体圧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

ている可能性がある。 

 

（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 
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プレート境界の固着状況を把握するために，GPS-音響測距結合方式による海底地殻変動観測を継

続した。日本海溝沿いの海底基準点では，東北地方太平洋沖地震発生後の余効変動による西向きの

変動を含む複雑な海底変動を捉えた。また，南海トラフでは，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，尾鷲沖にトラフを挟んで陸側約 15km の地点と海側約 35km の地

点に深海型と呼ばれる海底局を設置し観測を継続した。 

 津波遡上数値計算のデータベースを利用して，リアルタイムで津波浸水域を予測する手法を開発

した。その手法を東北地方太平洋沖地震に適用して手法の有効性を評価し，地震発生後10分間程度

で予測が可能であることが示され，実装可能なリアルタイム津波浸水予測手法の有効性が検証され

た。 

 

（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 

 海底間音響測距装置に対して，ガラス球の 9,000m 耐圧化，信号の感度向上，データ収録方法の

改良を行い，日本海溝を跨いだ 3か所に設置して半年の連続観測に成功した。  

潮岬周辺において，津波石*の分布を正確に把握するために地上レーザー計測を実施し，それを基

に津波の浸水計算による震源モデルの検討を行った。 
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４． まとめ 

 

平成21年度から5か年計画で推進されてきた「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」は，

モニタリングされたデータと地震・火山噴火の素過程の物理・化学モデルに基づく地震・火山現象

の推移予測の実現を目指し，予測システム構築のための研究を行い，また，予測システムの基礎と

なる地震・火山現象の解明や技術開発を進めた。平成23年3月11日に発生したM9.0の東北地方太平

洋沖地震を受けて平成24年度に計画の内容を見直し，超巨大地震やそれに起因する現象の解明や予

測の研究を強化した。 

観測研究は概ね順調に進展し，平成20年度までの観測研究計画の成果の蓄積と合わせて，東北地

方太平洋沖地震の地震像と直前過程の解明に貢献した。これまでに開発した海底地殻変動観測技術

により，東北地方太平洋沖地震の数十mにも及ぶ大滑りを実測することができ，沖合での津波観測

にも成功した。地震，津波，地殻変動等の観測により，東北地方太平洋沖地震の震源過程の詳細が

明らかになり，海溝近くの大滑り域とは別に震源域深部に短周期地震波を生成した領域が存在した

ことが示された。また，東北地方太平洋沖地震発生前のゆっくり滑りの発生や長期的な地震活動の

変化など，巨大地震発生前の直前過程についての新たな知見が得られた。さらに，東北地方太平洋

沖地震を含むこの領域の長期的な地震発生サイクルの物理モデルが提案され，海溝軸付近での大滑

りや地震発生サイクル後半におけるゆっくり滑りの発生などの再現が試みられた。 

火山噴火については，過去の噴火履歴に基づき，いくつかの火山について噴火シナリオを試作し，

実際に噴火した火山への適用も行われた。火山噴火準備過程と噴火過程の研究からは，多項目観測

を適切に行うことにより，長期的なマグマの蓄積やその時空間変化が定量的に推定できるようにな

り，噴火直前の地震活動や地殻変動の観測データの解析及び物質科学的データの分析から，噴火の

発生時期や規模が予測できる場合があることが分かってきた。また，マグマ上昇や噴火過程につい

て，物理・化学モデルに基づく理解が進んだ。今後は，これまで過去の履歴に主に頼っていた噴火

シナリオにある事象分岐の判断に，観測データの解析結果や理論モデルから得られる知見を生かす

方法を開発することが，火山噴火予測研究の目指す一つの方向であろう。 

 東北地方太平洋沖地震の発生により，これまでの観測研究計画で不十分であった点が明白になっ

た。これまでも歴史記録や地質学的データに基づく過去の地震や火山噴火の研究は行われてきたが，

近代的観測データに基づく研究の比重が大きかったことは否めない。発生すると大きな被害につな

がる低頻度大規模の巨大地震や大規模噴火については，史料，考古データ，地質データ等をこれま

で以上に活用して，地震や火山噴火の長期予測の精度を向上させるための研究を進める必要がある。

また，地震や火山噴火の発生予測の研究は着実に進展しているが，短期間に予測の精度や信頼性を

大きく向上させるのは簡単ではない。現在持っている最大限の科学的知見を利用した，地震や火山

噴火による地震動，津波，降灰等の予測研究を強化するなど，少しでも地震・火山による災害軽減

に貢献する研究も推進することが必要である。本 5 か年の研究計画の後半では，地震や地殻変動デ

ータの即時解析により大地震の規模や震源域の広がりを迅速に推定する手法や，沖合津波計のデー

タ等を利用して海岸に到達する前に津波を精度良く推定する手法等が開発され，実用化に向けての

研究が続けられている。今後は，地震や火山に関する理解の進展を図るとともに，災害科学の研究

者等と連携して，災害軽減に役立てるための研究が必要である。  

 



成果の概要概念図 地震及び火山噴火予知のための観測研究平成25年度成果のまとめ
地震及び火山噴火予知のための観測研究の全体像を描き，その主要な成果を吹き出しで記述した。詳しくは吹き出しに記
載されたページと図を参照。
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2008 年 12 月と 2011 年 1月に
発生したゆっくり滑り域

1985 1990 1995 2000 2005 2010
時間（年）

滑
り

本震

50cm

M7.3

東北地方太平洋沖地震前のゆっくり滑り

図1　 上図：2011年東北地方太平洋沖地震の発生前に見られたゆっくり滑りの概念図。赤枠で囲まれた様々な場所でゆっくり滑りが繰り返し
　　　発生した後，最終的な破壊に至る様子が推定された。下左図：海溝軸方向に投影した本震直前の地震活動の時間的推移。赤色の陰を付
　　　けた領域で，ゆっくり滑りが伝播したと考えられる。赤色と緑色の☆印は，小繰り返し地震と小繰り返し地震に類似したイベントを表
　　　す。下右図：海底圧力計で捉えられた海底面の上下変動の時系列。
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図2 　左図：上から，桜島島内のひずみと火山灰放出量，桜島島内の東西成分の変位，亜硫酸ガス放出量，噴出物のガラス中の二酸化ケイ素
　　　（SiO2）含有量。 2009年末から2010年前半と，2011年末から2012年初頭の2つの時期に，桜島島内へのマグマ貫入イベントが発生した
　　　（薄黄色の帯）。右上図：桜島火山のマグマ供給系の概念図。桜島へのマグマ供給は，島の北側に位置する鹿児島湾（姶良カルデラ）
　　　の地下に推定される深部マグマ溜まりから行われていると考えられている。右下図：水準測量から推定される深部マグマだまりの増圧。

桜島の総合的観測による中・長期的活動推移
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噴火直前の傾斜変動と噴火強度の予測

図3　インドネシア・スメル火山及び諏訪之瀬島における，噴火直前の山体膨張の大きさと噴火強度の関係。（左）ガス噴出とブルカノ式噴
     火に先行する傾斜変動の例。ブルカノ式噴火に先行する傾斜変動は，ガス噴出に先行するそれよりも長い時間をかけて進行する。傾斜
     変動の開始時間はブルカノ式噴火の強度によらない。（右）スメル火山における噴火強度と傾斜変化速度の関係。先行する傾斜変動が
　　 大きいと噴火強度も大きくなる。
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東北地方太平洋沖地震の大滑り

図4 　地殻変動観測により，東北地方太平洋沖地震発生時のプレート境界の最大滑り量は50mを越える非常に大きな滑りであったことが明ら
　　　かになった。この推定には宮城県沖に設置されていたGPS-音響測距結合方式による海底地殻変動観測が大きな役割を果たした。また，
　　　巨大津波の発生から，海溝付近のプレート境界浅部での滑り量が50m程度以上の非常に大きいものであったと推定された。
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津波即時予測の実験

図5　 上図：即時津波予測手法の概念図。下図：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の結果。
　　　(a) ケーブル式海底圧力計と沖合GPSブイの海水位の時間変化を示す。黒線は観測データ，赤線は最初の20分間の観測データ（緑の縦
　　　線まで）のみを用いた津波の予測波形を表す。(b)地震時の海面変動分布。赤い☆印は本震の震央を示す。(c)予測対象点（水深100 m
　　　）における海水位の時間変化。黒線は観測データ，赤線は予測津波波形を示す。
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房総半島沖で繰り返すゆっくり滑り

図6 　2014年1月頃，房総半島沖のフィリピン海プレート上面でゆっくり滑りが発生した。地殻変動データから断層滑りのモデル（図中の矩
　　　形）が推定された。前回のゆっくり滑りは2011年10月～11月に発生しており，その発生間隔が徐々に短くなっていることが指摘されて
　　　いる。右図(a) この地域の地震発生数の積算値（気象庁一元化震源），(b) M-T図（気象庁一元化震源），(c) 八郷から見た千葉大原
　　　の地殻変動（東西成分，単位はcm，国土地理院GNSS観測点)，(d) 八郷から見た千葉大原の地殻変動（南北成分) 。

余効滑りから推定されたプレート境界の摩擦特性

図7 　左図：GPSデータから推定された余効滑りの空間分布。赤線は海溝の位置と地震活動から推定された本震時滑り域を示す。黄色星は本
　　　震の震源。右上図：左図の点（宮城沖）で示した位置における余効滑りの時間変化。青丸はデータからインバージョン解析により得ら
　　　れた余効滑りの積算曲線。速度依存する摩擦特性モデルから推定した余効滑り時系列（赤線）が，定常的な速度強化の摩擦特性モデル
　　　による推定（緑線）よりもよく一致している。右下図：滑り速度と定常的動摩擦力の滑り速度依存性。通常は動摩擦力は滑り速度の対
　　　数に依存する（緑）と仮定するが，余効滑りの観測データを説明するためには，赤線のような動摩擦力の速度依存性を仮定する必要が
　　　ある。なお，ここでは媒質の粘性は考慮していない。
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図9 　濃尾地震断層域では，電磁気学的及び地震学的な構造調査から，地下深部の太平洋プレートから脱水した水がマントルを上昇し断層直
　　　下にまで到達していることを示唆する結果が得られた(左図)。これらの水が地震発生と関係していることが考えられる。1891年濃尾地
　　　震を起こした断層(赤線)と電磁気探査の測線(白線)(右上図)。その電磁気探査で得られた比抵抗構造(右下図)。

濃尾断層深部の構造

図8 　インドネシアスマトラ島のシナブン火山の噴火シナリオ（確率を付した噴火事象分岐図）。2010年に地質調査に基づいて作成した噴火
　　　シナリオを用いて，2013年の活動評価を行った。2013年に再開した噴火は，水蒸気爆発から，マグマ水蒸気爆発に移行し，最終的に溶
　　　岩崩落による火砕流が発生した。

シナブン火山の噴火シナリオ

地震タイプ・頻度変化
山頂火口の変形加速

火山灰にマグマ物質有無

山体の局所的
変形・地震数増加の有無

地震活動・
地殻変動の活発化

マグマ貫入

山体崩壊
なし

山体崩壊
（以下の階層は上と同じ）

終息

終息
終息

終息

火砕流
　（噴煙柱崩壊型）

火砕流（崩壊型）

❶ ‘10年8～9月、
       ‘13年9～10月

❷ ‘13年11～12月
❹ ‘13年12月30日～

❷ ‘13年11月

~0.9

~0.4

~0.6

~0.9?

~0.1?

>0.9

<0.1

~0.1

~0.1?

?

❶ 2010年8月 ❷2013年11月 ❸2014年1月 ❹2014年1月

シナブン火山の全容

いずれの噴火現象にも、
災害誘因現象として、
噴石・降灰・
泥流（ラハール）を伴う。

水蒸気爆発

マグマ噴火

マグマ噴火

溶岩流・ドーム

‘13年12月下旬

爆発的噴火

シナブン火山
シンガポール

スマトラ島
ボルネオ島

ジャワ島

C   PVMBG

C   PVMBG

C   PVMBG

○

○

○

❸

- 27 -



図11　(左上)釜石沖繰り返し地震のマグニチュードの時系列。右側は東北地方太平洋沖地震後の部分を拡大して示したもの。(左下図) 釜石
　　　沖繰り返し地震の滑り量分布。色は時系列の色に対応。コンター間隔は5cm。(右図)地震ごとの滑り量分布。星はそれぞれの地震の震
　　　央。

日向灘～南西諸島北部域における小繰り返し地震活動

A

B

C

D

E

F

G

32
˚N

28
˚N

32
˚N

28
˚N

(a)小繰り返し地震群の分布
定常的な活動（◆）が見られない領域で

M7以上の地震（★）が発生。

(b)非地震性滑り速度の分布
領域 D～ Fでは領域 B～ Cに比べて

滑り速度がやや小さく、その空間変化も

やや小さい。

(c) 非地震性滑り速度の時間変化
領域 C、Eでは時間変化が小さく、

領域 B、Dでは時間変化が大きい。

130˚E

130˚E

1911(M8.0)

2009(M6.8)

0

1

2

3

4

5

6

滑り速度
（cm/年）

この巨大地震の震源域

では、非地震性滑り速度

は小さく、プレート境界

の固着範囲は広いと推定

された。

0

2

6

4

0

2

6

4

0

2

6

4

0

2

6

4

0

2

6

4

B

C

D

E

F

年

滑
り

速
度

（
c
m
/
年

）

1995 2000 2005 2010

図10　日向灘～南西諸島北部域における小繰り返し地震活動と非地震性滑り速度の時空間変化。(a) Rタイプ（◆）とそれ以外のタイプ（◇
　　　）の小繰り返し地震群の震央分布。青星印： 1923年以降に発生したM7.0以上の地震。(b) 小繰り返し地震から推定された滑り速度の
　　　分布。大赤星印：1911年の巨大地震(M8.0) の震央，ピンク色矩形領域と濃いピンク色領域：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，小赤星印：2009年の地震（M6.8）の震央。(c) 小繰り返し地震から推定された各領域（B～F）におけ
　　　る滑り速度の時間変化。

釜石沖繰り返し地震
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図13　東北地方太平洋沖の地震では，建物を揺らす原因となる周期が短い地震波の主な生成域と巨大津波を発生させた大滑り域の場所が異な
　　　ることがわかった。周期が短い地震波は主に陸に近いプレート境界深部から生成され，過去に発生したM7クラスの地震の震源域やアス
　　　ペリティに対応する。大滑り域は海溝軸に近いプレート境界浅部に位置する。

南アフリカ金鉱山における微小地震発生領域の拡大

図12　南アフリカ金鉱山において採掘前線の前方20mの地点で観測された微小地震発生領域の拡大。震源分布の時間変化を示す。
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図14　(上）火山爆発指数（VEI)ごとの，インドネシア，チリ，日本，世界における火山噴火の頻度分布。(下）インドネシア，チリ，日本，
　　　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。

火山噴火の規模別頻度分布
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図16　東北地方太平洋沖地震前後に発生したプレート境界地震の発生レートの変化。地震の増加域を暖色系，減少域を寒色系で表し，発生レ
　　　ート比が2倍となるところを黄線で示す。東北地方太平洋沖地震及び1994年三陸はるか沖地震の主な滑り域をそれぞれ緑，紫で示す。
　　　東北地方太平洋沖地震後にプレート境界地震が減少した領域が本震滑り領域とよく一致している。

宇宙線ミューオンを利用した火口直下の構造の時間変化

図15　宇宙線を用いて火山浅部の内部構造を透視できる。薩摩硫黄島火山で噴煙が高く上がった期間とその直後の火口直下の構造を比較した。
　　　噴火により火口直下のマグマ物質が放出され密度が減ったことが捉えられた。噴煙の高さは気象庁の観測による。

東北地方太平洋沖地震の前後の地震活動
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用 語 解 説 

 

アスペリティ 

 プレート境界や断層面の固着の強さが特に大きい領域のこと。この領域が地震時に滑ると，滑り量

が周りよりも大きくなり，大振幅の地震波を放出する。アスペリティがどのように連動して滑るかに

よって地震の大きさが変化する。いろいろな大きさのアスペリティが混在する場合には，それらの相互

作用（スケール間相互作用）が震源核形成を含む地震サイクルに大きく影響すると考えられている。 
 

アセノスフェア 

地球表面を覆う固い層（リソスフェア）の下に存在する，上部マントル中の流動性に富む層。 

 

アルゴリズム 

 問題を解いたり，目標を達成したりするための計算手順や処理手順のこと。 

 

インバージョン解析（逆解析） 

 観測データから，それを生じさせる原因となる現象や物質の性質等を推定する解析手法。 
 
宇宙線ミューオン 

 宇宙線が大気中の原子核と反応して生成される二次宇宙線の一つで，地上に絶え間なく降り注いでい

る素粒子。透過する物質の密度差によって宇宙線ミューオンの減衰が異なることを利用して，Ｘ線の透

視撮影のように地殻内部の密度分布を調べる試みがなされている。 

 
応力 

 物体内部での力の掛かり具合を示す，物体内部に考えた仮想的な面を通して及ぼされる単位面積当た

りの力。震源域の応力が破壊強度より高くなったときに地震が発生すると考えられている。起震応力場

は地震を発生させる応力の方向や状態を示す。また，地震発生による断層面上のせん断応力の低下量を

応力降下量と呼ぶ。 

 

応力場 

 物体内部の応力の向きや大きさの空間的な分布の状態を応力場という。 

 

火道 

 地下のマグマ溜まりから地表へ至るまでのマグマの上昇経路のこと。火道でのマグマの脱ガスや上昇

の仕方が噴火の様式を左右する。 

 

間隙流体 

 土や岩石中の粒子間のすきま（間隙）に入り込んだ水などの流体。この流体の圧力を間隙流体圧また

は間隙圧という。 

 

貫入（マグマ貫入） 

 マグマの圧力の急増等により，地殻内のマグマが周辺岩体の内部に入り込むこと。 



- 33 - 

 

気象庁一元化震源 

気象庁が，気象庁・防災科学技術研究所・大学等の各機関で管理・運営している地震観測データを一

元的に集約し，それらを利用することで決定した震源のこと。 

 

規模依存性 

 現象の規模によって，物理量などがどのように変わるかを記述する法則。例えば，断層の長さや滑り

量が地震の規模にどのように依存するかを記述する法則。 

 

強震観測網 

 被害を及ぼす強い揺れの地震波形を，振り切れることなく記録できる強震計で構成された観測網。こ

れらの観測網のデータ等は，地震ハザード・被害リスク評価などに役立てられている。防災科学技術研

究所の K-NET，KiK-net は全国規模の強震地震観測網であり，それぞれ約 1,000，約 700 の観測点からな

る。 

 

クラスター 

 地震がある特定の場所に数多く集まっている状態，またはそのような地震の集合体のこと。 

 

クーロン破壊関数の静的変化(ΔCFF) 

 せん断応力などの変化によって，断層面での滑りが起きやすくなるかどうかをあらわす指標。ΔCFF

が大きくなった場所では地震が起きやすくなる。 

 

合成開口レーダー(SAR) 

 Synthetic Aperture Radar（合成開口レーダー）の略。人工衛星や航空機などに搭載されたレーダー

の移動により大型アンテナと同等の高い分解能を実現したレーダーシステム。SAR 干渉解析

(Interferometric SAR，InSAR)は，同じ場所を撮影した時期の異なる 2回の画像の差をとる（干渉させ

る）ことにより地表面の変動を詳細にとらえる手法である。 

 

広帯域地震計 

 主として周期約100秒から0.1秒までの地面の振動を観測できる周波数帯域の広い広帯域地震計のこ

と。地震のメカニズム解の推定や地下構造の推定，火山周辺で発生する長周期振動，火山性微動の解析

等に用いられている。 

 

地震発生サイクル 

 地震発生後，断層面の強度が回復するとともに，プレート運動などによる広域応力により再びひずみ

エネルギーが蓄積され，次の地震が発生するまでの一連の過程。 

 

蛇紋石 

上部マントルの主要な構成鉱物であるかんらん石が水と反応することで生成される鉱物のこと。 

 

シミュレーション 
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 実際の事象を，その事象を支配している法則に基づいてほぼ同様となるように組み立てた模擬空間で

再現試行すること。コンピュータを用いた数値シミュレーションを指すことが多い。計画では，強震動

や地震発生サイクル等のシミュレーションが行われる。 

 

準備過程 

（地震準備過程） 

 地震発生直後から次の地震発生に至るひずみエネルギーの蓄積と応力集中の過程。 

（火山噴火準備過程） 

 火山噴火は，火口から溶岩や火山ガスが急激に地表に放出される現象である。その過程として，地下

深部で発生したマグマが，マントルや地殻内を上昇し，地殻浅部にマグマ溜まりとして蓄積される。さ

らに，内部の圧力が高まる等の理由で，マグマが地表へ移動し溶岩や火山ガスとして噴出する。このよ

うに噴火に至るまでの一連のプロセスを意味する。 

 

震源過程 

 地震は震源域内部で，ある種の破壊が発生することにより起こる。この破壊過程のことを震源過程と

いう。 

 

スラブ 

 マントル内部に沈み込んだ海洋プレート。このプレート内部で発生する地震をスラブ内地震と呼び，

海溝の近くやプレート境界地震が起こらないような深部で大地震が起こる場合がある。 

 

正断層 

 断層面に沿って主として上下方向にずれた断層で，上盤（断層面の上側の地塊）側が相対的に下向き

にずれた断層のこと。 

 

前弧（域） 

島弧－海溝系における火山フロント（火山帯の海溝側の縁）と海溝軸の間の地域。 

 

先行現象 

 地震や火山噴火の発生前に震源域や火山の周辺で発生するさまざまな異常現象。土地の隆起・沈降，

地震活動の変化，電磁気異常，地下水の変化などがある。前兆現象と呼ばれることもある。 

 

全電子数(TEC) 

衛星と GPS 受信機を結ぶ経路に沿って積分した単位面積当たりの全電子数のことで，高度約 300km の

電離層内の電子密度を強く反映する。 

 

素過程 

 地震や火山噴火における複雑な現象を支配する基本的な物理化学過程。例えば，「断層面上の摩擦」，

「地殻流体の振る舞い」，「マグマの発泡」などがある。室内実験・理論・シミュレーションなどによる

研究を通して地震や火山噴火に関する理解を深める上で大切な要素である。 
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速度弱化 

 断層面の摩擦強度が，断層の滑り速度の増大とともに小さくなることを速度弱化という。 

 

体積ひずみ 

 物体の伸び縮みによる体積の変化のこと。変形に伴って物体の体積 V が⊿V だけ増大したとき，その

体積ひずみは⊿V/V で求められる。 

 

単色地震 

単一の周波数で振動する波形を生成する地震。 

 

弾性・非弾性 

外力によって変形した物質が，そのひずみを元に戻そうとする力を生じる性質を弾性といい，そのよ

うな性質でないものを非弾性という。非弾性で媒質が変形することを非弾性変形という。非弾性的性質

には，粘性や塑性などの性質が含まれる。地殻の上部は主に弾性的性質を持つが，深部になると粘弾性

的性質や塑性的性質を持つことが知られている。内陸地震の発生のメカニズムを理解するためには，粘

弾性的性質や塑性的性質を持つ層の影響を理解することが重要であると考えられている。 

 

地殻 

 地球の固体部分を構成する大きな成層構造のうち，一番外側の層。地殻の内側はマントルと呼ばれて

いる。地殻は海洋地殻と大陸地殻に分類され，海洋地殻は約 6km のほぼ均一な厚さであるのに対し，大

陸地殻は平均的には 30km 程度の厚さであるが，場所によっては 60−70km にも及ぶ場所がある。 

 

地殻活動 

 地震や火山噴火，及びそれを引き起こす地殻変動など，地殻内で発生する現象全般の総称。 

 

地殻流体 

 地殻の内部に含まれる水やマグマ等の流体。地殻内で水は，岩盤の亀裂や岩石鉱物の粒界などに存在

していると考えられている。 

 

津波石 

津波の高い水圧により海底や沿岸部から陸上に打ち上げられた巨大な石。 

 

同化（データ同化） 

 複雑な現象の高精度予測のために，数値シミュレーションの結果として得られる物理量が観測データ

をなるべく再現できるように，適切な初期値や境界値，各種パラメータを推定すること。 

 

熱水系 

 マグマから分離上昇した火山ガスが地下で凝縮したり，地下水と接触したりして生じる熱水の生成過

程，移動経路などを指す。 

 

粘弾性緩和 
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 マントルや下部地殻などは，地震等によって外部から応力・歪みの変化が与えられると，短い時間の

尺度では弾性体として振る舞い，一方，長い時間の尺度では粘性流体として振る舞い応力が緩和される。

このような弾性と粘性の中間的な性質のことを粘弾性と呼び，それを特徴づける時定数を緩和時間とい

う。粘弾性緩和とは，粘弾性体の緩和時間と同じくらいの時間尺度で生じる変形のこと。 

 

背弧（域） 

島弧－海溝系における火山フロントより大陸または縁海側の地域。 

 

発震機構（解） 

地震の起こり方。地震波の放射パターンなどから求められる震源断層の走向，傾斜角，滑りを指す場

合が多い。断層に働いていた力の方向を知る手がかりになる。 

 

非地震性滑り 

 断層やプレート境界における，地震波を放出しないゆっくりとした滑り。その滑り量や滑り速度を指

すこともある。 

 

ひずみ 

岩盤（プレート）などが変形する際の，変形の大きさをひずみと言う。単位長さ当たりの変位で定義

される，変形の度合いを表す物理量。 

 

ひずみ集中帯 

 測地観測や地形から推定される地殻ひずみが大きい領域。新潟－神戸ひずみ集中帯など。 

 

比抵抗 

 単位断面積，単位長さあたりの電気抵抗値。電気伝導度の逆数。 

 

微動 

 低周波成分の小さい振幅の地震波を長い時間にわたって放出する震源のこと。 

 

プレート 

 地球表面は，地殻と十分に冷却して固くなっている最上部マントルとを合わせた，厚さ 100 km 程度

の固い岩石の層で覆われている。この固い岩石の層は，いくつかのブロックに分割されている。それぞ

れの板状（球殻状）のブロックをプレートという。 

 

プレート境界地震 

プレートとプレートがその境界でずれ動いて発生する地震。震源断層がプレートの境界に一致する地

震。 

 

噴火シナリオ 

 火山ごとに，噴火で想定される現象の発生推移を時系列的に整理したもの。噴火の規模や現象発生パ

ターンなどの分岐判断について示した噴火事象系統樹を指しているが，防災対応を目的としたより実効

的なものを指すこともある。 
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噴火様式 

 噴火時にマグマが地表に噴出する場合，噴火の様子はマグマの性質や破砕の程度などによって異なり，

いくつかのタイプに識別される。その異なる噴火の様子を噴火様式という。 

・ハワイ式噴火 

粘性（粘り気）の低い玄武岩質マグマによる爆発的でない噴火。火口からはマグマのしぶきや溶岩が

噴水のように連続的に流れ出る。伊豆大島や三宅島などでよく見られる。 

・ストロンボリ式噴火  

比較的粘性の低い玄武岩質マグマによる間欠的な噴火。火口からは数分～数十分間隔でマグマのしぶ

き，半ば固結した溶岩片，火山弾などが吹き上げられる。 

・ブルカノ式噴火 

やや粘性の高いマグマによる爆発的な噴火。噴煙高度が 10km 近くに達することもある。爆発によっ

て 1m径のものが数 km も飛ばされることがある。火山弾はパン皮状のものが多く，火口底にあった古い

岩塊も放出される。桜島や浅間山などでしばしば発生する。 

・プリニー式噴火 

粘性の高いマグマによる爆発的な噴火。一般的にブルカノ式噴火よりも規模が大きく、大量の軽石や

火山灰が火口から空高く噴出され，噴煙高度は 20km から 30km にまで達する。しばしば規模の大きい火

砕流が発生する。 

 

変換波 

 地震波速度の境界面で P波から S波又は S波から P波に変換された波。変換波を解析することにより

境界面の位置を推定することができる。 

 

マグマ 

 岩石物質の高温溶融体。噴火によってマグマが地表に出たものを溶岩という。マグマが地下で結晶化

したり，地殻物質を溶かし込んだりして，多様な組成のマグマができる（分化という）。マグマが上昇

すると，マグマの中に溶解していた揮発性成分が気泡となる。火道での気泡の離脱の仕方により噴火の

激しさが変化する。 

 

マグマ溜まり 

 火山活動の源であるマグマが蓄積されているところ。火山やカルデラの直下にあると考えられている

が，その正確な形状や内部構造は分かっていない。 

 

マントル 

 地殻の下にある深さ約 2,900 km までの固体層。その上部（上部マントル）は，かんらん岩を主成分

とする岩石で構成されている。 

 

ゆっくり滑り 

 地震波を放射しない，断層面やプレート境界面でのゆっくりとした滑り。ここでは，継続時間が数か

月以上のものを長期的ゆっくり滑り，それ以下のものを短期的ゆっくり滑りと呼ぶ。スロースリップ，

スロースリップイベント（SSE）ともいう。 
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余効変動 

地震の後に震源域あるいはその周囲で生じる長期間に及ぶ地殻変動の総称。代表的な例としては，断

層面上で発生する余効滑りや，マントルの粘弾性緩和などが挙げられる。 

 

余効滑り 

 地震の後に震源域あるいはその周囲で発生するゆっくり滑り。その滑り量や滑り速度を指すこともあ

る。 

 

AE 

 Acoustic Emission（アコースティックエミッション）の略。岩石や金属などに応力や熱が加えられ

ると，内部に局所的な応力集中が発生し，微小破壊などが引き起こされる。このときに励起される高周

波数の弾性波のことをアコースティックエミッションという。 

 

b 値 

地震の規模別頻度分布はグーテンベルグ・リヒターの法則と呼ばれ，小さい地震ほど発生頻度が高く，

大きな地震ほど低いという関係を示す。横軸にマグニチュード，縦軸に地震の累積個数の対数をとると

ほぼ一直線で近似できるというもので，この直線の傾きが b 値である。b 値が小さいということは，大

きな地震の方が小さな地震に比べて相対的に発生個数が多いことを意味する。 

 

CSEP(Collaboratory for the Study of Earthquake Predictability) 

 地震活動予測可能性共同実験。米国・欧州・ニュージーランド・日本を中心として実施している国際

プロジェクトで，できるだけ統計学的に厳密な手法で地震発生の予測を行い，その結果を評価し，統計

学的手法による地震発生予測可能性を検証して手法の確立を目指している。 

 

GNSS 

 全球測位衛星システム（Global Navigation Satellite System）の頭文字をとった略称。位置や時刻

同期を目的とした電波を発射する衛星群及び地上の支援システム，並びに比較的簡単な受信機で電波を

受信して自分の三次元的な地球上の位置を知る目的で使用する利用者群を総称して用いられる。アメリ

カ合衆国が構築した GPS は現在最も実用的な GNSS であるが，他にもロシアが運用中の GLONASS や，ヨ

ーロッパ連合（EU）が構築中の Galileo などのシステムがあり，これらを統合して利用することで精度

や信頼性の向上が期待される。 
 

GPS 

 Global Positioning System（汎地球測位システム）の略。地上高約 20,000 km の高度を航行する GPS

衛星からの電波を地上で受信し，三次元的位置と時刻を正確に計測するシステム。地殻変動計測には干

渉測位と呼ばれる電波の位相を用いた相対測位法が用いられる。 

 

GPS‐音響測距結合方式 

 海底の地殻変動を観測するための手法の一つ。海上の船舶やブイの位置を GPS（GNSS）によって精密

に決定し，それらと海底に設置された基準点との距離を，海中音波を用いて測定することにより，間接
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的に海底の基準点の位置変化を推定する。 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 参 考 資 料 ] 



 
 

 



- 41 - 

項目別の成果 

 

地震及び火山噴火予知のための観測研究計画の推進について（建議）に示された実施内容につ

いて,平成25年度の成果の項目別の成果を学術報告としてとりまとめた。この報告は,地震・火山

噴火予知研究協議会＊に設置された13の計画推進部会の各部会長が執筆したものである。この報

告に基づいて,難解な学術用語をなるべく言い換え,平易な文章で表現して書き直したものが,本

編の「平成25年度の成果の概要」である。本編の「平成25年度の成果の概要」に内容について,

さらに詳細を知りたい場合,原著論文を参照したい場合には,この「項目別の成果」をご参照頂き

たい。 

 

東京大学地震研究所 地震・火山噴火予知研究協議会 計画推進部会 

「地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化」計画推進部会長 

渡辺俊樹（名古屋大学大学院環境学研究科） 

「地震発生予測システム」計画推進部会長 

鷺谷 威（名古屋大学減災連携研究センター） 

「火山噴火予測システム」計画推進部会長 

鍵山恒臣（京都大学大学院理学研究科） 

「地震・火山現象に関するデータベースの構築」計画推進部会長 

大見士朗（京都大学防災研究所） 

「日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象」計画推進部会長 

松澤 暢（東北大学大学院理学研究科） 

「地震準備過程」計画推進部会長 

飯尾能久（京都大学防災研究所） 

「火山噴火準備過程」計画推進部会長 

井口正人（京都大学防災研究所） 

「地震発生先行過程」計画推進部会長 

中谷正生（東京大学地震研究所） 

「地震破壊過程と強震動」計画推進部会長 

古村孝志（東京大学地震研究所） 

「火山噴火過程」計画推進部会長 

西村太志（東北大学大学院理学研究科） 

「地震発生・火山噴火の素過程」計画推進部会長 

矢部康男（東北大学大学院理学研究科） 

「新たな観測技術の開発」計画推進部会長 

田所敬一（名古屋大学大学院環境学研究科） 

「超巨大地震」計画推進部会長 

谷岡勇市郎（北海道大学大学院理学研究院） 
 
 
 

＊東京大学地震研究所には，地震及び火山噴火予知のための観測研究計画で立案された研究を推進す
ることを目的に設立された地震・火山噴火予知研究協議会がある。ここでは，地震及び火山噴火予知
研究を行っている全国の大学が連携し，研究機関と協力しながら研究を推進している。また，科学技
術・学術審議会測地学分科会地震火山部会は大学，研究機関，行政機関が連携して計画の推進を図っ
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ている。地震・火山噴火予知研究協議会には，地震及び火山噴火予知のための観測研究計画の実施内
容を，項目別に効率的かつ調和的に研究を推進するために，13の計画推進部会が設置されている。 
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１（１）地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化 

             

「地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化」計画推進部会長 渡辺俊樹 

（名古屋大学大学院環境学研究科） 

 

地震現象と火山噴火現象の理解を深めるとともに、それらの予測精度の向上を目指し

て、日本列島全域に稠密な地震・地殻変動等の観測網、および全国の主な火山に地震・

地殻変動・重力等の火山活動観測網が整備されてきた。本計画においても、これらの観

測網を着実に維持・更新し、得られたデータを活用した地震活動・地殻変動および火山

活動のモニタリングが進められてきた。本計画では、さらに、諸観測網の高密度化およ

び多項目化といった整備・強化、新たな観測・解析手法の導入、観測データのリアルタ

イム処理システムの開発と運用といったモニタリングシステムの高度化を図る研究が進

められた。  
各種の観測によって得られた成果は、各機関や関連のウェブで公開され、会報等にま

とめられているとともに、随時地震調査委員会や地震予知連絡会・火山噴火予知連絡会

などに提供されている。本計画期間中の 2011 年 3 月に東北地方太平洋沖地震が発生し観

測網も被災したが、現在に至るまで観測点の復旧や更新が継続して行われており、加え

て、観測網やデータ収集システムの災害に対する強靱化や観測網の拡充にも力が注がれ

ている。余震活動や余効変動のモニタリングによるこの巨大地震の全貌解明に加え、誘

発地震などの地震活動や火山活動の活発化の懸念から日本列島、特に東日本における地

震活動や地殻変動、火山活動のモニタリングとそのための技術開発が精力的に行われて

いる。また、本計画では南海トラフを対象として重点的にモニタリング研究が実施され

ており、過去の観測データ解析を加えて長期的な活動の解明と理解に向けた研究が行わ

れた。  
 

ア．日本列島域 

（地震観測によるモニタリングシステムの高度化） 

日本列島全域に整備された稠密な基盤的地震観測網の維持管理に努めた。東北地方太平洋

沖地震で被災した Hi-net 観測点の改修・移設・更新を継続した。また、地震計のセンサーの

稼働状況のモニタリングを行うシステムを開発した（防災科学技術研究所［課題番号：3001］）。

地震多発時の震源自動決定を行うためにパーティクルフィルタ法の性能評価を行い、一元化

震源と比較して良好な結果を得た（図１）。今後次期システムに取り込む検討を進めている。

地震活動異常を定量的に評価するシステムの安定運用を行い、伊豆東部の地震活動に関する

防災情報を改善した。自動 CMT 解析処理、遠地実体波および近地強震波形を用いた震源過程

解析を高度化し、解析結果を地震調査委員会および地震予知連絡会等で報告した（気象庁［課

題番号：7002, 7003, 7004, 7005］）。 

地震データ流通システムについては、高速広域ネットワーク JDXnet 上のデータ相互交換シ

ステムの改良および多項目観測化を進めており、今年度は SINET4 データセンターへの中継拠

点を本格運用させた。また、SINET と TDX を直結して強靱化を進めた（図２）。地殻変動連続

観測等データの流通を本流通に移行させ、データベースを公開した（東京大学［課題番号：

1401］）。 
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日本列島域のモニタリングシステムについては、震源、マグニチュード、メカニズム解を

即時推定する AQUA システム、深部低周波微動や超低周波地震のモニタリングを行う SPA シス

テム、西南日本で繰り返し発生している短期的スロースリップイベント(SSE)の自動検出シス

テム、地球潮汐、地震波干渉法などの各種モニタリングシステムの安定な運用を継続した。

これにより豊後水道沖および房総半島沖の SSE を検出した（防災科学技術研究所［課題番号：

3001］）。データ流通網で流通する高感度地震観測連続データから震源やメカニズム解などの

震源情報をモニタリングし、地殻活動の現況を概観できるウェブ閲覧システムを構築・運用

した。地震の理解や防災・減災に向けた知識普及や広報のために最新の映像表示技術である

複合現実感を用いたシステムを構築し、4 次元表示のコンテンツ制作を進めた。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 GRiD MT の継続的な運用

と巨大地震への対応を行った（東京大学［課題番号：1401］）。 

地震波干渉法によるモニタリングを東北地方において実施し、K-net で記録された近地地

震のコーダ波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。また、岩手山におけ

る短周期地震計アレイの地震波干渉法解析から、地球潮汐による地震波速度変化を世界で初

めて検出した（図３）（東北大学［課題番号：1201］、高野, 2014）。 

 

（地殻変動観測などによるモニタリングシステムの高度化） 

全国の GPS 連続観測網(GEONET)による地殻変動連続観測、水準測量、高度地域基準点

測量、絶対重力観測および地磁気連続観測、潮位連続観測を実施し、解析結果を公開し

た（国土地理院［課題番号：6001, 6002, 6003, 6004, 6005］、気象庁［課題番号：7001, 

7007］、海上保安庁［課題番号：8001, 8002］）。 

電子基準点の次世代 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

周辺機器の増強を行った。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継続している余効変動、2014 年 1 月

に発生した房総半島沖のスロースリップを検出した。気象庁等の震源情報を利用して、1

秒毎の地殻変動データを用いて震源断層モデルの即時推定を行う手法の検証を行い、地

震発生後 3 分以内にモーメントマグニチュードを推定できた（国土地理院［課題番号：

6001］）。解析ソフトの改良により、今後打ち上げ予定の「だいち 2 号」のデータ解析を

より高度に効率的に実施できるようになった（国土地理院［課題番号：6006］）。 

 

（火山におけるモニタリング） 

全国の活火山について、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ている。 

地震計、空振計、傾斜計、GPS 等の観測施設を整備、更新し、全国の火山について調査

的な機動観測を継続して実施した（気象庁［課題番号：7006］）。南方諸島及び南西諸島

の海域火山の定期巡回監視を実施した。特に西之島の火山活動について航空機による定

期的な目視観測および熱計測を実施した（図４）（海上保安庁［課題番号：8003］）。火山

におけるモニタリングを促進するために、大学、研究機関の地震計・傾斜計・空振計等

の観測データの共有化・流通を継続して実施した。 

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 年の結果との比較を行
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い、火口付近の地形変化を捉えた（図５）（国土地理院［課題番号：6006］）。火山衛星画

像データベースに約 93,000 シーンの衛星画像を追加登録した（産総研［課題番号：5001］）。 

 

イ．地震発生・火山噴火の可能性の高い地域 

（日本海溝・千島海溝周辺） 

東北地方太平洋沖地震の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、茨城沖で行った海底地震計の設置間隔を 15 km 程度とした密な余震観測のデータ

解析を行った。この領域では本震時から連続して観測網が設置されており、余震活動の

時間変化を抽出し、破壊過程を理解することが可能なデータが蓄積されている。茨城沖

では東北沖地震後に震源の深さが 5 km 程度浅くなり、房総沖では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を明らかにした（図６）（東京大学［課題番号：1403］、

気象庁［課題番号：7008］）。 

 
（南関東と周辺域・伊豆） 

首都圏地震観測網(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、S 波速度、Vp/Vs の 3 次元分布が得られた。また、観測波

形のスペクトルのコーナー周波数から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求められ、千葉県中部

に顕著な減衰域の存在が認められた（東京大学［課題番号：1402］）。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たが、地電位差観測は

安定した観測を行うことができた（東京大学［課題番号：1402］）。 

 

（火山） 

活動的な火山において多項目観測によるモニタリングを継続し強化した。樽前山、有

珠山、北海道駒ケ岳、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）による連続観測を継続し、樽前山、駒ヶ岳、富士山の

REGMOS を高度化した。八甲田山において GNSS 観測、桜島において水準測量および相対重

力観測を実施した（国土地理院［課題番号：6007］）。雌阿寒岳、草津白根山、三宅島、

伊豆大島、阿蘇山において全磁力連続観測および繰り返し観測を実施した。それぞれの

火山において様々な火山活動に伴った地磁気全磁力変化が認められた（気象庁［課題番

号：7009］）。火山観測網の維持管理および火山観測データの流通と公開を実施した（防

災科学技術研究所［課題番号：3002］）。 

阿蘇火山中岳火口周辺において、比抵抗連続観測システム ACTIVE による比抵抗モニタ

リングを継続実施した。1 次元構造解析の結果、レスポンス関数の低周波帯における変化

は地下 200～300 m における比抵抗変化に対応することが示された、今年度の観測結果か

らも、小噴火に先立って深部からの火山ガス供給が増加し、熱水だまり中の熱水が気相

卓越な状態となっていることが示唆された（京都大学［課題番号：1901］）。 

 

ウ。東海・東南海・南海地域 

本地域においては、定常・臨時の地震観測網、地殻変動観測網が特に密に配置されており、

重点的に観測が実施されている。歪計、傾斜計による地殻変動連続観測（国土地理院［課題
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番号：6008］）、レーザー式変位計、多成分歪計、体積歪計（気象庁［課題番号：7010, 7011］）、

地下水等総合観測（産総研［課題番号：5002］）、精密制御震源（名古屋大学［課題番号：1701］、

気象庁［課題番号：7011］）、海底地震計（東京大学［課題番号：1403］）、地磁気、絶対およ

び相対重力観測（東京大学［課題番号：1404］）海底地形調査（海上保安庁［課題番号：8004］）

など多項目の観測を実施している。 

地下水等総合観測点を 4 点整備して計 16 点とし、観測網全体のバックアップシステムを強

化した。産総研・防災科研・気象庁との共同研究により、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 5 以上、紀伊半島～四国周

辺で Mw 5.5 以上の短期的スロースリップ(SSE)が検知できるようになった。短期的スロース

リップに伴う地下水圧変化を世界で初めて検出した（図７）（産総研［課題番号：5002］）。タ

ンクモデルを用いた体積ひずみ計の降水応答の補正手法の成果を現業での監視業務へ反映さ

せた（気象庁［課題番号：7010］）。 

東海地域では 2004 年から高密度の GPS 観測網を展開して観測を行っている。これまでに

得られたデータの解析から、プレート間固着の推定と監視、短期スローイベントの GPS によ

る検出、長期スローイベントの新解釈など多くの成果が得られた。今年度は、50 Hz サンプ

リングによる観測により 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（東京大学［課題番号：1404］）。銭洲岩礁において GPS 観測を実施し、これまで

に観測されたデータと合わせて再解析を行った。伊豆半島・銭洲岩礁の運動は PH（フィリピ

ン海プレート）-AM（アムールプレート）の剛体運動とは異なり、PH とは独立した剛体の変

位速度を有しており、IMP（伊豆マイクロプレート）の存在を支持した（図８）（名古屋大学

［課題番号：1701］）。 

磁場 3 成分観測とデータ解析により、従来の全磁力観測では見られなかった地磁気の異常

が繰り返し見いだされた。地磁気は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

返し、これらが近傍の地震や長周期地震と同期していることが見いだされた。重力観測を御

前崎と豊橋において継続して実施した。地殻流体の挙動を電磁気・重力の統合観測によって

捉えることを目的としたモデル構築を行った（東京大学［課題番号：1404］）。 

精密制御震源によるモニタリングでは、中部・東海地方の Hi-net 及び大学の約 100 点の定

常地震観測点の連続地震波形データを日々自動処理するシステムを構築した。Hi-net 観測点

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い、ms 以下の年周

変化と地震に伴うステップ状の走時変化をより明瞭に認識できた。また、震源－観測点の走

時の変化率に方位依存性が見いだされ、PH の沈み込みに伴うテクトニックな応力に起因する

異方性である可能性を示唆した（名古屋大学［課題番号：1701］）。 

紀伊半島における陸域地震観測の解析を継続して進めた。臨時観測点に定常観測点を加え

てレシーバ関数解析による速度不連続面の 2 次元イメージングを行い、地震波走時トモグラ

フィーにより紀伊半島下の深さ 60 km までの P 波速度（Vp）、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。深部低周波イベントの発生域周辺では、Vp、Vs とも低速度

異常を示し、Vp/Vs が比較的大きな値を取ることから、流体が存在することが示唆された。

また、紀伊半島北西部の下部地殻に強い低速度異常域が見られ、下部地殻の低速度域から上

昇する流体により上部地殻内で地震活動が非常に活発になっていることが示唆された（京都

大学［課題番号：1801］）。平成 20 年からの 5 カ年にわたり実施した紀伊半島沖における広帯

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のデータには、南海トラフ沿い



- 47 - 

で発生した超低周波地震が記録され、発生数と潮汐との関係が示唆された（図９）（東京大学

［課題番号：1403］）。 

広域の地殻変動検出手法である InSAR 解析では、紀伊半島と四国を対象に ALOS/PALSAR デ

ータの解析を継続して行った。電離層擾乱の影響を目視で除去した上で、GNSS の変位と比較

して系統誤差を評価し補正した結果、おおむね GEONET の変位場に整合的な結果を得た（図

11）（京都大学［課題番号：1801］）。東海～四国にかけて水準測量と潮位を解析し、紀伊半島

において 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いことを確認した

（気象庁［課題番号：7011］）。四国周辺域（四国～紀伊半島、中国地方）での応力多重逆解

法によって推定された不均質な応力場の特徴と GPS の速度場から求めたひずみ場の特徴が合

致することがわかった（高知大学［課題番号：2101］）。 

 

これまでの課題と今後の展望 

 地震・火山噴火現象の解明と予測において、活動の長期定常的なモニタリングは最重

要の項目であり、今計画に至るまで、地震・火山観測網の着実な維持・更新が図られて

きた。今計画では、特に諸観測網の高密度化および多項目化に重点を置くとともに、観

測データのリアルタイム処理あるいは逐次処理システムの開発と整備を進め、システム

を高度化した。新たな観測技術やデータ処理手法が実際にモニタリング手法としてシス

テムに実装されるなど技術開発が着実に進展した。その結果、多くの科学的成果や新し

い知見が得られた。 

地震・火山現象のモニタリングの成果を現象の予測へとつなげるためも、個別の研究

課題を着実に進展させるばかりでなく、研究者・研究機関の連携をさらに進め、観測網

のデータを交換・共有し最大限に活用することが必要である。データ交換・共有は地震

や GPS 等のデータ流通として実現しているだけでなく、今計画でも、新たに地殻変動デ

ータの流通・公開システムや研究機関の共同研究といった試みが実現した。データ交換

によってモニタリングの検知能力を向上させることが可能であることも明らかとなった。

また、今計画では、プレート境界の構造や物性、固着・すべりに関する解析が集中的に

進められたことによって、同一地域における複数の観測データの総合的解析とモデル化

への試みが始められた。 

東北地方太平洋沖地震により観測網やデータ収集システムも被災した。観測点の復旧

には可能な限り速やかな対応がとられたが、地震や火山噴火発生時にもモニタリングシ

ステムを維持し、科学的に重要なデータを確実に取得するために、また、防災や減災に

役立てる事前予測・即時予測の情報発信を行うために、観測点や通信網、データ収集シ

ステムの災害に対する強靱化を図る必要がある。特に、これまで観測が十分でなかった

海域における連続データのリアルタイム収集が可能な観測網の構築とそれによるモニタ

リングは重要である。地震発生前とは異なる応力状態となったとされる日本列島におい

て進行している地殻活動現象をモニタリングし、今後の活動の推移を予測することは科

学的にも社会的にも重要である。 

今後の課題として、モニタリングを長期安定して行うための技術開発と体制の整備を

検討する必要があると考えられる。観測網の拡充によって観測データ量は増大し続けて

おり、今後、かつてない大量の観測データを観測・収集・流通・解析・保存することに

なるが、これを有効に活用するには新しい発想によるデータの扱いと解析の自動化の検
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討が必要である。また、インフラ化した観測網の維持管理、老朽化の対応や観測技術の

継承など課題は多く、研究基盤を維持していく体制の整備が不可欠である。また、各種

の観測データや科学的知見を、地震・火山現象の解明と理解、予測に向けた研究へとつ

なげていくために、研究者間で積極的に議論を進めていく必要がある。リアルタイムで

送られてくる観測データを瞬時に処理・解析して即座に情報発信し、防災や減災に役立

てる事前予測・即時予測のための技術開発や体制の整備が必要であるとともに、受け手

を考慮した適切な情報発信のあり方などこれまでの科学的観点では扱えない社会的な観

点を視野に入れる必要があるものと考える。 
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図１．一元化震源とパーティクルフィルタ法による震源の比較（気象庁［課題番号：7002］） 

2013年12月1日～7日の一元化震源（左）、パーティクルフィルタ法による震源（中央）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）。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、赤色は高いことを示す。 

 

 

 

図２．SINET4 による JDXnet の概念図（JGN-X 部分は省略）（東京大学［課題番号：1401］） 
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図３．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（東北大学［課題番号：1201］） 

上：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）。赤が膨張時の CCF，青が収縮時の CCF。収縮時の方が位相が遅れて

いるように見える。 

下：黒丸は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]。 
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図４．「西之島」活動状況（海上保安庁［課題番号：8003］） 

左：空中写真。コックステールジェットが確認できる（平成 25 年 11 月 20 日） 

右：熱計測結果。溶岩流の状況が確認できる（平成 26 年２月 11 日） 

 
 
図５．航空機SARで把握した桜島の火口付近の地形変化（国土地理院［課題番号：6006］） 

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。 
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図６．震源域南部における余震活動（東京大学［課題番号：1403］） 

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。 
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図７．2012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（産総研［課題番号：5002］） 

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）。 
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図８．AM準拠の速度場とPH-AMの剛体運動（名古屋大学［課題番号：1701］） 

変位速度の推定期間は2004年5月31日より2010年8月25日。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。 
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図９．GEONET変位を用いて補正したスタッキング干渉画像（京都大学［課題番号：1801］） 

東からパス417〜420。 
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１（２）（２－１）地震発生予測システム 

            

                「地震発生予測システム」計画推進部会長 鷺谷 威 

                       （名古屋大学減災連携研究センター） 

 

 本研究計画では、科学的な地震発生予測の実現を目指して、2 つの異なるアプローチを試

みる。一つは地震発生の物理モデルに基づく予測であり、これまで開発を進めてきた地震発

生予測シミュレーションをモニタリングシステムと有機的に結合し、予測システムの構築を

進める。5 ヶ年の研究でシステムの全体設計、プロトタイプシステムの構築、および予測シ

ミュレーション手法の高度化を行う。もう一つのアプローチは、統計的手法に基づく地震活

動予測の高度化である。検証に用いるデータベース等の共通基盤を整備し、異なる予測手法

の比較実験を実施する。以下では平成 25 年度の研究により得られた成果の概要について述べ

るとともに、5 年間の計画全体の到達度について総括する。  
 

ア.地殻活動予測シミュレーションとデータ同化 

 本研究計画では、地震発生の物理過程を考慮した数値シミュレーションに観測網から得ら

れるデータを取り込んで地震発生予測を行うシステムの構築を目指しており、それは地震予

知研究における最重要課題として位置づけられている。目的達成のため、予測シミュレーシ

ョンの改良・高度化とシミュレーションと観測システムを有機的に結合するデータ同化シス

テムの開発を２つの柱として研究を実施してきた。  

 予測シミュレーションの改良・高度化について、平成25年度は、階層型行列を用いること

により省メモリ化・高速化した地震発生サイクルシミュレーション手法を東北地方太平洋沖

地震や1968年十勝沖地震震源域に適用した（名古屋大学［課題番号：1702］, Ohtani et al., 2014）。

この手法は、プレート境界を分割したセル数Nに対してメモリ量がO(N)で、計算量がO(NlogN)

で済むため、これらがともにO(N2)で増加する通常の計算よりも大規模シミュレーションに適

した計算手法である。また、海溝や陸側斜面など地表面の起伏の影響を適切に考慮できるよ

う、任意形状の地表面を持つ半無限媒質に対するすべり応答関数の計算法を開発した（図1, 

名古屋大学［課題番号：1702］ , 大谷・平原 , 2013）。  

 一方、南海トラフの巨大地震やスロースリップについて、観測事実を再現するようなシミ

ュレーションの開発も進んだ。多様な発生様式を示す南海トラフ巨大地震や長期的スロース

リップを再現するようなモデルが構築され、前兆すべりの検出や津波地震の発生の可能性が

検討された（図2, 気象庁［課題番号：7023］ , Hirose and Maeda, 2013）。また、四国における

短期および長期のスロースリップを再現するモデルを構築した（図3, 防災科学技術研究所

［課題番号：3004］ , Matsuzawa et al., 2013）。  

 データ同化システムの開発については、これまでアジョイント法やマルコフ連鎖モンテカ

ルロ法を用いた断層の摩擦パラメータ推定手法の開発を進めてきた。平成25年度は、推定さ

れた摩擦パラメータを用いて観測データとの比較計算を行うための３次元物理モデルの構築

を行った。摩擦パラメータがプレート境界面で一定という仮定で余効すべりを計算すると、

観測結果との間で系統的な差が生じており、摩擦パラメータ (a-b) の空間変化やすべり速度

依存性を考慮する必要性が示唆された（図4, 名古屋大学［課題番号：1702］ , Fukuda et al., 

2013）。また、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弾性を考慮した変
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位応答関数を計算することにより、東北地方太平洋沖地震の地震時および地震後のすべり分

布を推定したところ、粘弾性緩和の考慮の有無によって推定される余効すべりの分布が大き

く異なる結果が得られた。今後のデータ同化を考える上で大変重要な知見が得られたと言え

る（図5, 名古屋大学［課題番号：1702］ , 鈴木・他 , 2013）。  

 また、海域のプレート境界面におけるすべり・固着分布を推定する手法として、プレート

境界の繰り返し地震を活用する手法の開発を進めてきた。平成25年度は、関東地方における

太平洋プレートおよびフィリピン海プレートの境界面のすべり速度が東北地方太平洋沖地震

後に一旦加速し、その後プレートの相対運動速度まで低下していること、2011年東北地方太

平洋沖地震の破壊開始点付近では、本震の10年ほど前からスロースリップが時々生じ、すべ

り域の移動を繰り返しながら最終的な破壊に至る様子が推定され（図6, 名古屋大学［課題番

号：1702］ , 内田・他 , 2014）、巨大地震発生に至る過程の貴重な観測データとして、今後の

地震発生シミュレーションで役立てられるものと期待できる。  

 この５年間の成果を、本研究項目の２つの柱であるシミュレーションとデータ同化の観点

からまとめてみる。まず、シミュレーションに関しては、速度・状態依存摩擦構成則に基づ

くシミュレーションを大規模に行うための計算技術が開発され、セル数20万程度のモデルを

用いてM9クラスの巨大地震を含む地震サイクルの再現に成功した。また、パラメータを注意

深く最適化することにより、長期と短期のスロースリップイベントの再現に成功するなど、

モデルの適用範囲は着実に広がった。また、すべりと時間に依存する摩擦構成則を用いたシ

ミュレーションでは、準静的な応力蓄積と動的な断層破壊を連携させた地震サイクルのシミ

ュレーションを複数サイクルにわたって行うことに成功し（名古屋大学［課題番号：1702］, 

Hashimoto et al., 2013）、地震サイクルのシミュレーションの基礎的技術はほぼ揃ってきた。

一方、データ同化に関しては、測地データを用いた摩擦パラメータの推定手法が開発され、

実際の観測データをある程度再現可能なパラメータを推定することができた。また、リアル

タイムで得られる地殻変動データをシミュレーション結果と比較することで、モデルの絞り

込みを行う粒子フィルタの手法が開発され、模擬データを用いた予測実験にも成功した。い

まだ実データによる実験には至っていないが、そうした試みが現実的な目標として射程内に

入ってきた言える。プレート境界のすべりや地殻内の応力状態の指標として相似地震や地震

活動を利用するための基礎的研究も進展した（名古屋大学［課題番号：1702］, Katsumata and 

Sakai, 2013, Uchida and Matsuzawa, 2013）。  
 

イ.地殻活動予測シミュレーションの高度化 

 現在開発を進めている地震発生予測システムでは単純化された地震サイクルを仮定してお

り、地震発生に影響する様々な要素が考慮されていない。そうした要素を将来地震発生予測

システムに組み込むための基礎的な研究を進めてきた。  

 本研究では、内陸地震の発生サイクルのモデル化、地震サイクルにおける間隙流体圧の効

果の検討、有限要素法を用いて不均質構造を考慮した地震サイクルモデル構築、破壊現象の

時空統計性に関する検討などを実施してきた。内陸地震発生サイクルのモデル化においては、

中部地域を対象に深さ 50km までの不均質レオロジー構造モデルを作成し、57 の活断層を組

み込んで、5 万年間におよぶ長期の地殻変動をシミュレーションすることが可能となり、部

分的にではあるが観測事実と整合的な結果が得られた（図７ , 産業技術総合研究所［課題番

号：5003］ , Cho and Kuwahara, 2013a, 2013b, 長・桑原 , 2013）。  
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 間隙流体圧の効果については、地震時の摩擦発熱による間隙流体圧上昇（ Thermal 

Pressurization、以下 TP）の効果を組み込んだ３次元準動的地震発生シミュレーションを日本

海溝沿いから千島海溝南部まで広げ、M8 クラスの大地震と M8.8 クラスの巨大地震の再現を

行った。また、スロースリップイベント同期し、逆方向に伝播する微動が、流体拡散による

小規模のすべりの励起によって生じることが明らかとなった（東京大学地震研究所［課題番

号：1405］ , Suzuki and Yamashita, 2014）。  

 破壊現象の時空統計性に関する検討では、粉体層に固体固まり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として記録したところ、イベントサイズがべき分布となること

が分かり、べき指数と構成粒子サイズの関係が明らかとなった（図 8, 東京大学地震研究所

［課題番号：1405］ , Matsuyama and Katsuragi, 2014）。  

 この５年間では、途中で東北地方太平洋沖地震が発生したこともあり、プレート境界浅部

の浅い部分で非常に大きな断層すべりが生じるメカニズムとして TP が注目され、地震サイ

クルにおける間隙流体のモデルが多数検討され、理解が進んだことが特筆すべき成果である。 
 

ウ.地震活動評価に基づく地震発生予測 

 地震活動の特徴や地震発生の統計モデル・物理モデルに基づいて、将来の地震活動を確率

論的に予測する様々な試みが行われている。しかし、従来の研究では、解析対象とする地震

カタログがまちまちで、公平な手法間の比較が十分に行われてこなかった。そこで、地震活

動予測手法の比較検証を目的とする国際研究プロジェクト CSEP(Collaboratory for the Study 

of Earthquake Predictability)が進められている。本研究計画では  CSEP への取り組みを計画の

一部と位置づけ、地震発生予測のアルゴリズム開発やモデルの比較を進めてきた。  

 平成 25 年度は、これまでの CSEP に関する成果の取りまとめを中心に行った。日本全域を

対象とした３ヶ月間の予測では、提出されたモデルのすべてがテストをパスすることができ

ず、地震活動予測モデルがまだ未成熟であることが浮き彫りとなった。しかし、公平な形で

モデルの優劣を検証できる体制を構築するという本研究計画の目的はほぼ達せられたと言え

る。また、様々な検証を行う過程で、CSEP の各テストの癖や問題点も明らかにされており、

それらを改良することが予測モデルの発展につながるものと期待できる（図 9, 東京大学地

震研究所［課題番号：1406］）。  

 日本国内における前震活動を過去 14 年間について探したところ、内陸で発生した M4.5 以

上の地震 124 個のうち 46 個が M1.0 以上の前震を伴っていたことが分かった（京都大学防災

研究所［課題番号：1802］ , Smyth et al., 2013）。  

 地震の規模別頻度分布に基づいて M5.0 以上の浅発地震の発生確率を与える MGR モデルを

作成し、３次元地震波速度構造や応力場の情報を組み込むことでパフォーマンスの向上が見

られた（図 10, 気象庁［課題番号：7012］）。また、日本海溝沿いと伊豆地域について前震活

動に基づく地震発生予測モデルを作成したところ、日本海溝沿いでは予知率 25%、的中率 40%、

伊豆地域では予知率 68%、的中率 23%という結果が得られ、予測手法の可能性が示された（図

11, 気象庁［課題番号：7012］）。  

 ５年間を通してみると、CSEP のテスト結果に端的に現れているように、現状で実用に耐

える、もしくはそうした期待を持てる地震活動予測モデルは存在しない。ただ、この５年間

の研究を通して、異なるモデルを同一の基準で比較検証する体制が構築されたことは、今後

の研究の発展につながる成果だと言える。  
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これまでの課題と今後の展望 

 以下では、これまで５年間の研究成果を踏まえ、これまでの課題と今後の展望について述

べる。  

 本研究では、地震発生に至る物理過程を表す数値モデルを作成し、データ同化を通して数

値モデルに現実を再現させることを通して将来の地震発生予測を行うシステムの構築を目指

してきた。プレート境界における大地震の発生サイクルにとって必要不可欠な構成要素、す

なわち、プレート運動による応力蓄積、すべり遅れの蓄積による応力集中、地震発生による

断層破壊、断層の強度回復などを再現する数値モデルが複数作られ、地震発生に至る諸過程

の概略が再現可能となっている。現実の大地震が発生する地球内部は、非常に不均質な構造

を持ち、地震の破壊そのものも大変複雑である。これまでに作られた数値モデルは、そうし

た非常に自由度の大きい現象を再現することはできていないが、効率的な計算手法の開発や

計算機の性能向上により、そうした障壁は少しずつ克服されつつある。また、摩擦発熱によ

る間隙流体の圧力上昇といった地震サイクルに影響を及ぼし得る現象のモデル化も進んでお

り、次世代の物理モデルにおいては標準的な現象として組み入れられることになると期待さ

れる。このように、地震発生過程の数値モデルという観点で研究は順調に進んでおり、比較

的単純な事象を対象としたモデル構築は現実的な目標になってきている。  

 地震発生予測モデルを構築する上で問題となるのは、現象に対するモデルの一意性である。

本質的に不均質、多自由度で、多様な振る舞いをする地震活動のモデル化においては、複数

の異なるモデルが観測誤差の範囲内で同程度に観測データを説明してしまうことが十分起こ

り得る。そうした事態が生じた時に、どうやってモデルの取捨選択や最適化を行っていけば

良いか。これはデータ同化の問題に他ならないが、実例を通してできるだけ多くの経験を積

んでいくことが必要不可欠と考えられる。この５年間の研究において、プレート境界の摩擦

パラメータの推定法、また逐次的に入ってくるデータを用いたモデル選択の方法などのデー

タ同化手法が開発され、主として模擬データを用いた検証が実施された。これまでのところ、

摩擦パラメータの数を極力少なくした条件下では満足な解を得ることができているが、現実

的な複雑な断層面を想定した時に同様な解析が可能にするためには、引き続き手法の開発・

改良を継続していくことが必要である。  

 地震活動に基づく地震発生予測については、CSEP という予測モデルを評価する枠組みが

構築されたことがこの５年間の重要な成果であり、今後この枠組みを維持し、改良・発展さ

せていくことで、将来的により予測性能の高いモデルが出てくることを期待したい。  

 以上のように、この５年間で本研究は順調に進捗してきたと言えるが、この「順調な進捗」

は、実用的な地震発生予測という最終目標が射程内に入ったことを意味していない。我々が

対象としている震源断層は、現時点で現実的に扱える範囲よりもはるかに自由度が大きく、

多様な空間スケールの不均質構造を有している。こうした震源断層について、実用に耐える

精度で予測情報を生み出すための戦略は未だに描けておらず、そこに至る保証も与えられな

い。ただ、東北地方太平洋沖地震の経験からは、震源断層が地震規模に対応した階層構造を

持つ可能性が示唆されており、そうした前提を認めるならば、特に M8 級以上の大規模地震

の予測への道が開ける可能性がある。このように、科学的根拠に基づいて、できることとで

きないことを明確に区別した上で、可能性のある目標へ向けて、長期的および短期的な戦略

を具体的に立てることが求められる。平成 26 年度から開始される「災害の軽減に貢献するた
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めの地震火山観測研究計画」の実施内容を見る限りでは、こうした科学的な議論がどこまで

尽くされているのかが判然とせず、科学研究の計画として見ると大いに不満が残る。関係す

る研究グループに対しては、10 年、20 年先までを見据えた長期的なロードマップとそれを 5

年単位に分割した短期的な研究計画とを早期に作成することを進言する。  

 東日本大震災では、大部分の地震研究者の想像を超える巨大な地震・津波が発生し、多く

の研究者がこれまで築き上げてきたアイデアを打ち砕いた。地震予知のような絵空事でなく、

防災・減災にすぐに役立つような研究に集中すべき、といった圧力も研究者コミュニティの

内外から強まった。もちろん、そうした実用的な研究は重要であり、できることはどんどん

進めるべきであるが、一方で、理学としての地震学が防災・減災に最も貢献し得るのは、精

度の高い将来予測を通してに他ならない。地震発生予測の高度化、地震予知の実現こそ、地

震学による「災害の軽減」に対する最大の貢献に他ならず、この研究計画全体の根幹もそこ

に置かれるべきである。将来、予知や予測といった旗印を下ろすようなことになれば、この

研究計画全体の存在意義が問われることになろう。  
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（課題番号：1702 図１） 

 

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っている。  

 

（課題番号：7023 図１）  

 

図２： 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。  

 

（課題番号：3004 図）  
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図３： 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。  

 

（課題番号：1702 図６）  

 
図４：  余効すべりから推定した摩擦パラメー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)。 

 

（課題番号：1702 図７）  
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図５： 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。  

 

（課題番号：1702 図８）  
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図６：   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。  

 

（課題番号：5003 図２）  



- 68 - 

 
図７：   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。  

 

（課題番号：1405 図７）  
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図８：  (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。  

 

（課題番号：1406 図１）  
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図９： 日本の地震予測検証実験のルール。  

 

（課題番号：7012 図１）  
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図10：  MGR モデルによる2013年一年間の対象地震（M5.0以上、30km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。  

 

（課題番号：7012 図２）  

 
図11:   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）。  
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１（２）（２－２）火山噴火予測システム 

            

               「火山噴火予測システム」計画推進部会長 鍵山恒臣 

                          （京都大学大学院理学研究科） 

                             同部会委員 中田節也 

                             （東京大学地震研究所） 

 

火山噴火の予知のなかでも、噴火の時期や場所については、十分に観測体制が整備さ

れていればある程度可能になっている。しかし、一旦開始した噴火の規模や様式、推移

を予測することは現在の知見だけでは困難である。近年、防災関係者など行政の間で「噴

火シナリオ」に対する期待が高まっている。その理由は、噴火シナリオが通常の業務の

中で慣れ親しんでいる工事の工程表に似ており、迫りくる事態が工程表のどの部分に位

置しているかを容易に把握することができ、将来起こりうるさまざまな事象も俯瞰的に

見ることが可能であるためと思われる。一方、火山専門家にとっても、シナリオを作成

することは，これまで培ってきた火山学的な知見を総動員する作業であり、火山学の一

層の発展を促す機会となる。しかし、現在わが国で使用されている噴火シナリオは、対

象となる火山において過去に発生したいくつかの典型的な規模の噴火事例を並べたもの

が多く、それぞれの事象に付随して予想される災害と、それに対する防災対策が記載さ

れているが、噴火規模や様式ごとに個別のシナリオが作成されている。したがって、防

災担当者は、事前におおよその防災対策を企画することはできるが，火山活動の異常が

発現した段階では，当該活動が結果としてどのシナリオに該当するかを知らされないま

まに対応をスタートさせることになる。どのシナリオが該当しそうであるかを判断する

ことは火山の専門家であっても難しいことであり、きわめて高いハードルである。 

建議では、「より高度な火山噴火予知を目指して、噴火規模、様式、推移の予測を行

うには、噴火シナリオ（予想される噴火前駆現象や噴火活動推移を網羅した噴火事象系

統樹）を作成することが有用である。」と述べられている。すなわち、対象火山の過去

の噴火の履歴の発現頻度やパターンを利用し、噴火事象の変化を支配する機構を科学的

に理解することで、噴火の規模や様式を含む推移予測をある程度を絞むことを目指して

いる。そのため、「地震・火山現象に関するデータベースを活用するとともに、地質調

査・解析によって明らかにされた噴火履歴を参照して、噴火シナリオを我が国の主要な

活火山について順次作成する」こと、噴火現象の分岐に「過去の噴火時の観測データの

再検証や研究成果を取り入れて噴火シナリオを高度化する」ことが求められている。さ

らには「活動的な火山について、観測データと噴火シナリオに基づき、火山活動の現状

を評価し推移予測を試行する」ことが本研究計画のゴールのひとつであり、この研究で

の成果をマニュアル化し、火山専門家が他の活火山に適応できる道筋をつけることが重

要である。 

平成25年度は、本計画の細目「ア.噴火シナリオの作成」については、気象庁［課題番

号：7013］が既存の知見に基づいて，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。また、平成23年度に作成した秋田焼山で

は、地元との調整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
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案の説明も開始された。東京大学地震研究所［課題番号：1407］は、より高度な噴火シ

ナリオ作成をめざし、富士山の噴火シナリオを試作した。細目「イ．噴火シナリオに基

づく噴火予測」については、東京大学地震研究所［課題番号：1408］は、インドネシア・

シナブン火山の噴火シナリオと実際の噴火の推移について検討を行った。気象庁［課題

番号：7014］は、火山噴火予知連絡会を構成する機関と協力して火山活動の予測と情報

の発表を行っている。また、防災科学技術研究所［課題番号：3006］は、平成24 年度に

地震を自動で検出し、波形がよく似た相似地震の自動分類、震源及び発震機構解を高精

度に決定する機能を開発したが、平成25年度は、地殻変動データも加えて火山活動の異

常判定を行う手法を開発した。以下にそれぞれの概要を示す。 

 

ア．噴火シナリオの作成 

 平成25年度は、富士火山について噴火シナリオの作成を試みた。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。本研究では、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１）。これまでに作成してきた活動の分岐系統樹を基に、過去に起

きている噴火現象の組み合わせがこの系統樹に網羅されていることを確認したうえで、

それぞれの分岐確率を計算した。山体崩壊の分岐確率をどのように計算するかが問題で

あり、その確率は以下のように計算した。富士山ハザードマップ検討委員会報告書（内

閣府2004 年6 月）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）とその頻度との関係を検討すると、図２に示すよう

に、この約2000 年間に、VEI5 (2 回)、 VEI 4(7 回)、 VEI 3 (62 回)、 VEI 2 (80 回) 

が起きていた。これは1000 年に75 回の噴火があったことになる。一方、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

頻度と考え、山体崩壊の発生頻度は1%以下と推定した。なお、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と同程度

に噴火を繰り返していることが分かる。 

 次の分岐は、噴出場所としている。山頂部の噴火では、プリニー式噴火を起こした実

績があることと、スコリア丘が崩れて火砕流が発生した実績があるため、山腹・山麓部

の噴火とは区別する必要がある。たとえば、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確率は、AD600 以降に発生した24 イベントのう

ち、46% が山頂部（標高3000m 以上）、54% が、山腹・山麓部（標高3000m 以下）とな

る。 

 ３つめの分岐は噴火スタイルとしている。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である。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する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、その確率を計算することができない。図に示す噴火シナリオでは、
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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・砂沢噴火であ

り、2例とも山頂部の南東部を噴出源として発生している。いずれの噴火も、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。 

 本シナリオでは、留意事項として、災害誘因現象を付記している。3000m 以上の山頂

部噴火ではスコリア丘の崩落や火山弾の大量落下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挙げられる。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。 

 

イ．噴火シナリオに基づく噴火予測 

 平成25 年度は、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

火山について、噴火シナリオに基づく噴火予測の試行を行った。なお、同火山の噴火シ

ナリオは、東京大学地震研究所［課題番号：1426］が、平成22 年度に作成していた。シ

ナブン火山では平成22 年に水蒸気爆発が起こったが、それまで噴火記録がなかったため、

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、地質図を作成する

とともに、分岐系統樹を作成していた。小規模な噴火に関する地質情報は限られるが、

同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、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、山頂部からの溶岩流出と、それに由来

する溶岩崩落による火砕流発生であった（図３）。 

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。詳細な調査の結果からは、以下の特徴が明らかとなった。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（特徴１）。地元の

センターが実施している観測では、マグマ水蒸気爆発のステージを過ぎた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（特徴２）。山頂部を取り囲むGPS による地殻変動は、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（特徴３）。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や地震活動・地殻変動の観測データ

が重要な役割を果たせることを示した。 

 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
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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、分岐の確率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。 

 

今計画のまとめと今後の課題 

本計画を実施してきた5年間において、防災関係者などの間で「噴火シナリオ」に対す

る期待が高くなってきた。その理由は、噴火シナリオが工事の工程表に似ており、迫り

くる事態が工程表のどの部分に位置しているかを容易に把握できるためと思われる。し

かしながら現状の噴火シナリオは、対象となる火山において過去に発生したいくつかの

典型的な規模の噴火事例を並べたものであり、防災担当者は、火山活動の異常が発現し

た段階では、当該活動が結果としてどのシナリオに該当するかを知らされないままに対

応をスタートさせることになる。このシナリオを第0世代と呼ぶならば、予知計画がめざ

しているシナリオは、発生しうる事象を網羅した分岐系統樹の形態をとり、ある事象の

後に分岐する事象が複数ある場合、その分岐確率を示したものを目標としている。 

本計画の目標の１つは、噴火シナリオ作成の標準的な手法を確立することであった。

この5年間にシナリオ試作を繰り返すことによって、第１に、火山学的に妥当な活動の推

移を示す標準的な系統樹を確立し、第２に、噴火履歴に基づいて分岐の確率を与える手

法を確立した。 

適応した個々の火山によって、固有の問題が明らかとなり、個々の解決事例は、今後

のシナリオ作成に有用な経験をもたらしてくれた。 

平成21年度に作成した三宅島のシナリオは、十分な数の噴火履歴データに加えて、異

常が発生しても噴火しない噴火未遂についても大胆な仮定を設けて（およそ20年間隔で

異常現象が起きているらしいという知見に基づき、20年ごとの各時期に噴火が発生しな

かった場合は噴火未遂とする）、分岐確率を計算した（ここでは第１世代のシナリオと

呼ぶ）。噴火未遂を考慮した噴火シナリオを作成するには、より高度な履歴調査が求め

られることになる。 

平成22年、23年度に作成した桜島では、異なる課題が明らかとなった。桜島では、南

岳山頂火口（最近では昭和火口）において年間400回程度の噴火が発生するのに対して、

大正噴火に代表されるような山腹割れ目噴火は歴史時代に数例しか発生していない。こ

のように、高頻度小規模噴火が発生している火山において低頻度大規模噴火も対象とし

た噴火シナリオ（ここでは第2世代と呼ぶ）を作成するには、克服すべき課題が多い。桜

島火山で試作した噴火シナリオでは、高頻度小規模噴火・マグマ蓄積の活動形態と低頻

度大規模噴火の活動形態があることを明らかにし、30年程度の周期で活動形態の分岐が

訪れるとした。その分岐では、火山体浅部へのマグマの上昇率によって巨大噴火から小

規模噴火への分岐が規定されるとした。 
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 平成24年度に対象とした有珠山は平成21年度に対象とした三宅島と似ている部分があ

り、桜島のような高頻度小規模噴火と低頻度大規模噴火といった活動形態の組み合わせ

はない。したがって、第1段階として、過去の噴火履歴を統計的に処理して分岐確率を計

算している。しかしながら、三宅島の場合には顕在化しなかった山頂噴火と山腹噴火の

分岐や火砕流・山体崩壊などの分岐事象を考慮する必要があることが明らかになった。

これらの分岐のいくつかは、火山体構造探査の成果と比較することで、マグマが基盤を

突き抜けて来る際に地震活動に変化が見られることが明らかとなったほか、マグマ中の

揮発性成分の量によって山頂噴火と山腹噴火の分岐、火砕流発生の分岐などが規定され

ている可能性が指摘された。揮発性成分の量に関連して、噴火に関与するマグマの体積

はそれほど変化していないが、この350年間で噴出率が時代と共に小さくなって来ている

ことから、揮発性成分量が減少してマグマの上昇速度が低下している可能性が指摘され

た。また、物質科学的研究からは、マグマ供給システムが時代とともに変化している可

能性も指摘されている。こうした情報を噴火シナリオにどう反映させればよいか、今後

検討していく必要がある。 

平成25年度に対象とした富士山でも、山頂噴火と山腹・山麓噴火によって噴火形態の

分岐に違いが見られることが明らかとなり、分岐を判断する際に、過去の事例数に基づ

く確率だけではなく、地震の震源分布などの観測データによる判断も必要であることが

明らかとなってきた。 

今後の課題の中で最も重要な課題は、第1に、分岐の決定を過去の事例数に基づく確率

だけによることなく、リアルタイムで進行中の観測データに基づいて分岐を決定するこ

と、第2に、通常の噴火（高頻度小規模噴火）や噴火未遂の繰り返しから低頻度大規模噴

火への分岐を判断する手法を開発することである。 

 

 

成果リスト 

Iguchi,M., Surono, Nishimura,T., Hendrasto,M., Rosadi,U., Ohkura,T., Triastuty, H., 

Basuki,A,, Loeqman,A., Maryanto,S., Ishihara,K., Yoshimoto,M., Nakada,S., Hokanishi,N. 

(2012) Methods for Eruption Prediction and Hazards Evaluation at Indonesian Volcanoes. 

Journal of Disaster Research, 7, 26-36. 

中田節也・森田裕一・大久保修平・上嶋誠・清水洋ほか（2012）2011 年霧島火山（新燃岳）噴

火に関する総合調査（２）．第49 回自然災害科学総合シンポジウム講演論文集，1-6．井口正人, 

2012, 桜島の火山活動予測を考える上で必要なデータベース, 月刊地球, 34, 322-330. 

 



 

- 77 - 

 

図1．富士山の噴火シナリオ試作版（東京大学地震研究所［課題番号：1407］） 

 

 

図2．富士山における最近2000年間の噴火の規模と頻度の関係 

N1000 は，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。（東京大学地震研究所［課題番号：1408］） 
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図3．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。（東京大学地震研究所［課題番号：1408］） 
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１（３）地震・火山現象に関するデータベースの構築            

           「地震火山データベース構築」計画推進部会長 大見士朗 

                             （京都大学防災研究所） 

 

１．はじめに 

平成 21 年度から始まった「地震予知・火山噴火予知計画」では、地震現象や火山現象に

関する予測のために必要な基礎データベースを構築するとともに，それらに関する情報

の統合化を図り，「地震・火山現象に関する統合データベース」として体系化すること

を目指している。 

２．平成２５年度成果の概観 

以下、平成２５年度の主な成果について概観する。 

（ア） 地震・火山現象の基礎データベース 

（地震や地殻変動観測に関する基礎データベース） 

 防災科学技術研究所により構築されている高感度地震観測網，広帯域地震観測網，強

震地震観測網等による統合地震波形データベース[課題番号:3007]，気象庁による全国の

地震カタログ[課題番号:7015]，さらには国土地理院によるGPS観測データや潮位観測デ

ータのデータベース[課題番号:6009，6011]等々は、引き続き、基礎データの収集と蓄積

を行った。課題番号3007では、日本海溝海底地震津波観測網のデータ受信の準備を始め

る等、2011年3月の東北地方太平洋沖地震以後にあらたに開始された地殻活動研究調査が

進展している。課題番号7015においては、平成24年度に引き続き、2011年3月から8月ま

での期間の、東北地方太平洋沖地震の余震域および事後に地震活動が活発化した地域に

おいて、内陸域でM2.0以上、海域でM3.0以上の地震を精査し、追加検測・震源決定作業

を行った。その結果、約80000個の震源をあらたに決定して、同時期の地震活動に関する

カタログ化作業を完了した。 

 また、これらの成果のうち、成果公表のURLが変更されたものについては、「地震火山

噴火予知研究計画データベース」http://epdb.rcep.dpri.kyoto-u.ac.jp上の登録URLを

変更した。 

 

（地殻変動観測に関する基礎データベース） 

北海道大学を中心とするグループによる、全国ひずみ・傾斜データの流通と一元化の作

業は、平成25年度も順調に進められ、平成25年度末現在、合計108観測点，525チャンネ

ルのデータを試験流通させるに至っている[課題番号:1001]。 

 

（火山に関する基礎データベース） 

気象庁では活火山データ整備 [課題番号:7018] として、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の取りまとめを行っている。そ
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の内容は火山の資料全般から、週間火山概況、火山活動解説資料等の多岐におよび、火

山に関する統合データベースを目指している。今年度は、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。また、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[課題番号:6010]。 

 

（地球電磁気観測に関する基礎データベース） 

気象庁地磁気観測所では、数少ない地球電磁気観測関連のデータベースのひとつである、

地磁気永年変化のデータベースの整備・構築を行っており、柿岡・女満別・鹿屋・父島

の地磁気 4 成分連続観測データを統一的な形式に整理し、地磁気永年変化データベース

に登録する作業が続けられている [課題番号:7017]。 

 

（イ）地震・火山現象に関する情報の統合化 

防災科学技術研究所は、同機関が長年にわたって蓄積してきた基礎データベースから得

られた研究成果をもとに、地震波速度・減衰・熱・温度・地質等の総合データベースの

構築を試みている [課題番号:3008]。 

 産業技術総合研究所（産総研）においても、これまでに活断層関係をはじめとする複

数の基礎データベースが構築されてきたが、それらの中の、地殻応力場データベース，

活断層データベース，活火山データベース，火山衛星画像データベースなどを統合して、

地震や火山活動に関係する地質情報データベースとして統合する試みがなされている

[課題番号:5004]。これに加えて産総研では、将来噴火の可能性の高い活動的な火山を数

火山選び、火山地質図の整備や、噴火シナリオの作成・高度化等の作業を行っている [課

題番号:5005]。 

 国土地理院では、前計画に引き続き、都市圏における活断層図の整備が行われており、

今年度は三峠・京都西山断層帯，六甲・淡路島断層帯，警固断層帯の3 断層帯における

活断層図整備が行われた [課題番号:6012]。 

 名古屋大学は、「日本列島地殻活動総合相関評価システムの研究」と称して、地殻内

部の構造や現象に関する情報を集積し、統一フォーマットでのデータベース化と可視化

を試みている。今年度は，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。また地

震発生の下限、重力異常、地温勾配についてのグリッドデータも公開した。[課題番

号:1703]。  
 京都大学防災研究所では、「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」

として、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、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ことを試みた[課題番号:1804]。 

 

３．これまでの課題と今後の展望 

 

これまでの地震予知研究計画（地震予知のための新たな観測研究計画、以下、前計画
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という）においては、種々の機関において基礎データの蓄積およびそのデータベース化

にかかる研究が着実に推進されてきた。しかしながら、個別データベースの構築の実績

が著しいことに比較すると、相互のデータベースを有機的に統合して活用するという作

業の努力が若干欠落していたきらいがあり、これらの情報を体系化して地殻活動予測シ

ミュレーションモデルの構築に資するという本部会の最終目標に至ることが困難であっ

たという反省があった。この反省に鑑み、平成 21 年度から始まった「地震・火山噴火予

知観測研究計画」では、地震現象や火山現象に関する予測のために必要な基礎データベ

ースを構築するとともに、それらに関する情報の統合化を図り、「地震・火山現象に関

する統合データベース」として体系化することを目指すことになった。 

本計画の５年間が終了するにあたり期間中の成果をみると、まず、前計画に引き続き、

地震観測・地殻変動観測等の基礎データの蓄積とデータベース化が着実に行われ、かつ

アクセスが容易になった｡たとえば、これらは、本計画推進中に発生した東北地方太平洋

沖地震後の地殻活動調査研究に多大な貢献をした基礎データとなったことは論を待たな

い。また、本計画により、初めて、大学関係のひずみ計・傾斜計データの流通と一元化

が図られ、平成23年の新燃岳噴火や東北地方太平洋沖地震等に際して、その有用性が確

認されたことは意義が深い。ただ、Hi-net等の大学以外の微小地震基盤観測網の充実に

より大学の微小地震観測網が縮小傾向にある状況で、地殻変動観測に限らず、大学によ

る定常観測網の維持を各機関がどのように位置づけるか等、今後の長期の安定運用に関

しての解決すべき課題が残されているものと考える。 

また、本計画の柱ともいうべき、データの統合化に関しては、新しい概念でもあるこ

とから、各機関でこれの指向するところを模索している動きがみえた。それらの中から、

基礎データから導かれた研究成果をデータベース化する試みや、機関横断型のポータル

サイト構築等の試みが現れていることは興味ある成果である。しかしながら、概念に曖

昧さが残ったためなのか、データの整備を指向する課題と、データベース化されたデー

タを使用した研究を指向する課題が混在し、必ずしも建議の目指す方向を具現化したも

のばかりではなかったようにも思われる。 

また、本部会の最終的な目標である地殻活動予測シミュレーションモデルに資するた

めの体系化されたデータベースの構築に関しては、残念ながら当初の目標を実現できた

とは言いがたい結果となった。ひとつの理由としては、たとえば、地殻活動予測シミュ

レーションの中の地震発生サイクルシミュレーションでは、地殻構造データ等を除けば、

現在の観測網で得られる膨大なデータや各種の解析結果を取り込む手法そのものが開発

途上であることから、データを供給する側の対応方法も定まらないというような面が挙

げられる。さらに、データベース構築そのものは、研究の本質を担うものでなく、後方

支援を担当するものであることから、研究として注力する対象となりにくいことも理由

のひとつであろう。 

このような点から、今後の計画での本項に関しては、以下のような検討が必要と考え

られる。まず、基礎データを蓄積する課題と、地殻活動予測シミュレーションモデルに

資するための体系化されたデータベースを構築する課題を同じ「データベース」という

キーワードで括らず、別物として扱うことが必要であると考える。すなわち、後者は、

シミュレーション課題、または、観測データ解析を行う課題と一体化したものとして位

置付けるべきである。また、これらのデータベースの取りまとめや公開は、もはや研究
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ではなく、後方支援以外のなにものでもないことから、研究課題として実行するのでは

なく、なんらかのヘッドクォータ的組織がアウトソーシング等の手段によって業務とし

て行うことが望ましい。これらは、個別の研究機関で小規模におこなうより、ヘッドク

ォータが要望を取りまとめ、一元管理することで、より一層、効率的な作業が可能にな

るものと考えられる。 
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２（１）日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象 

 

   「日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象」計画推進部会長 松澤暢 

                          （東北大学大学院理学研究科） 

 

 地震・火山現象に関する予測システムを構築するためには、まず何よりも枠組みを明

確にしなければならない。日本で地震や火山噴火が発生するのは、日本列島がプレート

沈み込み帯に位置しているためであるが、プレートの沈み込みによって地震・火山噴火

が生じる機構は完全には解明されていない。その基本的な仕組みを解明し、長期的に見

たときに日本列島はどのような場にあるのかを明らかにすることが、本研究計画の目標

である。 

 具体的には、日本列島及びその周辺域で、長期的なプレート運動とそれに伴う応力場

を明らかにし、上部マントルにおける水の供給・輸送過程とマグマの生成・上昇機構を

明らかにして、これらの流体と地震発生との関係を解明することが重要である。このた

めには、マグマ等の地殻流体の分布を含む広域の地殻・上部マントル構造を明らかにし、

また、地震活動と火山活動の相互作用に関する研究を推進する必要がある。さらに、地

震現象の予測精度向上に不可欠な地震発生サイクルに関する理解を深めるために、アス

ペリティやセグメントの破壊様式についての過去の活動履歴を明らかにすると同時に、

長期的な内陸の地殻歪の時空間分布を解明する必要がある。 

 このような観点から、本研究計画においては、下記の５項目について観測研究が実施

された。 

ア．列島及び周辺域のプレート運動、広域応力場 

イ．上部マントルのマグマの発生場 

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 

 以下では、これらの項目順に従って、平成 25 年度（2013 年度）の成果の概略と今後の

展望について述べる。 

 

ア．列島及び周辺域のプレート運動、広域応力場 

 日本列島およびその周辺域のプレート運動を理解するために、VLBI（ Very long 

Baseline Interferometer; 超長基線電波干渉計）の国際・国内観測とアジア・太平洋地

域での GNSS（Global Navigation Satellite System; 衛星測位システム）連続観測（国土

地理院［課題番号：6013］）、および SLR（Satellite Laser Ranging; 衛星レーザー測距）

国際共同観測（海上保安庁［課題番号：8005］、海上保安庁、2011）を実施した。VLBI 観

測により得られたデータを解析することで得られた日本列島及び周辺地域のプレート運

動を図 1 に、アジア・太平洋地域での GNSS 連続観測によって得られた 2013 年 1 年間の

地殻変動（水平成分）を図 2 に示す（鈴木・他, 2013；国土地理院［課題番号：6013］）。

このアジア・太平洋地域での結果を、Web サイト 

（http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/pasia/）で公開した。また、SLR 観測により求められ

た下里の 1997～2013 年の期間の座標変化を図 3 に示す（海上保安庁［課題番号：8005］）。
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この結果から、2011 年東北地方太平洋沖地震により下里が東北東に約 3cm 移動したこと

がわかる。 

 四国での臨時観測データを加えたメカニズム解の精査により推定された応力場が活断

層に働いたとして、断層がどれくらい滑りやすいか検討した。その結果、西部の岩国で

は正断層型、東部の江畑と鮎喰川では逆断層型の応力場となっており、かつこれらの応

力場でそれぞれの活断層が滑りやすいと判定できることがわかった。この結果は、四国

前弧域ブロックの回転による Transpression/Transextension モデル（Ikeda et al., 

2009）に整合的と言え、微小地震の示す応力場と活断層の滑りは統合的に理解できる可

能性がある（高知大学［課題番号：2102］）。 

 モンゴルに設置した 3 か所の GNSS 連続観測点やその他の周辺の GNSS 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が、

残念ながら今のところ安定してその極を推定することはできていない。図 4 に最近の推

定事例を示す。推定されたオイラー極は南極付近に推定されている。他の研究によるオ

イラー極と比較すると、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 5）．特に西側の境界については GNSS 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（東京大学地震研究所［課題番号：1410］）。 

 

イ．上部マントルとマグマの発生場 

 北海道東部における稍深発地震を日高山脈西部の観測点で観測したときに見られる後

続波を、沈み込む海洋性地殻内のトラップ波であると解釈し、その走時を用いて北海道

東部下の海洋性地殻の地震波速度を推定したところ、深さ 50-100 km 程度の範囲におい

て 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（東北大学［課題

番号：1203］）。 

 定常観測網のデータに、大学による合同観測記録をも併合処理することにより、高い

空間分解能で北海道の P 波減衰構造を推定することに成功した。日高地域で過去に発生

した被害地震は高減衰域から低減衰域へと急変する場所に位置し、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

部および南部下のマントルウェッジの上昇流と考えられる高減衰域がイメージングされ

た（防災科学技術研究所［課題番号：3009］）。 

 東北地方の P 波減衰構造を詳細に検討した結果、このマントルウェッジ内の上昇流に

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

る可能性が高いことが明らかになった。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しており、これは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（図 6；Nakajima et al., 2013；東北大学［課題番号：1203］）。 

 沈み込み帯スケールでの水循環のモデルに、レオロジーや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を整合的に解くことに成功した。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
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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

りについての制約も得られた。さらに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と、地球化学的な制約を

具体的に結び付けることが可能となりつつある（図 7；Ikemoto and Iwamori, 2014；東

京工業大学［課題番号：1603］）。 

 マリアナ弧の海底で採取された枕状溶岩を分析したところ、この溶岩は、沈み込み帯

において生成された初生マグマが組成を保った状態で溶岩流として噴出したものである

こと、また、メルト成分に富んだ初生マグマと、水分に富んだ初生マグマの 2 種類のマ

グマが、ほぼ同時期に、隣接した場所で噴出していることが明らかになった。この現象

を説明するために、火山フロントの直下、およそ 100 キロの深度にあるスラブからは

subduction components と呼ばれる流体がマントルウエッジに付加され、その結果、マ

ントルが部分融解して初生マグマが発生するが、この流体は、水に富んだ炭酸塩メルト

と水に富んだ珪酸塩メルトであり、それらはお互いに溶け合わない（イミッシブル）た

め、2 種の初生マグマが生成されるという新しい仮説を提示した（Tamura et al., 2014；

海洋研究開発機構［課題番号：4002］）。 

 

ウ．広域の地殻構造と地殻流体の分布 

 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ことがわかった（図 8；Nakajima et al., 

2013）。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（Nakajima et al., 2014）。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を強く示唆してい

る（東北大学［課題番号：1204］）。 

 秋田県内の詳細な比抵抗構造を推定した結果、地震は比抵抗の急変部や高比抵抗部に

集中し、日本海沿岸部浅部では低比抵抗となっていることが明らかになった。また、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（秋田大学［課題番号：1301］）。 

 宮城県南部において実施された広帯域 MT 観測データを解析した結果、長町利府断層の

深部延長に低比抵抗ブロックがあり、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、火山フロント付近では深度 20km で島弧方向につなが

った低比抵抗異常が連続する。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 と 10km 以深に存在しており、蔵王火山では、その低比抵抗異

常は、さらに西側に続くことが明らかになった（東京工業大学［課題番号：1601］）。． 

 長野県西部地域における微小地震観測データを用いて、地震波速度構造の時間変化と

地震活動の対応を調べた。図 9 に、断層走行に平行な断面の、1995-1997、1998-1999、 

2002-2005 年の３つの期間における速度構造を示す。図の中央付近の深さ 2-3km に特徴的

な地震群が見られ、Vp/Vs の小さな領域とよく対応している。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
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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 9 の A）が推定されており、このような地震活動変化と速度構造変化の同期は、流体

の移動を反映している能性がある（京都大学防災研究所［課題番号：1806］）。  

 濃尾地震の震源域周辺でネットワーク MT の観測を実施し、その観測データを解析し、

それと地震波トモグラフィの結果と比較したところ、濃尾地震震源直下のフィリピン海

スラブの上の領域は低地震波速度・低比抵抗となっていることを確認した。この原因は

太平洋スラブ起源の流体の可能性が高いと考えられる（東京大学地震研究所［課題番号：

1411］）。 

 群発地震が活発な和歌山地域において稠密地震計アレイ観測と比抵抗構造探査を実施

してきた。GPS データを用いた解析により群発地震発生域の東部に隆起域（隆起速度：

約 5 mm/yr）の存在が明らかになっており、地震発生層の下限は上に凸状の形状を示し、

また、地震発生域の深部延長部には、顕著な低地震波速度体が存在する。比抵抗構造を

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、この低速度域の中心

は、地表で観測された隆起域に概ね一致するため、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。これらの結果から、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（東京大学地震研究所［課

題番号：1412］）。 

 中国・四国地方を横断する測線に関して広帯域 MT データを統合して２次元比抵抗構造

モデルを推定した。中央構造線周辺を境とした北傾斜の比抵抗構造が得られ、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明らかになった（図 12；鳥取大学

［課題番号：2001］）。 

 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確になった（図 13；Huang and Zhao, 2013; 東北

大学［課題番号：1204］）。 

 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

（防災科学技術研究所［課題番号：3009］）。 

 

エ．地震活動と火山活動の相互作用 

 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み、その圧

力源の位置は、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。カル

デラ内の地下 1～2km で発生する地震（以下「カルデラ地震」と呼ぶ）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。地殻変動データからマグマ蓄積量の
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時間変化を推定して震源域における応力変化を求め、この応力変化を速度-状態依存摩擦

構成則（RSF 則）に代入し，モデルに基づく地震活動度（青線）と観測された地震発生頻

度（赤棒グラフ）を比較したのが図 14 である。RSF 則の Aσを 2003 年 11 月～2014 年１

月までの全期間で 7KPa と一定にした場合（図 14a）には地震活動度は RSF 則で概ね説明

できるものの、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。

そこで、山体の膨張時に揮発性成分が増えて断層面の流体圧が増加し、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、山体膨張時でも流体圧が増加しないモデルを導入した。このモデル（図

14b）では全期間を通して地震活動度は RSF 則で良く説明できることが明らかになった。

このことは、地震活動度をモニタリングすることにより、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おり、今

後起こる火山噴火の規模や噴火様式の予測にも役に立つと期待される（東京大学地震研

究所［課題番号：1413］）。 

 高角傾斜する不連続面の形状を正しく推定するために、波面法を用いたレシーバ関数

（RF）のイメージング手法を開発し、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（Abe et al., 2013）。このような解析結果から、図 15 に示したように海洋地

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。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てマントルウェッ

ジ前弧側の地震波速度を低下させる。九州地方中部の火山フロント上に火山が存在しな

いのは、これが原因となっている可能性がある（京都大学防災研究所［課題番号：1805］）。 

 レシーバー関数によって推定された九州のモホ面の深度分布を図 16 に示す。大分熊本

構造線の南東側で出水清武構造線の北東側に位置する地域では、モホ面の深度が 40km 程

度と推定されており、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

ホ面の深さは 30-35km 程度であり、九州地方の北部には広範囲でモホ面が浅くなる領域

が存在するが、別府—島原地溝帯に対応するような狭い帯状のモホ面の盛り上がりは認め

られないことが明らかになった。地震発生層の厚さや歪分布を見ても別府—島原地溝帯全

体で異常があるようには見えず、これらの結果は、別府—島原地溝帯がリフトとしては働

いていないことを示唆している。ただし、同地溝帯の東部では地震発生層の厚さが薄く、

また歪が集中しており、さらなる検討が必要である。（九州大学［課題番号：2201］）。 

 大地震と火山噴火の関係を調べるために、2011 年に発生した東北地方太平洋沖地震

（M9.0）と静岡県東部地震（M6.4）が富士山のマグマ溜まりに及ぼす影響を定量的に見

積もった。静的応力変化は、前者は 0.01～0.1MPa、後者は 0.1～1MPa 程度となることを

定量的に明らかにした。一方、東北地方太平洋沖地震に対する準静的応力変化としては、

マグマだまり直上と直下で 100 年で 7%程度の増加が予測され、また静岡県東部地震に対

する動的応力変化は 0.2MPa 程度となると推定された（防災科学技術研究所［課題番号：

3010］）。 
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オ．地震発生サイクルと長期地殻ひずみ 

 東北地方南部から新潟県にかけての日本海東縁は地質学的歪集中帯となっている。こ

の領域での詳細な構造探査とトモグラフィの結果を詳細に検討した結果、この領域は日

本海拡大時の伸張リフトとなっており、そこが弱体となって、東西短縮場となった 3Ma

以降に歪が集中している可能性が高いことが明らかになった（東京大学地震研究所［課

題番号：1414］）。  

 高解像度 DEM（Digital Elevation Model; 数値標高モデル）データにより、現地測量

と同程度の分解能の地形データが得られることを検証した。これまで植生や建造物のた

めに空中写真では判別が難しかった活断層も、このような高解像度 DEM データを用いれ

ば判別が容易になる場合があり、今後、活断層の再発見につながると期待される。また、

小型 UAV（Unmanned Aerial Vehicle; 無人航空機）の空撮画像から DSM（Digital Surface 

Model; 数値表面モデル）等を作成することにより、高分解能の地形解析が行えることも

検証した。根尾谷断層水鳥地震断層崖付近において小型 UAV で空撮し， SfM（Structure 

from Motion; 複視点の画像や動画から三次元形状を推定する）ソフトウェアと GIS

（Geographic Information System; 地理情報システム）を用いて作成した地形図と地形

断面図の例を図 17 に示す（名古屋大学［課題番号：1704］）。 

 

 

これまでの課題と今後の展望 

 

 1995 年兵庫県南部地震（阪神淡路大震災）発生後に建議された「新たな計画」以後、地

質学・地形学・岩石学等との連携は以前よりもはるかに進んだ。実際、津波堆積物の解

析により、東北地方を襲った過去の巨大な地震について、2010 年にはかなり明らかにな

っていた。しかし、これらの地震は M8 クラスと推定されており、2011 年東北地方太平洋

沖地震のような M9 の地震が発生しうるとは予想することはできなかった。このことを

我々は謙虚に受け止める必要がある。本来、「長期・広域」の研究は、このような稀にし

か起こらないような巨大な地震の解明も大きな目標であったはずであり、十分な解明が

なされないうちに甚大な災害が生じてしまったことは極めて残念である。 

 これまで「長期・広域」の研究対象の時間的スケールは、「地震の数サイクル以上」が

目安とされ、内陸の地震については１万年程度が視野に入っていたが、海域のプレート

境界型地震については数百年程度しか視野に入っていなかった。超巨大地震の再来間隔

が数百年～千年程度と考えられるため、今後はプレート境界型地震であっても数千年以

上の活動履歴を調べる必要があり、これは地質学・変動地形学的調査に頼らざるを得な

い。特に海底地形や海底下の地質学的構造についての調査が今後極めて重要となる。 

 一方、研究対象の空間スケールとしては、プレートの相対運動を理解するために千 km

～数千 km 程度を考えていたが、今後は地球規模で考えて、他の沈み込み帯での超巨大地

震の観測データと比較することが極めて重要となる。そのような「長期・広域」から「万

年・グローバル」への転換が今後必要である。 

 兵庫県南部地震から 20 年近くが経過し、この間に地震学と測地学、電磁気学の交流は

大きく進んだ。これには、観測点密度の向上と計算機環境の進歩により、地震波速度構

造、歪レート分布、比抵抗構造等が相互に比較できるようになったことが大きい。しか
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し、これらの知見はたかだか 10 年スケールの現象しか見ていないことに注意が必要であ

る。今後は非弾性変形も組み込んだシミュレーションを実施し、地球物理学的データと

の整合性はもちろん、地質学的・地形学的データとの整合性も十分に検討しながら研究

を進めることが重要である。 

 また、「長期・広域」では、地震と火山の関係の解明についても重要な課題の一つとし

て検討してきた。伊東や伊豆大島等においては、地殻変動と地震活動と火山活動が密接

に関係していることが知られており、これはマグマの移動がすべての原因にあるからと

解釈できる。実際、「エ．地震活動と火山活動の相互作用」の成果で述べたように、伊豆

大島では地殻変動をモニタリングすることにより、地震活動はある程度予測可能であり、

しかも、その予測と実際の地震活動のずれから、地下での間隙圧の時間変化も予測可能

かもしれないことを今回の結果は示している。このことは、地震と火山噴火の両方の予

測の実現性について大きな展望を与えるものであり、今後、スローイベントといったゆ

っくりとした変形に伴う地震活動の変化の予測等にも応用が期待される。 

 一方、「新たな計画」以降、予知研究は地震・火山噴火発生場の理解に重点を置いてき

たが、それ「だけ」では不十分であることは自明である。「新たな計画」は大きな反省の

元に作られた計画であったが、次第に「理解」すること自体が自己目的化し、本来の災

害軽減という目的に対してどう貢献するのか、という問題意識が薄れてきてしまって来

ているのではないかと危惧される。平成 26 年度からの計画では「災害軽減に貢献」する

ことが重視されており、これまで以上に研究者の自覚が強く求められている。一方で、

M9 のような稀な現象の解明が、数年程度で大きく進むわけもなく、地道な研究の継続の

先に、「理解」と「予測」と「減災」の道が開けることも、忘れてはならない。 

 長期的に持続可能な研究を進めるためには、これらの「理解」と「予測」と「減災」

のバランスを取り、どのような方策が３者すべてにとって費用対効果が高いのかをよく

検討しながら進めることが重要である。たとえば現在設置が進められている海底地震・

津波観測網は、緊急地震速報や津波警報をより早く、より高信頼度で発表して災害軽減

に貢献するために極めて重要であるのと同時に、海底下の地震・地殻変動について大き

な情報を与えてくれるため、地震発生場の理解を深化させ、地震発生予測モデルの構築

にも貢献してくれるものと期待される。 

 このような地震・火山噴火の発生を理解する上で、気をつけるべきことは、これらの

発生には常に複数の要因があるということである。一つの観測項目しか見ていなければ、

一つのパラメータが決定的に重要に見えるかもしれないが、それだけでは不十分であり、

様々な種類・帯域のデータから複眼的に現象を把握し、また、テクトニックな背景も含

めた過去の履歴を考慮したモデルを構築することが今後重要となっている。 

 特に、巨大な地震は稀にしか発生せず、それが海底で発生した場合、痕跡も残りにく

い。これまで起こった形跡が認められなくても、絶対に起こらないという保証はない。「起

こりにくい」ということと「起こらない」ということには大きな違いがあることを認識

して研究を進めることが重要である。 
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図 1．1980 年以来の VLBI（超長基線電波干渉計）観測によって得られた日本列島及び周辺地

域のプレート運動（国土地理院［課題番号：6013］）。 

 

 

図 2．GNSS（衛星測位システム）観測によって得られたアジア・太平洋地域の 2013 年の水平

地殻変動（国土地理院［課題番号：6013］）。 
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図 3．SLR（衛星レーザー測距）観測によって得られた 1997～2013 年の下里の座標変化（海

上保安庁［課題番号：8005］）。 

 

図 4．モンゴルの GNSS 臨時点等から推定された、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（東京大学地震研究所［課題番号：1410］）。 
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図 5．北東アジアにおける GNSS 変位速度場と、臨時観測点のデータも加えて推定されたアム

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（東京大学地震研究所［課題番号：1410］）。 

 

図 6．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（東北大学［課題番号；1203］）。 
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図 7．沈み込み帯の水循環とそれに伴う Pb の輸送モデル（Ikemoto and Iwamori, 2014）。「化

学平衡モデル」では、沈み込んだ Pb の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（東京工業大学［課題番号：1603］）。 

 

 

図 8．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；東北大

学［課題番号：1204］）。 
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図 9．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（京都大学防

災研究所［課題番号：1806］）。 

 

 

図 10．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

表す。茶色の曲線はフィリピン海プレートの上面を、横軸の 0km は樽見の位置を示す（東京

大学地震研究所［課題番号：1411］）。 
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図 11．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。（a）測

線に沿った方向の隆起速度分布、（b）P 波速度偏差、（c）S 波速度偏差、（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。測線近傍の再決定さ

れた地震と低周波地震の震源を灰色丸印と赤色星印で示す。黒色破線は、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（東京大学地震研究所［課題番号：1412］）。 

 

 

 

図 12．鳥取東部−岡山−香川−徳島−室戸測線の二次元比抵抗モデル。▼印は構造解析に使用し

た観測点の位置を示し、MTL、BTL、AF はそれぞれ中央構造線、仏像構造線、安芸断層（安芸

構造線）の位置を示す（鳥取大学［課題番号：2001］）。 
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図 13．sP-depth phase を用いた構造解析結果。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その直上の構造の対応が明らかになった（Huang and Zhao, 

2013；東北大学［課題番号：1204］）。 

 

図 14．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。こ

こで 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、膨張時に

Aσが 5 kPa、収縮時に 15 kPa と変化するモデルを用いて推定した地震数。(c)伊豆大島の地

下に蓄積するマグマ体積の時間変化（東京大学地震研究所［課題番号：1413］）。 
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図 15．レシーバ関数（RF）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、断面内の地震の一元化震

源を示す（京都大学防災研究所［課題番号：1805］）。 

 

 

 

 

図 16．レシーバー関数によって推定された九州におけるモホ面の深度分布。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（九州大学［課題番号：

2201］）。 
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図 17．根尾谷断層水鳥地震断層崖付近における小型 UAV（無人航空機）による空撮画像から

作成した等高線図と水鳥断層崖の地形断面図。左：今回作成の DSM（数値表面モデル）によ

り作図、右：国土地理院 5 m メッシュ DEM（数値標高データ）により作図。等高線間隔はい

ずれも 1 m。 
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２（２）（２－１）地震準備過程 

            

                   「地震準備過程」計画推進部会長 飯尾能久 

                             （京都大学防災研究所） 

 

地震発生の準備過程を解明するために、地殻とマントルで応力が特定の領域に集中し

地震発生に至る過程を明らかにするための観測研究を実施してきた。プレート境界地震

に関しては、プレート境界の滑りと固着の状態の把握やプレート境界におけるゆっくり

滑りの時空間的推移の解明、プレート境界近傍の地震発生場における応力状態の解明な

どが進んだ。  

内陸地震に関しては、広域の応力によって非弾性的な変形が進行して、特定の震源断

層に応力が集中する過程を定量的にモデル化することが必要不可欠である。新潟－神戸

ひずみ集中帯及び近年発生した内陸大地震発生域、ひずみ速度が小さい地域等で不均質

構造と変形場・応力場との関連などの解明に関して、重要な成果が得られた。 

スラブ内地震の発生機構を解明するため、スラブ内の震源分布、地震波速度構造や応

力場を詳細に明らかにすることにより、スラブ内に取り込まれた流体の地下深部におけ

る分布と挙動の解明を図ることが重要である。海溝付近から島弧下までの海洋プレート

内の不均質構造や震源分布・発震機構解等を詳細に調べることにより、スラブ内地震の

発生に至る過程を解明する研究が進展した。 

 

ア．アスペリティの実体  

アスペリティの実態に関して、東北地方太平洋沖、および日向灘から南西諸島沖にお

いて、重要な知見が得られた。  

日本海溝陸側の海溝軸ごく近傍で過去に実施された地震探査の結果を東北沖地震の地

震時滑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、東北沖地震時の大滑りの

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（図１）（東北大学［課題番

号：1205］）。 

東北地方太平洋沖地震の大滑り域において、統合国際深海掘削計画（IODP）により、

今回の地震断層を特定して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ために、 H24 年 4-5 月及び 7 月に地球深部探査船「ちき

ゅう」による調査掘削が実施された（海洋研究開発機構［課題番号：4003］）。この調査

掘削では、断層周辺に密に温度計を設置して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。 

アスペリティに関連した応力場の空間変化を推定するために、本震前に発生した約

1500 個の小地震の応力降下量が推定された（産業技術総合研究機構［課題番号：5007］）。

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
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る情報が得られた。 

日向灘沖においては、小繰り返し地震活動から、深部ほどプレート間の固着が強いこ

とが報告されていたが、平成 25 年度は、海底地震観測により浅部低周波微動活動が捉え

られ、浅部で短期的スロースリップイベントが起こっていることが推定された（九州大

学［課題番号：2202］）。海底地震データを用いることで海溝軸付近で発生している浅部

超低周波微動震源決定精度が格段に向上し、今回の活動では、南から北に向かって移動

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方向を北北西方

向に変え、小繰り返し地震発生領域の浅い側の限界付近まで移動したことが分かった（九

州大学［課題番号：2202］）。 

日向灘～南西諸島北部域では、1993 年 4 月～2013 年 10 月の約 21 年間の解析結果から、

小繰り返し地震活動の空間分布だけでなく時間変化についても議論された（図２）（鹿児

島大学［課題番号：2301］）。解析領域に発生する小繰り返し地震の活動様式は、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されるが、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分かった（図２A）。ちなみに、豊後水

道スロースリップイベントの領域 A では相似地震がほとんど発生していない。推定され

た準静的滑り速度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り、南側

の領域では準静的滑り速度は 3.5cm/yr 程度より遅く、それらの空間的な変化は大きくな

いのに対して、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（図２B）。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。準静的滑り速度の時間変化に関しては、

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（図２C）。この特徴

は、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滑り速度の時間変化は小さくなるのに対して、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、準静的滑り速

度の時間変化は大きくなると解釈されている。 

 

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  

（スロースリップの時空間変化） 

 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

底水圧計および陸上沿岸部の体積歪計で非地震性の地殻変動が観測され、昨年度までの

解析から、100km × 35km の矩形断層上の 40cm の逆断層滑り（地震モーメント：

3.6x1019Nm:M7.0）で観測記録が説明された（東北大学［課題番号：1206］）。スロースリ

ップイベントは少なくとも３月９日の最大前震直前まで継続していた可能性があり、観

測記録のトレンドの変化から、スロースリップイベントの断層の上端部は、２月下旬か

ら３月９日の発生直前にかけて、海溝軸の方向に拡大していた可能性が指摘された。平

成 25 年度は、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が海底地震計記録から見いだされた。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し、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
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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）の滑りが観測

された領域と一致し、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

たことが示唆された。 

 GNSS 連続観測によっても、短期的なスロースリップイベントが多数検出され、下記の

ような特徴が報告された（国土地理院［課題番号：6014］）。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が新たに確認された。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

発生したことが確認された。GPS 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３）。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、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、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

とが報告された。 

  

（浅部超低周波地震の解明） 

 東北地方太平洋沖において超低周波地震が発生していることが、防災科研 F-net の広

帯域地震計記録を用いた解析により見出され、超低周波地震のクラスターが、岩手沖、

宮城沖、福島・茨城沖の３つの領域で見られ、それぞれクラスター的な活動分布をして

いることが報告された（防災科学技術研究所［課題番号：3301］）。平成 25 年度は、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が

福島県・茨城県沖の領域について行われ、上述の活動域は３つのクラスターに明瞭に分

か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、南西諸島海溝に沿っても、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

とした滑りの進展によって励起された活動と考えられている。 

 

（ゆっくり地震の発生と流体との関連） 

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８地域（北海道道東部、えりも、三陸、東海、四国南部、日向灘、西表・石垣

島）で、絶対重力測定が行われ、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（東京大学地震研究所［課

題番号：1406］）。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
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の場合、重力は定常的かつ単調な変化を示すが、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

化が生じることが見出された（図４)。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た。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

能性を示唆すると解釈された。 

深部低周波微動発生域を含む紀伊半島南部下の地震波速度構造やプレート境界面の形

状を把握するために、稠密自然地震観測及び制御震源地殻構造探査が実施され、測線下

におけるフィリピン海プレートの形状やプレート境界域の地震波速度構造に関する知見

が得られた（東京大学地震研究所［課題番号：1415］）。地震波トモグラフィー解析から、

深部低周波微動発生域では Vp/Vs 値が大きくなることが推定されていたが、Tsumura et 

al.(2000) による Q 値の同時インバージョン法により、そこでは地震波減衰が小さいこ

とが推定された（図５）。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

られており(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が指摘され

た。 

一方、平成 15 年度から 19 年度にかけて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行われた繰り返し海域地

震観測データと陸上地震観測点のデータの統合解析からも、深部低周波微動発生域の速

度構造が推定されている（東京大学地震研究所［課題番号：1418］）。それによると、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の

に対して、そのすぐ東側の上盤側最下部において Vp/Vs 比が高い場所では低周波地震は

発生していないという結果が得られており、上記の結果も含めて、今後のさらなる検討

が必要である。 

 

ウ． ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程 

（ひずみ集中帯の成因） 

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り、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

特性の検討が実施された（北海道大学［課題番号：1103］）。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が地殻変動のモ

デリングにより検討された。その結果、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。 

東北地方太平洋沖地震や 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が行なわれた（東

北大学［課題番号：1207］）。平成 25 年度は、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が抽出された（平田・他、2014）。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
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張量が大きい特徴的な領域が見出された。 

日本海東縁ひずみ集中帯では、顕著な短縮変形と同時に長期的かつ長波長の沈降が生

じており、堆積盆形成に寄与しているが、この地殻変形の運動学的なモデルについて検

討が行われた（名古屋大学［課題番号：1705］）。平成 25 年度は、前年度に引き続いてひ

ずみ集中帯のモデルに関する検討が実施され、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が行わ

れた。その結果、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滑って短縮変形を賄っており、観測されたひずみの大部分は非

弾性的なものであったと考えられること、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滑って短縮変

形を賄っていたと解釈されることが示された（図７）。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された。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、測地学的なひずみ速度と地質学的なひ

ずみ速度が一致しない事例は数多く見受けられるので、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の必要性が指摘された。 

越後平野周辺において、平成 22 年度に新潟県佐渡市から阿賀町にかけて GPS 観測点

が新設され、連続観測及び毎年 10 月～11 月に年 1 回の繰り返し観測により、越後平野

付近のひずみ集中帯を横断する詳細地殻変動が明らかにされた（国土地理院［課題番号：

6015］）。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 GPS 濃尾地震震源域

の総合集中観測により、震源域周辺の不均質構造に関する様々な知見が得られている（東

京大学地震研究所［課題番号：1417］）。平成 25 年度は、電磁気的観測において、3 次元

的解析による比抵抗構造が求められ、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、中部地殻は全体的に高比抵抗であること、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示された（図６）。

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た。 

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が以

下のように要約された（京都大学防災研究所［課題番号：1808］）。 

(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滑りにより説明可能な、応力場の空間変化が推定
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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

がっている場合にひず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-神戸ひずみ集中帯に属する堆積盆では、短縮ひず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-神戸ひずみ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、ひずみ集中機構および

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が構築された（京都大学防災

研究所［課題番号：1808］）。当地域の活断層の中から主要なものを選び、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-神戸ひずみ集中帯においては

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などを考慮してモデル化された。

図８に長期間の変形が示されているが、琵琶湖、大阪湾や奈良盆地で沈降、その周辺で

隆起、琵琶湖から大阪湾にかけてひずみが集中、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変形が非常に小さくなどの地形や観測データの特徴が

再現された。 

 

（内陸地震発生の準備過程） 

福岡県西方沖地震の余震のメカニズム解から、Matsumoto et al. (2012)により新たに開発

された手法により推定された断層端及び破壊開始点での非弾性変形を他地域と比較する

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た解析が行われた、断層端および破壊開始点では大きな非弾性

変形が地震発生及び停止に関連している可能性が示唆された（九州大学［課題番号：

2203］）。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、地震発生以前から、断層上には周辺より応力

が集中していた可能性が指摘された。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より、応力集中によって発生する
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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を示唆している。 

 

（断層の強度回復過程） 

 平成21 年度から25 年度にかけて、野島断層近傍の地表岩盤に設置されたアクロス震

源の連続運転により、アクロス震源と800 ｍ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が推定された（京都大学防災研究所［課題番号：1807］）。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

変化が推定された（図９）。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。これ

らの結果は、野島断層の破砕帯の強度回復を示唆するものと考えられている。  

 

エ． スラブ内地震の発生機構 

 スラブ内地震の発生機構に関していくつかの重要な知見が得られた。 

 東北地方のスラブ内地震にみ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波速度構造が推定された（東北大

学［課題番号：1208］）。 

 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により、ほ

とん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１０）（東北大学［課題番号：1208］）。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が、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。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た。 

 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 波速度構造が推定

された（図１１）（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

する結果が得られた。 

  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

が行われているが、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

よる震源解析が行われ、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

が明らかにされた（防災科学技術研究所［課題番号：3012］）。 
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これまでの課題と今後の展望 

現行計画では、アからエの小項目に関して下記を主な目標として、観測研究を進めて

きた。 

ア.アスペリティの実体 

・プレート境界の滑りと固着の状態の把握 

・アスペリティと非アスペリティ領域の構造・状態の違いの解明 

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 

・プレート境界におけるゆっくり滑りの時空間的推移の解明 

・ゆっくり地震の発生と流体移動との関連の解明 

・アスペリティ周囲のゆっくり滑りがアスペリティの破壊の繰り返し間隔や滑り規模に

与える影響の解明 

ウ．ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程 

・新潟－神戸ひずみ集中帯及び近年発生した内陸大地震発生域などにおける、上部地殻、

下部地殻及び上部マントルまでの地震波速度・減衰・電気比抵抗構造、散乱体・流体分

布、媒質の異方性、微小地震の詳細な震源分布、発震機構解等の解明 

・同様の研究をひずみ速度が小さい地域等でも行い、内陸の地震発生モデルの一般化  

・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解明 

・震源断層の強度回復過程の解明 

エ．スラブ内地震の発生機構 

・海溝付近から島弧下までの海洋プレート内の不均質構造や震源分布・発震機構解を詳

細に調べることにより、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する 

 

プレート境界の滑りと固着の状態の把握に関して、小繰り返し地震の解析により、東

北地方太平洋沖前に発生した M7クラスのアスペリティ付近では小繰り返し地震の活動が

見られないか、あるいは推定される滑りレートが小さいのに対して、それ以外の領域で

は滑りレートが高いことが報告されていた。ただし、海溝軸付近では小地震が発生しな

いため、解析の対象は、自ずとプレート境界地震発生域の深部が中心であった。東北地

方太平洋沖地震以前には、海溝軸近傍では大小含めて地震滑りが起こるとは考えられて

いなかったため、小繰り返し地震が無いことは当然のことだと捉えられていた。 

地震後の解析により、東北地方太平洋沖地震の大滑り域を含めた東北地方太平洋沖の

プレート境界の滑りレートの分布が推定され、大滑り域では、海溝軸付近から陸側の深

部まで滑りレートが小さいのに対して、それ以外の領域では、深部では滑りレートが大

きいことが推定された。日向灘から南西諸島沖でも小繰り返し地震の解析が精力的に行

われ、M7～８クラスの地震の震源域付近では推定された滑りレートは小さいのに対して、

それ以外の領域では大きいことが推定された。日向灘では、M7 クラスの地震が発生する

領域では、深部ほど滑りレートが小さいことが推定された。これは東北地方太平洋沖地

震の大滑り域と逆センスであり、東北地方太平洋沖において、大滑り域以外も含めて、

海溝軸付近で滑りレートが小さいと推定されていることとの違いの原因を解明すること

は、今後の両地域における巨大地震の発生ポテンシャルを明らかにする上で重要である。
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小繰り返し地震による推定を海底地殻変動観測等で検証することも重要である。 

アスペリティと非アスペリティ領域の構造・状態の違いの解明に関しては、宮城県沖

において、東北地方太平洋沖地震の発生前から、M7 クラスのアスペリティ付近とそれ以

外の領域の違いについて重要な解析結果が報告されていた。海底地震観測データを活用

した３次元速度構造の推定から、アスペリティ付近の上盤側マントルウェッジでは Vp/Vs

が小さいのに対してその周辺では大きいことが示された。中小地震の発震機構解の解析

から、周辺を含めて広い領域で応力場が均一であることから、プレート境界の傾斜変化

を考慮すると、アスペリティの存在する深部では強度が高い可能性も示唆された。 

東北地方太平洋沖地震後に、さらに広い領域の速度構造と大滑り域や３月９日の前震

に伴う活動との関係が調べられた。大滑り域においては、その南北の領域に比べて、海

溝軸付近のプレート境界直上の低速度域(低速度プリズム)の幅が小さい範囲に限定され

ることは、広い低速度プリズムに覆われたプレート境界では高速破壊の伝播が抑制され

ることを示唆していると解釈された。東北地方太平洋沖の海溝軸近傍では地震前後とも、

小地震は発生していないことが知られているが、それは、そこでは自発的な震源核形成

は起こらないと解釈されている。低速度プリズムでは高速破壊の伝播が抑制されると考

えられるが、その広がりの地域性は、大滑り域においては、それ以外の領域に比べて、

高速破壊を抑制する「働き」が小さい可能性を示唆している。そこでは、地球深部探査

船「ちきゅう」による調査掘削が実施され、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、大滑りが生じたことが報告されてい

る。 

日向灘では、海底地震計のデータの詳細な解析により、海溝軸近傍で低周波地震活動

が捉えられた。しかも、その活動は、深部の小繰り返し地震の発生域と住み分けている、

つまり、小繰り返し地震の発生域上限より浅部に限定される可能性が指摘された。上記

のように、東北地方太平洋沖では海溝軸近傍でも滑りレートは小さいと推定されている

のに対して、日向灘では大きいことが示唆されている。日向灘ではプレート境界近傍の

応力場の推定が行われ境界断層の強度が小さい可能性も指摘されたが、低周波地震活動

の解析に加えて、応力場に関する東北地方太平洋沖との比較が重要である。 

非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用に関しては、プレート境界にお

けるゆっくり滑りの時空間的推移や、アスペリティ周囲のゆっくり滑りがアスペリティ

の破壊の繰り返し間隔や滑り規模に与える影響について、東北地方太平洋沖において、

多くの重要な知見が得られた。 

 小繰り返し地震の解析から、東北地方太平洋沖地震の発生前に、大滑り域の周辺にお

いて、地殻変動連続観測から推定される、M7 クラスの余効滑りの時間変化に対応するよ

うな滑りレートの時間変化が推定されていた。東北地方太平洋沖地震後に、余効滑り域

において、中規模地震も含めた解析から、大きな滑りレートが推定された。これらは、

東北地方太平洋沖地震の発生との関連においても重要な知見であると同時に、小繰り返

し地震による滑りレートの推定の妥当性を示すものである。特に、余効滑り時には、粘

弾性応答による地殻変動も同時に起こっているので、上記の解析は特に重要である。ま

た、余効滑り時に発生する繰り返し地震のマグニチュードがそれ以前に比べて大きくな

ることも報告されたが、プレート境界断層における摩擦特性を推定する上で重要な知見
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であると考えられる。東北地方太平洋沖地震後には、超低周波地震の活発化も報告され

ている。2003 年十勝沖地震に関連した時空間変化も示唆されており、小繰り返し地震と

ともに、プレート境界断層で生起している現象を推定するために今後のさらなる観測・

解析が重要である。 

 さらに、東北地方太平洋沖地震の大滑り域においては、海底水圧計により、2008 年と

2011 年にゆっくり滑りが発生したことが捉えられた。2011 年のゆっくり滑りは 1 月末か

ら始まり、少なくとも 3 月 9 日の前震の発生まで継続し、その断層の上端部は、２月下

旬から３月９日の発生直前にかけて、海溝軸の方向に拡大した可能性も指摘された。ま

た、ゆっくり滑りに伴うと考えられる低周波微動も観測されている。これらの知見は、

超巨大地震の準備過程の解明のために極めて重要な知見であり、今後、リアルタイムの

海底観測等によって、さらに詳しく調べることが重要である。 

その他の地域でも、深部低周波微動や超低周波地震活動とともに、スロースリップイ

ベントに関して興味深い知見が多数得られた。四国、紀伊半島、東海地方に加えて、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、短期的スロースリップの断

層モデルが推定され、それぞれの活動の時空間的な特徴や時間変化が明らかになりつつ

ある。これらの知見をさらに蓄積するとともに、断層モデルの推定精度を向上し、地震

発生との関係を解明することが重要である。 

 ゆっくり地震の発生と流体移動との関連の解明については、琉球弧の西表島で約半年

ごとに発生するスロースリップに関して、２回のスロースリップイベントにともなって

約４マイクロガルの重力の減少が観測され、スロースリップ時に高圧間隙水の拡散がお

きている可能性が示唆された。今後、他の観測データも含めて現象を捉えることが重要

であろう。 

 ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程に関しても、物理モデルの構築へ向け

て突破口となると期待される重要な知見がいくつか得られた。断層直下の下部地殻の不

均質構造に関しては、岩手・宮城内陸地震や濃尾地震の震源域で、低速度異常・低比抵

抗異常や下部地殻の不連続構造が推定された。能登半島地震の震源域や山陰地方の地震

帯に属する島根県東部において、メカニズム解の逆解析から推定された応力場が深部滑

りにより解釈可能であることが示された。跡津川断層周辺においてコーダーQ 値の空間変

化が推定され、低速度異常域との比較から、断層直下の脆性-延性遷移領域における低 Q

異常がひずみ速度に関係していることが示唆された。S 波の異方性の解析においても、ひ

ずみ集中帯における高ひずみ速度に対応する空間変化が捉えられた。これらの知見は、

下部地殻の不均質構造の変形により、直上の断層に応力集中やひずみ速度の集中が発生

するというモデルを裏付けるものである。 

さらに、新潟-神戸ひずみ集中帯に属する跡津川断層周辺で推定された下部地殻の不均

質構造が、大局的には断層の走向方向に連続しているのに対して、ひずみ速度の小さな

能登半島地震の震源域で推定されたそれは、断層直下に限定されるように見えることか

ら、不均質構造の水平方向におけるつながりがひずみ集中帯の形成に関係している可能

性が示唆された。山陰地方の地震帯では、地震発生域の断層の両端に低速度異常が推定

され、断層両端の変形による応力集中の可能性が示唆された。このように、断層の走向

方向の不均質性、つまり3次元的なモデル化へ向けては、ようやく知見が集まり始めたと

ころであり、今後の進展が期待される。 
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野島断層においてアクロス震源の連続運転により、走時が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。これらの結果は、野島断層の破砕帯の

強度回復を示唆するものと考えられている。 

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、という仮説の検証が行われたが、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。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。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

きな成果である。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. 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 年東北沖地震時滑り量分布

（東北大学［課題番号：1205］） 

低速度プリズムの分布はTsuru et al. (2002）、 2011 年東北沖地震時滑り量分布は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）。  
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図２ . 日向灘～南西諸島北部域における小繰り返し地震活動と準静的滑り速度の時空間変

化（鹿児島大学［課題番号：2301］） 

(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滑り速度の分布。大☆印は1911 年の巨大地震 (M8.0) 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 での準静的滑り速

度の時間変化。領域は (A) を参照のこと。  
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図３ . 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（国土地理院［課題

番号：6014］）  
（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。
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図４ .  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（東京大学地震研究所［課題番号：1416］）。  
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。  
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図５ .  紀伊半島南部におけるQp 鉛直断面図（東京大学地震研究所［課題番号：1415］）  
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）。  
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図６ .  濃尾断層下における比抵抗分布（東京大学地震研究所［課題番号：1417］） 

断層の走向に沿う断面図(単位はlog Ohm-m)。  
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図７. 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（名古屋大学

［課題番号：1705］） 

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。 
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図８. 有限要素モデルによる近畿地方中部における長期間の変形（京都大学防災研究所［課

題番号：1808］） 

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。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。上部・下部地殻、マントルの厚さは、それぞれ15km、 15km、 60km。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。  
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図９.  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（京都大学防災

研究所［課題番号：1807］）。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。 
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図１０.  1933 年三陸沖地震の余震分布と卓越周波数（東北大学［課題番号：1208］） 

(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（Uchida et al., 2013)。(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。（下）東西断面図（Uchida et al., 2013)。 
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図１１. 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）

（東北大学［課題番号：1208］）。 

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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２（２）（２－２）火山噴火準備過程 

            

                 「火山噴火準備過程」計画推進部会長 井口正人 

                             （京都大学防災研究所） 

 

火山噴火予知研究の目標は、噴火の時期、場所、規模、様式及び推移を予測すること

であるが、活動的で数多くの噴火履歴があり、多項目観測や各種調査が実施されている

幾つかの火山であっても、観測と経験則により異常の原因が推定できる段階にとどまっ

ている。これを、「現象を支配する物理法則を明らかにし、観測結果を当てはめて、将

来の予測ができる段階」に引き上げるために、火山噴火準備過程計画推進部会では、「ア．

マグマ上昇・蓄積過程」と「イ．噴火履歴とマグマの発達過程」の解明を２つの柱とし

た。前者では、マグマ供給系を含む地下の構造や状態とそれらの時間変化を把握するこ

とに重点を置き、後者では様々な時間スケールでの火山活動過程を解明するための地質

学的調査・研究を行った。両者をあわせて考察することによりマグマ蓄積過程をモデル

化し、噴火シナリオの作成に役立てることを目指した。 

 

研究成果のまとめ 

ア． マグマ上昇・蓄積過程 

 (1)マグマ上昇・蓄積過程の多様性の把握 

マグマ上昇・蓄積過程に対応する地盤変動様式には多様性があり、平成21年度～25年

度までの5年間の知見を加えると、次のように大別されよう。[1] 1回のマグマ上昇・蓄

積過程（貫入イベント）の開始がそのまま主噴火に直結する活動（例：2011年霧島山新

燃岳噴火；気象庁［課題番号：7019］、国土地理院［課題番号：6016］）。［2］1回のマ

グマ貫入イベントが噴火活動に直結しなかった活動（例:1998年の岩手山；東北大学［課

題番号：1209］）。[3]地震活動や地殻変動以外の噴火の兆候を示す現象が観測されてい

ない静穏期にある火山において、マグマ貫入イベントが繰り返し起こり、山体の膨張と

収縮が交互に現れる活動（例：伊豆大島；気象庁［課題番号：7019］、国土地理院［課題

番号：6016］、浅間山；気象庁［課題番号：7019］）。[4] マグマ貫入イベントが繰り返

し起こり、山体直下へのマグマの貫入と噴火によるマグマの放出の収支バランスの上に

地盤変動が現れる活動 （例：現在の桜島；京都大学防災研究所［1809］）。 

［1］2011年1月の準プリニー式噴火に先だって2008年から水蒸気爆発が繰り返された

が、それに先行して山頂部では、2005 年12 月頃から2007 年中頃まで山体が膨張し、そ

の後は収縮に転じた後、2009年12月には、その後の準プリニー式噴火に直結するマグマ

貫入イベントに至った（気象庁［課題番号：7019］）。マグマ貫入イベントに先行する

プロセスとして注目できる。 

［2］岩手山でも、1998年のマグマ貫入イベントに先行して、岩手山山腹・山麓地域が

収縮する地盤変動が検出されている（東北大学［課題番号：1209］）。圧力源の同定には

至っていないが、1998年のマグマ貫入イベントに先行するマグマの動きを反映したもの

と考えられる。 

［3］伊豆大島では、1990年代からカルデラ内と周辺海域の地震活動に連動する膨張と

それに続く収縮が、1～2年周期で繰り返され、膨張が収縮よりも優勢であるので、長期
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的には膨張のトレンドにあるとされてきた。ところが、2010年以降、膨張量が収縮量と

バランスした結果、長期的な膨張のトレンドも停止した状態にあり、マグマの蓄積量が

増加していないことがわかった（気象庁［課題番号：7019］、国土地理院［課題番号：6016］）。

また、1～2年周期で繰り返される最近の膨張・収縮は体積ひずみ計でも観測されるが、

1986年噴火以前の体積ひずみ計の記録に遡ったところ、最近繰り返される膨張・収縮の

振幅の2倍の大きさで、噴火の3年ほど前から膨張・収縮が繰り返されていたことが判明

した（図1；気象庁［課題番号：7019］）。伊豆大島は次の噴火に向けての準備過程にあ

ると考えられるが、地盤変動パターンの様式と変動振幅の変化は噴火に近づいているこ

との判断基準として重要な情報が得られたことになる。 

[4]桜島においては、マグマ貫入イベントが繰り返され長期的なマグマ蓄積が進行して

いることにおいて伊豆大島と同様である。従来、桜島のマグマ供給系は南岳爆発活動最

盛期、すなわちマグマ放出期（1970～1980年代）の沈降変動のパターンから姶良カルデ

ラ下の主マグマ溜まりと南岳下の副マグマ溜まりからなるとされてきたが、マグマの貫

入期においては北岳下のマグマ溜まりが膨張することが明らかとなった（図2）。2012年

7月24日には南岳で噴煙高度5000m以上、30万トンの火山灰が放出される爆発が発生した。

これに前駆して21時間前から隆起・膨張が捉えられた。体積増加量は1×105m3であり、昭

和火口爆発に前駆する地盤変動の体積変化量の103～104m3よりも1桁以上大きい。このこ

とは、前駆する地盤変動を励起する圧力源の体積変化量とその速度がその後に発生する

噴火の規模を判断するために指標となることを意味する（京都大学防災研究所［課題番

号：1809］）。 

 

(2)地下構造と火山活動 

桜島においては様々な火山体構造調査が行われた（京都大学防災研究所［課題番号：

1809］）。広帯域MT観測から得られる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、これは地盤変動観測により求められた圧力源の位置と一致し

ており、北岳の下のマグマ溜りを見ている可能性が高い。毎年繰り返してきた反射法地

震探査では反射面の不明瞭化が（図3）、また空中磁気測量では火口周辺への噴出物の堆

積に伴う磁化の獲得を除去した場合の磁化強度の減少が2007年と2011年の間で検出され

た。それぞれ、マグマの北岳下への貫入の繰り返しおよび昭和火口下での蓄熱と解釈さ

れる。 

一方、深部構造については、中国地方（三瓶火山と大山火山）および九州地方（霧島、

桜島）や東アジア（長白山）、北米大陸内火山（Yallowstone）を対象とした高精度地震

波トモグラフィー解析が行われ、火山深部の地下構造の多様性が明らかになるとともに、

得られた深部構造と火山の位置関係からマグマ上昇機構が検討された（東北大学［課題

番号：1209］） 

 

(3) 水蒸気爆発発生場における変動 

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では、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。過去に採取された湯釜湖水試料のフッ化物イオン

と塩化物イオン濃度（F/Cl）比を検討したところ、水蒸気爆発が繰り返された1982年～

1983年にF/Cl比が大きく増加したことが明らかとなった（図4）。また、2008年の湯釜火
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口内北東部における噴気帯出現に先行してF/Cl比が増加しており、それ以降、高温の火

山ガスが供給され続けていることが示唆される。一方、地磁気全磁力の連続観測は地下

浅部の熱的状態が冷却過程にあることを示しているが、火山ガスをトラップする低透水

性かつ低比抵抗である粘土キャップ(Smectite)の重要性に鑑み、Volcano-Loop という人

工磁場を用いる観測法を草津白根山に適用し、粘土キャップの変化を抽出する観測を始

めた（東京工業大学［課題番号：1602］）。水蒸気爆発発生場、特に、湖水がある場所で

は湖水の水温や水位のモニタリングが必須であり、湖水のパラメータと火山性微動活動

が同期して変化することが阿蘇山で示された（東京工業大学［課題番号：1604］） 

 

イ． 噴火履歴とマグマの発達過程 

樽前山、十勝岳、有珠山、北海道駒ケ岳、蔵王山、伊豆大島、桜島（北海道大学［課

題番号：1004］）、那須岳（公募研究［課題番号：2914］）、雌阿寒岳（公募研究［課題番

号：2917］）、草津白根山（公募研究［課題番号：2919］）において噴火史および噴火推移

と物質科学解析によるマグマ系変遷の解明が進んだ。北海道駒ケ岳においては、マグマ

溜まりの上位に無斑晶の苦鉄質マグマ、下位に結晶に富んだ珪長質マグマが組成的に逆

成層しており、1694年噴火では苦鉄質マグマの新たな注入なしにこの逆成層マグマ溜ま

りから噴火した可能性が高いことが明らかにされた。これは、噴火の引き金を考える上

で重要な指摘である（北海道大学［課題番号：1004］）。また、桜島の先歴史時代の降下

火砕物について、物質科学的解析を行った結果、約21000 年前から約11000 年前までの

長い休止期間中にマグマ混合の一方の端成分マグマである珪長質マグマの性質が大きく

変化したことが明らかになった（図5）（北海道大学［課題番号：1004］）。さらに、那須

岳においては最新のマグマ噴火である1408～1410年噴火について詳細な噴火履歴が明ら

かになるとともに、ブルカノ式噴火活動中にマグマの組成が変化したことなど、詳細な

マグマ系変遷の推移が明らかとなった（公募研究［課題番号：2914］）。これらの結果は、

次のマグマ活動の様式の推定の可能性を示すとともに、長期の休止期を経た場合の予測

の難しさを意味する。 

 

●地球物理学的データと物質科学的データのリンクと時間変化の同期  

桜島において約1年周期で繰り返される、マグマ供給率が大きい貫入期と供給が低下し

ている放出期の地盤変動等の地球物理学的観測データの変化は、噴出物分析による物質

科学的データとも整合的である。マグマ供給率が大きい貫入期に、火山灰付着成分の水

溶性成分のCl/Sモル比、火口からのSO2放出率、温泉ガス中のCO2濃度は増加し（京都大学

防災研究所［課題番号：1809］）、噴出物の火山ガラス中のSiO2量が減少する（北海道大学

［課題番号：1004］）。 

桜島の噴火活動は2009年後半から激化し、地盤変動観測からはそれと同時にマグマの

供給率が桜島の100年間の活動の平均的なレベルまで増加した。2009年には様々な物質科

学的パラメータが同時に変化している。2009年後半からの噴火活動の激化に前駆して温

泉ガス中のH2、CO2濃度の急激な増加が観測された。また、噴出物の火山ガラス中のSiO2

量が減少し、玄武岩質マグマの関与が高まったことが示された（北海道大学［課題番号：

1004］）。さらに、火山灰付着成分の水溶性成分のCl/Sモル比、火口からのSO2放出率が増

加した（京都大学防災研究所［課題番号：1809］）。 
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その後の噴火活動の継続した2010年以降は、温泉ガス中のH2、CO2濃度は減少し（京都

大学防災研究所［課題番号：1809］）、噴出物の分析により認められる玄武岩質マグマの

関与はその程度を弱めている（北海道大学［課題番号：1004］）。一方、火山灰付着成分

水溶性成分のCl/Sモル比およびSO2放出量は長期的に増加傾向にある。これは、高温のマ

グマが浅部まで上昇し、しかもその量が増加していることを意味する。また、2013年9月

の爆発による噴出物の中に発見された火道角礫岩（北海道大学，2013）は火道の拡大を

意味し、個々の噴火に伴う地盤変動量の増加及び噴煙高度の増加は噴火活動が継続した

ことによる火道の拡大を反映していることが示唆される。 

 

これまでの課題と今後の展望 

 

建議に記述されている火山噴火準備過程の実施内容は、ア．マグマ上昇・蓄積過程 

においては「多項目観測によるマグマの上昇・蓄積過程の把握」であり、その多様性

が把握された段階で観測研究を実施した火山においてはほぼ達成されていると言ってよ

い。また、「水蒸気爆発発生場における火山流体の分布や状態、及びそれらの変動」に

ついて草津白根火山において流体の分布と状態は把握されている。また、イ．噴火履歴

とマグマの発達過程においても実施内容は「噴火の規則性の理解、噴火様式の時間変化」、

また、「マグマ混合や分化過程などの解明」であり、調査研究を実施した有珠山、伊豆

大島、桜島などの火山においてはマグマ溜まりの化学的変遷が明らかになってきている。

建議に記述されている目標のうち、研究の進行が最も遅れているのは「マグマの蓄積過

程の多様性の要因の解明」である。その原因の 1 つは、マグマの蓄積場の状態を十分把

握しきれていないことによる。また、マグマの蓄積は場の状態だけでなく、さらに深部

から上昇してくると考えられるマグマの貫入速度に依存するが、蓄積場よりも深い場所

のマグマの移動については検知できていないのが実情である。もう 1 つの原因は、噴火

準備過程は噴火過程に比べその継続時間がはるかに長く、5 年間の研究期間では、準備過

程の全容を把握しきれないことにある。例えば、1998 年岩手山のマグマ貫入イベントは

一度だけ検出され、噴火に至ってはいないが、伊豆大島のように繰り返されるマグマ貫

入イベントの 1 つを捉えたにすぎないかもしれないし、2011 年霧島新燃岳噴火に先行す

るマグマ貫入イベントもそれ以前に何度も繰り返されていた可能性がある。質の良いデ

ータを長期にわたって蓄積していく段階にある。 

マグマ蓄積あるいは貫入イベントは多くの火山で検知されており、現状の火山噴火予

知研究の課題は、現在発生しているマグマ貫入イベントが火山噴火発生に結びつくもの

なのかどうか、火山噴火に結びつくイベントだとすれば、いつ噴火発生の直前過程に移

行し、そして噴火するか、また、その規模はどの程度であるかである。伊豆大島では 1-2

年周期の膨張と収縮が繰り返され、長期的に膨張のトレンドにあり、マグマの蓄積が進

行していると考えられる。2009 年以降、昭和火口の小規模爆発が頻発し、長期的な噴火

活動期にある桜島においてもマグマの蓄積過程の推移と主噴火に至っていない状況から

みると依然として噴火準備過程にある。2011 年に発生した霧島新燃岳噴火では、GPS 観

測により、1 年前から山体の膨張が検知されたが、地盤変動率がほぼ一定の割合で膨張

が進行し、直前の地震活動の顕著な活発化もなかったので事前発生予測に至らなかった。

長期的なマグマの蓄積を検知していても、実戦で利用可能な技術としてはいまだに直前
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の地震活動の活発化に依存しているのが実情である。一方、2011 年の霧島新燃岳噴火に

見られるように、地震活動の活発化は常に期待できるわけではなく、その規模や発生様

式、地震の種類は多様であり、しかも直前過程である地震活動期間が短く、その活発化

を捉えた段階では、避難完了のための予知はすでに手遅れである場合もありうる。した

がって、噴火準備過程を長期的なマグマ蓄積過程と直前の短期的な過程（群発地震等の

異常現象がある場合もある）とすれば、マグマ蓄積過程における変動様式からその後の

噴火の発生の有無や規模を予測できる研究が必要である。 

その解決策の 1 つがマグマの蓄積率の把握である。これまで研究されてきた噴火史に

基づき、噴出量の累積の時間的増加を表す階段ダイアグラムを作ることにより、マグマ

の平均的な噴出率がわかる。一方、地盤変動観測からはマグマの蓄積率が求められる。

階段ダイアグラムから得られるマグマ噴出率を基準として、地盤変動観測に基づく現在

のマグマ蓄積率が過去の噴火史の中でどの段階にあるのかを評価することができる。少

なくとも、2010 年段階での霧島新燃岳のマグマの蓄積率は 107m3/年を超えた状態が 1 年

間継続しており、この蓄積率は姶良カルデラへのマグマの平均的な蓄積率を超え、日本

でこれまでに観測により知られている蓄積率と比べてかなり大きいと判断できる。 

一方、マグマの蓄積率だけからではその後に発生する噴火の規模等を予測することが

困難な場合もある。図 6 は、桜島昭和火口噴火に前後する地盤変動を観測坑道における

ひずみ記録により示したものであるが、12 時半ごろから膨張を示し、20:20 の爆発発生

後には比較的規模の大きい噴火が発生した後は収縮し、12 時半ごろのひずみレベルに戻

っている。問題は 20:20 以前の 3 回の爆発であり、いずれも噴火の発生前には膨張を示

しているが、爆発発生後には直前の膨張開始時点のレベルには戻らず、膨張量に比べ収

縮量が小さい。20:20 の爆発に先行するひずみ変化は先行する 3 回の爆発に前駆するひず

み変化と大差はない。直前の前兆ひずみ変化量だけで予測すれば、前 3 回の爆発では爆

発規模の予測が過大になるし、20:20 の爆発では過小評価になる。この例では膨張開始時

点のひずみ量が分かっているので、蓄積されたひずみをすべて開放しない噴火であって

も最大規模の噴火が起こるとすれば、どの程度のひずみが開放されるのかは予測可能で

あるが、膨張開始点が分からない場合は、噴火の規模予測ができないことになる。時間

と規模のスケールは数十年、数百年以上の時間間隔で発生する噴火とは大きく異なるが、

数十年以上の間隔で発生する火山噴火に至る準備過程の縮図がここにある可能性もあり、

膨張開始点が分からない場合でも、限られた変動パターン（地盤変動だけでなく多項目

の）から爆発規模を予測する研究が必要である。 
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図 1．体積ひずみ計データと GNSS（GSI）による面積ひずみの比較（1999 年～2012 年 4 月） 

（左）伊豆大島における気象庁の体積ひずみ計と国土地理院（GSI）の GNSS，およびその他の観

測点の配置を示す。 

（右）1999 年から 2012 年にかけての体積ひずみ計（気圧および温度補正）および GNSS による面

積ひずみの時系列。青色が体積ひずみ計のデータを表す。経年的なトレンドを除去するためハイ

パスフィルタ（カットオフ３年，ゼロ位相）で処理し，遠地地震波による広域ひずみへの校正係

数と，地表を仮定した面積ひずみへの変換係数を乗じてある。黒色が GNSS によって求められた，

左図の緑色の三角形の面積ひずみを表す。体積ひずみ計と同じハイパスフィルタで処理した。顕

著に見られる周期１～２年程度の変動パターンについて，両者は良く一致している。ボアホール

ひずみ計はドリフトの評価が困難なことから長期的なデータの解析には不向きと考えられるが，

少なくとも２～３年の周期帯までは解析に有用であることが明らかになった。 

 

図 2．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 

（左）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。 

(右)傾斜ベクトル 
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図 3．2008 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 4．草津白根山の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。 
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図 5．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 6．爆発的噴火に前駆するひずみ変化（火口と直交方向）。矢印は爆発の発生を示す。 
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２（３）（３－１）地震発生先行過程 

            

                 「地震発生先行過程」計画推進部会長 中谷正生 

                             （東京大学地震研究所） 

 

  地震発生の予測の時間精度を高め、短期予測を可能にするためには、地震発生の

直前に発生する非可逆的な物理・化学過程(直前過程)を理解して、予測シミュレー

ションモデルにそれらの知見を反映させ、直前過程に伴う現象を的確に捕捉して活

動の推移を予測する必要がある。これまでの研究によって、地震に先行して発生す

る現象は多種多様であり、地震発生準備過程から直前過程にまたがって発生する現

象の理解を進める必要性が認識されてきた。このために、1) 地震に先行する地殻等

の諸過程を地震発生先行過程と位置付けて研究し、2) そのメカニズムを明らかにし

て、特定の先行過程が地震準備過程や直前過程のどの段階にあるかを評価し、 3) 数

値モデルを作成し、 4) モデルを予測シミュレーションシステムに組み込む必要が

ある。地震発生予測システムの研究で行う 3)と 4)の研究に資するために、地震発

生先行過程に関する研究では、上記のうち 1)と 2)を実施することとされている。 

 

ア. 観測データによる先行現象の評価 

(電磁気) 

  地震発生に短期的に先行してVHF帯の電波が見通し外に伝播する異常(地震エコ

ー)について、異常判定の機械化のための簡単な統計処理による実験をはじめた（北

海道大学［課題番号：1005］）。 

  東北地方太平洋沖地震をはじめM8.5級以上の巨大地震に数十分先行する大きな正

のTEC変動(図1)が指摘された（Heki, 2013,北海道大学［課題番号：1005］）が、一

方で同じデータを、地震後の津波によるTEC減少(Kakinami et al., 2011,北海道大

学［課題番号：1005］)によるベースラインのみかけ上の変化によって、地震前の時

期に偶然発生していた磁気嵐が強調されてみえたに過ぎないとする解釈もあり、国

際誌において論争を展開している(Kamogawa et al., 2013; Heki et al., 2013, 北

海道大学［課題番号：1005］)。   

  2000年三宅島噴火より以前の時期に、半径20km以内の地震(M>3)と非常によく相関

した、VAN法におけるSES状の、短期的先行異常がみられた（Orihara et al., 2012, 

東海大学［課題番号：2501］）神津島の観測点については、2010年の観測再開後、地

震もなければ異常もない状態が続いていた。東北地方太平洋沖地震に誘発された地

震(M>3)が2011年の3月11-13日に約20個、また、2013年8月にも2個のM>3地震があっ

たが、いずれにも先行異常はなかった。また、2013年4月に三宅島近海で群発地震が

発生したが、これにも先行異常はなかった。後者については、2000年三宅島噴火に

前後する群発地震のさいにも先行異常がなかったのと調和的である（東海大学［課

題番号：2501］）。 

  2009年12月に発生した火山性の伊豆半島東方沖地震の後の、火山性の地震活動が

なかった期間である、2010年1月から2012年12月までの伊豆半島東部の全磁力変動に

ついて、外部磁場変動、年周変化、線形トレンド、潮汐を補正したうえ(図2)で、短
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期的な変動について定性的に解釈した。この期間の地殻活動としては、2011年7月と

9月の群発地震活動、2011年3月の東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動がある。地

殻変動、地震活動との比較から、ピエゾ磁気変化は有意に反映されず、むしろ地下

の熱活動の経過を反映したものとみるのが合理的とおもわれる（笹岡ら, 2014, 気

象庁［課題番号：7020］）。 

 

(地球化学的現象) 

 地下水中のラドン濃度が地震や地殻変動に応答する現象については、先行現象研

究の初期から多くの報告がある。中伊豆に設置された観測井では、1978年の伊豆大

島近海地震に先行するラドン濃度の明瞭な変化が記録されたことは有名であるが、

その後も不断の観測をつづけていた(図3)。約30年にわたって、非常に安定したデー

タが続いていたが、2011年の東北地方太平洋沖地震に先行して、明瞭なラドン濃度

の変化が観測された(東京大学理学系研究科［課題番号：1502])。 

  兵庫県南部地震に先行する現象として注目された大気中ラドン濃度について、本

計画では、全国の放射線管理施設のモニタリングネットワークを築いている。過去

に遡ってのデータ解析も進展している。東北地方太平洋沖地震に先行する異常(補正

後で3σ超)は、宮城、福島、札幌でえられていたが、今年度、栃木県の獨協医科大

のデータでもこれが確認された(図4)。また、和歌山県立医科大のデータからは、1999

年8月21日(M5.4),2011年7月5日(M5.5)の地震が、3σ超異常のピーク前後に発生して

いた(東北大学［課題番号：1213])。 

 

(測地) 

  GPSデータの解析については、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、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滑り分布を推定するシステムの開発を進めた(東北大学［課

題番号：1210])。 

  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

くり地震の検知可能性を検討した。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(東北大学［課題番号：1210])。 

 

(地震活動) 

  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

震の余効滑りが大きい領域で、繰り返し地震のマグニチュードが大きくなっている
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傾向(図5)が明らかになった。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に多数発生しているものが多く、非地震性滑りの加速（余

効滑り）が繰り返し地震の規模の増加に寄与していると考えられる。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、その滑り域が地震前に比べ広がってい

ることが分かった(図6)。この結果は、これまでの繰り返し地震の滑り域の周囲に条

件付き安定滑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

レートに依存する滑り特性の変化は、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(東北大学［課題番号：1210])。 

  微小破壊観測を実施している南アフリカ金鉱山において、採掘前線の前方20mの地

点で、薄い平面上分布を呈する微小破壊のクラスター(図7)が現れ、初期には5m程度

の広がりしかなかった活動域が、その後3ヶ月の間に差し渡し20mまで拡大した。こ

の間、b値は2.5から1.5へ漸減していき、また、AEイベントの応力降下量が初期には

概ね数MPaだったが、後半には10MPa程度のものが現れはじめた。この例では、期間

中、採掘前線が10mほど前進したので、岩石実験等でしられている、応力上昇による

微小破壊の活動変化がフィールドスケールで確認された例とみることができる(東

京大学地震研究所［課題番号：1420])。 

  臨界現象の観点から、地震活動の時系列を分析し大地震の発生前の臨界状態を検

知しようとする手法のひとつとして、地震の発生順序を時系列の横軸(ナチュラルタ

イム)にとり、マグニチュードの系列を分析し、そこからκ1とよばれる統計量の時

系列をえる方法を研究している。従来はκ1が閾値に近付くことで臨界状態を検知す

るというやり方であったが、今年度κ1の変動度に着目した検討を行った。日本周辺

の地震カタログを用いて検討した結果、κ1の変動度が極小値をとる時期が大きな地

震の発生に先行する傾向がみられ、なかでも最も顕著な極小は、2011年東北地方太

平洋沖地震の前であった(Sarlis et al., 2013, 東京大学地震研究所［課題番号：

1448])。 

 

イ. 先行現象の発生機構の解明 

(震源核) 

  震源核形成過程の研究に使われる摩擦法則にはいくつかのバージョンがあるが、

震源核形成時におこるゆっくりした滑りによる弱化に関して、実験室で計測された

摩擦データをよく説明できるバージョンのもの(slip law)を使うと、非常に小さな

震源核がパルス的にゆっくり伝播するという形のプロセスとなることが数値計算と

理論から示されていた(Ampuero and Rubin, 2008)。しかし、最近提案された、低速

での滑り弱化と、地震間の強度回復の両方を説明できる摩擦則(Nagata et al., 2012, 

東京大学地震研究所［課題番号：1427］)を用いて同様の数値計算を行うと、従来の

もうひとつの代表的なバージョンであるaging lawで予想される大きな震源核よりは

小さいが、slip lawのように極端に小さくなるわけではない(図8)ことが示された

(Kame et al., 2013, 東京大学地震研究所［課題番号：1421］)。 

   また、本年度は、断層の載荷速度が震源核の大きさに及ぼす影響についても、数

値実験と理論的考察を行い、摩擦法則とそれに支配される震源核成長のスタイルに
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よっては、震源核の大きさが断層の載荷速度に系統的な依存性をもちうることを示

した(Noda et al., 2013, 東京大学地震研究所［課題番号：1421］)。これは、プレ

ート間大地震のほとんどには本震に向って加速する前震活動が伴うのに、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という、最近の発見(Bouchon et 

al., 2013)の物理メカニズムである可能性がある。 

 

(電磁気学的現象) 

  2003年十勝沖地震の震源域の比抵抗構造を深部まで決定するために、2003-2004年

に行われたMT探査データを3次元インバージョンし、日高衝上断層直下のプレート上

面付近の地震頻発域から地表浅部に達する柱状の低比抵抗域(図9)があることを示

した。日高山脈の地殻に分布する低速度域の東端に位置しており、千島弧と東日本

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（Ichihara et al., 2013,北海道大学［課題番号：1005］）。また、近畿地

方北部の丹波山地における特異な地震活動については、本計画での詳細な地殻構造

探査ににより、フィリピン海プレートからの流体供給と関連しているとの見方が強

まっているが、本年度は、MT法探査が同地域南部まで行われ、比抵抗構造(図10)の

点からもこの見方が支持される結果となった(京都大学防災研究所[課題番号：

1811])。 

  一方、地電位観測を行っている神津島では、地震に先行すると考えられる信号に

南北成分に特化したものが多かった(Orihara et al., 2012, 東海大学［課題番号：

2501］)が、有限要素法でおこなったシミュレーション(図11)によって、電流ソース

の方向にかかわらず、地表付近にある金属製人工物の影響でこれが説明できること

がわかった(東海大学［課題番号：2501］)。これは、同島でおこなった、人工電流

注入実験の結果にみられる同様の傾向(Orihara et al., 2009, 東海大学［課題番号：

2501］)とも調和的である。 

  電磁気観測でみられる量のなかには、観測点での地殻の変形に誘起されるものが

あることは理論的にも期待される。東北地方太平洋沖地震における津波の到達にと

もなって、潮位や地殻歪みとよく相関するDC-ULF帯の地電位変動(茂木ら, 2011, 北

海道大学［課題番号：1005］)が北海道の複数の観測点で捉えられ、津波の到来方向

と直交する方向に地電流が流れたことが示唆された。また、新島・神津島の地電位

観測データの解析から、東北地方太平洋沖地震の地震波到達から約1日弱の期間には

流動電位等によるとおもわれる特異な電場が地表付近に形成されていたことが推察

され、これは東北地方太平洋沖地震の地震波到達から数時間の間に集中したおこっ

た誘発地震による地殻状態の変化による可能性が指摘できる（東海大学［課題番号：

2501］）。また、紀伊半島でのVLF帯パルス信号の観測においても、人工ノイズのさけ

られるULF帯に感度のあるセンサを導入して、地震波到達時にその場で誘起されたと

判断できる特異な電磁気信号を捕捉できた（東海大学［課題番号：2501］）。 

 

(地球化学的現象) 

  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の予察的モデルを発展

させた。中伊豆に設置された観測井では、1978年に伊豆大島近海地震に先行するラ
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ドン濃度の減少が、2011年に東北地方太平洋沖地震に先行するラドン濃度の増加が

観測された。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(東京大学理学系研究

科［課題番号：1502])。 

 

(地殻状態) 

  近畿地方北部では、本計画により、下部地殻にあるS波反射面の存在範囲を3次元

的に解明し、丹波山地の活発な微小地震活動域と対応することが示されていたが、

今年度は、稠密データを活かした新たな解析法をとりいれ、反射強度分布(図12)が

求められた。また、FMTOMO(Rawlinson et al., 2006)法を用いた高解像度の3次元ト

モグラフィー(図13)が完成し微小地震発生域の下部に沿った低速度層が認められた。

0.1度以下の高解像度トモグラフィーが1年分(地震数4714)のデータで求められたこ

とになり、地下深部状態のモニタリングにおける大きな進歩でもある。さらに、従

来は得られなかった地下浅部の速度異常も得られており、活断層や表層地質データ

との統合的利用への道が開かれた。また、被圧ボアホール間隙圧データから遠方で

発生した地震による透水性変化を求める方法については、過去のさまざまな地震に

遡って解析を行った(京都大学防災研究所[課題番号：1811])。 

 

(絶対応力) 

  震源断層に加わる絶対応力レベルは、いまだに結論の得られていない、地学の基

礎問題のひとつであるが、地震発生のメカニズムおよび、その準備過程に付随する

先行現象の現れ方を左右する重要な情報である。最も直接的な解法として、震源断

層の主要エネルギー放出部や破壊開始点付近での絶対応力を実測することが考えら

れるが、大深度ボアホールでの応力計測は難しい。南アフリカ金鉱山の地下3.3kmで

発生したM2の地震については、近在のトンネルから100m以下の掘削で震源断層を貫

通することができ、その際のボアホールブレークアウトやコアディスキングから、

震源付近の絶対応力が拘束され(Yabe et al., 2013,立命館大学[課題番号：2401])、

その値は標準的な初期応力に採掘空洞の影響を重ね合せた弾性モデリングとも調和

的(図14)であり(小笠原ら, 2014, 立命館大学[課題番号：2401])、さらに、調和的

であった中になおみられた有意な差は、歪みの連続観測に基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; 小笠原ら, 2014; Ogawawara et al., 

2014, 立命館大学[課題番号：2401])。また、地下空間の作業環境で迅速におこなえ

るオーバーコアリング法による絶対応力測定を3つの金鉱山の深さ1.0-3.4kmの延べ

6カ所で行い、最大主応力は76-146MPaであった。これらの測定値で構成した応力モ

デリングによって、それらのサイト周辺でおこったM>2.9の7つの地震の発生時の応

力を求めると、法線応力が25-65 MPa, 剪断応力が45-86 MPa, 最大主応力が100-177 

MPaであった(Hofmann et al., 2013, 立命館大学[課題番号：2401])。 
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これまでの課題と今後の展望 

 地震に先行して発生する現象は多種多様であり、地震発生準備過程から直前過程にま

たがって発生する地殻の諸現象を観測によって見いだし、そのメカニズムを明らかにし

て特定の先行過程が地震準備過程や直前過程のどの段階にあるかを評価することを目指

して研究を進めた。以下、地震発生過程に関する現時点での理解を軸としてこの 5 年間

の成果を概観する。 

  地震サイクルにおける応力変化の大きさについては観測からよくしられているが、断

層に作用する応力の絶対値レベルが知れた例はほとんどない。しかし、応力絶対値がサ

イクル中の変化量に比してどの程度であるかによって、地震サイクルにおいて期待され

る地殻の諸活動の変化は大きく異ると考えられるので、絶対応力の値は先行活動の研究

にとって重要な基礎情報である。本計画で、東北地方のプレート境界と、南アフリカ大

深度鉱山について、震源断層付近の絶対応力値が推定された。一方、地下深部での応力

蓄積の消長を知るひとつの方法として、ピエゾ磁気効果が古くから検討されている。伊

豆半島東部で丁寧に計測されている最近の全磁力変化を慎重に検討したところ、地下の

熱変化の効果を上回るものはみえていなさそうである。一方、道東地域での地磁気観測

結果は、プレート沈み込みから期待されるピエゾ効果と調和的であるが、確信をもつに

はもう少し観測データの時間的蓄積が必要である。 

  プレート間滑り速度の変化にみられる先行現象については、本震の準静的初期破壊、

すなわち現行犯逮捕である震源核と、震源核の段階に進むための必要条件である、広域

な固着の剥れの両者をわけて考える必要があるだろうことが、摩擦滑りシミュレーショ

ンなどから認識されるようになってきた。後者は、現象としてはスロースリップではあ

るが、地震性の固着域の外側でおこり、震源域への載荷を進める役割だと考えられてい

た従来のスロースリップの認識とは違い、震源域の内部でおこるものである。現象の規

模が大きかった東北地方太平洋沖地震に関しては、地震前数年から震源域の一部で固着

のゆるみに対応するであろうスロースリップイベントがあったことが様々な観測データ

から示唆されている。この現象は、将来の震源域の一部が破壊するものだから物理前兆

の一種ではあるが、理論研究から、固着剥れイベントは地震サイクル中に何回もおこる

ものであって、仮にこれを用いて警報をだせば、多くの空振りが期待されることが示唆

された。しかし、大地震発生の必要条件である可能性は高く、また、測地や繰り返し地

震によるスロースリップの監視は自動リアルタイム解析ができるレベルに近づいており、

今後、この情報の活用法を検討すべきであろう。また、破壊域の浅部、深部での従来型

のスロースリップについても検知能力を向上させる成果がでており、また、数値シミュ

レーション等から地震サイクル全体のなかで期待される活動様式の変化も提案された。 

  一方で現行犯逮捕的な震源核については、東北地方太平洋沖地震でも顕著なものは観

測されなかった。破壊エネルギーの小さな小アスペリティでおこった地震が、大きなア

スペリティの破壊をトリガするカスケードアップ現象によって、大きな地震がそれにみ

あったサイズの準静的震源核の段階をスキップして発生する可能性は、現行犯逮捕的な

地震予知の可能性に対する主要な原理的批判である。計算機能力の向上によって、破壊

エネルギーが階層的に分布する場での地震発生サイクルの動的計算ができるようになり、

大きな震源核がスキップされるかどうかの条件が定量的に検討できるようになったこと

は非常に重要な進歩である。それによれば、階層間のスケールの差が、下位アスペリテ
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ィの独立な破壊を許す程度に大きければ、大きな核がスキップされないケースは十分に

期待できる。自然地震では、大きな震源核が測地学的に直接観測された例はないが、南

アフリカ金鉱山での震源断層至近距離における歪み観測において、ついにそのような例

がみつかった。 

  地震破壊の物理モデルが、スケール間相互作用を扱える段階に達したいま、さまざま

な地震発生場での不均質構造の階層性を解明することには大きな意義がある。東北地方

太平洋沖地震および釜石沖繰り返し地震では、地震サイズに比べて高い分解能をもつ観

測を実現して、階層的アスペリティモデルが観測をよく説明できることが示された。一

方、南海トラフの M8 級破壊域の一部だけが有意に破壊した地震はほとんどないこと、多

くの内陸断層についても、小地震の数は、グーテンベルグリヒター則から期待されるよ

りずっと少ないことが示された。このような情報を向上させ、不均質断層の破壊計算と

結びつけて、大地震発生の可予測性の程度を定量的に調べることが、次世代の地震予測

研究の大きな方向性と考えられる。 

  前震・静穏化等の地震活動度の時空間変化も、先行現象として長く研究されている項

目であるが、小繰り返し地震が、断層面上での巨視的なクリープに伴なってパッシブに

起こるローカルな脆性破壊であるということを除いては、地震の発生数の物理的解釈は

確立していない。地殻内に多数ある小さな断層の、その場の応力上昇への反応であると

するモデルが現在広く受けいれられている唯一の定量的な物理モデルであり、東北地方

太平洋沖地震による広汎な応力変化を用いてその検証がおこなわれた。この考えで説明

できる地震活動の変化は多いが、矛盾しているよようにみえる例も少なくない。また、

このモデルに用いる摩擦パラメータが実験室値と 2 桁ほど異なることが以前から知られ

ており、より正確とおもわれる摩擦法則を用いて検討されたが、不首尾であった。定量

的な物理的理解を介して地震活動の変化を先行現象として解釈することについては、こ

れといった目処が立っていないというべきだろう。一方、経験的な活動度変化の検出に

ついては、いくつかの新たな方法が試みられ、大地震に先行する傾向のあるようにみえ

る結果もでているが、十分な統計的検証で確立する段階には至っていない。 

  地震活動の変化には、地下の流体移動によるケースがあることは確実である。北近畿

地方の特異な地震活動に関しては、活動の存在そのものが、流体分布によっていること

が提案されており、これまでに例をみない稠密かつ広域な構造探査と、微小な地震まで

のメカニズム決定による応力分布推定が行われ、沈み込むプレートからの流体上昇、下

部地殻での流体分布、上部地殻での地震分布に対して包括的で具体的な描像が得られた。

時間変化や大地震サイクルとの関係を議論する段階には至っていないが、高い時空間分

解能をもつ像が得られていることはその前提条件としてまず必要である。また、全国を

カバーする JUNEC データから、M2 程度までを含むメカニズム解のカタログが作成された

ことも同じ意味で重要な進歩である。微小地震は沢山おこっているというが、そこから

応力分布や変化等の情報に変換しようとすると、実は、データ(微小地震のメカニズム解)

の時空間密度は全く不足している。 

  地殻の破砕状態や、流体の状態は、高い時間分解能で監視できる可能性の高いもので

ある。前者については、地震波干渉法を用いて、地震破壊による地下深部での速度低下

が検出され、後者においては、密閉ボアホール水圧の測定という新たな手法が、非常に

広帯域高感度の間隙水圧の計測になっていることが示された。また、ラドン等の地下水
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溶存成分の変化も地震の先行現象として古くから研究されている。本計画では、中伊豆

における長期連続観測で、東北地方太平洋沖地震に先行する大きな変化を検出した。有

意な変化は、1978 年の伊豆大島近海地震に先行したもの以来である。この観測井のデー

タを参考に、ラドン濃度を帯水層岩石の歪みと定量的に結びつけるモデルを開発した。

また、地下水の観測点には「つぼ」があるといわれるが、日本全国の温泉水データを収

集分析し、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。

さらに、分析精度と安定性を飛躍的に向上させた多種溶存成分の自動観測装置を開発し、

跡津川断層に掘削された観測井において、600 日の連続運転を成功させた。これらは、地

球化学的な先行現象の研究スタイルを一新するインパクトをもつものである。さらに、

1995 年兵庫県南部地震において新たな先行現象として注目された大気中のラドン濃度に

ついて、全国の放射線管理施設のデータを収集し、気象由来等の変動の補正法を開発し

て解析することを開始した。東北地方太平洋沖に先行する変動を、宮城、栃木、福島、

札幌で確認でき、また、他の地学イベントでも、共時的なものを含めていくつかの対応

する変動がみつかっている。メカニズム解明のための作業仮説として、地表近くの広域

歪みを反映するのではないかという提案がなされている。 

  電磁気的な先行現象に関しては、いくつかの大きな懸案に関して重要な進歩があった。

まず、神津島での地電位観測で 1997-2000 年に検出された VAN 法の SES 状の先行異常と、

地震との対応については、異常の有無 x 地震の有無の 4 象限全てに関して統計的には疑

いのないよい相関であることが検証された。また、地下での電磁シグナルソースの影響

が地表まで伝播できるかという問題に対しても、FEM による不均質な比抵抗抵抗でのモデ

リングや現場での電流注入実験を通して理解が大きく進展した。また、VHF 電波の見通し

外伝播現象については、最近の衛星観測データ等でみられる電離圏の異常を説明するた

めに提案されたエアロゾル説を作業仮説として、大気電場観測を近接した複数点て行う

ことにより、VHF 伝播異常の発生と共時的な電場異常、また、その空間的移動が観測され

る(上空の散乱体の移動を示唆する)場合があることを見いだした。 

  海外で地震に数日先行しておこった例が多数報告されている TEC の負の変動について、

国内の M6.5 以上の内陸地震との相関を知らべてみたが、それほどよくはなかった。この

異常のメカニズムについては赤道異常との関連での説明が提唱されており、日本ではで

にくいというのは妥当かもしれない。一方で、M8 をゆうに超える巨大地震に関してだけ、

数十分の先行時間をもつ TEC の正の異常があることを新たに見いだした。これは、先行

時間からして現行犯逮捕的なものである可能性が高く、確立されれば非常に実用価値の

高いものであるが、データのベースラインが地震後の津波によっておこった異常にひき

ずられることによって、偶然地震前におこっていた磁気嵐が強調されてみえたのではな

いかとの批判があり、目下論争中である。 

  大地震発生との関連の必然性に関して、多くの先行現象は、断層での先行的微小破壊

を過程すればそれほど不思議ではなくなる。バルク岩石での微小破壊を念頭においたダ

イラタンシーディフュージョン仮説がその後の観測で否定されて以降、微小破壊に頼る

説明は疑問視されがちであったが、南アフリカでの M-4 以下までの微小破壊観測によっ

て、地質断層上に極端に集中し、断層面上微小破壊とでも呼ぶべきものが発見された。

この活動は非常に高い b 値をもち、自然地震の観測で検知できないことは不思議ではな

い。さらに、そのような活動のクラスターが拡大する現象も発見された。 
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  以上のように、地震発生の力学に関する現代的な理解に沿って、本計画での先行現象

研究をレビューしてみると、メカニズムの理解に対して当初計画を大きく超えた進歩が

あった。しかし、メカニズムに関することは、結局は仮説であり、とくに、地下深くで

おこる現象であり、直接の観測も実物での実験もできない地震を対象にする以上、仮説

が完全に検証されることは期待できない。さらに、不均質場での破壊の停止メカニズム

まで含めて考えると、相当の空振りや見逃しが伴うのは、先行現象にとって本質的であ

るのかもしれない。地震の予測を目標として考えるならば、むしろ、現象と大地震発生

の相関を統計的によく検討して、予測能力を定量的に把握した上で、それなりの活用法

を考えるという視点をもつ必要があるだろう。一方で、大地震が低頻度の現象であるこ

とから、データの蓄積に時間がかかるのが、経験的な地震予測法の研究の宿命であった

が、観測に関して行われたいくつかの革新的なアプローチは、有効なデータ蓄積を加速

させる効果があるだろう。 
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図1．東北地方太平洋沖地震前後のGPS-TEC変化（北海道大学［課題番号：1005］） 
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図2．伊豆半島東部における地磁気観測（気象庁［課題番号：7020］） 

1 段目：全磁力連続観測点(黒丸)の配置。赤四角は、GPS連続観測電子基準点。 

2 段目：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，外部磁場変動成分を除

去したのち、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． 
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図3．中伊豆観測井のラドン濃度連続観測（東京大学理学系研究科［課題番号：1502]） 

1 段目：長期観測データ。A:伊豆大島近海地震。B:東北地方太平洋沖地震。 

2 段目：東北地方太平洋沖地震前後の拡大図。 
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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(東北大学［課題番号：1213]) 
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図5．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

洋沖地震の地震時滑り，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

滑りを示す．（東北大学［課題番号：1210]) 
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図6．釜石沖繰り返し地震の滑り量分布（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 を滑り量の計算の際用いた.（東

北大学［課題番号：1210]) 
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図7．南アフリカ金鉱山において採掘前線の前方20mの地点に新出した微小破壊の平面状クラスタ。

(東京大学地震研究所［課題番号：1420]) 

1 段目：震源分布の時間分布。赤丸はMw-2.5以上のもの。図中の１ー６の期間は図２下部に示し

た１−６の期間に対応している．  

2 段目：積算個数・ｂ値・Mwの推移 
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図8．修正された摩擦則(Nagata et al., 2012)の震源核形成に対する効果(東京大学地震研究所

［課題番号：1421］) 

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 Aging 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． 
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図9．日高山脈地域の比抵抗構造（北海道大学［課題番号：1005］） 

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。 
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図10．近畿地方北部の総合観測でおこなわれた2013年度の比抵抗構造探査測線（太赤線、 上段）

と２次元逆解析結果(下段)（京都大学防災研究所［課題番号：1811］） 



- 159 - 

 

 

 

図11．電流ソースで作られる地電位場に対する、人工構造物の影響評価（東海大学［課題番号：

2501］） 

1 段目：FEM解析で仮定した電気伝導度構造  

2 段目：電流ソースが南北方向である場合の計算結果  

3 段目：電流ソースが東西方向である場合の計算結果 
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図12．近畿地方北部における地殻内反射面のイメージング（京都大学防災研究所[課題番号：

1811]） 
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図13．近畿地方北部の3次元地震波速度構造（京都大学防災研究所[課題番号：1811]） 
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図14． 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(立命館大学[課題番号：2401])。 

地震前（上段、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（上段、赤）剪断応力が高まっている。左図のピーク強度（青線）と残留強度（赤

線）を仮定すると、下段図のコンターで示された断層滑り（最大滑り量0.8cm）を、地震が発生

した12月に再現することができる。黒のドットはAE震源。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。 
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２（３）（３‐２）地震破壊過程と強震動            

               「地震破壊過程と強震動」計画推進部会長 古村孝志 

                     （東京大学大学院情報学環／地震研究所） 

 

地震津波観測データの解析に基づき，大地震の震源破壊過程を詳しく調べることは，大地

震の発生過程と強震動の生成過程の理解を深め，将来の大地震の強震動と津波の発生予測の

高度化につながる．また，断層面上の大滑り域や強震動生成域の関係や，中小地震の繰り返

し発生の特性から，これらの領域の周辺の応力状態や断層の強度に関する特徴を知り，地震

発生予測に向けた重要な基礎データを得ることとなる．大地震発生直後に観測データを即時

解析し，震源域の広がりと破壊過程を正確に求めることは，強震動の面的広がりを把握し，

そして沿岸の津波到達・浸水予測を適切に行うこができれば，適切な避難や応急対応が可能

になる． 

こうした目的に向け， 平成25年度は2011年東北地方太平洋沖地震や，近年の大地震の震源

動的破壊特性の解析，地震前後の地震活動の推移，そして強震動および長周期地震動の生成

に関する調査を進めた．また，近年整備された，全国強震観測データを活用した大地震の震

源過程の即時・自動解析システムの開発や，強震動分布に基づく地震規模と震源域の広がり

の推定手法の開発，沖合ケーブル津波計データを用いた津波予測手法に関する研究が進めら

れた． 

巨大地震断層の不均質性と，地震時の動的破壊特性の理解の深化に向けて，国内外で発生

した大地震の震源破壊過程解析が継続的に進められ，データベース化されたことにより，中

小地震から巨大地震に至る地震の相似則（スケーリング則）が確認され，加えて，強い加速

度を生み出すsuper shear(S波速度を超える断層破壊伝播速度）を示す地震や，破壊伝播が遅

く，強い揺れを伴わない津波地震の例など，断層破壊現象の多様性についても知見が蓄積し

た（東大地震研[課題番号：1422]，Poiata et al, 2012; Yokota et al., 2012）． 

2011年東北地方太平洋沖地震の震源解析では，近地強震動，遠地実体波，GPS地殻変動，津

波データといった，多様な観測データとその統合解析が行われた（図１，東大地震研[課題番

号：1422]，横田・他，2013）．これにより，短周期（T=0.1-10s）地震波の観測から逆解析

により求められた断層滑り域の分布と，津波やGPS地殻変動から求められた滑り域の違いが明

確となり，巨大地震の断層運動における動的特性（滑り速度，応力降下量など）の不均一性

が大きいことが改めて示された．強震動・津波災害予測には，震源断層の規模（M）といった

静的特性だけでなく，その動的特性についての理解が重要である． 

こうして求められた2011 年東北地方太平洋沖地震の詳細な震源モデルとの比較から，プレ

ート境界や深部の大滑り域で過去にM7地震が多発し,また小繰り返し地震も起きていたこと

が確認された．また，海溝軸付近の超大滑り域では繰り返し地震が起きていなかったこと，

そこでの地震活動には周期性が見られ，地震発生前には増加傾向にあったことがわかった．

なお，この時期はスロースリップの発生時期とも一致することから，プレート境界の固着の

緩みが始まっていた可能性が指摘された（図２，東北大[課題番号1211]，Uchida and Matsuzawa, 

2013；Ito et al., 2013）．こうした，繰り返し地震や微小地震活動の変化，スロースリッ

プの発生等の総合的な分析により，プレート境界固着状況の変化と大地震の発生予測のモニ

タリングが可能になることが期待される． 

複雑な東北地方太平洋沖地震の動的破壊成長過程が，従来からの階層パッチモデル（Ide 
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and Aochi，200）で良く説明できることも示された．気象庁地震カタログに基づく地震活動

解析から，大地震のパッチがG-R則におけるb値の小さな領域と対応していることが示された

（図３， 東大理[課題番号：1211]，Ide and Aochi, 2013）．この考えに基づいて北海道地

域での地震活動の評価と巨大地震の発生可能性の議論されるなど，M9地震の想定震源域を推

定するための一つの指標が示された． 

プレート境界で発生する繰り返し地震や，東北地方太平洋沖地震の前震（3月9日，Mw7.3），

及び余震・誘発地震に伴う震源断層運動の詳しい調査が行われ，前震に伴う余効滑りの発生

から，超巨大地震発生に至る過程が検証された．また，超大滑り域と周囲の地震波速度構造

の不均質性との関連性も検討され，構造探査から事前に断層面上の不均質性と動的特性を評

価できる可能性もある．地震直後より，釜石沖の繰り返し地震の発生間隔が変化しており，

巨大地震に伴う応力状態の攪乱が起きていることが考えられる．モニタリングを継続するこ

とにより，プレートの固着の回復過程が明らかになる可能性がある（東北大理[課題番号：

1211]）． 

地震断層運動の不均質性と地震波放射の関係を調べるためには，断層の近傍での強震観測

が有効である．この目的に対して，南アフリカ金鉱山の大深度地下において断層から数メー

トルでの極近傍強震（AE）観測のための機器開発と観測点整備が進められ，ようやく強震記

録が得られる段階になった．そして，M1.3地震において最大15Gを越える大加速度が記録され

たが，そのレベルは従来のHaskelモデルなど等で説明できる範囲であり，断層破壊の不均質

性自体は意外に小さい可能性も見えてきた（東大地震研［課題番号：1423］，Naoi et al., 2013）． 

東北地方太平洋沖地震はM9規模の地震であったが，その長周期地震動のレベルは過去のM8

級の地震の際のものと同程度にすぎなかった．日本各地で起きた大地震の強震観測データの

分析から，東北沖で発生したプレート境界地震ではいつも長周期地震動レベルが小さいこと

がわかった．これは，震源域が深く，長周期の表面波が発生しにくいためである（図４，東

大地震研［課題番号：1424］，Furumura, 2014）．南海トラフ沿いの地震や駿河トラフ沿い

の地震では，東北地方太平洋沖地震を上まわる長周期地震動が発生する可能性がある．東北

地方太平洋沖地震の長周期地震動シミュレーションでは，速度構造モデルに加えて，減衰（Qs）

構造の適切なモデル化の課題が示された（京大防災研［課題番号：1813］，Sato et al., 2013）． 

全国の高感度地震観測網（Hi-net）や広帯域観測網（F-net），そして強震観測網（K-NET, 

KiK-net）によるリアルタイムデータ震源解析（発震機構やモーメント・テンソル解）を統合

的に用いた震源過程解析システムが開発された．モーメント・テンソル解に余震分布を加え

て断層面モデルを設定し，次に強震波形記録を用いた震源過程解析を自動的に行う即時震源

過程推定システムの開発が進められた（防災科研［課題番号：3103］）．また，M8を越える

巨大地震の早期規模推定のために，より広い周期帯域（～周期100秒）の地震波形の最大振幅

からMを推定する手法が検討され，東北地方太平洋沖地震や2010年チリ地震の解析に適用して，

3分以内に適切なMが推定できることが確認された（図５，気象庁[課題番号：7024]，Katsumata 

et al., 2013）． 

津波の即時解析に向けた研究では，沖合GPS波浪計や海底ケーブル津波計データ利用の有効

性が検証された（気象庁[課題番号：7024]）．また，津波警報の解除のタイミングを判断す

するために，津波コーダの振幅の減衰特性の評価が行われ，津波高の移動二乗平均に対して

減衰式をフィッッティングさせることで，津波警報の解除時刻を予告できる可能性が示され

た（気象庁[課題番号：7021]）． 
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これまでの課題と今後の展望  

東北地方太平洋沖地震の広い震源域のうち，強震動被害に関わる短周期～やや長周期

（T=0.1～10s）の地震波放射は，プレート境界の比較的深い（h=25-50km）場所に限定された

（図６，東大地震研［課題番号：1424］，Furumura, 2014）．このため，超高層ビルなどを

大きく揺する長周期地震動の発生は地震の規模に対して小さかった．一方で，深部の地震の

ため，高周波数地震動の放射は強かった．なお，海溝軸付近の浅部プレート境界では超大滑

り（>50 m）が発生したが，大きな海底地殻変動と津波を起こす一方で，強震動は強く発生し

なかった．こうした，本地震の震源過程の複雑な特徴は観測データ解析から良く理解された

が，この特徴がこの地震特有のもの，あるいは日本海溝の巨大地震での現象であり，南海ト

ラフや相模トラフの巨大地震には適用できない可能性がある．今後，南海トラフ等の沈み込

み帯に条件が近い世界の他地域のM9地震ついても，詳細な震源解析が必要である． 

多様なデータを用いた震源解析の高度化により，大地震の震源過程において強震動と津波

を生成する場所が違うことも明確となった．また，地震毎にも，大加速度を伴う極短周期

（T<0.3s程度）地震動の強い地震（2011年東北地方太平洋沖地震，2008年岩手宮城内陸地震

など）や，木造家屋被害に影響する，やや短周期（T=1～2s）地震動を強く放射した地震（1995

兵庫県南部地震，2007年能登半島沖地震など）など特性の違いは大きい．こうした強震動特

性の多様性を生み出す動的特性（断層滑り速度，破壊伝播方向，応力降下量など）の適切な

モデル化と，その原因，事前推定の可能性が，これからの強震動評価や災害予測に向けた重

要な課題となる．震源解析と平行して，断層周辺の速度構造や地震活動などの調査，そして

地震発生の実験やシミュレーション研究とタイアップした統合的な検討が必要である． 

東北地方太平洋沖において強震動を強く放射した強震動生成域（SMGA）は，浅部プレート

境界の超大滑りの場所とは一致せず，従来の「アスペリティ」モデル（すなわち，地震時に

大きく滑り，強震動を放射する場所）の適用が困難に見える．しかし，SMGAは，東北沖で繰

り返し発生したM7～8地震の「アスペリティ」に一致することが示されている（京大防災研，

［課題番号：3013］，Asano and Iwata, 2012）．こうした，滑り域の階層性を取り入れた，従

来のアスペリティモデルの修正が必要である． 

繰り返し発生する大地震に対して，これまで規則性を過度に評価してきた面があろう．た

とえば，茨城県沖で約20年間隔で繰り返し起きたM7級の地震においても， 1982年の地震では

初期破壊から18秒後に主破壊が発生したのに対し，2008年の地震では，前震から43分後に主

破壊が起きるなど，不規則性・不確定性も同様に大きいと言えよう（京大防災研［課題番号

1812］）．また，約50年で繰り返す十勝沖地震においても，1952年の十勝沖地震（M8.2）で

は，震源域の東側半分で津波を発生させる滑りや先行するイベントがあったが，2003年十勝

沖地震（M8.0）にはこうした現象は起きなかった（東大地震研［課題番号：1422］）．大地

震の発生予測と強震動津波予測では，大地震の周期性を過度に評価することなく，不規則性

や不確実性ついても適切に評価する必要がある． 

活断層の評価では，隣接する断層での地震の連動発生の可能性について大きな問題となっ

ている．これまでは，5km離れた断層運動は連動しない（断層間を破壊が乗り移らない）と考

えることが多かった．しかし，近年の事例をみると，たとえば2011年4月11日の福島県浜通の

地震（M7.0）で井戸沢断層の動きの4.5秒後に湯の岳断層が動いた（京大防災研［課題番号

1812］）．また，2000年鳥取県西部地震（M7.3）では，南北走行の主断層面から，共役の小
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断層面に破壊が乗り移る際に，バリア破壊が原因と思われる高周波数地震動が強く放射され

たことが指摘され，同様の現象は，スラブ内地震である2009年駿河湾の地震（M6.5）の際に

も確認されている（九大［課題番号：2204］）．活断層地震による強震動評価では，地震断

層運動の乗り移りの条件と，その際の断層破壊の動的特性の評価が必要である． 

近年，高密度地震観測網，GPS地殻変動観測網，沖合ケーブル津波計など，高精度の観測網

が構築され，大地震の強震動と津波の観測をリアルタイムで伝送されるようになり，そして

高速スパコンを用いたシミュレーション技術が進展した．こうして，地震発生直後に地震断

層破壊過程を的確に理解し，そして強震動と津波の発生状況を把握して，津波避難等に活用

できる環境が整ってきた．しかし，こうしたリアルタイム防災情報を，防災担当者や一般の

方が防災行動に活用するためには情報伝達方法や受け手の受容力に関する高いハードルがあ

る．また，地震津波研究側が提供できるデータと，避難や救急対応のために，社会が真に必

要としている防災情報の内容には大きな乖離もあろう．こうしたギャップを埋めるために，

地震津波研究者と防災研究者・実務者との双方の意見交換・調整が必要である． 
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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． 

(a) 近地強震データ，(b)遠地実体波データ，(c)GPS 地殻変動データ，(d)津波データ,および

４つのデータの統合解析により推定した震源断層モデル（図１，東大地震研[課題番号：

1422]，横田・他，2013）． 
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図２ 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]（東北大[課題番号 1211]，Uchida and Matsuzawa, 2013）． 

 

図３ 東北地方沖地震の階層パッチモデルと，1990 年～2011 年の気象庁地震カタログから

調査したｂ値の分布．ｂ値の小さな領域が M9 地震のパッチに対応（東大理[課題番号：

1211]，Ide and Aochi, 2013）． 
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図４ 関東の周辺で発生した M7 級地震の震源分布と，関東平野における長周期地震動の速

度応答スペクトルの比較．(a)内陸地震および南海トラフの地震，(b)東北沖のスラブ内地

震，(c)東北沖のプレート境界地震，(d)東北沖のアウターライズ地震．都心では，(a)に

おいては必ず周期６～８秒（黄色の帯）の長周期地震動が発生するが，東北沖の地震では

発生しない（東大地震研［課題番号：1424］，Furumura, 2014）． 

  

 

図５ 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地震規模（Ｍ）推定．

2011 年東北地方太平洋沖地震の例．（左）震度 5 弱以上の強震動域の広がりに基づくＭ推

定，（右）多様な周期帯の地震波最大振幅に基づくＭ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
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が可能であることを示している（気象庁[課題番号：7024]，Katsumata et al., 2013）． 

 

 

図６ (a) 東北地方太平洋沖地震の震源断層における，周期 T=0.1-10s の強震動生成域（青

と緑色の□）と，地殻・津波を発生した大滑り域（ピンクとオレンジ線）の比較（東大地

震研［課題番号：1424］，Furumura, 2014）．(b)強震動生成域と大滑り域の棲み分け，強

震動生成域と過去の M7 地震の震源域・アスペリティとの関係（京大防災研，［課題番号：

3013］，Asano and Iwata, 2012）． 

 



 

- 173 - 

２（３）（３－３）火山噴火過程 

            

                   「火山噴火過程」計画推進部会長 西村太志 

                          （東北大学大学院理学研究科） 

 

噴火規模や様式、噴火推移を支配する要因を理解するためには、火道浅部におけるマ

グマの挙動や火山体構造の状態を把握し、それらと噴火規模や様式との関係を明らかに

することが必要である。本火山噴火過程研究計画では、「ア.噴火機構の解明とモデル化」

と「イ.噴火の推移と多様性の把握」の研究を 2 つの柱とし、両者をあわせて考察するこ

とにより噴火シナリオの作成に資することを目的として研究を進めてきた。このため、

計画では、発泡・脱ガス過程などの火道内マグマの挙動を調べるために、繰り返し発生

する噴火を対象として集中的な地球物理学・物質化学的観測を行い、多量のデータをも

とに噴火機構のモデル化を図った。また、火山体浅部の熱水系や火道周辺構造との相互

作用を調べ、多様な噴火形態やその推移を支配する要因を理解するために、過去の履歴

を地質学的情報に基づき記載し、その特徴を調べた。 

 

ア.噴火機構の解明とモデル化 

火山噴火機構を調べるために、インドネシア国ロコン山の臨時地震観測点等の波形デ

ータ解析を進めた。その結果、爆発地震の初動から約１秒間は，火口底からの火山物質

の噴出に先行し、火道の収縮現象が起きていることが明らかとなった。この特徴は、前

年度に実施した諏訪之瀬島の爆発地震の解析結果や桜島での先行研究により明らかにさ

れた特徴と類似しており、ブルカノ式噴火発生直前の火道プロセスに共通性があること

を示すことがわかった。また、爆発地震の規模別の発生頻度数は、よく使われているべ

き分布よりも、指数分布により説明できる可能性が高いことがわかった。このことは、

爆発地震を引き起こす火道内の圧力解放過程には、それぞれ特徴的なスケールがあるこ

とを意味し、火道等の大きさが繰り返し噴火の規模を支配していることを示唆する（東

北大学理学研究科［課題番号：1213］）  。  
浅間山の山頂部において 2012 年度に実施した稠密 MT/AMT 観測のデータ解析を進めた。

その結果、深さ数十メートルでは、CO2 フラックスが卓越している火口東側のごく浅部に低

比抵抗の領域が広がっていること、深さ数 100～1km 程度では火道が西下方方向から火口に

到達していること反映した低比抵抗領域があること、などが明らかとなった。（東京大学地

震研究所［課題番号：1425]］。 

火山ガスの放出率の測定方法の改良を進めた。噴煙およびその周りに存在する大気中の火

山灰による紫外線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高精度で算出で

きる手法を開発した。さらに、頻繁に火山灰を噴出している桜島火山のデータに適用し、二

酸化硫黄の放出率が減少あるいは増加して爆発に至る過程を定量的に示すことに成功した。

そのほか、スキャニング装置の小型化、通信・制御系の低消費電力化を進め、諏訪之瀬島に

おいて、太陽電池を用いた自動連続観測をすることに成功した（東京大学地震研究所［課

題番号：1425]］。 

伊豆大島で平成18年度より継続している自然電位の連続記録について、火山活動とは

関係のない年周変化を地表面からの蒸発を考慮した雨水浸透過程で説明した。また、山
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麓での自動観測の効率化を図るため、火山ガス濃度が上昇した際に観測する「火山ガス

感応起動型自動観測装置」を開発し、桜島において観測を開始した。脱ガス活動によっ

て形成された変質帯が発達している雌阿寒岳火山において、自然電位およびAMT法による

電磁探査を実施するとともに、数値シミュレーションによって低比抵抗の変質帯分布と

自然電位の発現様式を明らかにした。（産業技術総合研究所［課題番号：5009］）。 

個別要素法による 3 次元応力場におけるマグマ移動シミュレーションを行い、噴火／噴火

未遂の支配条件について物性パラメータ、マグマ圧、応力場の依存性を調べた（防災科学技

術研究所［課題番号：3014］）。磐梯山で発生した山体崩壊を伴った 1888 年水蒸気爆発機

構について、噴火に先行して発現した地震活動、古文書に残る噴火活動についての検討

を重ね、水蒸気爆発の高温熱水源について考察した。（公募研究[課題番号：2911]）  
 

 
イ.噴火の推移と多様性の把握 

水蒸気爆発の発生や熱水系に関係する浅部水環境を理解するために、有珠2000年新山域を

対象に試錐および構造探査データをもとに浅部構造の検討を進めた。試錐は、2000年新山北

麓で、地震探査および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

北翼において行った。その結果、深さ500mまでに2000年噴火時の貫入マグマは確認されな

かった。また、深さ90ｍ前後で65度を示す孔底温度や地温勾配は、有珠山周辺の温泉井と変

わらないことから、浅部にマグマ貫入した可能性は低いことが明らかとなった。貫入マグマ

を表すと想定した背斜状の構造は、電気検層結果と比抵抗構造に基づくと、地層境界と解釈

され、また、山体変形を及ぼした火山性圧力源により変形したと推察された。また、深さ約

50mから500mの浅部構造を形成する新規安山岩層と荘珠内川層は、変質作用を受けたカオリ

ンを部分的に含むスクメタイトであったこと、空隙率と透水係数から推定される高空隙率難

透水性の粘土層であることがわかった。（北海道大学理学研究科［課題番号：1007］）。 

噴火規模と頻度の関係について、平成22年度に引き続き、検討を進めた。日本列島や

インドネシア、チリなどの地域の個別火山のVEI（火山爆発指数）を調べた結果、全地球

の火山にたいするVEIの頻度分布と同じく、べき乗則が成り立っていることが明らかとな

った。また、カルデラ噴火のようなVEI６以上の低頻度大規模噴火について、この規則性

が保持されている。このことから、規模の大きな噴火に対して、小さな規模の噴火とは

別の、特別の過程があるわけではないことが示唆された。（東京大学地震研究所［課題番

号：1426］）。 

 
これまでの課題と今後の展望 

平成21年度から25年度の5年間にかけて、噴火機構の解明とモデル化および噴火の推移

と多様性の把握を目的にして進められた研究に対して、主な成果と今後の課題について

まとめる。 

国内の浅間山、諏訪之瀬島、霧島、桜島に加えて、インドネシア国のスメル山、ロコ

ン山も観測対象として、繰り返し噴火について観測研究を進めてきた。その結果、ブル

カノ式噴火に関して、前兆現象などの特徴を明らかとすることができた。まず、火口か

ら数百メートルから1 km以内に高感度の傾斜計や広帯域地震計を設置し、山体変形デー

タを記録することにより、火道内マグマ上昇や火山性ガス集積等による噴火直前の山体
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膨張を検知することが可能であることがわかった。地震波の最大値をもとにした爆発規

模は、多数の事象を平均的に見ると、噴火直前の山体膨張量の増加とともに大きくなる

こと、噴火の様式によって山体膨張の時間変化に違いがあることがわかった。これらの

関係は、ブルカノ式噴火という規模の小さな爆発現象に限られるものの、規模・様式を

観測データに基づき予測できる可能性を強く示唆している。また、山体膨張の大きさや

時間変化は、火道流モデル等を通してマグマ揮発性成分の挙動を考えたモデルで説明す

ることができた。ただし、山体変形の大きさや時間変化は個々の噴火に着目してみると

必ずしも平均的な特徴と常に同じではないため、そのような多様性の評価と予測への応

用は今後の課題である。モデルの高度化をすすめ、観測量との比較を実施することによ

り、現象の支配要因をより定量的に明らかにすることができるだろう。 

プリニー式などの大噴火について、噴火規模に関する重要な知見が得られた。全世界

で発生する火山噴火を、噴出物量の常用対数に比例する爆発指数（VEI）で評価すると、

VEIの発生頻度はべき分布で説明できることが知られていた。これは地震のマグニチュー

ドと発生頻度の関係式（グーテンベルグ・リヒターの式）と同じである。このような統

計的性質を、噴出物量記録の多い桜島や富士山、伊豆大島等の個別火山について調べた

結果、同様の関係式が成り立つことが明らかになった。また、日本やチリの地域に存在

する火山全体でみると、VEI２の小噴火からカルデラ噴火級の巨大噴火、VEI６クラスま

でこのべき分布で説明できることがわかった。べき分布は火山噴火現象が自己相似的で

あることと解釈できるので、小さな噴火を調べることによっても、大噴火や巨大の発生

過程の理解や予測に役立つ可能性があると言える。しかしながら、前述したブルカノ式

噴火については、爆発地震の最大振幅という指標で見た噴火規模で評価すると、必ずし

もべき分布ではないこともわかった。世界各地で多項目観測で精力的に調べられている

このような繰り返し噴火に関する知見を、甚大な火山災害を及ぼす大規模噴火にどのよ

うに応用できるか注意を払いながら、研究を進めていくこと重要であろう。 

 噴火シナリオの高度化に関する研究も5年間の研究実施により、その役割や問題点が具

体的になってきた。噴火履歴や現在の火山学的な知見をもとにして作成された、桜島や

伊豆東部火山群等、インドネシア国シナブン山などの確率を付した高度な噴火事象系統

樹は、それぞれの火山における噴火活動を俯瞰的に理解することに大きく役立てられた。

また、行政担当者の火山防災施策の立案するためにも効果的であった。火山ハザードマ

ップはすでに多くの火山で導入されているが、今後、火山活動の推移を記載した噴火事

象系統樹の普及を図ることにより、行政機関や地域住民が噴火発生後の対応を考える上

でも役立てられるであろう。しかしながら、これまでに作成した系統樹の中の事象分岐

の確率は、過去の噴火履歴に基づき付与されている。噴火推移の予測は大きな課題であ

ると言われてきたが、地球物理学的データや噴出物の解析／分析結果、あるいは理論的

な知見の中には、事象分岐予測に役立てられる可能性のあるものも少なからずある。こ

れらの最新の科学的知見を最大限利用した噴火事象系統樹を作成し、より効果的な防

災・減災・避難対策の立案／実施に役立てるための研究が必要である。 

5年間の観測研究により、マグマ供給系・熱水システムの時空間分布の推定精度が向上

し、噴火活動や火山活動、その発生場である火山体構造との関連性が明らかとなってき

た。浅間山では、火山性地震の震源分布、地殻変動観測に基づく火山性圧力分布、人工

地震探査および地震波干渉法による地震波速度構造、MT/AMT探査とミューオンによる火
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口浅部の密度分布構造の調査が行われ、地殻下部付近から火口に至るマグマ供給系のモ

デル化が行われた。有珠山では、稠密な地震・電磁気学的構造探査が実施されるととも

に、過去のデータの再利用により、中期的な熱活動変化の定量的な評価もできるように

なった。これらの結果に加えて、試錐探査や周辺温泉環境の調査結果をもとに、2000年

新山における水蒸気発生場の理解が進められた。試錐は貫入マグマを捕らえられなかっ

たものの、水蒸気爆発や潜在溶岩ドーム形成の発生環境の複雑性が明らかとなってきた。

また、伊豆大島や薩摩硫黄島などにおいて、自然電位やMT探査および熱流体シミューレ

ーションにより浅部熱水系活動のモニタリングおよびその理解が進んだ。また、この5年

間の研究実施により、火山ガス観測は、自動観測システムの開発が進んだ。実地観測と

データ解析が進み、爆発や微噴火の発生直前の火山ガス量の低下などの現象が検知され

るなど、噴火直前の火道内プロセスの理解が進んだ。噴火発生前後に限らず、安定的な

観測体制を整えることにより、定常的な噴気活動の定量化が進み、中長期的な火山活動

のあたらしい理解の進展が期待される。今後もこのような、観測の稠密化、解析技術の

向上を進め、火山発生場の時空間的な揺らぎを定量的に評価することにより、多様な火

山活動を系統的に理解し、噴火推移を予測する上での土台となる情報を高度化すること

ができよう。 
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２（４）地震発生・火山噴火素過程 

「地震発生・火山噴火素過程」研究推進部会長 矢部康男 

（東北大学大学院理学研究科） 

「地震発生・火山噴火素過程」研究推進部会委員 寅丸敦志 

（九州大学大学院理学研究院） 

 

地震発生の素過程については、より信頼性の高い地震発生モデルを構築するために必要な、地震

発生の各過程を支配する破壊・摩擦構成則の素過程を理解するための実験的・理論的研究を行った。

観測可能量から地震発生場の環境を精度よく推定するために、岩石物性の環境依存性を明らかにする

ことを目指した実験・計測をおこなった。時空間的スケールが数桁以上異なる自然地震へ室内実験の

知見を適用することの妥当性を検討するために、摩擦・破壊現象の規模依存性を明らかにするための

実験・観測を行った。  
火山噴火の素過については、次の研究を個別に行った。東北大学では「浅部火山性流体挙動の理

論的・実験的研究」[課題番号：1216]において、1) 物質学的アプローチによる火山性流体挙動の研

究、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、および

3) 固液二相系における振動現象のモデリング、を行った。東京大学地震研究所では「爆発的噴火に

おけるマグマと波動の放出素過程に関する研究」[課題番号：1429]において、1) 爆発的噴火におけ

るマグマ破砕機構の研究、2)火山の空振発生メカニズムを理解するための実験研究、3)火山の空振観

測、4)空振‐地震統合解析、さらに「噴火に伴うマグマ中の揮発性成分変化に関する研究」[課題番

号：1430]として、ガラス包有物の揮発性成分分析法の確立を行った。九州大学では「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」[課題番号: 2206]として、

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。これらは、素過程に関す

る多種多様な側面を研究対象としているが、予知研究における素過程の役割の観点から次の三つのカ

テゴリーに整理される。 

 

ア．岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程 

（岩石—水相互作用） 

地殻流体としてより現実的な組成である 1 モル NaCl 溶液への石英と珪灰石の溶解度を、圧力

100MPa、温度300℃あるいは400℃、500℃という熱水環境で測定し、同溶液の有効誘電率を見積もっ

た。1モル NaCl溶液の有効誘電率は、500℃では純水と同程度であるが、400℃で 20％程度、300℃で

36％程度、純水よりも高かった。これは，低温ほど，塩水と純水の誘電率が乖離するという予想と一

致する。一方で、室温では純水を下回ることが知られているので、塩水の誘電率の温度依存性は、300℃

以下のどこかに変曲点を有することが予想される。誘電率の温度依存性の変曲点では、温度の低下に

伴って鉱物の溶解度が急減する。そのため、この成果は、石英や珪灰石に飽和した塩水が地殻内を上

昇する場合、温度が 300℃を下回る深度で急速に析出が生じて透水率が著しく低下すること，すなわ

ち，断層バルブ（例えば、Sibson et al., 1988）が形成されることの理論的必然性を示唆する（東

北大学［課題番号：1214］）。 

理論的検証と平行して、断層バルブモデルの実験的検証も行った。シリカに過飽和な超臨界水を

ステンレス管に流してシリカ鉱物を析出させ、流路を閉塞させた。析出するシリカ鉱物は、シリカの

過飽和度と溶液中の不純分の濃度に依存していることが明らかとなり、その析出速度を定式化するこ
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とが出来た（Saisyu et al., 2010）。これは、Rimstid and Barnes (1980)によるシリカ鉱物の析出

速度式を 30 年ぶりに改訂する成果である。実験中、シリカ鉱物の析出等による流路の閉塞に伴う流

体圧の上昇と、流路の再開に伴う流体圧の減少が観察された。流体圧の上昇−下降のサイクルには、

特徴的時間が数時間のものと数分間のものがあった。前者は、シリカ鉱物の析出という化学的過程に

よる流路の閉塞、後者は破砕したシリカ鉱物が引っかかるという物理的過程による流路の閉塞によっ

て引き起こされたと考えられる。化学的過程による流路閉塞と物理的過程による流路閉塞で、圧力変

動の特徴的時間が著しく異なることは興味深い（東北大学［課題番号：1214］）。 

 

（下部地殻のレオロジー） 

水を含んだ下部地殻の変形特性を明らかにするために、固体圧試験機により、温度 900 ℃、封圧

1 GPa のもとで，無水の人工アノーサイト多結晶体に最大0.5 wt％の水を添加して剪断変形実験を行

った。多結晶体の平均粒径は3 mで、5 vol％のシリカリッチなメルトを含む。ドライ（無水試料そ

のまま）及び0.1-0.3wt％の水を加えた試料を、剪断ひずみ速度約10-4/sで変形させた実験では差応

力は最大で1 GPa に達した。一方、0.5 wt％の水を加えた試料は顕著な弱化を示した。回収試料の微

細組織観察からは、添加した水が少ないほど破砕流動が卓越することが明らかになった。0.5 wt％の

水を添加した試料では塑性変形が卓越し、歪の局所化も認められた。赤外分光法面分析から、0.1 wt％

の水を加えて破砕流動が卓越した試料の局所含水量は最大でも130 ppmH2Oであった。一方、0.5 wt％

の水を添加した試料では、剪断歪が局所化している領域には最大 550 ppmH2O の水が含まれていたが、

破砕が生じている領域の局所含水量は250 ppmH2O程度であった。このように、同一試料内においても

含水量の不均質によって脆性変形から塑性流動までの変形機構の遷移が認められた。このことから，

天然の断層帯においても水の非平衡拡散に伴う変形の不均質が生じている可能性がある（東北大学

［課題番号：1214］）。 

フィリピン海プレートの地殻下部物質が露出しているフィリピン海パレスベラ海盆のゴジラメガ

ムリオンから採取した塩基性岩と超塩基性岩の構造岩石学的な特徴を明らかにした（Harigane et al., 

2010）。塩基性岩の大部分は無水ハンレイ岩ではなく、角閃石ハンレイ岩ないし角閃岩であった。角

閃岩は、強く剪断変形したマイロナイトを含む岩石であり、含水鉱物である角閃石に強い結晶方位異

方性が発達していることがわかった。また、海洋底風化作用によって著しく風化した蛇紋岩化したカ

ンラン岩の微細構造解析から、フィリピン海プレートマントル最上部の構造と変形の局在化を明らか

にした（東京大学地震研究所・静岡大学［課題番号：1427］）。 

極細粒高緻密多結晶体の超塑性変形により、最大500％の伸び変形をした試料の微細構造解析を行

ったところ、多結晶体の粒径が、試料の変形（ひずみ量）とともに増加することが明らかになった。

実験によりえられた粒径−ひずみの関係から、断層深部延長でせん断ひずみが約15より大きくなると、

もはや超塑性は発現せず、変形のメカニズムが転位クリープに遷移することが予想される（Hiraga et 

al., 2010）（東京大学地震研究所［課題番号：1427］）。 

比較的低温でも脆性−塑性遷移領域が現れる蛇紋岩を用いて、高温高圧下でのレオロジーを明らか

にし、蛇紋岩の摩擦構成則パラメタのマッピングを完成させた（産業技術総合研究所［課題番号：

5010］）。 

 

（ガウジの挙動） 
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ガウジ層を有する模擬断層の三軸圧縮試験を系統的に行い、固着−すべりの核形成時にガウジ層が

数％膨張することを確かめた。このことは，固着−すべりの核形成が、ガウジ層内のリーデルシアに

沿ったすべりによって引き起こされるとする仮説を裏付ける（東北大学［課題番号：1215］）。 

化学反応を起こしにくいガラスビーズを用いたリング剪断試験により、ガウジ粒子同士の衝突に

よるエネルギー散逸が摩擦強度に及ぼす影響を明らかにした。低速域では、ビーズ表面の凝着力のた

め、伝統的な摩擦則に従う振る舞いが見られたが、運動エネルギーが表面エネルギーよりも優勢とな

る高速摩擦では、多体系数値シミュレーション（Hatano, 2010a）と整合する、著しい速度強化が見

られた。粒径や垂直応力に対する摩擦強度の依存性もシミュレーションの予測とよく一致していた。

また，高速域でのみ、ガウジ層の著しい膨張が観察された。これは、高速域での著しい速度強化が、

粒子の集団ダイナミクスの結果であるというシミュレーションの考察を強く支持する。さらに、シミ

ュレーションでは、高速域で剪断速度を変化させた時の摩擦抵抗の変化は、低速域で見られるような

特徴的すべり距離ではなく、特徴的時間で規定されることが示された（Hatano, 2010b）。このこと

は、自然地震で推定されるDcが地震の規模とともに大きくなることに対してひとつの説明を与える

可能性がある。さらに、ガウジ層を厚くした実験では，Dcは 10 m を超える大きな値を示した。すべ

り速度を階段状に増加した場合と減少させた場合で対称な応答を示したことから，このような長大な

Dcは、粒子自体の物性変化ではなく，多体粒子系の構造変化によって生じている可能性が高い（東京

大学地震研究所［課題番号：1427］）。 

 

（断層破砕帯の成因） 

San Andreas 断層などの大規模横ずれ断層帯のダメージゾーンには、顕著な剪断組織は持たないが

著しく粉砕した岩石（Pulverized rocks）が広く分布することが知られている。この岩石の分布が、

断層に沿って非対称であることなどから、破壊伝播に伴う動的応力場によって形成された可能性が指

摘されているが、その正確な形成機構は明らかではない。Pulverized rocks の形成機構を明らかにす

るために、San Andreas 断層および有馬高槻構造線の地質調査を行い、両断層沿いで採取した 

Pulverized rocks の微細組織観察を行った。Pulverized rocks の粒径分布は、通常の断層ガウジや

カタクラサイトに比べ、高いフラクタル次元と大きなカットオフ粒径を示した。このことは、摩耗に

よって細粒物質が形成され、徐々に断層破砕帯が出来るという従来の理論では説明できないことから、

新たな断層形成機構の存在を示唆する（東北大学［課題番号：1215］）。 

 

（中速・高速摩擦特性） 

アラスカのコディアックメランジで採取した付加体泥岩を用いて中・高速摩擦実験を行った。垂

直応力1 MPa では、泥岩ガウジの摩擦強度が増加するのに伴ってガウジ層の膨張が認められた。垂直

応力を低下させると、摩擦強度の増加やガウジ層の膨張の程度も小さくなり、垂直応力0.4 MPaでは、

いずれも認められなくなった（京都大学防災研究所［課題番号：1814］）。 

非晶質含有量が 0-40wt%の範囲に収まるよう粉砕法によって作成したドレライトガウジを用いた

摩擦実験を、広い速度範囲で系統的に行った。まず、広島大学の二軸試験機により、室温及び 120℃

の温度下において、2-20 m/s の低速で速度ステップ実験をおこなった。いずれにおいても定常摩擦

の速度依存性はわずかに速度弱化であったが、20 mm 程度の累積変位の間にみられた摩擦のすべり変

位依存性には非晶質の含有量による違いがあった。室温では、非晶質分が少ない時にはすべり弱化、

多い時にはすべり強化が生じた。一方、120℃の実験では、非晶質分の量にかかわらず摩擦係数は一

定のままであった。このような違いは、非晶質への水の吸着が環境温度に依存することによると考え
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られる。産業技術総合研究所の回転式試験機により，室温下で，広い速度範囲（20 m/s-1.3 m/s）

の実験を行ったところ、4 cm/s 以上の高速すべりでは非晶質の量に依らず非常に顕著な速度弱化を示

した。一方、低速すべりでは、非晶質が多い試料ほど大きな摩擦強度を示した。この傾向も、二軸実

験の場合と同じく、非晶質に対する水の吸着と温度（この場合は摩擦発熱）による逸失という解釈が

可能である（東京大学地震研究所［課題番号：1427］）。 

 

（摩擦の微視的過程） 

摩擦面上の真実接触部の静的挙動を調べるため、石英の表面（ｃ軸に垂直）に超微小硬度計を用

いて圧痕を作り、その周りでレーザーラマン分光装置を用いてラマンシフトを検出した。石英の代表

的ピークである464カイザーのシフトをマッピングしたところ、圧痕中心部付近で２つにスプリット

していることが明らかになった。短波長側へのピークのシフト量を圧力に換算すると、最大で2 GPa

以上の圧力が圧痕中心部の非常に狭い部分にかかっていたことが推定される。また、長波長側へシフ

トしたピークの強度分布からは、圧痕の辺の部分に高い圧力がかかっていることや、頂部の外側が引

っ張り場（マイナスのシフト）になっていることが認められた。さらに、圧痕の形成に要するエネル

ギーの結晶方位依存性や接触部形状の効果を調べるため、石英単結晶試料の方位を変え、５種類の圧

子を用いて試した。その結果、結晶方位によらず、各圧子のデータは圧子の形状に固有の直線上に分

布したが，直線の傾きは圧子の種類にかかわらずほぼ同じであった（静岡大学［課題番号：2910］，

東京大学地震研究所［課題番号：1427］）。 

真実接触部の微視的クリープ変形過程に基づく理論的考察により、岩石の準静的な摩擦特性を記

述する巨視的経験則である速度・状態依存摩擦則に含まれるパラメタや状態変数の微視的表現を確立

し、それらの物理的な意味を明らかにした。これにより、室内実験で得られた知見を地震発生場の理

解に適用する上で重要な、摩擦現象のスケーリングを支配する臨界すべり量の微視的表現が初めて得

られたことは特筆される（東京大学地震研究所［課題番号：1427］）。 

摩擦に伴う石英岩が非晶質化すると含水したゲルが生じて、低速-中速すべりにおいても、すべり

弱化や速度弱化を引き起こす。このゲルの生成にかかわる物理化学的過程を明らかにするため，

Pin-on-disk 型の摩擦試験機を用いて，摩擦すべり面に形成される石英トラックのラマン分光分析を

行った。その結果、本来、SiO4 四面体６員環からなる石英構造中に、３-４員環という歪んだネット

ワーク構造が見いだされた。このことから、真実接触点での高応力によりSiO4中距離構造がより歪ん

だ平面３員環ないし４員環となり、歪んだ Si-O 結合部から選択的に水和反応が進むことで、摩擦す

べり面に非晶質シリカの水和物（ゲル）が生成されたことを示唆する。そして、非晶質シリカ水和物

が強度の低い粘性物質として振舞うことで速度弱化を引き起こす考えられる（東北大学［課題番号：

1215］）。  

断層ですべりが生じるためには、断層面上の真実接触部を破壊する必要がある．真実接触部の破

壊は、クリープのような塑性変形だけではなく、弾性波の放射を伴う脆性過程も伴っていることが、

摩擦すべりに伴う微小破壊振動（AE）の計測により明らかになった。AE活動の振幅別頻度分布を特徴

づけるm値や単位すべり距離当たりのAE発生数はすべり速度に依存し、摩擦強度のすべり速度依存

性と一定の相関を示した。このことは、地震活動や地殻変動のような既存データを利用して、プレー

ト境界面上の摩擦特性分布を推定しうることを示唆する（東北大学［課題番号：1215］）。 

 

（透過弾性波による断層面モニタリング） 

断層面透過波振幅から推定した断層面接触状態の物理的意味づけを明らかにするため、アクリル
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樹脂を用いたすべり実験を行い、光学的に計測された真実接触面積と音波透過率の比較を行った。そ

の結果、両者の関係は、すべり速度ごとに異なる線形関係に従い、音波透過率から真実接触面積を一

意に推定できるわけではないことが明らかとなった。これは、音波透過率が単に接触面積だけではな

く、接触部の大きさ分布にも依存するためと考えられる（東京大学地震研究所［課題番号：1427］）。

さらに、静的接触時間の増加に伴う断層面強度回復の不均質性を明らかにするために、受信子を面的

に配置して音波透過率の時間変化を計測した。接触開始直後の初期音波透過率は、断層面形状の凸部

同士が接触している場所で大きい傾向があった。音波透過率は接触時間の対数に比例して増加するが、

初期透過率が大きいほどその増加率が大きいことが明らかとなった。このことは、接触時間の増加と

ともに強度の不均質が強くなることを示唆しており、地震学的アスペリティの形成を考えるうえで重

要な知見である（京都大学防災研究所［課題番号：1814］）。 

三軸圧縮破壊実験での断層面形成に伴う弾性波透過率の変化を定量的に評価するため、計測に用

いた広帯域圧電センサーの検定を行った。検定結果に基づいて、200 kHz～1 MHz の帯域での減衰パラ

メタQ値を求めたところ，ダイラタンシーが起きるまではQ～23で一定であるが、ダイラタンシー開

始とともに減少し、試料の降伏時ではQ～17.5であった。降伏荷重以降は、それ以前に比べて、初動

振幅の減少率が増加したが、Q 値にはそのような急激な変化は見られなかった（Yoshimitsu and 

Kawakata, 2011）。試験後に回収された試料のX線 CT解析によりえられた断層等の構造が、弾性波速

度不均質としてどのように見えるのかを明らかにするため、弾性波速度トモグラフィ解析を行った。

観測できる周波数帯の制約により、弾性波速度トモグラフィの分解能は10 mm 程度と粗いものの、推

定された低速度域の分布は、X線 CTで捉えた断層の分布と概ね一致していた（立命館大学［課題番号：

2909］）。 

 

イ．地殻・上部マントルの物性の環境依存性 

（蛇紋岩の物性・変形過程） 

巨大地震の発生を含む、沈み込み過程に重要な役割を果たしている蛇紋岩の分布を地震波速度の

不均質構造にもとづいて把握するためには、蛇紋岩の弾性的性質を正しく理解することが不可欠であ

る。蛇紋岩は、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ので、その平均的な弾性定数

をVoigt 平均や Reuss 平均といった従来の手法で精度よく見積もるのは困難である。例えば、アンチ

ゴライトのみからなり、結晶方位がランダムで、巨視的には等方的な蛇紋岩では、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。これは、アンチゴライトの粒子

形状が考慮されていないためである。そこで、粒子形状を考慮した計算手法を拡張し、等方的な蛇紋

岩の弾性波速度(常温，常圧)をより精度よく推定する手法を開発した。この手法で推定されたＰ波速

度は6.70 km/s、Ｓ波速度は3.78 km/sであり、これから得られるVp/Vsは 1.77 である．これは、実

測値の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 は蛇紋岩化だけでは説明できず、流体の存

在を仮定する必要があるといえる（東京大学地震研究所［課題番号：1428］）。 

 

（下部地殻・マントルのせん断変形メカニズム） 

多相系岩石の強度は、地震発生に重要なせん断集中帯の強度やその進化を理解するために重要で

あるが、構成鉱物間の物理・化学相互作用にも依存するため、岩石を構成する主要鉱物単相の試料を

用いた流動実験の結果から推定するのは困難である。そこで、せん断帯で見られる拡散クリープ条件

下での二相系の変形実験により、第二相(相対的に少ない相)粒子が試料の変形特性に与える影響を調
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べた。フォステライト-エンスタタイト系の粒成長実験では、粒径が第二相の量比、界面エネルギー、

Siの拡散係数、成長時間、ひずみに依存することが明らかになった。また、二相系の量比と共に系統

的に変化する粒径を持つこのような多結晶体の粘性は、粒径と相の強度で決定されることも明らかに

なった。さらに、観察された強度変化は、ひずみ速度一定モデルでうまく説明できることが分かった。

これらのことから、上部マントルでのせん断変形集中は、著しい粒径変化によって強度構造が進化す

るためであると理解できる。一方、合成細粒試料の圧縮・引張実験で見いだされた、マイロナイトと

類似した第二相粒子の衝突合体組織は、同じ試料を用いてミネソタ大と共同で行ったねじりせん断試

験でも再現され、超塑性的な粒界すべり変形がせん断帯で普遍的に発生することが示唆された（東京

大学地震研究所［課題番号：1427］）。 

地殻の脆性-塑性遷移領域の上部に接する脆性領域と下部に接する塑性領域にそれぞれ分布する

断層岩を特定した。脆性領域では転位クリープや粒界すべりといった塑性変形機構が卓越するのに対

し、塑性領域では圧力溶解クリープを伴う摩擦すべりが卓越することが示唆された（産業技術総合研

究所［課題番号：5010］）。 

オマーンオフィオライト延性剪断帯の微細構造解析を行い、せん断変形帯が地震発生に果たす役

割を検討した。オマーンオフィオライト北部フィズ岩体には、海洋地殻およびその下部のマントル物

質を横切る大規模な延性剪断帯が露出している。この剪断帯では、特に地殻—マントル境界において

角閃石が高い頻度で見出される。角閃石は、母岩であるハンレイ岩に水が作用して形成されるので、

海洋地殻—マントルを横切る延性剪断帯がマントルからの水みちとして機能していた可能性が高い

（東京大学地震研究所［課題番号：1428］）。 

 

（流動則の高精度推定） 

天然の条件に比べて高温・高ひずみ速度（高応力）の実験で得られる鉱物の流動則を外挿して地

球内部の流動変形に適用するためには、活性化エネルギーをはじめとした流動則のパラメタを高い精

度で計測する必要がある。そこで、フォルステライト多結晶体の一軸圧縮クリープ試験を高温・大気

圧下で行い、流動応力の温度依存性を明らかにした。また、インピーダンス法により、クリープ試験

中に電気伝導度を測定した。一般に、最も遅いイオン種の拡散過程がクリープを律速し、最も速いイ

オン種の拡散過程が電気伝導度を律速すると考えられているので、クリープ速度と電気伝導度のそれ

ぞれの温度依存性（活性化エネルギー）を高精度で求めることにより、拡散メカニズムの詳細を理解

できると期待される。この結果に基づいて、地球内部の流動変形における律速過程を推定できれば、

より高い信頼度で、実験室で得られる流動則（活性化エネルギー）を地球内部に適用することができ

る。試料は、90vol%のフォルステライト（Mg2SiO4）と10vol%のエンスタタイト（MgSiO3）から成る多

結晶焼結体である。実験中の粒径変化を抑えるため、あらかじめ実験を行う最高温度まで昇温し、粒

径を飽和させた。試験中は応力を 10-20 MPa で一定に保ち、温度は 1360℃から 1200℃までゆっくり

変化させた。これにより、１℃刻みで応力-ひずみ速度の関係を得ると同時に、ピストンと試料の接

触部である上部および下部のSiCを電極として印加した２Ｖの交流電圧と応答電流の関係から試料の

インピーダンスを10℃毎に測定した。全温度領域の粘性率・温度のアレニウスプロットにおいて、両

者の関係は、非常に小さなばらつきでひとつの直線にのることが分かった。このことは、実験を行っ

た温度領域では律速する拡散機構が変わらなかったことを示す．また、このプロットから活性化エネ

ルギーを722±1 kJ/molという高い精度で推定することができた。これは、本実験手法によって、地

球内部の低温領域に安定して外挿できる流動則を得られることを示している。インピーダンス測定か

らは、温度の低下に伴い電気伝導度が系統的に小さくなることが示された（東京大学地震研究所［課
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題番号：1428］）。 

 

（地震波の減衰） 

地震波速度の３次元不均質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。岩石のアナログ物質として有機多結晶体を用いて、試料の

ヤング率Eと減衰Qを幅広い周波数（10-0.1 mHz）で精密に測定できる強制振動型変形実験装置を開

発した。この実験で、減衰スペクトルQ(f)の温度 T、粒径d、メルト分率φに対する依存性に相似則

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でも成り立ち、Q(f/fM)がアナログ物質と同一の曲線で表

せることから、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規格化した地震波の周波数は、実験データがカバーしている帯域よりも２桁程

度高いことも分かった。そこで実験法を改良して、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

実験データは、高い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

ないことを示唆する（東京大学地震研究所［課題番号：1428］）。 

 

ウ．摩擦・破壊現象の規模依存性 

（断層摩擦のスケーリング） 

室内実験結果を外挿して地震発生過程を理解するためには、室内で計測される断層の強度や破損

過程が、断層の大きさに対してどのようにスケールされるのかを知る必要がある。例えば、地震断層

の動摩擦は、実験室で計測されるよりずっと低い可能性がしばしば指摘されている。これは、摩擦の

古典的理論である凝着摩擦説の予想に反して、摩擦強度がスケール依存性を持つことを示唆するが、

その指摘の根拠となるデータは間接的なものであり、地震断層の強度を直接計測した例はほとんどな

い。南アフリカの大深度鉱山において、Mw2.2の地震が発生した断層を貫通する掘削を行った。孔壁

やコア試料の観察から明らかになったボアホールブレークアウトやディスキングの分布と、室内実験

で計測したコア試料の強度から、震源域における応力状態を推定した。その結果、震源断層に作用す

る法線応力に対するせん断応力の比は0.6-0.8 で、多くの室内実験で計測されている摩擦係数と一致

した。このことは、摩擦強度はスケール依存性を持たないことを示唆する（東北大学［課題番号：1215］）。 

大型振動台を載荷装置とし、0.5 m×1.5 m の断層に1.3 MPa の法線応力を印加した二軸すべり摩

擦実験を行った。すべり速度0.1-10 mm/s では、小サンプルを用いた従来の実験結果と同程度の摩擦

係数が得られた。また、動的すべりが試料端まで達しないstick-slip event を多数観測する事がで

きた。このデータは、これまで十分に解明されていなかった断層破壊の停止機構に関して新たな知見

をもたらすと期待される（防災科学技術研究所［課題番号：3015］）。 

断層面の破壊エネルギーは、地震発生に先行する準静的震源核の大きさを規定することが理論的

に知られている。Kato(2012)は，２次元での地震サイクルシミュレーションと破壊力学的考察から、

繰り返し時間の長い地震ほど破壊開始点での破壊エネルギーが大きくなると予想した。経験的に、静

的応力降下量が地震のサイズに依存しないので、繰り返し間隔と地震のサイズを一対一に対応付ける

ことができる。そこで、アスペリティの破壊エネルギーがアスペリティの半径（R）に依存しないと

いう仮定で行った３次元地震サイクルシミュレーションでは、大きな地震ほど応力降下量が小さくな

るという、経験則に反する結果が得られた。簡単な破壊力学的考察によると、破壊エネルギーがRに
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比例すれば、応力降下量が一定となることが示される。そしてこのときには、震源核の半径が本震破

壊の半径と比例することが期待される（東京大学地震研究所［課題番号：1427］）。 

Kato and Yoshida (2011)は、平成23年東北地方太平洋沖地震（Mw9.0）の数値シミュレーション

を行い、M7級地震を引き起こすアスペリティでは巨大地震の直後から固着が回復し、周囲で起こる余

効すべりにより次のM7級地震の発生が早められると予想した。しかし、最近のGPSデータの解析に

よると、M7級地震のアスペリティでは、東北地方太平洋沖地震発生から１年経っても固着が見られな

い。そこで、強度回復の物理化学過程に固有のカットオフタイムを数値シミュレーションに導入し、

固着の開始がどのように遅れるかを調べた。室内実験ではカットオフタイムは10桁程度変わりうる

ことが知られているので様々なカットオフタイムを仮定した数値計算の結果、カットオフタイムを長

くとれば固着の開始は遅れるが、同時に最大すべり速度も遅くなることが示された。地震性の高速す

べりを起こせるような場合では、固着の開始を１ヶ月程度しか遅らせることはできなかった。摩擦強

度の回復には、それぞれに固有の時定数をもつ様々な物理化学過程が関与しているので、異なるカッ

トオフタイムを有する摩擦則を定式化し、更に検討を進めた。その結果、最大すべり速度は短い方の

カットオフタイムで規定され、全体的な固着の遅れは長い方のカットオフタイムの影響を強く受ける

ことが明らかになった。これにより、固着の開始を大幅に遅らせつつ、地震性すべりも再現すること

ができた（東京大学地震研究所［課題番号：1427］）。 

 

（断層面形状の階層性） 

断層面形状の本質的な不均質は、地震の多様性を生じる根源的な要因であると考えられる。断層

面上のある点までの距離xとその点における測度（例えば凹凸の振幅h）との間にh=βxHの関係があ

る場合、断層面形状はフラクタルであり、フラクタル次元 Dは D=E+1-H で表せる（Eはユークリッド

次元、Hはハースト指数）。1 mmから100 km スケールの断層の観察から、全ての断層帯が断層セグメ

ントとジョグの階層的入れ子構造になっていて、① D は 2 よりわずかに大きく、② H は 1 よりわず

かに小さく、③ βは約0.04であることが明らかになった。①と②の事実は地震学的な推定と調和す

る。③は本震と余震の震源断層の長さ比を説明する。地震発生層の厚さより長い横ずれ地震断層の地

表平均変位 U は長さ L の１乗ではなく、約 0.46 乗に比例して増加する。これはジョグによるピン止

めのためであると解釈することができる。Hillers and Wesnousky (2008)による数値実験はこれを再

現している。Dieterich and Smith (2009)による数値実験は、H=1 で β が約 0.04 のとき、U∝L0.46

を再現する。すなわち、断層面の不均質性の実態は、階層的に自己相似な断層帯内部の幾何学的構造

であると考えられる（東北大学［課題番号：1215］）。 

 

（室内実験で観測されるAEのスケーリング則） 

試料表面に７台の広帯域トランスデューサ（感度帯域：100-2000 kHz）を貼付したウェスタリー

花崗岩試料を用いて三軸圧縮破壊試験（封圧：10 MPa）を実施した。トランスデューサの出力は高速

（20 MS/s）・高分解能（14 bit）でサンプリンされ、約６時間の実験を通じてほぼ連続で収録する

ことができた。軸荷重がピーク強度（296 MPa）に達した後、約24 MPa の応力低下を確認したところ

で高速除荷し、試料を回収した。Ｘ線CTスキャンにより、回収後の試料内に明瞭な一枚の断層が成

長途上であること確認した。集録された連続波形から微小破壊に伴うAEイベントを抽出し、震源決

定をおこなった。AEの震源分布は、Ｘ線CTスキャンで確認された断層と対応しており、その中に２

つのクラスタが見つかった。トランスデューサの感度を校正し、２つのクラスタに含まれるAE波形

のスペクトル解析を行った。AEの地震モーメントはMw-8から-7程度に相当し、コーナー周波数との
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関係は自然地震と同一のスケーリング則に従っていた。このことは、AEから自然地震に至るまで、震

源サイズにして８桁程度にわたり、応力降下量が破壊規模に依存しない自己相似な関係にあることを

示している（立命館大学［課題番号：2402］）。 

 

（掘削試料の解析） 

南海掘削の深さ約270 mでえられた２つの粘土質断層物質を用いた摩擦実験を行った。低速では、

一方の試料は速度強化の摩擦特性を示し、他方は速度弱化を示した。しかし、中速摩擦実験では両者

の挙動は、互いに、きわめて類似していた。これらのことから、低速すべりでは、粒径や組成、組織

といった試料の個性が摩擦特性に影響を与えるが、中速ではその影響が消失することがわかった。そ

の具体的なメカニズムはまだ不明だが、前述した粒子の集団ダイナミクスと関係しているのかも知れ

ない（京都大学防災研究所［課題番号：1814］）。 

南海掘削でえられた粘土質断層物質をガウジとして用いた別の実験では、組成や粒度がほぼ同じ

試料でも、あるものはすべり速度弱化を示し、別のものはすべり速度強化を示す結果が得られた。実

験後の組織観察からは、すべり速度弱化を示した試料では変形が、ガウジ層内のすべり面に局在して

いるのに対して、すべり速度強化を示した試料ではガウジ層全体が一様に変形していることが確かめ

られた（京都大学防災研究所［課題番号：1814］）。 

回転式中—高速摩擦試験機を用いた実験では、統合国際深海掘削計画（IODP）Exp.334 により、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）で採取されたココスプレート上の

生物起源堆積物が、すべり速度が数十 mm/s より高速では摩擦係数が0.2以下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（京都大学［課題番号：1814］）。 

南海トラフ付加体浅部（海底下約1000-1500 m）から採取された砂岩、凝灰岩、シルト質泥岩およ

び粘土質泥岩の４試料を用いた三軸摩擦実験により，鉱物組成が摩擦特性に及ぼす影響を明らかにし

た。原位置に近い条件（室温、封圧36-58 MPa、間隙水圧28-43 MPa）のもと、軸方向の変位速度を

0.1、1、10 m/s でステップ状に変化させたところ、摩擦係数は、粘土鉱物含有量が約5 wt％の砂岩

試料で0.8より大きく、約15 wt％の凝灰岩試料、約30 wt％のシルト質泥岩試料、約40 wt%の粘土

質泥岩試料ではそれぞれ約0.7、約 0.53、約 0.25であり、粘土鉱物含有量と負の相関を示した。ま

た、砂岩試料、凝灰岩試料、シルト質泥岩試料、粘土質泥岩試料は順に、わずかにすべり硬化、ほぼ

定常すべり、わずかにすべり軟化、明瞭なすべり軟化の挙動を示し、すべり距離依存性にも粘土鉱物

含有量との相関が認められた。いずれの試料も速度強化の挙動を示したが、摩擦強度のすべり速度依

存性にも粘土鉱物含有量との相関が認められ、粘土鉱物含有量が多くなると、すべり速度依存性に対

する流動の影響が大きくなった（東京大学地震研究所［課題番号：1427］）。 

中央構造線のボーリングコアに含まれる断層岩の解析から推定される、過去に被った最大差応力

は、脆性-塑性遷移領域直上で100MPa 未満、脆性-塑性遷移領域直下では200MPa 程度であった（産業

技術総合研究所［課題番号：5010］）。 

 

（南アフリカ金鉱山での地震観測） 

クック・フォー（旧名イズルウィニ）鉱山の深さ約1 kmで行っているAE観測では、ひと月あた

り10万個程度のイベント波形が収録されている。合計10ヶ月間分のデータを用いて自動処理による

震源決定をおこない、1,509,568 個のイベントについて、Ｐ波走時の検測値が10個以上、走時残差の

RMSが 0.2 ms 以下という基準を満たす信頼性の高い震源が求められた。これらのうち、90%以上は採

掘前線域でのAE活動である。採掘前線域以外で発生するAEは 20-100mの広がりをもつ、9枚の薄い



 

- 187 - 

面状のクラスタに集中しており、そのうち３クラスタは鉱山会社から提供された地質図に記載されて

いた地質断層と一致した。既知の地質断層との対応がわかっていなかった２つのクラスタについても、

その後の現地調査により、それらと対応する弱面が坑道で確認できた。これらの薄い面状クラスタで

発生したAEの相対震源決定をおこなったところ、クラスタの厚さは薄いものでは50cm程度で、非常

に密集した面状分布を示すことがわかった。いくつかのクラスタでは、面のオフセットやブランチな

ど、より細かな構造をAE分布から確認する事ができた。面状クラスタを構成するAEの 99.8%は Mw -2

以下であり、通常の鉱山地震観測網（検知限界Mw -1 程度）では検知できない。面状クラスタを構成

するAEの規模分布はべき乗則に従っており、そのb値はクラスタ毎に異なっているが（1.34から2.19）、

いずれにおいて、採掘前線域に分布するAEの b値（1.3程度）に比べて高い値を示した（立命館大学

［課題番号：2402］）。 

 

エ．マグマの分化・発泡・脱ガス過程 

（素過程に関係づけた観測量解釈の高度化）  

桜島のブルカノ式噴火のように繰り返し噴火を行う噴火では、マグマの上昇から、噴火、マグマ

の後退といった一連の火道内過程と、地表での地殻変動の関係の確立が重要となる。これまで開口型

火道内に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の研究では、マグマの上

昇期の地殻変動の特性を取り扱い、火道中のガスの挙動と地殻変動特性の関係を明らかにしてきた。

本年度は、さらに進めてマグマ後退期の地殻変動特性の研究を行い、破砕面の降下速度の見積もりが

可能であることを明らかにした。また、固液二相系における振動現象のモデリングの研究では、これ

までの研究成果を用いて、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・

単色地震の解析を行い、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を明らかに

した（東北大学 [課題番号：1216] ）。 

火山の空振観測においては、これまで行って来た研究成果をもとに、火山爆発による空振の特性

を火口から数十㎞離れた観測点でも観測できるように、桜島火山を対象に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。また、新燃岳周辺の観測

点での空振に対する地面の応答関数を計算し、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、地震，空振のエネルギーがともに，マグマだまりの

体積収縮率と比例関係にある場合（2回目の準プリニー式）があることが分かった。（東京大学地震

研究所[課題番号：1429]）。 

 

（噴火現象における素過程の役割と評価） 

物質学的アプローチによる火山性流体挙動の研究では、これまでの発泡するマグマの変形過程の

その場観察をさらに推し進め、せん断破壊領域までの実験を行った。その結果、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ことを示した。このことは、爆発的噴火と非爆発的噴火の遷移の

要因を観測でとらえるために重要な示唆を与える。また、新燃岳2011年噴火における噴出物につい

て、マイクロライトより小さくさらに数密度の大きいナノライトの解析から、噴火様式の推移とナノ

ライトの鉱物組み合わせに相関があることがわかった（東北大学 [課題番号：1216]）。 

 火山噴火のアナログ系としての間欠泉実験の研究においては、噴火開始のためのトリガー条件、

及びトリガー後の減圧発泡に関係する噴火ポテンシャルという概念を提出し、噴火の規模や様式、推

移の支配要因として噴火直前のマグマだまり内部での揮発性成分濃度の不均一構造が重要であるこ
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とを突き止めた。特定の火山の噴出物についての分析では、桜島大正噴火、姶良カルデラ噴火、新燃

岳2011年噴火を取り扱った。その結果、噴火様式やその推移は、マグマだまりの中ですでに決定さ

れている可能性が大きいということがわかった。発泡の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では、気泡の核形成・成長のカイネティックスを見通しよく組み込む定式化を

行い、衝撃波管問題に応用し、定式化の数値的確認を行った。その結果、発泡のカイネティックスの

火道流モデルへの組み込みは、圧力変動や遷移現象をモデル化し理解する際に本質的であることがわ

かった（九州大学大学院理学研究院[課題番号: 2206]）。 

 

（素過程データ抽出のための技術開発） 

地下深部でのマグマ中に含まれている揮発性成分濃度について過去の噴火の噴出物のデータを蓄

積しておくことは、噴火ポテンシャルの評価や、噴火様式と揮発性成分濃度の間の経験則の確立など

の観点から重要である。揮発性成分として特に水に注目し、ガラス包有物中のデータについて統計的

検討を可能にするために、顕微FT-IR 反射分光法の技術開発を行い、流紋岩組成から玄武岩組成をカ

バーする測定技術をほぼ確立した。天然への応用として、富士火山宝永噴火の白色軽石に応用し、そ

の他の手法による結果と合わせて、白色軽石のマグマだまりの存在条件として、圧力100～150 MPa、

深度 4～6 ㎞と、初めて物質科学的制約を与えることに成功した (東京大学地震研究所[課題番号：

1430]）。 

 

これまでの課題と今後の展望 

地震発生の素過程については、この５か年の研究により、断層摩擦や岩石‐水相互作用、地殻・

マントルのレオロジーに関する多くの知見が室内実験によって得られたが、多くの場合、試料寸法は

限られており、実験条件（温度，圧力，間隙圧等）も地震発生場とは異なっている。そのため、実験

でえられた知見を自然地震に適用するためには、一層の工夫が必要である。そのような試みの一つと

して、露頭に現れたかつての下部地殻や上部マントルの微細構造の調査が行われた。さらに、大型の

試料を用いた固着‐すべり実験や南アフリカ金鉱山での震源直近観測により、実験と観測のスケール

ギャップを埋める努力もなされている。一方で、シミュレーションや観測研究のグループとの対話が

不足していたため、素過程研究の成果を地震発生予測の高度化に十分に生かすことができていなかっ

た。この点をあらため、室内実験の成果を地震現象の理解や地震発生予測により効果的につなげるた

めには、実験により計測された物性値や観察により推定された環境条件を取り入れたシミュレーショ

ン研究グループに手渡して、その予測と観測結果を比較し、両者の食い違いを修正するために必要な

実験デザインをフィードバックすることができるよう、各分野の研究者間の有機的なコミュニケーシ

ョンネットワークを構築していく必要がある。次期建議に基づく研究計画の部会構成はこの方向に沿

っており、素過程研究の成果還元を効果的に行うことができるようになると期待される。一方で、よ

り高度な実験を行うためには、実験技術に関する情報交換やデータの精度や解釈に関する専門的な議

論を行える場を確保することも重要である。企画部にはこの点に関する配慮をお願いしたい。 

火山噴火の素過程は、現計画で初めて取り上げた課題である。当初の目的は、噴火の規模・様式・

推移を支配する要因の特定や、現象のモデル化によって観測量の意味づけを行い、予知の高度化に貢

献することであった。このことに関しては、ある程度達成されたと考えられる。今後は、あまたある

個別の現象の理解を深めるとともに、得られた研究成果をさらに発展させて、より実践的、より具体

的な予知と推移予測への応用を目指していくことであろう。さらに、多数ある火山の個性を含むよう

な普遍的法則性の確立へと向かうことが、あらゆる場合を科学的に想定可能にする噴火予知のための



 

- 189 - 

戦略として必要である。しかし残念ながら、この素過程部会は次期計画にはそのまま継承されない。

火山噴火に関する本部会の最大の貢献は、火山噴火予知の中に、理学的視点を持ち込んだことであり、

この視点を今後も何らかの形で持ち合わせていくことが、今後の噴火予知の可能性と信頼性を発展さ

せるために重要であろう。 
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３ 新たな観測技術の開発 

 

「新たな観測技術の開発」計画推進部会長 田所敬一 

（名古屋大学大学院環境学研究科） 

 

 「新たな観測技術の開発」研究では、地震・火山予知研究の推進のために、これまでとらえるこ

とが困難、または不可能であった地震及び火山噴火現象を見るための「道具」を開発することを目

指している。観測・実験技術の開発研究は、地震や火山噴火の現象解明の研究や予測のための研究

と共同で実施されることが多く、この部会と関連の深いものであっても、他の研究計画の中で実施

されている技術開発は別に報告されている。ここでは、他部会で報告されない研究課題の成果を中

心にまとめる。 

 

（１）海底における観測技術の開発と高度化 

 日本列島は海に囲まれており、プレートの沈み込みに伴う巨大地震は海域で発生する。また、プ

レートの沈み込みに伴い、伊豆諸島をはじめ多くの島嶼部にも活動的な火山が存在する。そのため、

既に高密度・高精度な観測が行われている陸域の観測網とほぼ同等の観測精度と時空間分解能で、

海域においてもデータが取得できることが望ましい。つまり、陸域と同様に地殻変動の低周波数か

ら地震動の高周波数までの広い周波数帯域で、広ダイナミックレンジの観測を高密度かつ高時間分

解能で実施することが期待されている。特に、巨大地震発生の予測を目指した研究を行うためには、

日本周辺のプレート境界における地震活動及びその固着状態を準リアルタイムで知ることが重要

であり、そのためには、海域における地震活動及び地殻変動の実時間観測が不可欠である。上記の

ような研究上の需要があるにもかかわらず、海域の観測に必要な測器は、陸上の測器のように商業

ベースでは開発されていない。したがって、地震及び火山噴火予知研究の推進のためには、海域で

の観測機器の開発から始める必要がある。 

 

ア．海底地殻変動観測技術 

 機動的な海底地殻変動観測の実現のための開発として、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と、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

術開発を引き続き実施した（東大地震研［課題番号：1431］）。前者については、海底地震計専用

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）を完成させた。開発した

機器を紀伊水道沖、東北沖、ニュージーランド北東沿岸に展開し、定常的にデータを取得しており、

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、M7の余震の震央近傍で地震発生に伴う大振幅の圧力波形と25cm相当程度の沈降を示す

静的変位（海底面の沈降にともなって水圧は上昇）の記録に成功した（図2）。後者については、

課題番号1432 で開発を行った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、引き続き海域での実

地試験を行った。その結果、底層流等の外乱があっても0.3マイクロラジアン以上の静的変動は検

出可能であることが検証された。 

  GPS／音響結合方式による海底地殻変動観測システムの高度化について、海中音速の傾斜構造を

考慮するための解析手法の開発を行った（名古屋大学［課題番号：1706］）。その結果、0.4〜0.8℃

程度の海中温度の場所による違いによる海中音速の変化にともなう走時残差を捉えることに成功
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し、海底ベンチマーク位置のバイアスが5cm程度低減された。この方法を適用した海底ベンチマー

ク位置決定結果に基づく熊野海盆における変位速度ベクトル（海底地殻変動観測結果）を図3に示

す。 

 

イ．海底地震観測技術 

 次世代の機動的海底地震観測に向けた観測技術の高度化のため、(a)水深6000m 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を引き続き実

施した（東大地震研［課題番号：1432］）。 

(a)については、既に開発した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）を2013年4月に房総半島沖の三重会合点（水深9200m）地点にNUDOBS を設置し、1年間の

長期観測を実施した。また、従来型の海底地震計の構造を踏襲した超深海型海底地震計（UDOBS）

の開発も進め、水深6000mを超える超深海底に設置可能な実器の製作を行った（図4）。2013年8月

に7000m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、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への成型を行った。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。 

(c)については、実機が完成し、周期20秒以上で陸と同等のノイズレベルであることを確認した。 

 

ウ．海底実時間システム 

 紀伊水道沖に展開される海底ケーブル式の地震・津波観測監視システム（DONET2）について、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総合試験（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（川口ほか，2014）。また、この敷設に併せて徳島県側の陸上設備を整備した（海洋研

究開発機構［課題番号：4005］）。コストダウン、多数の観測点が接続可能、拡張ポートや計測の変

更が可能ということをコンセプトにした次世代インライン式ケーブル式海底観測システムについ

ては、粟島南東沖に設置した次世代ケーブルシステムによる観測を継続し、順調に海底地震観測デ

ータが蓄積されている（図5）。さらに、粟島沖ケーブルの高度化版である第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。このシステムはPoE（Power 

over Ethernet）インターフェイス、10MbpsのTCP/IPインターフェイスを備え、15W程度の電力が供

給できる。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ともに測器の特性を把握した。旧来の海底ケーブルシステムでは観測

点の増設は困難である。次世代インライン式ケーブル式海底観測システムはこの弱点を克服できる

システムであり、海底における地震・津波・地殻変動等の実時間観測の充実に資するシステムが確

立したと言える。 

 

（２）宇宙測地技術等の利用の高度化 

 GPS や衛星搭載合成開口レーダー（SAR）等の人工衛星を利用した観測技術は、地震及び火山活動

の観測手段として重要な役割を果たしてきており、その解析技術の一層の高度化を図ることにより、
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様々な地震や火山活動をより高い精度で把握することが可能となる。GPS、SAR 以外の衛星や、航空

機を利用したリモートセンシング技術の高度化を含めて、以下の研究を実施した。 

 

ア．宇宙測地技術 

 GPSを利用した観測技術については、リアルタイムGPS時系列を用いた地震時変位の自動検知およ

び地震時変位量推定アルゴリズム（RAPiD: Real-time Automatic detection method for Permanent 

Displacement；Ohta et al., 2012）のアウターライズ地震に対する有効性を評価するために、1933

年昭和三陸地震をサンプルとして数値実験による検討を行った（東北大学［課題番号：1218］）。

その結果、断層位置が系統的に陸側にずれて推定される場合が多いことが分かった。一方、推定さ

れたマグニチュードは概ね実際の地震規模を再現できることが分かった。リアルタイムGPS時系列

の可視化システムの高度化も実施し、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（東北大学［課題番号：1218］）。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ている（出町ほか，2013、川元ほか，2013）。また、GEONET

電子基準点に併置されている傾斜計データを用いて、電子基準点の熱変形に伴う誤差を定量的に見

積もった（国土地理院［課題番号：6017］）。その結果、一重管タイプの電子基準点では太陽高度と

同期した熱変形が検出され、その大きさが最大で1cm程度であること（図6）が明らかになった

（Munekane, 2013）。したがって、一重管タイプが採用されている2003年以前に設置されたGEONET

観測点のデータを用いる場合は、この熱変形に注意する必要がある。 

 SARを活用した新たな地殻変動監視技術については、永続散乱体干渉手法（PS-inSAR）を越後平

野およびその周辺の地盤変動計測に適用し、昨年度と同様に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（国土地理院［課題番号：6018］）。

年間ミリメートルレベルの極めてゆっくりとした地殻変動が検出できたことによって、永続散乱体

干渉手法が、噴火活動がない場合の火山体の地盤変動等の検出にも有効であることが改めて確認さ

れた。火山体の監視（防災科学技術研究所［課題番号：3017］）については、2011年新燃岳噴火時

に、噴火前後の山体の膨張と収縮、その後の再膨張といった噴火活動に伴う地殻変動がSAR干渉解

析によって捉えられている（宮城ほか, 2013）。このほか、ALOSによるSAR画像によって、火口内

に出現した溶岩の変遷を定量的に捉えることにも成功した（Ozawa and Kozono, 2013）。噴火前の

2011年1月18日に観測された画像には火口湖を示す散乱強度が弱い領域が火口底に見られていたが、

1月27日に取得された画像では、その低散乱強度域が明らかに消失していた代わりに、火口中央部

に凸形状を持つような強度分布が見られた。この結果は、1月27日の夜には溶岩ドームが既に出現

していた可能性を示唆するものである。次いで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分かった。同様の構造はTerraSAR-X（ドイツ）の画像にも見られ、そ

の構造が時間とともに成長しているように見える。 

 

イ．リモートセンシング 

 活動中の火山等のアクセス困難な場所での諸観測に有効な無人ヘリコプターを用いた観測技術

については、空中磁気測量や地震計モジュール等の機器の回収試験を実施した（東大地震研［課題

番号：1435］）。新燃岳では3回目の空中磁気測量を実施した。その結果、帯磁がさらに進んでお

り、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（Koyama et al., 2013）．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、熱伝導や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した。樽前山においても繰り返
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し空中磁気測量を実施し、帯磁傾向にある地磁気変化を検出することに成功した（Hashimoto et al., 

2013）。GPSモジュール（新燃岳）や地震計モジュール（桜島）等の設置・回収にも試験的に無人

ヘリコプターが活用されており、火口近傍の地殻変動解明や構造探査において重要なデータをもた

らした。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。 

 衛星赤外画像を利用した火山研究については、2016年にJAXAから打ち上げられる新衛星GCOM-C1

の衛星の SGLI（Second generation GLobal Imager）画像の観測能力の評価とその利用法について

検討を行った（東大地震研［課題番号：1436］）。GCOM-C1 は打ち上げ前であり、実際の画像を用

いて検証することはできないため、溶岩流の数値モデルを用いて計算機の中で溶岩流を再現した上

で（安田ほか，2013）、SGLI 画像でどのように観測されるかを検証した。その結果、SGLI 画像に

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、1.6μm 画像上の高温域（900℃以上）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。 

 噴煙観測技術については、気象レーダーを利用した観測技術の開発が進められた。気象レーダー

によって定量的な噴煙量推定を行うためには、噴煙粒子の電波散乱特性を明らかにする必要がある。

そこで、気象レーダーが検出できる噴煙粒子の最小反射因子（MDR）を明らかにするとともに、噴

煙粒子の偏波パラメタの特徴を明らかにするための研究を実施した。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タの特徴評価として国交省の X バンド MP レーダーにより取得された桜

島の噴火事例を解析し、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

徴が認められた（防災科学技術研究所［課題番号：3018］）。また、2013 年 8 月 18 日に遠望観測

による噴煙高度が火口上 5000m に達した桜島昭和火口噴火事例について解析を行ったところ、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が分かった（気象庁［課題番号：7022］）。 

 

（３）観測技術の継続的高度化 

 地震および火山観測においては、地下の状態を把握するための新たな観測技術を開発し、研究の

推進に役立てることと同時に、従来の観測手法の継続的な高度化も必要である。特に、これまで電

源や通信事情が悪くて観測ができなかった、山間地・離島・火口近傍等の場所でデータを効率よく

取得する技術の開発も必要である。このような課題に対して、以下のような研究を進めた。 

 

ア．地下状態モニタリング技術 

 宇宙線を利用した地下状態監視技術については、既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（東大地震研［課題番号：1438］）。散乱粒子（ミ

ューオンが生成されるときに放出される電子や陽電子）の影響を除去することで超低雑音化が実現

し、より短時間で高精度なイメージングが可能となった。高度化した検出器を活動中の薩摩硫黄島

での観測に使用したところ、噴火活動に伴う火道中のマグマ頭位の変動をとらえることに成功した

（図7）。 

 精密制御信号システム（アクロス）については、桜島に設置したアクロス震源の連続運転を継続

し、桜島島内外の地震観測点で信号が順調に記録されていることを確認した。さらに、伝達関数の
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変動が観測されており（図8）、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

いて検討を進めている（名古屋大学［課題番号：1707］）。 

 

イ．地震活動や噴火活動の活発な地域における観測技術 

 小型絶対重力計については、市販機よりも小型（高さ95cm＝市販機の2/3）かつ軽量（60kg）な

装置が完成しており、霧島火山観測所において実証試験を実施した（東大地震研［課題番号：1439］）。

その結果、理論潮汐と整合的なデータが得られた。また、地面振動の補正機構の導入によって、従

来の絶対重力計と同等の1μgal以下の観測精度が得られた（図9）。 

 GPS 火山変動リモート観測装置（REGMOS）については、これを準天頂衛星および GLONASS にも対

応（マルチ GNSS 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された（国土地理院［課題番号：6019］）。 

 新世代通信データ伝送システムの開発については、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、 (a)携帯電話カードの定額料金プランを用いた常時データ転

送、 (b)プリペイド式携帯電話端末を用いた GPS データ等の定期的回収、(c)低消費電力小型小電

力無線機を用いた無線 LAN 装置の開発、(d)衛星携帯電話を用いたテレメータの開発を行った（九

州大学［課題番号：2207］）。(a)および(b)については、運用開始からそれぞれ 3 年あるいは 5 年

の間、大きなトラブルもなく順調に運用中である。(c)については、試験機 3 対向で試験運用．本

通信方式は、数十 bps 程度の低速でもよいので無線 LAN で通信を行いたい場合に有効であると考え

られる。(d)については、旧来の衛星携帯電話のアナログ通話サービスが廃止されたことに伴う代

替方式の開発である。この方式では、定期的に観測点側から衛星携帯電話をかけて接続してきた時

に必要な時刻のデータをサーバが観測点に設置したロガーから伝送することに成功した。 

 

ウ．大深度ボアホール計測技術 

 大深度ボアホールの高温環境下で使用できるレーザー干渉式広帯域地震計の試験を継続した（東

大地震研［課題番号：1440］）。広帯域地震計について、装置全体の高温試験の準備と地震計の立

ち上げおよび調整の自動化、長期試験観測を継続した。傾斜計については、深さ 10m の孔内で試験

観測を継続した。本課題で開発した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、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。 

 

これまでの課題と今後の展望 

 現行計画では、これまでとらえることが困難、または不可能であった地震及び火山噴火現象を見

るための「道具」を開発することを目指して開発研究を実施してきた。5ヶ年の成果によって、我々

は新たな道具（機器だけではなく解析手法も含む）を手にし、モニタリングの幅が広がったと言え

よう。つまり、海底や深海、活動中の火山といった欲しい場所での欲しいデータを得る技術が着実

に開発・高度化された。海域観測技術については、深海での長期観測となるとともに広帯域化（地

震計の広帯域化および地殻変動帯域での観測）が可能となった。火山観測技術では、無人ヘリコプ

ター、人工衛星、宇宙線利用によるリモートセンシング技術の確立とともに、降灰予測や活動パタ

ーンのデータベース化といった活動予測の高度化に繋がる研究が推進された。宇宙測地技術利用に

ついては、高サンプリング観測および年間数 mm 程度のゆっくりとした変動の捕捉が実現した。さ

らに、光干渉技術を利用した高温下での観測が実現に近づき、火山や地下ボアホールでの新たな観

測への道が拓けた。開発（動作試験）や高度化研究の中でも現象の解明にとって重要なデータが既
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に得られている。さらに、海底ケーブル、海底地殻変動、RAPiD、降灰予測、REGMOS といった開発

された技術の一部がモニタリングの場（一部は現業部門）で既に活躍していることは特筆すべき成

果である。 

 今後は、開発した技術の活用機会の拡大と、そのための高度化が課題である。活用機会の拡大に

は、新たに開発した技術を誰でも利用できるようにすることが肝要であり、低コスト化、仕様標準

化、システム簡易化等の方策を考える必要がある。学問レベルの向上にとって技術の進歩は不可欠

である。地震・火山研究を進めるうちに既存の技術では取得が困難な新たなデータが必要となるは

ずである。よって、技術開発が終わりを迎えることはありえない。今後も研究の場において技術開

発がますます推進されることを期待したい。 
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図 1. 海底地震計専用高機能レコーダー（LS-9100）と連携して動作可能な高精度圧力計レコーダー

絶対圧力ゲージ用データロガーLS-9150。CSAC は超小型原子時計（東大地震研［課題番号：1431］）。 

 

 

 

図 2. 震央近傍で記録された M7 の余震（2011 年 7 月 10 日）発生時前後での圧力（青）と温度（赤）

データ。約+25hPa の静的圧力変化が見られ、圧力センサー部が約 25cm 沈降したことを示す（東大

地震研［課題番号：1431］）。 
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図 3. 熊野海盆におけるアムールプレートに対する変位速度ベクトル。2013 年までのデータの解析

による（名古屋大学［課題番号：1706］）。 

 

 

 

図 4. 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（東大地震研［課題番号：1432］）。 
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図5. 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。この地震は、粟島

近海を震央とし、マグニチュードは1.4である（東大地震研［課題番号：1433］）。 

 

 

 

(a)               (b)               (c) 

 

図6. 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 

(a) 南北成分、(b) 東西成分の時系列。赤線がキネマティックGNSS座標時系列、青線が傾斜計によ

り推定された電子基準点の熱変形による誤差。(c) 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。矢印の数値は観測時（日本標準時）。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（国土地理院［課題番号：6017］）。 
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図7. 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。噴火活動にともなうマグマ

頭位の変動が検出された（東大地震研［課題番号：1438］）。 

 

 

 

図8. 桜島島内の観測点における伝達関数の変化（名古屋大学［課題番号：1707］）。 

  



- 204 - 

 

図9. 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

年7月25〜26日の平均値は979222163.6μgalであり、精度は0.8μgalと見積もられた（東大地震研［課

題番号：1439］）。 
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５ 超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進 

            

                   「超巨大地震」計画推進部会長 谷岡勇市郎 

                                （北海道大学） 

 

平成21年度から始まった「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」では、平成

23年に発生した東北地方太平洋沖地震のようなM9クラスの超巨大地震の発生予測の観測

研究の推進が十分ではなかった。そのため観測研究計画が見直され、平成24年度から新

たに、超巨大地震の発生機構とそれに起因する現象を解明する観測研究、及び超巨大地

震やそれに起因する現象を予測するための観測研究、さらにはこれらの解明と予測のた

めの観測研究に必要な新技術の開発を行う研究が実施されることとなった。本報告では

平成25年度の成果を概観するとともに、2年間の研究成果から見えた今後の課題を議論す

る。 

 

（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 

 発生間隔の長い超巨大地震の発生サイクルを理解するためには、まず、地形変動的、古地

震学的、地質学的手法から得られたデータを地球物理学的に解析する必要がある。  
北海道の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2.1～2.2 m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層記載した。１層目は、駒ヶ岳c2火山灰（1694年噴火）の直下、

２層目は、樽前c火山灰（約2500年前）の上方数cmであった。別海町ライトコタン川下流

の低地では、１層目は現在の海岸から約130 m、標高1.61mまで、２層目は現在の海岸か

ら約70m、標高1.51 mまで分布していた。２層は、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応すると考えられる（図１）。さらに、これらの津波堆積物調査結果

は平成24年度に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25 mの断層が動いたとするモデルによる津波数値計算で全て

説明できることを明らかにした（北海道大学[課題番号：1002]）。 

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。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(産業技術研究所[課題番

号：5006])。 

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。名古屋大
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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。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H24年度に修復した日記の翻刻も行った。神社明

細帳については和歌山県と高知県の調査を行った。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。これらの史料を整理しデータベース化した（名古屋大学[課題番号：1709]）。 

 

イ．超巨大地震の発生とその前後の過程の解明 

 ここでは、2011 年東北地方太平洋沖地震に先行した地震活動や地殻変動の特徴を調査

し、超巨大地震発生の準備過程を理解するとともに、地震発生後の海域での観測等によ

る地震時大滑りの実体の解明や地震後の地震活動や地殻変動とそれに伴う応力の再配分

に関する観測研究を実施した。 

東北地方太平洋沖地震の余震の震源位置を正確に決定することは、本震の震源断層の

位置、形状を正確に捉えるために必要である。また、余震活動を調べることで、本震の

破壊様式や今後の余震活動の推移を推定するための重要な情報となる。そのために、海

域の震源域直上での多数の自己浮上式海底地震計観測を継続し、余震分布を高精度に決

定した。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 25 km 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、陸側プレート内で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とこ

ろ、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

とんどないことが分かった。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（東京大学地震研

究所[課題番号：1443]）。 

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。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。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 2 層の低速度層を設けた。プレート境界断層の形状は、10 個のセグ

メントに分割し、それを実際の形状にできる限り合うように与えている。図２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と比較し

た。図３に、m12 のモデルについて１つの浅部構造に対する結果を示す。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
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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

（京都大学防災研究所[課題番号：1815]）。 

 「アスペリティの特性解明に向けた観測研究」（課題番号：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４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５に東北

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(東北大学[課題番号：1219])。 

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、北海道は変化がない一方、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

生じたことを実証したものと考えられる(東北大学[課題番号：1219])。 

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（東北大学[課題研究：1220]）。  

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（東北大学[課題研究：1220]）。 

大地震に至る発生プロセスを理解するために、過去約10年間に日本列島内で発生した

マグニチュード約5.0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収集し

た。それらを用いて、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、本震の近傍で発生した顕著な群発的な地震活動について解析した。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、
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地震活動の増加が確認できた。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し、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（東京大学地震研究所[課題番

号：1442]。 

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、その後の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は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。その結果、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った。

しかし、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。これらの結果は、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必要があることが明らかになった

(東京大学地震研究所[課題番号：1441])。 

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（図６）。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（東北大学[課題研究：1220]）。 

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
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海底の上下変位データについては、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（20 km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（東北大学[課題研究：1220]）。 

 

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 

 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（図７）、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（図８）。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σ1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（(図９)（東京大学地

震研究所[課題番号：1444]）。  

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
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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 (東北大学[課題番号：1219])。 

 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、東北日本内陸域の震源断層モデルを作成した（東京

大学地震研究所[課題番号：1445]） 

 

（２）超巨大地震とそれに起因する現象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 

プレート境界での固着・滑りの状況を把握するために、GPS－音響測距結合方式による

海底地殻変動観測を継続した。日本海溝沿いの海底基準点では、東北地方太平洋沖地震

発生後の海底変動を捉えた。2013 年 11 月までに得られた結果について、図 10 に水平方

向の累積変位量を示す。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（海上保安庁[課題番

号：8006]）。 

また、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のために深海型と

呼ばれる海底局を設置した。尾鷲沖の南海トラフをはさんで陸側約15 kmの地点と海側約

35 kmの地点に設置し、測定精度を確認した。これらの点は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になる（名古屋大学[課題研究：

1710]）。 

 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。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。まず、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。さらに、相対震源決定を行うようにした。これには、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 

(弘前大学[課題番号：1102])。 

南海トラフより海側には、トラフ軸にほぼ平行に走向する銭洲海嶺が存在する。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
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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。これまで、プレート境界には銭洲海嶺と同様な

走向を持つ地形的な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、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

形はほとんどみられない特徴があることがわかった（海洋研究開発機構[課題番号：

4006]）。 

 

イ．超巨大地震の長期評価手法 

 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 以上とした。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 年の予測結果はパスした評価テストとパスできなか

った評価テストがあった。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（東京大学地震研究所[課題番号：1446]）。  

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を推進した。

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必要がある。

そこで 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（海洋研究開発機構[課題番

号：4007]）。 

 

イ．超巨大地震から発生する津波の予測 

 東北地方太平洋沖地震により発生した津波による被害は甚大であったことから、超巨

大地震に伴う津波の精度良い予測手法の開発は急務である。 

 リアルタイムで津波浸水域を予測するため、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。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。さらに、津波遡上計算を実施する地域の沖で水深50 m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。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。今回は、北から宮古・山田・大槌・釜石・吉浜・三陸綾里・大船渡・陸前高田・
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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

測を試みた。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11に

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12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。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ることが分かった。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

道大学[課題番号1006]）。 

 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

を目的とし開発を進めてきたRAPiDにより得られた震源モデルを、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。その結果は

以下のようになった。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（東北大学[課題番号：1221]）。 

正確な地震・津波情報を迅速に提供するため、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ことが欠かせない。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。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。房総沖の１つ目のケーブル設置を完了した（防災科学技術研究所[課題番

号：3012]）。 
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（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 

 海底間音響測距装置に対して、ガラス球を 9000 m 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、北緯 37 度 53 分の日本海溝を跨ぐかたちで 3 箇所設置し、半

年ほどの連続観測を行った。3 つの機器のうち、ADM2-3 間(3.8 km)、ADM1-3 間(7.3 km)

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 13）。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（東北大学[課題

番号：1222]）。 

 

イ．海底地形・堆積物調査技術 

潮岬周辺で津波石の地上レーザー計測を実施し、その結果を基に津波の浸水計算を行

い、モデルの検討を行った (産業技術研究所[課題番号：5006])。 

 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。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。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20 km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。海溝上部斜面基部では、比高は1000 m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。スラストウェッ

ジの先端ではこれを不整合におお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。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（東京大学地震研

究所[課題番号：1447]）。 

 

これまでの課題と今後の展望 

 東北地方太平洋沖巨大地震を受けて、「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画

（平成21－25年度）」が見直され、平成24年度より「超巨大地震に関する当面実施すべ
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き観測研究」が加わった。その内容は次の３項目、（１）超巨大地震の発生機構とそれ

に起因する現象を解明する観測研究、（２）超巨大地震やそれに起因する現象を予測す

るための観測研究、（３）これらの解明と予測のための観測研究に必要な新技術の開発

を行う研究、を推進するとされた。ここでは平成24－25年度の2年間で得られた成果の評

価と今後の展望を記す。 

超巨大地震の発生機構とそれに起因する現象を解明するためには、まず、「その発生

サイクルの解明」が必要となり、低頻度の超巨大地震のサイクルを理解するためには地

質学的研究が重要となる。津波堆積物調査結果を津波数値計算で再現することにより古

地震の震源過程をある程度推定できることが分かってきた。砂の堆積を数値計算で再現

するための手法も開発されてきたが、堆積過程には微地形に大きく左右されることも分

かってきた。また、津波堆積物調査結果から実際の津波浸水域を得るにはまだまだ解決

すべき問題が多く存在することも明らかになった。さらに各地点でのイベント対比にも

大きな問題が残る。これらを解決するための新技術の開発に期待がかかる。 

「超巨大地震の発生とその前後の過程の解明」も実施されてきた。東北地方太平洋沖

地震の前後の地震活動や地殻変動のデータの解析が進み、プレート境界での応力蓄積・

解放の過程に関する理解が進んできた。同時に、今までの理解が不十分であったことも

明らかになってきた。 例えば、東北地方太平洋沖地震の滑り量分布からは、海溝付近

と深部に滑り域があることが確認され、東北地方太平洋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滑り量分布と相補的であり、本震の滑りによって応力

がほぼ解放されたことが明らかになった。一方、海溝付近の超低周波地震の活動や2011

年03月09日の最大前震とその後のゆっくり滑りの存在や、滑り域内に分布する相似地震

の活動は、東北地方太平洋沖地震の滑り域および周辺におけるプレート境界上の滑りの

複雑性、且つ、多様性を示唆する。東北地方太平洋沖地震の様な超巨大地震の発生サイ

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の震源域内に加え、近接

する釜石沖や、より北方・南方などの周辺も含めたより広域的な視点からの一層の理解

が必要である。上盤側プレートの挙動でも、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り、長期的な変動場を明らかにするとともに、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を理解する

ことも重要である。 

次に、超巨大地震に誘発された内陸地震や火山活動等の解明が課題となり、東北地方

太平洋沖地震により実際に誘発された多くの内陸地震についての解析が進んできた。誘

発のメカニズムにはやはり流体の関与が示唆されており、流体関与のモデル化が今後の

課題であろう。 

超巨大地震やそれに起因する現象を予測するための研究としては、まず「超巨大地震

の震源域における地殻活動のモニタリング」に関する研究が重要となる。そのためには

海底地殻変動の観測が当然重要となる。東北地方太平洋沖地震では海溝近傍で大きな滑

りが発生したことを考慮すると、今後さらに深海域での高精度な海底地殻変動データの

取得を目指した技術開発が必要となる。また、「超巨大地震の長期評価手法の開発」も

重要課題であり、地震発生サイクルシュミレーションを組み込んだ長期評価を実現する

ためには、GEONET や DONET の観測データを同化する研究を推進する必要がある。さらに、
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「超巨大地震から発生する津波の予測」は将来の超巨大津波発生時の被害を軽減するた

めにも、緊急の研究課題である。リアルタイム津波浸水予測技術の開発等、様々な手法

の開発や観測網の設置が進んできているが、さらなる進歩がおおいに期待される。 

最後に新技術の開発では、すでに述べたように、「海底地殻変動観測手法のさらなる

開発」と「実際の津波とその波源を理解するための津波堆積調査手法の高度化」が期待

される。 
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図１．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．（北海道大学[課題番号：1002]）．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）  
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図２．仮定した応力降下量分布．（京都大学防災研究所[課題番号：1815]）． 

 

 

図３．海底面および地表面の変位の計算結果．（京都大学防災研究所[課題番号：1815]）． 

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.，2011，Iinuma et al.，2011)，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．モデルm12の計算

結果を示す． 



- 220 - 

 

 
 

図４．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．(東北大学[課題番号：1219])．

(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． 
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図５．2011 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．(東北大学[課

題番号：1219])．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． 
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図６．2011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．(東北大学[課題番

号：1220])．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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図７．（上）御嶽山周辺域の間隙流体圧場とその推定誤差（深さ5 km）（下）鉛直断面の間隙流

体圧分布．（東京大学地震研究所[課題番号：1444]）．（上左）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．（上右）間隙流体圧の推定誤差分布．(下a) 現在最も地震活動

が活発な地域の断面（上右図の A-A’断面）．白い○は本研究で求めた震源分布（断面から2 km

以内の地震）(下b) (下a)の間隙流体圧の推定誤差．(下c) 長野県西部地震の震源断層に沿う断

面（上右図の B-B’ 断面）．白い○は(下a)と同様．白い☆は1984年長野県西部地震の震源．(下

d) (下ｃ)の間隙流体圧の推定誤差． 
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図８．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．（東京

大学地震研究所[課題番号：1444]）．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． 
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図９．S波偏向異方性の分布と応力場モデリング結果．（東京大学地震研究所[課題番号：1444]）． 

（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． 
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図 10．水平方向の累積変位．（海上保安庁[課題番号：8006]）． 

(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． 
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図 11．（上）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（▲）（下）津波計算比較地点（上図）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．（北海道大学 [課題番号 1006]）．  
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図 12．陸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）．（北海道大学[課題番号 1006]）． 

 

 

 

図 13．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．（東北大学[課題番号：

1222]）． 
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地震及び火山噴火予知のための観測研究計画 

の見直しについて（建議）の概要 

 

 

Ⅰ．経緯  

・ 地震予知研究は昭和 40 年，火山噴火予知研究は昭和 49 年を始まりとして，当

時の文部省測地学審議会（現在の科学技術・学術審議会）が策定した研究計画に

沿って，全国の大学や関係機関が協力・連携して推進。現行計画は平成 21 年度か

ら５か年計画で実施 

・ 測地学分科会は，平成 23 年東北地方太平洋沖地震の発生について，事前にその

発生の可能性を追究できなかったことを真摯に反省し，計画の見直しの方向性を

検討 

・ 見直し計画について意見公募や学協会の意見，さらに，海外研究者からの評価

や次期計画に向けた外部評価委員会の意見・提言などを踏まえ，「地震及び火山

噴火予知のための観測研究計画の見直し（建議）」を取りまとめ 

 

Ⅱ．本計画の基本方針と実施内容  

1．現状の基本的認識  

・ 現状の地震予知は，発生履歴の判明している地震については，シミュレーショ

ン技術を用いてその発生の特徴を再現することが可能なレベルに達しているもの

の，発生履歴の判明していない地震の規模や発生間隔の推定及び地震の短期予知

は困難 

・ プレート境界の地震について，広範囲で一度に滑るような超巨大地震をはじめ，

様々な規模の地震発生を予測するモデルの構築はいまだ研究途上 

・ 観測網が充実している陸域から遠く離れた海溝軸付近のプレート境界の固着状

態の推定の困難さ，地形学，古地震学，地質学の情報を取り入れる努力の不足，

プレート境界滑りモデルの不完全さなどが，超巨大地震の発生可能性を追究でき

なかった主な要因 

・ 現在進行中である余効的な地殻変動や誘発された地震活動などの現象の把握を

優先し，アスペリティモデルの再検討に加え，ほかの多様なモデルの検討による

超巨大地震発生の可能性についての徹底的な解明が早急に必要 

・ モデルの検証作業と外部評価も加えた計画全体の再構築に向けた検討は継続し

て実施 

 

 

2.本計画の基本方針  

・ 現行計画の「地震・火山現象予測のための観測研究」，「地震・火山現象解明

のための観測研究」，「新たな観測技術の開発」，「計画推進のための体制強

化」の４項目を柱として推進する考え方は有効 

・ ただし，超巨大地震に関する観測研究は不十分であったことから，本見直し計

画では，現行計画の残り２年間において，現行計画の地震破壊過程の項目などに
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係る個別課題のうち３課題については中止し，予測シミュレーションなどに係る

課題については大幅な計画の縮小を実施 

・「５.超巨大地震に関する当面実施すべき観測研究の推進」の項目を新しく計画 

 

3.計画の実施内容  

・ 既存計画の項目については，引き続き推進 

・ 超巨大地震の項目については，これまで十分な観測研究事例がなかったことか

ら，まず「現象の解明のための観測研究」に重点を置くこととし，次の３項目を

柱として実施 

(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 

・ 平成 23 年東北地方太平洋沖地震や南海トラフ沿いなどの地震に関する地球物

理学的，変動地形学的，古地震学的，地質学的手法を用いた，幅広い規模にわ

たる地震の発生サイクルや，サイクルの階層性についての研究の推進 

・ 歴史地震や地質学的なデータなどを重視した過去の地震発生履歴の研究 

・ 超巨大地震に先行する各種現象や準備過程として進行する現象，地震時滑り，

余効滑りに関する調査研究 

・ 平成 23 年東北地方太平洋沖地震の本震や余効変動によって生じた日本列島の

応力場の変化に伴った内陸地震や火山活動等の活発化に対する観測研究 

(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 

・ 陸域と海域の観測による超巨大地震の震源域における地殻活動のモニタリン

グの高度化 

・ 低頻度現象である超巨大地震の発生予測に向け，統計地震学的モデルと震源

物理学的モデルに基づく数値実験的手法を統合した新しい手法の開発と巨大地

震発生の超過確率評価の研究 

・ 海底地震津波観測網の整備に伴う津波予測の高度化や，即時的な津波予測シ

ステムの研究開発 

・ 古地震学的なデータに基づいた事象発生シナリオと分岐確率評価の研究 

(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 

・ 超巨大地震のための深海型の海底地殻変動観測技術開発 

・ 高分解能の反射法地震探査や掘削調査等を用いた，深海底での地震活動履歴

解明のための技術開発 
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地震及び火山噴火予知のための観測研究計画の推進について（建議）の概要 

 
－ 科学技術・学術審議会  － 

 
 

Ⅰ 地震・火山噴火予知研究に関するこれまでの成果と今後の展望  

 

１ 経 緯  

・ 地震予知研究は昭和 40 年，火山噴火予知研究は昭和 49 年を始まりとして，当

時の文部省測地学審議会（現在の科学技術・学術審議会）が建議する計画に沿っ

て，大学や関係機関が協力・連携して，現在も総合的に推進 
・ 現行の二つの５か年計画（地震・火山）が平成 20 年度で終了になることから，

平成 19 年に実施状況等レビュー及び外部評価を実施 
 
２ 現状への基本的認識  

・ 我が国は世界有数の地震・火山国であり，これらの災害から国民の生命・財産

を守り，安全で安心な社会を実現することは，国の基本的な責務 
・ 日本列島周辺では，海洋プレートの沈み込みにより，巨大地震が発生し，また，

マグマが生成されるなど，地震と火山現象で共通の地球科学的な背景が存在 
 
３ 地震予知研究の成果  

・ 地震発生に至るモデル「アスペリティモデル」の有効性の検証が進展 
・ プレート境界地震について，東海から西南日本にかけてのフィリピン海プレー

ト深部境界で，短期的ゆっくり滑りと低周波微動の同時発生を発見 
・ 内陸地震の発生準備過程について，地殻・マントルの不均質な粘弾性・塑性変

形により広域応力が特定の断層域へ集中していく機構の理解が進展 
・ 日本列島域の地殻活動予測シミュレーションモデルの原型が完成し，地震発生

に至る過去の巨大地震発生サイクルの特徴が再現 
 
４ 火山噴火予知研究の成果  

・ 「2004 年浅間山噴火」では，多項目観測により火山体へのマグマ貫入など，噴

火の前駆的な変動把握に成功 
・ マグマ供給系・熱水系がモデル化された火山では，観測データから噴火に先立

つ流体移動の把握が可能 
・ 活動的火山について，活動度把握に基づく火山活動レベル（現在の噴火警戒レ

ベルに移行）の導入 
 
５ 今後の展望  

（地震予知・火山噴火予知の統合的研究） 

・ 地震発生と火山噴火は，海洋プレートが日本列島下に沈み込む際に生じる地

殻・上部マントルの構造不均質と力学的・化学的不安定が原因 
・ これら地震と火山噴火現象に共通な場を理解する統合的研究が必要 
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（地震予知研究） 

・ 地震予知研究の目標は，地震現象を理解し，モデル化に基づく予測シミュレー

ションとモニタリングを総合化した「総合予測システム」を構築。「地震がいつ，

どこで，どの程度の規模で発生するか」の定量的な予測 
・ 現在の目標到達度は，プレート境界の大地震の場所と規模の予測については，

一定の見通しが得られた段階。時期の予測に関しては，一般に長期予測の段階 
・ プレート境界地震については，予測シミュレーションモデルに観測データを取

り込む（データ同化）研究が重要 

・ 内陸地震については，予測シミュレーションモデル開発のための物理モデルの

構築が必要 

・ 海洋プレート（スラブ）内地震については，物理モデルの構築のために，プレ

ートの沈み込みに伴って発生する諸過程の統一的な理解が必要 
 
（火山噴火予知研究） 

・ 火山噴火予知研究の目標は，観測データと噴火の物理化学モデルに基づき，噴

火の時期，場所，規模，様式及び推移の予測 
・ 現在の目標達成度は，適切な観測体制が取られた火山では，噴火時期をある程

度予測できる段階。噴火の推移を予測することは現在も困難 
・ 今後も火山監視観測網の強化及び火山噴火の可能性の高い地域におけるモニタ

リングの重点的な強化が必要 
・ 火山活動の現状を評価し，予測される噴火の前兆現象や活動推移を網羅した噴

火シナリオの作成が必要 
・ 基礎研究の推進によって得られるモデルや噴火シナリオにモニタリング結果を

統合し，火山活動の定量的評価を行う予測システムの構築が必要 
 
（計画推進のための体制） 

・ 計画全体を組織的に推進する体制や評価する体制の一層の整備が必要 
・ 地震・火山現象を理解し，発生を予測するためには，長期にわたる継続的な観

測と研究が不可欠。それを実現する観測網の整備，若手研究者の養成・確保が必

要 
・ 大学の観測網については，基盤的観測網との調和を図りつつ，大学が担うべき

観測研究への一層の重点化が必要 
 
Ⅱ．本計画策定の方針と実施内容  

 

１ 計画推進の基本的考え方  

・ 地震及び火山噴火は，同じ地球科学的背景を持った自然現象であり，測地学

的・地震学的手法による共同での観測研究はそれぞれの現象理解に有効 
・ 世界に類を見ない稠密（ちゅうみつ）な地震・地殻変動の観測網などの研究資

源を地震現象と火山現象の観測研究に有効活用することにより，効率的で効果的

な研究を実施 
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・ 両予知研究の戦略や達成度の違いなど，それぞれの特徴を踏まえ，到達度の評

価が可能な具体的目標を設定し，その目標に向けて段階的に計画を推進 
・ これらの状況を踏まえ，現計画の成果を引き継ぎ，地震予知研究及び火山噴火

予知研究を着実に推進するため，二つの計画を発展的に統合し，平成 21 年度か

ら５年間を見据えた計画と位置付ける 
・ 本計画では，「予測システムの開発」をより明瞭に志向した研究に重点を置く

こととし，以下の４項目を柱として推進 
 
（1）モニタリングシステムを更に発展させ，そのデータを用いて地震・火山現象の

推移予測を行うための予測システムを開発する「地震・火山現象予測のための

観測研究」 

（2）予測システムの基礎となる「地震・火山現象解明のための観測研究」 

（3）地震・火山噴火予知に資する「新たな観測技術の開発」 

（4）計画を一層効果的に推進できる体制の整備及び観測研究プロジェクトを立案・

推進するための広く開かれた仕組みの整理を図り，また，成果を社会に効果的

に提供するなどの「計画推進のための体制の強化」 

 
２ 本計画の基本方針と実施内容  

今回策定する計画は，前記の基本的考え方に基づき，以下の基本方針に沿って実施 
 
(1) 地震・火山現象予測のための観測研究の推進  

 地殻やマントルで進行している諸過程の把握により，予測シミュレーションモ

デルへのデータ同化に基づく地殻活動の予測，及び噴火シナリオに基づく火山活

動の予測 
 
《地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化》 

・ 日本列島全域に整備された観測網により，地震活動・地殻変動及び火山活動を

的確にモニターし，予測に有用な情報を収集 
・ 大地震の発生や火山噴火の可能性の高い地域では，モニタリング観測項目の多

項目化，観測点の高密度化や観測データの実時間処理システムを一層整備 
 
《地震・火山現象に関する予測システムの構築》 

  （地震発生予測システム） 

・ モニタリングによる観測データを予測シミュレーションモデルに取り込む手法

を開発し，データ同化実験により予測を試行 

・ 時空間的に高分解能な地震活動評価を行う手法を確立するため，地震活動予測

手法の開発とそれの妥当性を評価・検証する枠組みを構築 
 
  （火山噴火予測システム） 

・ 地質調査・解析による噴火履歴の解明等に基づき，噴火シナリオを作成 

・ モニタリングによる観測データから火山活動の評価を行い，噴火シナリオに基

づく火山活動の推移予測を試行 
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《地震・火山現象に関するデータベースの構築》 

・ 日本列島及びその周辺域の地震・火山現象の基礎データベースを構築するとと

もに，データの流通を図り，さらに，情報を統合化して，地殻活動予測シミュレ

ーションに活用 
 
(2) 地震・火山現象解明のための観測研究の推進  

 地殻やマントルで進行している諸過程の正しい理解とそのモデル化のため，基

礎的な観測研究を推進 
 
《日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象》 

・ 日本列島及びその周辺域における長期的なプレート運動とそれに伴う応力場を

解明し，上部マントルにおける水の供給・輸送過程とマグマの生成・上昇機構を

解明 

・ マグマ等の地殻流体の分布を含む広域の地殻・上部マントル構造を解明 

・ 地震現象と火山現象の共通原因であるプレート運動の影響を正確に評価するた

め，地震活動と火山活動の相互作用に関する研究を推進 

・ 地震発生サイクルの理解のため，アスペリティやセグメントの破壊様式につい

ての過去の活動履歴を解明。同時に，長期的な内陸の地殻ひずみの時空間分布を

解明 
 
《地震・火山噴火に至る準備過程》 

  （地震準備過程） 

・ プレート境界地震に関し，アスペリティ分布の推定精度を向上させ，アスペリ

ティ域に固有な地殻やマントルの性質の研究を推進し，アスペリティモデルを高

度化 
・ プレート境界面上で進行する非地震性滑りの時空間変化を高精度に把握し，ア

スペリティ間の相互作用について理解を促進 
・ 内陸地震に関し，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

量的なモデルを構築 
・ スラブ内の震源分布や地震波速度構造を詳細に明らかにし，流体の地下深部に

おける分布と挙動を解明 

 

  （火山噴火準備過程） 

・ マグマの上昇・蓄積過程を解明するため，多項目の観測や探査を実施し，火山

体構造とマグマ供給系及び火山体浅部における火山流体の状態と変動を把握 
・ 地質調査や岩石学的研究により，高精度の噴火履歴を復元し，噴火の推移及び

マグマ供給系の変遷を把握 
 
《地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程》 

  （地震発生先行過程） 
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・ 地震に先行する地殻やマントルの諸過程を地震発生先行過程と位置付け，その

発生機構を明らかにし，特定の先行過程が地震準備過程や直前過程のどの段階に

あるかを評価 
 
  （地震破壊過程と強震動） 

・ 大地震の断層面の不均質性と動的破壊特性及び強震動・津波の生成過程を理解

するため，震源解析及び震源物理に基づく破壊過程の研究を一層推進 
 
  （火山噴火過程） 

・ 火道浅部における噴火過程の詳細を高時空間分解能で解明し，爆発的噴火のモ

デル化を行うとともに，噴火推移の多様性を支配する要因を理解 
 
《地震発生・火山噴火素過程》 

・ 地殻・上部マントル構成物質の変形・破壊について，実験・理論的手法により

物理的・化学的素過程を解明 

・ 火山噴火のモデル化のため，マグマの分化・発泡・脱ガス過程を解明し，マグ

マ上昇の数値モデルを構築 
 
(3) 新たな観測技術の開発  

 新たな観測技術の開発や既存技術の高度化により，地震・火山現象に関する理

解を飛躍的に促進 
 
《海底における観測技術の開発と高度化》 

・ 地震及び火山噴火予知に有用な観測データを安定的に取得するため，海底にお

ける地殻変動観測技術及び地震観測技術の高度化と海底における各種観測データ

を実時間で利用できるシステムを技術開発 
 
《宇宙技術等の利用の高度化》 

・ GPS や衛星搭載合成開口レーダー（SAR）等の宇宙測地技術を利用した解析技

術を高度化 

・ 地震や火山活動をより高精度で面的に把握するリモートセンシング手法を実現 
 
《観測技術の継続的高度化》 

・ 地下状態をモニタリングする技術，センサー技術や観測ネットワーク技術など，

データを量・質的に増大させる技術開発を推進 
・ 地震活動の高い地域や噴火活動域近傍など，電源・通信事情などの不十分な場

所で効率的データ取得のためのセンサー技術やネットワーク技術を高度化 
・ 気象変化による擾乱（じょうらん）や人工的なノイズを避け，高品質のデータ

を取得するため，大深度ボアホールにおける計測技術を開発 
 
(4) 計画推進のための体制の強化  

《計画を推進する体制の整備》 

・ 本計画遂行を担う各大学や関係機関が，それぞれの機能に応じた役割分担と密

接な協力・連携の下に，計画全体を組織的に推進する体制の確立及び評価体制の

充実 
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・ 本計画の実施内容が，地震本部が策定する新しい総合的かつ基本的な施策に反

映されることを期待 
・ 火山監視観測網の整備と火山観測研究の充実を図るために，火山噴火予知連絡

会の機能を強化 
 
《基礎的な観測研究体制の強化》 

・ 長期にわたる継続的かつ基礎的な観測研究を推進するため，個々の法人の枠を

超え全国の国公私立大学の研究者が連携し，拠点を形成して観測研究を実施 
・ 工学・人文社会科学等の他の研究分野との共同研究を促進 

 
《計画を実施するための予算的措置》 

・ 国，各大学及び関係機関においては，地震予知研究及び火山噴火予知研究が本

計画に沿って着実に推進されるよう，予算・人材面での適切な措置が不可欠 

・ 本計画は長期間を見通しつつ，段階的に予知の実現を目指すため，特に萌芽

（ほうが）的な研究や基礎基盤的な研究等に対しての予算的配慮を期待 
 
《人材の確保，特に若手研究者の養成》 

・ 地震・火山噴火の予知の実現という最終目標を達成するためには，長期的な観

測研究が必要。これらを担う人材の養成と確保が不可欠 
・ 研究者のキャリアパスの確保と若手研究者支援の方策を検討し，大学院生等の

確保に努力 
 
《国際共同研究・国際協力の推進》 

・ 地震や火山噴火に関する事例を効率的に集積するため，多様な地震・火山活動

の比較研究及び緊急時の国際共同調査研究による研究成果・知識の交換が必要 

・ 国際共同研究の推進，研究者の交流等による研究成果の普及・発信，緊急調査

体制の整備，観測データの継続的な交換と技術支援等 
 
《研究成果の社会への還元》 

・ 研究成果の普及は，防災意識の向上のためにも重要であり，地震火山に関する

普及活動を組織的に推進 
・ 地震，火山噴火による被害軽減に資するため，情報や報道発表内容の質的向上

を図り，的確かつ迅速な提供に努力 
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地震及び火山噴火予知のための観測研究計画 実施機関 

   

総務省 独立行政法人情報通信研究機構 

文部科学省 国立大学法人等 

   北海道大学大学院理学研究院 

   弘前大学理工学部 

   東北大学大学院理学研究科 

   秋田大学大学院工学資源学研究科 

   東京大学大学院理学系研究科 
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