
地震調査委員会編「日本の地震活動」より

内陸地震の発生の仕組みは最近まで
不明だった

(1)　内陸大地震の発生間隔がプレート境界

の大地震よりずっと長いのはなぜか？　

(2)　プレート境界から遠く離れた地域で内陸

大地震が多いのはなぜか？

(3)　内陸大地震の発生間隔は，断層によっ
てどうして大きく異なるのか？ 　　　

(4)　断層の端はどうなっているか？　　　　　

何が内陸大地震の大きさを決めるのか？

これまで無視されていた下部地殻に着目



ガラスの破壊は予測不能



ガラスの破壊は予測不能



「硬い粘土」の板が下についていたら？

局所的に
弱い領域



「局所的に弱い領域」が小さかったら？

局所的に
弱い領域



観測点密度が高かったら？

局所的に
弱い領域



原因はどっち？

下部地殻に弱い領域があるから直上で地震が発生するのか、

地震が起こるから下部地殻に弱い領域が形成されるのか？



原因はどっち？

下部地殻に弱い領域があるから直上で地震が発生するのか、

地震が起こるから下部地殻に弱い領域が形成されるのか？



内陸地震の発生過程の概念モデル
Brittle-Ductile Interaction Hypothesis　

（Iio et al., EPS, 2004)
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下部地殻は無視？
阿武山観測所による震源分布に加筆

かつて下部地殻にあった
断層帯 （産総研　重松・他）

余効変動による地殻・
上部マントルのレロロジー
構造の推定(Nishimura & 
Thatcher, 2003)

地殻応力
の推定



新潟-神戸ひずみ集中帯の成因に関する仮説
Water-weakened Lower Crust Hypothesis

(飯尾・小林・鷺谷・塩崎,2000; Iio et al., EPSL, 2004)



(Hasegawa et al., TECT 2005)

マントル上昇流とマントル上昇流と
島弧地殻の変形，島弧地殻の変形，
内陸地震の発生内陸地震の発生

a) 鉛直断面図

b) 平面図

内陸地震発生様式の模式図． マントル
上昇流は脊梁山地直下でモホ面に達す
る． そこからマグマが地殻に貫入するこ
とにより形成される， 高温で流体に富む
下部地殻が， プレートの沈み込みによる
東西圧縮によって塑性変形する． その結
果， 直上の上部地殻に応力が蓄積し，

内陸地震が発生する．



断層の両端の非弾性変形，火山の深部構造

跡津川断層に平行な構造断面　A-A’　
　　　歪集中帯合同観測グループ・東北大1202より



・深さ6kmの応力場

　地震帯近傍で主応力軸が回転

FEM (ABAQUS) によるモデリング

σ１

σ3

σ２

不均質構造：
1)地震帯直下の下部地殻の断層帯(幅5km)
2)地震帯直下の下部地殻の断層

それ以外の下部地殻は弾性体

3)地震帯の上部地殻の断層帯(幅5km)
下部地殻は全体が粘弾性

・上部マントルは無視

・広域の主応力軸に沿う座標系
・応力比R，断層強度の下限値(Yukutake 

et al.2007)，被り圧から応力の大きさを

推定
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○ 下部地殻の断層帯

○ 下部地殻の断層

○ 上部地殻の断層帯

◇ 下部地殻の断層帯　(σ1東西)

応力インバージョン
結果

Kawanishi et al. (2008)



ＪＭＡ一元化処理震源(2年間：M>1)

1891年 濃尾地震震源域における総合観測

直下のフィリッピン
海スラブの地震を
用いて下部地殻の
イメージの解像度を
上げる

モデルのgeometry
を決めるために，

岩崎 (2007)



2007 AGU Fall meeting 

New Insights About Seismogenesis from Dense 
Geophysical Observations

(稠密観測により得られた地震発生過程に関する
新しい知見)

国際的には高い評価を得ているが、　　
予測シミュレーションモデルを構築する
のに必要な精細なデータは得られてい
ない

満点（万点）観測システムを開発
　　火山の集中観測にも極めて有効

観測点密度を飛躍的に上げる必要
　1986年頃からそれほど進歩していない

物理モデルの構築，さらに予測シミュレーションモデルへ
ボトルネックは何か？



スラブ内地震スラブ内地震
・深くなると法線応力大 → せん断破壊を起こせない

→ 特別なメカニズムが必要

作業仮説作業仮説：脱水脆性化（dehydration embrittlement)

→ １）スラブ内のhydrateしている部分が
facies boundaryに達するまでに（特に 直前で）

スラブ内地震が発生

２）facies boundaryで地震波速度が変化

(長谷川・他,2008)



◎ Vertical cross section of EQs & metamorphic facies calculated by 
Hacker et al. (2003)

circle : EQs     Filled circle: NF type EQs 
• Estimated location of phase transformation from H2O 5.4% jadeite lawsonite blueschist to H2O 3.0% lowsonite

amphiblole eclogite roughly corresponds to the location of the seismic belt.  

• NF type EQs are located on the topmost part of seismicity, which might be caused by volume reduction of the phase 
change.

(Kita et al., GRL 2006)



◎ＤＤトモグラフィによる地震波速度分布

（辻・他，2008）
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（弘瀬・他，地震2007）

◎Across-arc vertical cross sections of Vs & Vp/Vs along A (Tokai)
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主な研究課題

・仮説のさらなる検証　

・スラブマントル内の地震（二重深発地震面下面
の地震 or 面間地震）

• スラブ地殻 or スラブマントル物質のphase 
diagramとそれに基く理解

• 含水鉱物の空間分布の推定
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