平成 26 年度年次報告
課題番号：0101
（ １）実施機関名：
（ 独）情報通信研究機構
（２）研究課題（または観測項目）名：
先端リモートセンシング技術による地震及び火山の災害把握技術の開発
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（ ４）その他関連する建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(5) 地震・火山噴火の災害軽減のための情報の高度化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
平成 25 年度までの成果を引き継ぎ 、航空機 SAR による地震及び火山の災害把握技術の発展的な開
発を行うとともに、データの公開の推進と災害時等には Pi-SAR2 の必要な運用を行う。また、航空機

SAR 以外のリモートセンサを活用する技術を開発する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
情報通信研究機構の第３期中期計画期間である平成 27 年度までにおいては、以下の研究活動の実施
を計画している。平成 28 年度以降については、次期中期計画の策定に合わせて検討を進める。
平成 25 年度までの成果を引き継ぎ 、Pi-SAR2 による地震・火山災害時の被害判読等の技術開発を進
めるほか、Pi-SAR および Pi-SAR2 のデータ検索システムの公開・運用を進めることにより、災害軽減
のための情報の高度化の研究に資する。また、実際の災害発生時には、Pi-SAR2 の積極的な運用と迅
速なデータ配布・公開を行う。
さらに、航空機 SAR 以外の先進的リモートセンサを活用した地震及び火山災害のモニタリング技術
についても検討をすすめる。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 22 年度までに開発を行った 30cm の分解能を有する航空機搭載合成開口レーダ (Pi-SAR2) は、平
成 23 年の東日本大震災を経て平成 25 年度までに、データ取得後の処理の高速化、高度化と迅速なデー
タ提供に向けての研究開発を行ってきた。平成 26 年度は上記の成果を引き継ぎ Pi-SAR2 による地震・
火山災害時の被害判読等の技術開発を進めてきた。
平成 26 年 9 月 27 日に発生した御嶽山の噴火災害に対しては、10 月 2 日午後に緊急の観測を行い、平成

25 年度に開発した機上処理とデータ伝送のシステムを用いて、9 つの観測パスのうちの 4 パスを航空機
から関連機関に送付、また機構の Web サイトに掲示した。一例を図 1 に示す。さらに平成 27 年 2 月に

は、御嶽山の再観測を行った際に、航空機からの伝送手法として、現行の商用回線 (約 320kbps) に比べ
て数 10 倍の高速伝送が可能な、きずな衛星 (WINDS) を使用した実験を実施し 、機上からの Pi-SAR2
画像データの高品質化、広域化が可能であることを実証した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

(1) T. Kobayashi, T. Umehara, J. Uemoto, M. Satake, S. Kojima, T. Matsuoka, A. Nadai, S. Uratsuka,
EVALUATION OF DIGITAL ELEVATION MODEL GENERATED BY AN AIRBORNE INTERFEROMETRIC SAR (PI-SAR2) , International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS
2014), p378-381, 2014.
(2) 上本, 小林, 佐竹, 児島, 梅原, 松岡, 浦塚,

” SAR インターフェログラムからの垂直構造物の自動抽

出方法”, 日本リモートセンシング学会学術講演会,2014 年 5 月.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年度は、平成 26 年度までの成果を引き継ぎ 、Pi-SAR2 による地震・火山災害時の被害判読等
の技術開発を進めるほか、Pi-SAR および Pi-SAR2 のデータ検索システムの公開・運用を進めることに
より、災害軽減のための情報の高度化の研究に資する。実際の災害発生時には、Pi-SAR2 の積極的な
運用と迅速なデータ配布・公開を行う。
また、航空機 SAR 以外の技術も含めて先進的リモートセンサを活用した地震及び火山災害のモニタリ
ング技術の検討をすすめる。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
情報通信研究機構

電磁波計測研究所

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：情報通信研究機構広報部
電話：042-327-5322

e-mail：publicity@nict.go.jp
URL：http://www.nict.go.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：浦塚清峰
所属：情報通信研究機構
電話：042-327-7536

FAX ：042-327-7597
e-mail：pata@nict.go.jp

電磁波計測研究所

図 1：航空機 SAR（ Pi-SAR2 ）で観測した平成 26 年 10 月 2 日の御嶽山の画像 (2kmx2km)。
機上で処理した画像には、ポラリメトリによる疑似カラー化が施されており、植生の有無が一目で判明する。ま
た、伝送するデータには図のように観測方位やスケールのほか観測時のパラメータが同時に掲載されており、そ
のままで状況把握に使用できる。

平成 26 年度年次報告
課題番号：1001
（ １）実施機関名：
北海道大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
地質および物質科学的データに基づく低頻度大規模火山現象およびその準備過程の研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
ア. 史料，考古データ，地質データ及び近代的観測データ等に基づく低頻度大規模地震・火山
現象の解明

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ア. 史料の収集とデータベース化
ウ. 地質データ等の収集と整理

(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山
イ. 熱水系の卓越する火山

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
低頻度大規模火山現象としてカルデラ形成噴火と、大規模山体崩壊現象を研究対象とする。まず過
去に発生した大規模カルデラ形成噴火を対象として、主として地質学的手法により、先行する噴火の
有無を確認し 、その時期と規模・様式・推移等について明らかにする。またカルデラ形成噴火につい
ても、噴火開始から終了までの推移を詳細に復元する。そして物質科学的手法により、マグマ供給系
の実体と時間変化を明らかにする。とくに、大規模噴火に至るまでのマグマ蓄積過程や周期性を定量
的に理解し 、マグマプロセスやその変化について時間軸を明確にして議論する。そして先行噴火から
カルデラ形成噴火にかけてのマグマ供給系の生成・移動・蓄積という準備過程、そしてカルデラ形成
噴火過程について明らかにすることを目的とする。そのことによりカルデラ形成噴火における、観測
可能な前兆現象の種類と規模について議論できる材料を提供することを目指す。大規模山体崩壊現象
では、記録の残る国内の過去の山体崩壊事例について、前兆現象および崩壊の推移について再検討す
る。また火山活動とは関係なく大地震によって誘発される火山体崩壊事例も、それらの分布と発生頻
度について検討する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
〇カルデラ形成噴火：基礎的な火山地質学的研究が行われており、形成年代が比較的新しく、異なる
規模という観点から、VEI=7 として姶良および支笏、VEI=6〜7 として鬼界および摩周を対象とする。

これらについて表層地質調査およびボーリング・トレンチにより、カルデラ噴火の推移について、特
に最初期の噴火に注目して、層序を確立する。さらにカルデラ形成噴火前の噴火活動について、特に
中小規模の噴火の有無を明らかにする。これらに加えて必要に応じて K-Ar および炭素同位体による
年代測定も実施する。また海外の事例を文献、あるいは必要に応じて現地調査から再検討する。さら
に、規模は小さいが VEI=5 クラスの国内の歴史時代の噴火事例についても先行・前兆現象を中心に検
討する。本研究で得られた高精度・高分解能の噴火層序に基づき、分析試料を採取する。噴出物は通
常の記載を経た後、XRF により大量の試料について、高精度の主・微量成分組成を求める。さらにそ
の中から選んだ代表的試料について ICP-MS により希土類元素などの微量成分、そして質量分析計に
より Sr 、Nd および Pb 同位体組成を求める。また U-Th 放射非平衡のシステマテイクスの検討も行う。
また噴出物中の火山ガラスや鉱物組成を EPMA によって求め、FE-SEM により鉱物の組成累帯構造を
検討する。これらにより大規模珪長質マグマ系の生成・噴火過程、特に噴火直前のプロセスを、時間
軸をもとに明らかにする。
〇大規模山体崩壊：研究対象は記録が豊富に残る磐梯山 1888 年と雲仙眉山 1792 年および十勝岳 1926
年である。この中で十勝岳は別課題でも主研究対象であるが、前兆現象の解析は本課題でも実施する。
これらの事例について古記録の再検討を行い、崩壊の前兆・先行現象の種類と発生時期、そして崩壊
現象の経緯を再検討する。これらは地形解析および現地調査で検証する。また火山噴火とは関係ない
が日本海東縁の古い火山体には大規模崩壊地形が多数認められ 、これらは日本海東縁を震源とする地
震との関連が疑われる。これらは地形解析や現地調査により、崩壊地形の分布・規模を明らかにし 、発
生頻度も検討を試みる。
平成 26 年度では、まず研究集会を行い現状認識と 5 年間の研究計画について議論する。カルデラ火
山については表層地質調査と噴出物採取を行い、ボーリング地点やトレンチ地点の選定を行う。また
物質科学的解析を進める。山体崩壊については地形解析を行い、眉山については古記録調査を行う。平
成 27 年度では、カルデラ火山については表層地質調査と噴出物採取を継続するとともに、トレンチ調
査（ 姶良および鬼界）とボーリング（ 姶良または鬼界）を実施する。噴出物の物質科学的解析は継続
し 、特に同位体比分析も開始する。山体崩壊について地形解析を続け、眉山では古記録調査に加え現
地調査を実施し 、磐梯山については古記録調査を開始する。平成 28 年度では、カルデラ火山の表層地
質調査と噴出物採取は継続し 、ボーリング地点の選定（ 各カルデラ）を行う。また北海道ではトレン
チを実施する。物質科学的解析は継続し 、同位体比分析と鉱物の組成累帯構造解析を重点に行う。山
体崩壊では磐梯山・眉山の古記録調査のまとめと地質調査を実施し 、日本海東縁の火山については地
質調査を実施する。また研究集会を開き研究進捗状況を確認する。平成 29 年度は、カルデラ火山にお
いてボーリングおよびトレンチを実施する（対象は研究進捗状況で決定する）
。噴出物の物質科学的解
析は継続し 、同位体比分析と鉱物の組成累帯構造解析を重点に行う。山体崩壊について補充調査を行
う。平成 30 年度は両方の課題について補充地質調査および噴出物解析を行う。研究集会を開催し研究
のとりまとめを行う。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
本年度はまずカルデラ火山研究の到達点と課題について洗い出すとともに、27 年度からのボーリン
グ等の本格的調査のための準備を南九州地域、特に鬼界と姶良カルデラについて行った。また物質科
学的検討において重要な分析・解析手法ルーチンの確立を図った。またそれに並行して、摩周、支笏
および洞爺などの北海道のカルデラ火山について表層地質調査および物質科学的解析を行った。さら
に比較研究のためにインド ネシアのリンジャニ火山の物質科学的解析を開始した。もうひとつの研究
対象である山体崩壊については、磐梯 1888 年崩壊について古記録収集と地質調査を実施した。これら
の中の主な成果は以下のとおりである。
１．南九州カルデラ火山
（１）鬼界カルデラ：次年度のボーリング実施に備えて噴火層序の再検討を行った。7.3ka のカルデラ
形成噴火は、姶良と同様に２つのステージに細分できる。これらは間歇的なプリニー式噴火が継続し

たステージ 1 と、クライマックス噴火と , その後のカルデラ崩壊・火砕流発生からなるステージ 2 であ
る. さらにこのカルデラ噴火の直前の先行噴火として、長浜溶岩流の流出の活動があった (図 1)。これ
らの先行噴火を含めた全層序を掘削するのに最適な地点の選定と、物質科学的検討のための組織的な
試料採取を 26 年度内に行うことになっている。
（２）姶良カルデラ：カルデラ形成噴火について物質科学的解析をまとめた。カルデラ形成噴火は鬼界
と同様に、２つのステージ（ 1：大隅降下軽石、2：入戸火砕流）に大別でき、両者には時間間隙があ
り、火口を大きく移動させたことが分かっている。この両ステージで存在したマグマは大量な珪長質
マグマで、そこにマフィックマグマが貫入し混合マグマを形成していたが 、そのマグマは大きく２つ
のマグマ溜まりに分かれていた。噴火直前に２回にわたり、新たにマフィックが、別々の火道を通じ２
つの混合マグマ溜まりに順次貫入し 、ステージ ?とステージ ?の噴火を引きおこした。このことは両ス
テージで噴出した縞状軽石中の捕獲結晶と岩片、さらに全岩化学組成の違いで明らかである（ 図 2 ）。
カルデラ形成噴火活動での時間間隙と火口移動は、マフィックマグマ貫入時期の違いと大規模マグマ
の２つの異なるマグマ溜まりが順次噴火したことで説明できる。今後は、噴火直前とそれ以前のマグ
マ貫入の時間スケールを解明することが必要である。
またカルデラ形成を伴う大規模火砕噴火の前駆噴火および噴火の推移の研究を行った．今年度は約

10 万年間の噴出物の化学組成，記載岩石学を整理して，噴火サイクルを定義した．姶良火山は互いに
マグマ組成が異なる３つのサイクルからなり，姶良火砕噴火と前駆噴火の噴出物は第２サイクルに位
置づけられることを明らかにした（ 図 3 ）．
２．北海道カルデラ火山
（１）摩周カルデラ：7.5ka の大規模噴火の詳しい噴火推移を検討した。この噴火は約 3 万 5 千年前から
現在に至る摩周火山の活動中、最大規模で（ 噴出量約 20 km3 ）、現在の摩周カルデラを形成した噴火
である。従来の噴火層序は、先行する降下火砕物とそれを覆う火砕流堆積物からなる、比較的単純な
噴火推移をたどったと考えられている。今回、火砕流最下部ユニットと、降下火砕物最上部層の間に、
比較的小規模な火砕流堆積物を 3 層見出すことができた。この火砕流中には、新鮮で軽石組成と酷似
する溶岩片の巨礫を大量に含む特徴がある。このことから、摩周火山のカルデラ形成噴火では、降下
火砕物の発生後に溶岩ド ームが形成され 、その後にそれを破壊するような比較的小規模の爆発的噴火
後に、破局的な大規模火砕流の発生に至った可能性が指摘できる。
（２）洞爺カルデラ：洞爺火山の後カルデラ活動の層序を検討した。さらにそのひとつである有珠山の
マグマの成因やマグマ供給系の進化を検討している。そこで本年度は、有珠山の玄武岩〜安山岩質な
外輪山溶岩を対象に、マグマプロセスを明らかにすることを目的として物質科学的解析を行った。約

90 個の試料を対象に岩石記載を行い、さらにそれらの中の約 40 試料を対象に微量元素濃度測定と鉛
同位体比測定を行った。その結果、一部の試料を除いて全岩の P2 O5 量と 206 Pb/204 Pb 比には明瞭な負
の相関関係があることが分かり（図３）、外輪山溶岩のマグマは本質的に、相対的に未分化な玄武岩マ
グマと下部地殻の部分溶融メルトとの混合物であることが明らかになった。このことから、洞爺カル
デラのマグマの生成についても、下部地殻が重要な役割を果たしている可能性が示唆された。
（３）支笏カルデラ：カルデラ形成噴火の推移を、最近出現した大露頭および別の研究プロジェクトで
実施したボーリングコアで検討した。その結果、噴火様式、活動したマグマタイプおよび火口移動・
拡大現象に注目して、カルデラ形成噴火を５つの噴火フェーズに大別した。フェーズ１はマグマ水蒸
気噴火期、フェーズ 2 はプリニー式噴火で後半には断続的に火砕流も発生、フェーズ 3 は大規模な火
砕流の発生、フェーズ 4 はカルデラ陥没を伴う火砕流の発生、フェーズ 5 は最末期の小規模な噴火期
である。フェーズ 2 ではプリニー式噴火の進行に伴っての火口の拡大、あるいは新たな火口の形成が
徐々に進行し 、フェーズ 4 で大量の lag breccia が放出されてカルデラ形成期を迎えたことがわかった。
活動したマグマは斑晶に乏しい流紋岩質マグマ（ Ａタイプ ）が主体であるが 、そのマグマにマフィッ
クマグマも貫入して混合マグマも活動している。そしてフェーズ 4 からはＡタイプとは別の、斑晶に
富んだデ イサイト〜安山岩マグマ（ P タイプ ）も噴出しているが両者は混合関係にはなく、別々のマ
グマ溜まり−火道系を使ったと考えられる。さらにフェーズ ?の下位には土壌層があるが、そこから支

笏火山由来と考えられる未知の火山灰層を見出した。これが支笏カルデラ形成噴火に先行する噴火活
動の可能性がある。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Harada, N., Katsuki, K., Nakagawa, M., Matsumoto, A., Seki, O., Addison, J.A., Finney, B.P., Sato, M.,
2014, Holocene sea surface temperature and sea ice extent in the Okhotsk and Bering Seas. Progress in
Oceanography, 126, 242-253.
長谷川

健・中川光弘, 2014, 岩石学的特徴を利用した対比・同定の有効性：北海道東部, 阿寒・屈斜

路火山における大規模火砕流堆積物の露頭情報，火山，59．269-27.
稲倉寛仁・成尾英仁・奥野

充・小林哲夫, 2014, 南九州，池田火山の噴火史．火山，59, 255-268.

小林哲夫, 2014, 日本の姶良カルデラとフィリピンのイロシンカルデラの噴火推移の比較研究．地学雑
誌, 123, 739-750.

Kuritani, T., Yoshida, T., Kimura, J.-I., Hirahara, Y., Takahashi, T., 2014, Water content of primitive low-K
tholeiitic basalt magma from Iwate Volcano, NE Japan Arc: implications for differentiation mechanism
of frontal-arc basalt magmas. Mineralogy and Petrology, 108, 1-11.
Miyabuchi, Y., Okuno, M., Torii, M., Yoshimoto, M., and Kobayashi, T., 2014, Tephrostratigraphy and
eruptive history of post-caldera stage of Toya Volcano, Hokkaido, northern Japan. Jour. Volcanol.
Geotherm. Res., 281, 34-52.
関口悠子・長谷中利昭・森 康，2014, 姶良カルデラ火山に見られる 3 回のマグマ活動サイクル，月刊
地球，36, 8, 303-309.

Tatsumi, Y. and Suzuki-Kamata, K., 2014, Cause and risk catastrophic eruptions in the Japanese Archipelago,
Proceedings of the Japan Academy, Series B, 90, 347-352
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
それぞれの研究課題・対象についての平成 27 年度の研究計画は以下のとおりである。
１． カルデラ火山の地質調査およびボーリング調査
鬼界カルデラについて薩摩硫黄島あるいは竹島の１地点でボーリングを実施する。掘削深度が浅い場
合には、姶良カルデラ噴出物を対象として１か所ボーリングを実施する。鬼界および姶良カルデラに
ついては地表踏査だけではなくトレンチ調査も実施し 、カルデラ形成噴火の詳細と先行噴火の有無に
ついて検討する。北海道については特に摩周火山噴出物について地表踏査を実施し 、平成 28 年度実施
予定のボーリング地点の選定を行う。またクッタラ火山についても地質調査およびトレンチ調査を実
施し 、並行して活動していた支笏火山との関係を検討する。
２． カルデラ火山の物質科学的検討
今年度は九州の鬼界、姶良、阿蘇カルデラ、そして北海道では支笏、クッタラおよび屈斜路の物質科
学的検討を実施する。これらではカルデラ形成噴火のマグマ供給系の構造と噴火推移に伴うマグマ変
化を明らかにすることを目的とし 、鬼界や阿蘇など 先行噴火が認められる場合には、先行マグマ過程
の解明にも重点をおく。特に鬼界では石基の組織などから火道内でのマグマダ イナミックスと , それに
付随した諸現象（ 発泡, 結晶化, 脱ガス,（ 水冷）破砕）の特性・噴火ステージによる変化を明らかにし ,
噴火現象と関連づけて理解する。また鉱物の累帯構造の精密解析、および U-Th 放射非平衡に基づく
マグマプロセスへの時間軸の挿入を行うための準備的検討を支笏および姶良カルデラを対象として実
施する。
３．カルデラ火山比較研究
インド ネシアのリンジャニ火山の 13 世紀のカルデラ噴火、そしてその準備過程の解明のために、26 年
度までに採取した試料に関して物質科学的検討を行う。特に多元素同位体比を含めた地球化学的およ
び鉱物化学的データを求めることに重点を置く。また噴火マグニチュード ７以上と７以下のカルデラ
噴火を鬼界カルデラ起源の幸屋火砕流と九重火山飯田火砕流とを比較し 、噴火様式の差との関連を検

討する。
４．大規模山体崩壊
磐梯山 1888 年崩壊について前年度に収集した古記録の解析を継続する。さらに地質調査を実施し古記
録との対比を検討する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
北海道大学大学院理学研究院

中川光弘・栗谷

秋田大学大学院工学資源学研究科 大場
東京大学地震研究所

前野

豪・松本亜希子

司

深・中田節也

東京工業大学理工学研究科 横山哲也
京都大学総合人間学部 金子克哉
鹿児島大学理工学研究科

小林哲夫

他機関との共同研究の有無：有
山形大学理学部 伴

雅雄

茨城大学理学部 長谷川健
千葉大学大学院理学研究科 津久井雅志
神戸大学大学院理学研究科 鈴木桂子
福岡大学理学部 奥野

充

熊本大学 宮縁育夫（ 教育学部）
・長谷中利昭（ 自然科学研究科）
産総研 古川竜太
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：北海道大学大学院理学研究院
電話：011-716-2111

e-mail：mnakagawa@mail.sci.hokudai.ac.jp
URL：http://www.sci.hokudai.ac.jp/eps/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：中川光弘
所属：北海道大学大学院理学研究院
電話：011-706-3520

FAX ：011-746-0394
e-mail：mnakagawa@mail.sci.hokudai.ac.jp

図１．
鬼界カルデラ形成噴火のステージ区分．先行現象としては長浜溶岩流出が対応すると考えられる. このステージ区
分は津波の発生を除いて、多くのカルデラ火山と類似する.

図２．
姶良カルデラ噴火噴出物の全岩組成の SiO2 − K2 O 図．灰色ひし形は大隅降下軽石、灰色四角は入戸火砕流中の
縞状軽石、X は白色軽石．

図 3．
姶良火山におけるマグマの積算噴出量（ 上）とマグマ組成の時間変化 (下)．M=Mafic, F=Felsic，Aj=青敷玄武岩
質安山岩，Kg ＝金剛寺火砕サージ体積物，Fk ＝福山降下軽石，Sk ＝敷根安山岩，Iwt=岩戸火砕流堆積物，Sm=
清水流紋岩，Ot=大塚降下軽石，Ot=大塚降下軽石，Kn=毛梨野テフラ．マグマの噴出量と噴出物の年代は長岡ら
（ 2001 ）による．

図4
有珠外輪山溶岩の全岩 P2 O5 量と 206 Pb/204 Pb の関係

平成 26 年度年次報告
課題番号：1002
（ １）実施機関名：
北海道大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
北海道沖低頻度大規模地震の総合的理解とそのモニタリングへの基礎的研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
ア. 史料，考古データ，地質データ及び近代的観測データ等に基づく低頻度大規模地震・火山
現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
イ. 地殻ひずみ・応力の変動

（ ４）その他関連する建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(6) 国際共同研究・国際協力

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
北海道太平洋沖では 2011 年東北地方太平洋沖巨大地震が発生する以前から太平洋沿岸で多くの津波
堆積物調査が実施され 、過去に災害を発生させてきた歴史津波より巨大な津波を発生させた低頻度大
規模地震が 17 世紀前半に発生していたことが明らかになってきた。さらに、17 世紀前半に発生した
低頻度大規模地震の際に、2011 年東北地方太平洋沖巨大地震と同じように海溝近傍のプレート境界で

20 ｍ以上の非常に大きな滑りが発生していた事も明らかになっている。
本研究課題では、北海道近傍で発生する低頻度大規模地震の発生様式を理解する調査研究を実施し 、
さらにそれら大規模地震を発生させるプレート境界の発生場を理解するための観測研究を実施し 、最
後にプレート境界状態のモニタリングのための手法開発のための基礎的研究を実施する。多くの研究
項目を横断した研究計画となっており、地質学データに基づく低頻度大規模地震の発生様式の解明か
ら研究成果をモニタリング手法の開発につなげるまで低頻度大規模地震の予測を現実に近づけるため
の総合的研究を実施することを目的とする。
１）低頻度大規模地震の履歴・発生様式の解明

17 世紀前半以前の津波堆積物イベントに対し 、多地点で面的津波堆積物調査を実施する。これまで
の調査結果も総合的に利用し 、津波遡上数値計算を実施することで断層モデルを推定し 、低頻度大規
模地震の発生様式の多様性を解明する。
２）低頻度大規模地震の発生場の理解
海底構造探査により海溝近傍の構造及び海底地形を明らかにし 、大滑りの発生場を理解する。研究
成果は海溝近傍プレート境界の滑り予測のための情報を提供する。
北海道太平洋沖の低頻度大規模地震の震源域で海底地震調査観測を実施し 、プレート境界で発生し
た微小地震の観測波形を解析し 、微小地震の応力降下量の面的分布を得る。その応力降下量分布と大
地震の大滑り域との関連を解明し 、巨大地震の発生場を理解する。
低頻度大規模地震の履歴や発生様式が解明されても、広範囲で長期にわたる巨大地震の影響が評価
できなければ 、将来の低頻度大規模地震を予測することはできない。そこで、極東ロシアでの GPS 地
殻変動観測および地震観測により、2011 年東北地方太平洋沖地震後の広域応力蓄積過程を解明し 、マ
ントル粘弾性の影響やプレート運動に与える影響を評価する。
３）プレート 境界状態のモニタリング手法開発
低頻度大規模地震の履歴と発生様式の多様性が理解され 、その発生場が理解できれば 、それらの情
報を地震発生予測に用いるため、プレート境界の固着をモニタリングする手法を開発する必要がある。
現実には本研究課題は上記（１）、
（２）の２つの課題の研究成果を受けて開発するものである。プレー
ト境界で発生する微小地震活動や微小地震の応力降下量分布の時間変化を捕らえることでプレート境
界の状態を把握し 、モニタリングする手法を開発する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
●平成 26 年度研究計画
（１）低頻度大規模地震の履歴・発生様式の解明
北海道太平洋沿岸の面的津波堆積物分布を得るための現地調査を実施する。
（ ２）低頻度大規模地震の発生場の理解
過去のプレート境界での微小地震の観測波形を用いて応力降下量の推定手法を確立する。ウラジヲス
トックを中心とした極東ロシアに GPS 観測網を維持、強化し 、2011 年東北地方太平洋沖地震による
長期的な影響をモデル化への基礎研究を実施する。
（ ３）プレート境界状態のモニタリング手法開発
微小地震の応力降下量や微小地震活動を用いたモニタリング手法開発の検討
●平成 27 年度研究計画
（１）低頻度大規模地震の履歴・発生様式の解明
面的津波堆積物分布を得るための現地調査を継続する。過去の津波堆積物分析結果を津波遡上数値計
算によって再現することで低頻度大規模地震の震源過程推定を試みる。
（ ２）低頻度大規模地震の発生場の理解
北海道太平洋沖で自己浮上式海底地震計を用いた微小地震観測を実施し微小地震の応力降下量分布の
推定を試みる。極東ロシアでの GPS 観測網を維持、強化し 、2011 年東北地方太平洋沖地震による長期
的な影響をモデル化への基礎研究を継続する。
（ ３）プレート境界状態のモニタリング手法開発
微小地震の応力降下量や微小地震活動を用いたモニタリング手法開発の検討。
●平成 28 年度研究計画
（１）低頻度大規模地震の履歴・発生様式の解明
面的津波堆積物分布を得るための現地調査を継続する。調査で得られた試料の粒度分析・珪藻分析・
火山灰認定等の分析を実施する。津波堆積物分析結果を津波遡上数値計算によって再現することで過
去の低頻度大規模地震の震源過程を推定する。
（ ２）低頻度大規模地震の発生場の理解

プレート境界での微小地震による観測地震波形を用いた応力降下量分布の推定を継続する。極東ロシ
アでの GPS 観測網を維持、強化し 、2011 年東北地方太平洋沖地震による長期的な影響のモデル化を
実施する。
（ ３）プレート境界状態のモニタリング手法開発
微小地震の応力降下量や微小地震活動を用いたモニタリング手法開発を行う。
●平成 29 年度研究計画
（１）低頻度大規模地震の履歴・発生様式の解明
面的津波堆積物分布を得るための現地調査を継続。津波堆積物調査で得られた試料の分析を実施し 、
津波堆積物分析結果から過去の低頻度大規模地震の震源過程推定を高度化。
（ ２）低頻度大規模地震の発生場の理解
北海道太平洋沖の千島海溝の海溝軸近傍で海溝軸に平行な側線で海底構造探査を実施し 、低頻度大規
模地震の大滑り域の付加体構造やプレート境界近傍の構造を明らかにする。プレート境界での微小地
震による観測地震波形を用いた応力降下量分布の推定を継続する。極東ロシアでの GPS 観測網を維持、
強化し 、2011 年東北地方太平洋沖地震による長期的な影響のモデル化を実施する。
（ ３）プレート境界状態のモニタリング手法開発
微小地震の応力降下量や微小地震活動を用いたモニタリング手法開発を行う。
●平成 30 年度研究計画
（１）低頻度大規模地震の履歴・発生様式の解明
面的津波堆積物分布を得るための現地調査を継続する。調査で得られた試料の分析を実施し 、津波堆
積物分析結果を津波遡上数値計算によって再現することで過去の低頻度大規模地震の震源過程を推定
し低頻度大規模地震の多様性を解明する。
（ ２）低頻度大規模地震の発生場の理解
海底構造調査結果を分析し 、2011 年東北地方太平洋沖地震の大滑り域の構造との比較を行い、構造と
低頻度大規模地震の震源過程の多様性との関連を解明する。面的応力降下量分布を得、大地震の大滑
り域との関連を解明し 、モニタリングにつなげる。極東ロシアでの GPS 観測網を維持、強化し 、2011
年東北地方太平洋沖地震による長期的な影響をモデル化し 、北海道沖のプレート運動の挙動の把握に
適応する。
（ ３）プレート境界状態のモニタリング手法開発
・微小地震の応力降下量や微小地震活動を用いたモニタリング手法開発を行う。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
●

低頻度大規模地震の履歴・発生様式の解明

北海道太平洋沿岸の面的津波堆積物分布を得るための現地調査を実施した．まず，道東標津では図１
に示す側線で津波堆積物調査を実施した．その結果，標津町では，17 世紀津波に相当する砂層は見つ
からなかった．しかし，白頭山火山灰（ B-Tm ）の直下に砂層が確認できる．これが津波堆積物かど う
かは，今後周辺地域の調査を進めて，分布などを確かめた上で判断する．さらに，今年度は日高地方
でも津波堆積物調査を実施した．調査結果は解析中である．図２にこれまでの北大の津波堆積物調査
結果をまとめる．
●

低頻度大規模地震の発生場の理解

１）応力降下量分布を把握するために過去のプレート境界地震の理解

2004 年にプレート境界固着域の下部で発生した２つの根室沖 M7 地震の破壊課程の特徴を解析した
（ 図３）．Mw4.6 の地震の観測波形を経験的グリーン関数とし，2 つの M7 級地震の破壊過程の特徴を
解析したところ，2 つの地震は非常に類似した破壊過程を持っていたことが示唆され，遠地の波形解
析による先行研究結果と同じく，ともに明瞭なデ ィレクティビティは見られなかった．
２）ロシア極東での GSNN 観測による発生場の広域理解

ロシア極東地域での GNSS 観測を継続し 2011 年東北地方太平洋沖地震の余効変動データを取得した．
地震後 3 年間のデータを解析し，粘性率と弾性層厚を未知数としてグリッド サーチから最適な値の推
定を実施した．概ね 10-18 乗の中盤程度の粘性率を与えることでロシア極東地域の余効変動が説明で
きる可能性が示された（ 図４）．
３）根室沖での海底地震観測から得られた地震活動の理解
根室沖では，プレート境界型大地震の発生に伴う微小地震活動の時空間的な変動を捉えることを目
的として，文部科学省委託事業によって海洋研究開発機構が東北大学，北海道大学と共同で，1973 年
根室半島沖地震（ M7.4 ）の本震時にすべりの大きかった領域（アスペリティ）とその周辺に海底地震
計 10 台を設置し，平成 20 年 11 月から平成 24 年 5 月まで観測を行った．平成 26 年度は，平成 23 年 7
月に回収されたデータを用いて震源決定を行った．2010 年 6 月 7 日から 2011 年 4 月 30 日までの震央
分布を図５に示す．本観測のこれ以前の観測期間と同様に，根室半島沖アスペリティでは活動が静穏
であり，地震は主に水深が 2000m より浅い陸寄りの海域で発生している．なお，2011 年東北地方太平
洋沖地震の余震がノイズとなって，3 月 11 日以降の震源決定数がやや減っているが，根室沖の地震活
動はほとんど 変化がないようである．地震が多く発生している水深が 2000m より浅い領域での気象庁
一元化震源との比較を図６に示す．白丸と黒丸はそれぞれ海底地震観測による震源と気象庁一元化震
源を表す．海底地震観測による震源は，深さが気象庁一元化震源より浅く決まっていて，地震は主に
プレート境界と上盤側で発生している．両者の東西方向の差が大きいのは，観測点 NM.S06 のデータ
がなく，NM.S07 も機材トラブルで波形データが得られなかったため，これ以前の観測期間と比べて，
震源の東西方向の精度がよくないからと考えられる．
● プレート 境界状態のモニタリング手法開発
微小地震活動の時間変化をモニタリングし ，巨大地震の発生を検知する手法の開発を目指し ，ISC の
地震カタログから 1964 年 1 月 から 2012 年 6 月 までに千島海溝沿いに発生した実体波マグニチュード

5.0 以上，深さ 60km 以 浅の 地震を選択し ，Zhuang et al. (2002) の方法でデクラスタリング処理した
後，ZMAP で 地震活動の長期変化を解析した．その結果を図７に示す．まず，1994 年 10 月に発生し
た北海道東方沖地震 (Mw8.3) では，1981 年 9 月から 1994 年 10 月までの 13 年間まったく地震が発生
しない静穏化領域が震源域内に見つかった．また，2003 年 9 月に発生した十勝沖地震 (Mw8.3) では，

1993 年 3 月から 2003 年 9 月までの 10 年間まったく地震が発生しない静穏化領域が見つかった．さら
に，2006 年 11 月に発生した中千島の地震 (Mw8.3) では，1996 年 6 月から 2006 年 6 月までの 10 年間，
地震活動が静穏化していた．上記期間中に発生した全ての巨大地震で静穏化が見られていることが分
かった．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Shestakov N.F., M. Ohzono, H. Takahashi, M.D. Gerasimenko, V.G. Bykov, E.I. Gordeev, V.N. Chebrov,
N.N. Titkov, S.S.Serovetnikov, N.F. Vasilenko, A.S. Prytkov, A.A. Sorokin, M.A. Serov, M.N. Kondratyev, and V.V. Pupatenko, Modeling ofcoseismic crustal movements initiated by the May 24, 2013,
Mw8.3 Okhotsk deep focus earthquake, Doklady Earth Science, 457, 976-981, 2014.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
（１）低頻度大規模地震の履歴・発生様式の解明
面的津波堆積物分布を得るための現地調査を継続する。過去の津波堆積物分析結果を津波遡上数値計
算によって再現することで低頻度大規模地震の震源過程推定を試みる。
（ ２）低頻度大規模地震の発生場の理解
北海道太平洋沖で自己浮上式海底地震計を用いた微小地震観測を実施し微小地震の応力降下量分布の
推定を試みる。極東ロシアでの GPS 観測網を維持、強化し 、2011 年東北地方太平洋沖地震による長期
的な影響をモデル化への基礎研究を継続する。
（ ３）プレート境界状態のモニタリング手法開発

微小地震の応力降下量や微小地震活動を用いたモニタリング手法開発の検討。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
谷岡勇市郎・高橋浩晃・村井芳夫・勝俣啓・西村裕一・山田卓司・伊尾木圭衣
（ 北海道大学大学院理学研究院地震火山研究観測センター）
他機関との共同研究の有無：有
篠原雅尚・望月公廣（ 東京大学地震研究所）
・日野亮太・東龍介（ 東北大学）
ロシアサハリン海洋地球物理研究所（ 3 名）
・ウラジオストックロシア極東大学（ 2 名）
・ハバロフスク地球物理研究所（ 2 名）
参加機関

東京大学地震研究所、東北大学、ロシアサハリン海洋地球物理研究所

ウラジオストックロシア極東大学、ハバロフスク地球物理研究所
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター
電話：011-706-3591

e-mail：isv-web@mail.sci.hokudai.ac.jp
URL：http://www.sci.hokudai.ac.jp/grp/isv/isv-web/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：谷岡勇市郎
所属：北海道大学大学院理学研究院地震火山研究観測センター
電話：011-706-2640

FAX ：011-746-7404
e-mail：tanioka@mail.sci.hokudai.ac.jp

図１

道東，標津での津波堆積物調査結果．

図中の火山灰の名称と年代は Ko-c1：駒ヶ岳 c1（ AD1856 ）,Ta-a：樽前 a（ AD1739 ）,Ko-c2：駒ヶ岳 c2（ AD1694 ）,Ta-

b：樽前 b（ AD1667 ）,Ma-b：摩周 b（約 900 年前）,B-Tm：白頭山苫小牧（約 1000 年前）,Ma-c1：摩周 c1（約 1700
年前）,Ma-c2：摩周 c2（ 約 1700 年前）,Ta-c：樽前 c（ 約 2500 年前）,Ma-d1：摩周 d1（ 約 3300 年前）

図２

北大で津波堆積物調査を実施した地点の解析結果と巨大津波イベントのまとめ

図３

2004 年にプレート境界固着域下部で発生した 2 つの根室沖 M7 地震の破壊過程の解析結果．

図４

2011 年東北地方太平洋沖巨大地震による 3 年間の余効変動ベクトルと粘弾性モデルから計算された理論地

殻変動．

図５

観測点分布（ 三角）と 2010 年 6 月 7 日から 2011 年 4 月 30 日までの震央分布．

灰色の領域は 1973 年根室半島沖地震の破壊域（ Yamanaka and Kikuchi, 2002 ）．白抜きの三角は，NM.S05, S06,

S10 の 3 点の海底地震計が未回収で，NM.S07 が機材トラブルのため波形データが得られず，データが使用できな
かった観測点を示す．

図６

海底地震観測による震源（ 白丸）と気象庁一元化震源（ 黒丸）との比較

三角は観測点を示す．

図7

千島海溝沿いに発生した巨大地震前の地震活動の長期静穏化

平成 26 年度年次報告
課題番号：1003
（ １）実施機関名：
北海道大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
多項目観測に基づく火山熱水系の構造の時空間変化の把握と異常現象の検知
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
イ. 熱水系の卓越する火山

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
熱水系の卓越した火山では，本格的なマグマ噴火の前に，水蒸気噴火や小規模なマグマ水蒸気噴火
が前駆することが多い．また，マグマ噴火に至らないまま一連の活動が終息してしまうことも少なく
ない．こうした水蒸気噴火や小規模マグマ水蒸気噴火は，マグマ噴火とは異なり，明瞭な先行現象に
乏しく予知の難易度が高いとされている．その一方で，この種の噴火は発生頻度がマグマ噴火よりも
高く，社会への影響は必ずしも小さくはない．現状では，水蒸気噴火や小規模なマグマ水蒸気噴火を
実用レベルで予知することは現実的ではなく，この種の噴火の準備過程に関連する先行現象の事例を
できるだけ多く集めて，現象の理解を深めるべき段階にある．この背景をふまえ，本研究課題では，熱
水系の卓越する火山として十勝岳・吾妻山・草津白根山・阿蘇山・口永良部島を比較研究の対象とし
て選定し，以下の１〜４の目標を掲げて比較研究を実施する．
１．水蒸気噴火に先行する異常現象の検知能力を高めて観測事例を増やす．
２．比較研究を通じて現象の類似性や法則性を抽出することで，そのからくりの理解を深める．とり
わけ，これまで個々の事例研究に基づいて提案されてきた，火道浅部の「熱水だまり」あるいは「蒸
気だまり」等の概念モデルの実態を解明したい．
３．理解が進んだ部分については，観測データを火山活動の現況評価に役立てるための道筋を着ける
ことを目指す．

４．マグマ水蒸気噴火やマグマ噴火へと現象が発展する際，もしくは噴火が終息に向かう際に，観測
量にどのような変化が表れるかを整理し，噴火シナリオ高度化に貢献する．
（７）本課題の５か年計画の概要：
上記５火山では，マグマ活動を示唆する深部・広域の地盤変動に乏しく，噴気活動や地熱異常とそ
の消長が見られ，火口近傍に顕著な磁場変化や地盤変動が観測されるのが共通した特徴である．また，
微小地震の群発や低周波の火山性微動など ，熱水系の関与を示唆する活動が見られる火山もある．こ
うした特徴的な現象を的確に定量化・モデル化するため，本研究課題では，活動火口域の周辺で，地
盤変動，地震，磁場のモニタリング観測を共通手法として用いる（ a〜c ）．これに加えて，可能な範囲
で噴気・地熱放熱率，揮発性成分の時間推移を観測する（ d, e ）．また，過去の熱水系関与型噴火の地
質・物質科学的調査・分析（ f ）により，噴火履歴および噴火推移に関する研究を行い，観測記録にも
とづく先行現象との関連を議論する．必要に応じて，既存の資料・観測データの参照や再解析も行う．
整備が必要な観測系は H26-27 に設置作業を行う．

(a) 地盤変動観測： 熱水系の増減圧過程の時空間分布推定
・十勝岳・吾妻山・口永良部島に孔中傾斜計を新規に設置し，連続観測を実施
・草津白根山・阿蘇山では既存の観測設備を活用

(b) 地震観測： 熱水系が関与する地動特性の把握
・広帯域地震計観測に基づく泥噴出や水蒸気噴火などの噴出現象の定量モデル化
・地震波干渉法・RF 解析による速度構造の推定と時間変化の検出（ 内陸課題との連携）

(c) 電磁気観測： 熱水系またはその近傍での蓄放熱およびその時間変化の推定
・５火山にテレ メータ型プロトン磁力計を設置し，連続観測を実施
・磁場変化と放熱率変化の組み合わせによる火道浅部の熱輸送過程の推定

(d) 放熱率観測： 熱水系を通じた熱放出の定量的把握
※主として東工大の別課題にて実施し本課題と連携
・空中熱赤外観測による地表放熱率とその経時変化の推定
・噴気画像解析による噴気放熱率の推定

(e) 揮発性成分観測： 熱水系へのマグマ揮発性成分の供給に関する知見
・非噴火時の火山ガスの特性把握とその起源の推定
・熱水系から湧出する液相の特性把握

(f) 地質調査と噴出物分析： 熱水系由来噴火の履歴解明と監視観測への示唆
・十勝岳（ H26-28 ） 熱水系由来噴出物と熱水変質帯の地質調査と分析
・吾妻山（ H26-30 ） カルデラ形成以後の噴火活動史の高分解能復元
・阿蘇山（ H27-29 ） 完新世テフラ層序調査と年代測定
・草津白根山（ H26-30 ）※公募研究枠で実施・本課題と連携予定
（８）平成 26 年度の成果の概要：
課題全体の状況
本課題で主な研究対象として選定した 5 つの火山は，いずれも平成 26 年度中に活動が活発化し，気
象庁の噴火警戒レベルが２または３に引き上げられた．その中でも，口永良部島と阿蘇山は噴火にま
で至っている．かかる状況の中，本課題では，初年度の計画を可能な限り遅滞なく遂行するとともに，
火山活動の状況に応じて一部の項目を前倒しで実施するなどの対応をとった．多数の分担機関・分担者
から成る本課題では，連絡・実施体制のフットワークを軽くするために，研究手法の共通性が高い３
つのサブグループを編成した．また，課題全体で実務情報や問題意識の共有を容易にするために，分
担者が閲覧・編集可能な情報共有サイトを立ち上げ，進捗状況や当面の成果，関連文献情報，研究集
会での発表資料などを共有している．

観測基盤の強化
本課題は比較研究に主眼を置いているため，最初の 2 年度で，対象とする 5 火山について，ある程
度共通した観測基盤を整えることを目指している．
平成 26 年度は，まず十勝岳の観測強化に注力した．具体的には，十勝岳の大正火口付近の 1 点に地
表設置型傾斜計，62-2 火口の南北 2 点にプロトン磁力計，中腹の避難小屋付近の 1 点に広帯域地震計
と孔中傾斜計を設置し，テレ メータ観測を開始した．磁力計の設置により，火口近傍の地磁気変化が
初めて連続記録として捉えられた．過去の反復測量から予想されたとおり，全磁力は継続的な消磁傾
向を示していた．連続観測によって，この消磁傾向には加速期と減速期があることや，高周波雑微動
振幅の変化と全磁力変化に対応関係がありそうなことが新たに発見された（ 図１）．十勝岳では，こ
れ以外にも，白金温泉砂防情報センターに高解像度のカメラを設置し，日々の噴気放熱率の推定を始
めるとともに，過去に収録された気象庁の映像データの提供を受けて，データ処理を進めている．ま
た，今年度は，噴気ガス中の二酸化硫黄を自動測定するスキャナーを，北大の望岳台観測局舎に夏期
限定で設置した．風向の条件が整えば二酸化硫黄が検知できることが確認できたので，次年度以降も
実施する予定である．
吾妻山では大穴火口の周辺 2 点にプロトン磁力計を設置し ，現地収録方式で連続観測を開始した．
加えて，6 月と 10 月には気象庁との共同で全磁力の反復測量を実施した．気象庁の過去の測量結果を
参照すると，大穴火口周辺は，引き続き継続的な消磁傾向の延長上にあると考えられる．連続観測の
データも参照することで，今後は，火山性微動や地盤変動との対応関係を考察できると考えている．
さらに今年度は，気象庁等の公開データを用いた雑微動相関解析（ 干渉法）を，いくつかの火山で
試行的に開始した．この手法による比較研究のデータ処理スキームはほぼ完成し，地震波速度の時間
変化モニタリングにより，他の観測項目との時系列上での比較や，火山間の比較が可能になりつつあ
る．今後は，本課題で整備した地震観測点データも含めて処理することを目指す．
以下は，火山活動の活発化に伴い，当初計画から変更した事項である．草津白根山では，2014 年春
から，湯釜火口周辺域で膨張性の地盤変動が始まり，群発地震も発生するなど 火山活動が活発化した．
これを受けて本課題では，後年度に実施予定であった広帯域地震観測を前倒しで展開した（ 東工大代
表の別課題とも連携）．また，初年度に十勝岳で予定していた空中熱赤外観測を，草津白根に切り替
えて実施した（ 図２）．口永良部島では，平成 27 年度に本課題でプロトン磁力計と孔中傾斜計を設置
する予定であったが，昨年 8 月の噴火以後，火口周辺での作業が極めて困難な状況が続いていること
から，観測機器の設置を見送らざるを得ないと判断した．さらに，11 月からは阿蘇山の噴火活動が一
段と拡大した．今後の噴火様式の変化に注目するために，他の火山で次年度に設置予定であったプロ
トン磁力計を，中岳火口近傍の 2 点に臨時的に増設した．なお，噴火が始まった口永良部島と阿蘇山
については，27 年度以降は別課題へ移行し，本課題とは情報共有の形で引き続き連携していくことと
した．
地質調査・物質分析

26 年度は，十勝岳と吾妻山で噴火堆積物の露頭調査と物質分析を行った．まず，十勝岳については，
最新期の活動域のひとつであり，水蒸気噴火を繰り返しているとみられるヌッカクシ火口域を対象と
したテフラ層序を調査した．もうひとつの活動域である，グラウンド 火口〜大正火口域では，熱水系
にマグマが頻繁に貫入して噴火を起こしていると考えられているのに対して，ヌッカクシ火口域では，
熱水系の活動のみで，マグマ噴火の痕跡は認められなかった．ヌッカクシ火口域では，約 3,000 年前
の山体崩壊を伴う活動後，約 500 年前までの間に，少なくとも 5 回の水蒸気噴火を起こしていること
が明らかになった．これらの調査結果は，単に今後もヌッカクシ火口で水蒸気噴火が起こる可能性が
高いことを意味しているだけでなく，現在のグラウンド 火口〜大正火口域とヌッカクシ火口域を観測
的手法で比較することで，噴火に先行した山体浅部の熱水系の反応を，マグマの関与の有無に着目し
て考察できる可能性を示している．
これとは別に，1926 年噴火の泥流堆積物と約 3,000-4,000 年前の火砕流堆積物について，地質調査

と変質物分析を行った．鉱物組み合わせによる推定では，泥流堆積物が 100 ℃以下の低温環境で熱水
変質を受けたのに対し，火砕流堆積物は 230 ℃以上の比較的高温な環境で熱水変質を受けたことが示
された．また，前者の泥流堆積物には本質物がほとんど 含まれていないため，マグマの関与は，あっ
たとしてもわずかだと考えられるのに対して，後者の火砕流堆積物には，多量の本質物が含まれてい
ることから，マグマが積極的に関与した噴火であったと考えられる．これらのことから，1926 年噴火
は，地表付近に位置する熱水系が山体の部分崩壊に伴って爆発したことがその主相であった可能性が
あるのに対して，後者の火砕流噴火は，山体のやや深部に位置する熱水系にマグマが貫入することで
トリガーされたものと推測される．
吾妻山については，本課題で過去 10 万年程度の噴火履歴を解明する予定であるが，今年度はまず，
吾妻小富士の主要活動期である約 6,000 年前から 5,000 年前までの堆積物を露頭観察で調査した．こ
の時期の活動では，前半にマグマ噴火ないしはマグマ水蒸気噴火の堆積物が確認され，後半では水蒸
気噴火とブルカノ式噴火の互層が認められた．このことから，マグマ噴火主体で始まった吾妻小富士
の噴火活動の後半では，何らかの理由で火道周辺に熱水系が発達し，マグマと熱水系のせめぎ合いに
よって噴火様式が交代を繰り返していたのではないかと推測される．
草津白根山については，別課題公募研究の枠組みで地質調査と岩石学的分析が行われた．手堀りト
レンチ調査と 14C 年代測定によって，約 4,900 年前より新しい層に多数の小規模な噴火堆積物が発見
された．それらのいくつかには，水蒸気噴火からマグマ噴火への遷移と推測されるイベントも確認さ
れるなど ，他の熱水系卓越型火山との比較という観点からも重要な結果が得られている．
なお，阿蘇山については，当初計画では 27-29 年度に本課題の一部として，歴史時代を中心とした
完新世のテフラ層序と 14C 年代測定を実施する予定であったが，先述の理由により，27 年度以降は別
課題に移行することとした．
口永良部島および阿蘇山の噴火
この 2 火山については，27 年度以降別課題に移行することから，ここで本課題としての暫定的な総
括を試み，次年度以降の本課題への示唆とする．
口永良部島では，2014 年 8 月 3 日にマグマ水蒸気噴火が発生したが，約 15 年前から各種の観測量に
異常な変化が捉えられていた．まず 1999 年に群発地震活動があり，それ以後，数年おきに群発が繰り
返された．群発地震活動に連動するように膨張性の地盤変動が起こり，火道浅部の蓄熱を示唆する全
磁力の消磁もそれに連動していたことは顕著な特徴である．噴火が近づくに従って，噴気活動の高ま
りや二酸化硫黄放出量が増えるなどの異常が表面現象にも表れるようになった一方で，数ヶ月から数
年の時間スケールでは地震回数や地盤膨張率に大きな変化は見られなかった．このため，異常がさら
に進行していることは認識できたが，噴火のタイミングを予知することはできなかった．しかしなが
ら，火口近傍の傾斜計は，噴火直前の約 1 時間半前から火口の急激な隆起を捉えていた．さらに，噴
火の約 1 時間前にはその変化に明瞭な加速が認められた（ 図３）．15 年にわたる中期的噴火準備過程
に見られた地盤膨張と全磁力変化は，間欠的で，火口周辺の地下浅部に局在し，かつ不可逆的である
という特徴があった．仮説の域を出ないが，これらの特徴は，火道浅部の周辺に熱水系を胚胎する火
山に共通したものかもしれない．今後，他火山との比較を通じて検証していく必要がある．また，噴
火直前に見られた火口の膨張と加速については，さらに観測事例を積み上げる必要があるが，リアル
タイム警報への応用可能性を開く知見といえる．
阿蘇山では，1993 年を最後にマグマ噴火がなかったが，2013 年の 9 月から二酸化硫黄の放出率が増
え始め，火山活動に新たな変化の兆しが見られた．2014 年 1 月には，地表顕在型熱水系のアイコンと
もいえる湯だまり（中岳第 1 火口湖）がほぼ消失して火口底に小火孔が開いた．1 月から 2 月にかけて
ご く小規模な噴火を繰り返したが，その後 6 月まで表面活動はやや沈静化していた．その後，6 月に
は火口底で土砂噴出（ 小規模な水蒸気爆発）が始まり，8 月末まで散発的に続いた．この間，7 月中旬
には湯だまりが 21 年ぶりに完全消失し，火口底の小火孔では火炎と赤熱が観測されるようになってい
る．長周期微動は 8 月末から回数・振幅ともに顕著になり，10 月 20 日以降は，それまでのレベルと

は一線を画して増大した．火口底で土砂噴出が見られなくなった後も噴煙活動は続いていたが，11 月

25 日の噴火以後は噴出物量が格段に増え，マグマ性の活動に移行した．一連の経過から大局的な変化
を見ると，いずれかの時点でマグマが地下浅部に上昇し，熱水系とのせめぎ合いを経て，比較的安定
した火道を確保したと考えられる．マグマ噴火への移行過程における各種観測量の変化は，本課題の
比較研究の対象として重要である．数ヶ月の時間スケールでは，長周期微動と地磁気変化が 11 月以降
の活動拡大の予兆を捉えていたといえそうである（図４）．今後さらに検討すべきことは多く，放熱率
との関係を議論に加えることは必須であろう．また，現在の阿蘇山の噴火活動は，他の熱水系卓越型
火山における過去の地質情報を解読する上での参照的事例としても重要である．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
橋本武志, 2015, 火山地磁気効果と水蒸気噴火, Conductivity Anomaly 研究会 2015 年論文集（印刷中）.

Seki, K., W. Kanda, Y. Ogawa, T. Tanbo, T. Kobayashi, Y. Hino and H. Hase, 2014, Imaging the hydrothermal
system beneath the Jigokudani valley, Tateyama volcano, Japan: implications for structures controlling
repeated phreatic eruptions from an audio-frequency magnetotelluric survey, Earth, Planets, Space, 67,
6, DOI 10.1186/s40623-014-0169-8.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年度は，初年度に引き続き観測基盤の整備を行うとともに，ルーチン的なデータ処理を軌道
に乗せ，比較研究を本格的に始動させる．十勝岳では，既設の観測（ 地震・傾斜・全磁力・映像）を
継続するとともに，二酸化硫黄ガス放出率の自動観測を再開する．また，初年度に引き続き地質調査
と変質物の分析を行う．吾妻山では，火口域に近い 1 点に孔中傾斜計を設置する．また，26 年度に火
口域内に設置したプロトン磁力計はテレ メータ化する．また，引き続き噴火履歴調査を行うとともに，
変質物分析を開始する．草津白根山には，プロトン磁力計を 1 点増強する．5 火山を対象として，地
震波雑微動干渉解析のルーチン処理を開始する．レシーバー関数解析については，使用するデータの
収集と試行的な解析処理を行う．
なお，阿蘇山と口永良部島については，27 年度以降は別課題に移行し，本課題とは情報共有で連携
をはかる．
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図１
十勝岳における全磁力と地動振幅の時間変化（ 2014 年 9 月〜2015 年 2 月）
上段：62-2 火口南側観測点と北側観測点間の全磁力単純差．
下段：避難小屋観測点における 3 Hz 以上の高周波微動振幅．

図２
草津白根山湯釜火口域の空中赤外画像．2014 年 10 月の観測（ 左）では，2012 年 10 月（ 右）と比較して大きな変
化は見られないが，白矢印で示した 3 カ所に若干の熱異常の拡大が認められた．

図３
口永良部島 2014 年 8 月 3 日の噴火直前に観測された傾斜変動．傾斜計は新岳火口の北東約 200m に位置していた．
噴火の約 1 時間半前から火口側の隆起が始まり，約 30 分前には急激に加速した．

図４
阿蘇山の長周期微動平均振幅（上段）と地磁気全磁力（下段）の変化（ 2013 年 1 月〜2014 年 12 月）．全磁力観測
点は，中岳第 1 火口の南西約 200m に位置しており，この地点での全磁力の減少は中岳火口直下の消磁を意味する．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1004
（ １）実施機関名：
北海道大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
噴火履歴及び観測事例に基づく噴火事象系統樹の試作
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ウ. 地質データ等の収集と整理

(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山
イ. 熱水系の卓越する火山

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
これまでに噴火事象系統樹（ 噴火シナリオ）が作成されておらず、しかしながら火山活動が活発で
あり、噴火が発生した場合の社会的影響が大きいと考えられる火山を選択し 、従来と同様に噴火履歴
に基づき、それに地球物理学的観測事例も加味した噴火事象系統樹を作成する。そして、試作結果は
社会に発信し 、火山防災の基礎的情報として提供する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
対象火山は火山活動レベルが高くて、噴火履歴・噴火様式が個性的な、浅間山、十勝岳および阿蘇
山とする。それぞれの火山では噴火履歴および各噴火の推移に関する現在までの知見を収集・整理す
る。必要に応じて古記録の解読・解析を行う。近年の火山活動に関しては、地震学、測地学、電磁気
学、火山ガスおよび物質科学などの解析結果を整理して、先行現象と噴火現象に関する経験則を求め
る。また社会的要請が大きい富士山についても噴火事象系統樹の作成を試みるが 、近代火山観測は富
士山の確実なマグマ活動および噴火活動を経験していない。そのため、上記 3 火山のように、噴火事
象分岐において観測事例を加味するため必要なデータが 、富士山ではない。そのため地質学的および
古記録解読による噴火履歴・推移データのみで噴火事象系統樹を作成することになり、これまで試作し
た火山とは状況が異なる。試作物は学会等で公表し 、研究者あるいは防災担当者の意見を集める。場
合によってはそれらの意見をもとに、噴火事象系統樹を改定する。
平成 26 年度はこれまで試作した噴火事象系統樹・噴火シナリオについて総括し 、そこで浮かび上
がった課題に基づき、本研究課題での噴火事象系統樹の作成方針を決定する。また浅間山について、

噴火履歴、各噴火の推移、物質科学的データおよび噴火観測デーなど 現在までの知見を収集・整理す
る。必要に応じて追加の資料解析を行う。
平成 27 年度は浅間山について前年度の検討結果をもとに、噴火事象系統樹を試作する。新たに十勝
岳について、噴火履歴、各噴火の推移、物質科学的データおよび観測データなど 現在までの知見を収
集・整理する。特に 1926 年噴火では古記録の再解析を行う。
平成 28 年度は十勝岳について前年度の検討結果をもとに、噴火事象系統樹を試作する。新たに阿蘇
山について、噴火履歴、各噴火の推移、物質科学的データおよび観測データなど 現在までの知見を収
集・整理する。
平成 29 年度は阿蘇山について前年度の検討結果をもとに、噴火事象系統樹を試作する。新たに富士
山について、噴火履歴および各噴火の推移に関する現在までの知見を収集・整理する。必要に応じて
古記録の再解析を行う。また富士山と類似した活動を行う火山を国内外から選び出し 、その観測デー
タと噴火現象を参考にして、富士山の噴火現象を考察する。
平成 30 年度は富士山について前年度の検討結果をもとに噴火事象系統樹を試作する。試作物は学会
等で公表し 、研究者あるいは防災担当者の意見を集める。一方で 5 年間の活動を総括する。作成した
噴火事象系統樹を評価し 、今後の課題を明らかにし 、文書にまとめる。
研究課題実施中には、他の研究課題とつねに連携を取り、それらの研究成果を取り入れる。また噴
火が発生した場合には、その火山において緊急的に噴火事象系統樹を試作・公表することも念頭に入
れる。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
本年度は浅間山を対象火山として事象系統樹作成を進める一方で、ここ数年間で活動が活発化した
火山の中で、緊急的に蔵王山の噴火事象系統樹を作成することとした。本年度の実施内容と得られた
成果の概要は以下のとおりである。
１． 蔵王
当初の計画には含まれていない火山のため、山形大学および東北大学との共同研究を実施すること
とした。事前に打ち合わせした後、平成 27 年 1 月に研究集会（ 東北大）を開催し 、蔵王火山の長期形
成史、更新世末から完新世の噴火史、古記録および地質学的証拠から見た歴史時代活動、最近の熱水
活動の推移、地震活動推移および地殻変動についてこれまでの成果をまとめ、蔵王活動の特徴につい
て議論をした。その結果、事象系統樹試作に有用な以下の特徴が明らかとなった。
・最近の活動では、火口湖である御釜を中心として熱・熱水活動が長期にわたり断続的に継続する。
・上記の活動後に、中小規模（ VEI=1〜3 ）の水蒸気噴火ないしマグマ水蒸気噴火に移行する。その際
にはラハールを伴うことが多い。
・数 1000 年程度の時間軸で見れば 、より規模の大きいマグマ噴火（ VEI=3〜4 ）や山体崩壊が発生し
ている。
・前兆現象としては熱活動や御釜の湖水変化が認められるが 、顕著な地震活動（ 有感地震）は記録さ
れていない。これは蔵王が既存の火道・亀裂系の発達した開口型火山であることを示していると考え
られる。
以上の特徴から蔵王火山の噴火活動を図 1 のようにまとめた。その特徴としては噴火活動に先駆け
て熱水活動が継続・増大してゆく可能性があることが指摘できる。またその活動の分岐の判断はガス
や水の地球化学的観測を含めたモニタリングに加え、開口型火山であることから地殻変動観測が重要
で、地震観測においては周波数特性や速度変化に注目することが重要であると考えられる。
平成 26 年度中には事象系統樹の試作を終える予定で、現在は北大、山形大、東北大および産総研の
コアメンバーで議論を行っている。
２． 浅間
浅間については平成 27 年 2 月に研究集会を行い、噴火史、古記録解析および地質学的調査に基づく
大規模噴火の推移、地球物理学的観測から見た活動の変遷、最近の噴火事例の比較などについて議論

を行う予定となっている。その議論では事象系統樹作成に際して、まず主として規模に基づく噴火分
類を行った（図２）
。これらの噴火は、これまでの浅間の噴火活動を網羅しるものではなく、実際には
複数の噴火が起こり一連の活動を構成する場合がある。噴火事象系統樹に関しては、これら噴火がど
のような分岐を経て別の噴火に移行したか、あるいは終息したかの事例を、古記録をもとにまとめる
ことが必要である。そしてそれらの分岐において想定される地球物理学的あるいは地球化学的データ
は何かを議論する必要がある。分岐事象系統樹は研究集会を経て、日本大学、東京大学および産総研
を中心として作成し 、平成 27 年度前半に公表する予定である。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
○平成 27 年度実施計画の概要
平成 27 年度は浅間山について前年度の検討結果をもとに、噴火事象系統樹を試作する。新たに十勝岳
について、噴火履歴、各噴火の推移、物質科学的データおよび観測データなど 現在までの知見を収集・
整理する。特に 1926 年噴火では古記録の再解析を行う。またこれまで注目されてこなかった、水蒸気
噴火活動が長期にわたり継続しているヌッカクシ火口域（ 安政火口）については、追加の現地調査を
行い、噴火年代と噴出物の分布範囲を再検討する。そして年度後半には関係する機関および研究者に
よる、シナリオ作成のための研究集会を開催し 、研究の到達点と問題点を議論する。その結果を受け
てコアの機関および研究者平成 28 年度のシナリオ作成を目指す。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
北海道大学

中川光弘，橋本武志，大島弘光

東京大学

中田節也，森田裕一，武尾

実，前野

東京工業大学

野上健治

京都大学

鍵山恒臣，大倉敬宏，井口正人

深

他機関との共同研究の有無：有
日本大学

安井真也，高橋正樹

静岡大学

小山真人，石橋秀巳

熊本大学

宮縁育夫

産総研

高田

亮，篠原宏志，星住英夫，石塚吉浩，下司信夫

電中研 三浦大助，上澤真平
気象庁 松森敏幸
道総研地質研究所

高橋

良

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：北海道大学大学院理学研究院
電話：011-716-2111(代表)

e-mail：mnakagawa@mail.sci.hokudai.ac.jp
URL：http://www.sci.hokudai.ac.jp/eps/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：中川光弘
所属：北海道大学大学院理学研究院
電話：011-706-3520

FAX ：011-746-0394
e-mail：mnakagawa@mail.sci.hokudai.ac.jp

図１．蔵王山の過去の活動から想定される活動分類と噴火推移（ 伴・山形大による）

図 2．浅間前掛火山の噴火分類（ 安井・日大による）

平成 26 年度年次報告
課題番号：1005
（ １）実施機関名：
北海道大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
津波浸水域の即時予測手法開発のための研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(2) 地震・火山噴火の災害発生機構の解明

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
現在の津波予測は沿岸での津波のたかさを予測するもので、陸上の遡上した津波の浸水範囲や陸上
での津波高を予測するシステムになっていない。気象庁では様々な断層モデルから計算される沿岸で
の津波波高をデータベース化し津波の高さ予測を実施している。さらに、沖合で観測された津波波形
から沿岸での津波波高を予測する手法の開発も研究されてきた。上記のような手法の開発は、近い将
来数多く設置される沖合のケーブル式津波計や GPS 波浪計による津波観測データを使用して津波予測
を実施する上で非常に重要になる。

2011 年東北地方太平洋沖地震で発生した大津波のように沿岸から 5‐6?まで津波が浸水し被害を起
こす場合には、津波の正確な高さを予測するよりも、津波の浸水範囲を予測する事が災害を軽減する
上では重要となる。しかし 、陸上を遡上する津波を津波数値計算で精度良く再現するたには、ある程
度の計算時間が必要となり、地震発生時にリアルタイムに津波数値計算を実行していては、到達する
までに津波浸水範囲の予測を出す事は難しい。本研究課題は上記の問題を解決し 、リアルタイムで津
波の浸水範囲を予測する手法を開発する。さらには、ケーブル式津波計データ等も使用し 、津波の浸
水予測をリアルタイムで改善していく手法を開発する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
●平成 26 年度

2011 年東北地方太平洋沖地震の津波浸水域をデータとしてそれを津波が到達する前に精度良く予測
することを目標として津波の浸水範囲予測手法を開発する。この手法の基礎は平成 25 年度までに開発
されているものを使用するが、実際に発生した津波に対して、適用することで、データベースの量や、
海域の計算地点の分布等最適な津波浸水範囲をできる限り短い時間で予測するための基礎的研究を実
施する。
●平成 27 年度
平成 26 年度の基礎的研究を継続する。さらに、気象研究所・東北大学・東京大学地震研究所・防災
科学技術研究所等で開発中の、海底津波計や GPS 連続観測記録等を用いたリアルタイムで震源過程や
海面変動を推定する手法と連動して、各地域での津波の浸水範囲を予測する手法を開発する。それら
の有効性を評価する。
●平成 28 年度
平成 27 年度までの研究開発を継続しながら、それまでに防災科学技術研究所での設置が完了してい
るケーブル式海底圧力計のデータを利用した津波浸水範囲予測手法の開発を行う。
●平成 29 年度
平成 28 年度までの研究開発を継続しながら、対象域を北海道太平洋沿岸にも拡大し 、沿岸主要地域
での津波浸水予測データベースを作成し 、その有効性を確かめる。
●平成 30 年度
研究開発を行った全てのリアルタイム津波浸水域予測手法を統合し 、さらにそれらの浸水範囲予測
情報を発信するための手法の開発も実施する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
●

超巨大地震により発生する巨大津波の即時浸水予測手法の高度化
前研究計画で開発されたリアルタイム浸水予測手法（ NearTIF ）の高度化を実施した．開発された手

法は，まず，津波浸水予測を実施する地域に対して，あらかじめ多くの波源モデルから津波遡上数値
計算を実施し，その地域の浸水域や浸水高をデータベースに保管する．さらに，津波遡上計算を実施
する地域の沖で水深 50m 程度の地点でかつ津波第１波が非線形の効果をほとんど 受けないと予想され
る場所を，津波遡上計算地域を囲むように数か所抽出し，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．
地震発生後５−１０分で地震の規模やメカニズムが決まれば，スケーリング則を用いて断層モデルを
推定し，その断層モデルから線形長波近似式を用いた津波数値計算（ 計算時間１−２分程度）を実施
し，データベースに保管された数か所での津波波形をリアルタイムで計算する．リアルタイムで計算
された計算波形とデータベースに保管された津波波形を比較し，最も良くリアルタイム計算波形を説
明できる津波浸水モデルを抽出し，津波浸水予測を行う手法である．
今年度は，リアルタイムで震源モデルを推定する際に，GPS 観測データを使用した Rapid（ Ohta et a.,

2012 ）や遠洋津波波形観測データを使用した tFISH（ Tsushima et al., 2009, 2011 ）を用いることで津波
浸水予測精度の向上を目指した．図１，図２は陸前高田での例を示す．図１は RAPID で推定された断
層モデル用いて，実際にそのモデルから津波浸水計算を実施した場合を左に，開発された手法を用い
てデータベースから最適モデルを抽出した場合を右に示す．開発された手法を用いると３分で予測が
可能である．データベースの予測は少し大きめに出ているが大きな違いはない．図２は tFISH（ 35 分
間の津波波形を使用）により推定された初期海面変動を用いて，実際に津波浸水計算を実施した場合
を左に，開発された手法を用いてデータベースから最適モデルを抽出した場合を右に示す．開発され
手法を用いるとやはり 3 分で予測可能であるが，tFISH を実行するのにすでに地震発生から 35 分間の
津波波形を観測しているため，地震発生からトータルで 38 分以上を必要としているため，実際の津波
浸水予測が有効であるかは疑問である．データベースの予測は少し小さめに出ているが大きな違いは
ない．図３には tFISH（ 35 分間の津波波形を使用）を用いた場合，東北地方太平洋沿岸の各地域でど
の程度津波予測が正しかったかを示す．横軸は Aida Number で 1.4 − 0.6 に入っていれば津波浸水予測

が比較的良くあっていると考えられる．山田など 開発された手法では小さく予測されてしまっている
場所はあるが，概ね良好に予測されているのが分かる．
次にデータベースの数を倍に増やすことでど の程度，津波浸水予測が改善されるかを図４に示す．
データベースの津波波形がリアルタイム計算津波波形をさらに良く説明できていることが分かる．し
かし，最適モデルを抽出するために必要とする時間も１分から２分程度に増し , リアルタイム津波数値
計算に２分必要としていることから，結果的に断層モデルが推定されてから４分程度必要とすること
となる．予測精度の向上は予測時間の増加につながる．最後に，リアルタイム計算波形とデータベー
スの津波波形を比較する場所の選定および数が最終津波浸水予測結果をデータベースから抽出する時
にどのように影響するかを調査した．陸前高田の場合には比較する場所は１箇所でもデータベースか
らの最適解の選定に影響はなかった．しかし ，仙台平野のような場合にはやはり，仙台平野に沿って
数点の場所での比較が必要であることが分かった．つまり，津波浸水予測を実施する場所の海底地形
によって比較場所の選定を吟味する必要があることが分かった．しかし，仙台平野のような場合でも

7 点程度の選定で十分であることも分かった．
さらに，防災科学技術研究所で整備されつつある S-NET の津波観測結果を直接 INPUT として津波
数値計算を実施する新しい数値計算手法の開発に取り組んだ．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Tanioka, Y, A. R. Gusman, K. Ioki, and Y. Nakamura, Real-time tsunami inundation forecast for a recurrence
of 17th Century great Hokkaido earthquake in Japan, J. Disaster Research, 9, 358-364, 2014
Gusman,A.R., Y. Tanioka, B.T. MacInnes, and H. Tsushima, A methodology for near-field tsunami inundation forecasting: Application to the 2011 Tohoku tsunami, J．Geophys. Res., 119, 8186-8206, 2014
Gusman, A.R., Y. Tanioka, Effectiveness of real-time near-field tsunami inundation forecsts for tsunami
evacuation in Kushiro city, Hokkaido, Japan, Chapter 11, V. Santiago-Fandino et al. (eds.) Post-Tsunami
Hazard, Advances in Natural and Technological Hazards Research 44, in press.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 26 年度の基礎的研究を継続する。さらに、防災科学技術研究所や JAMSTEC で設置中の、海底津
波計（ S − NET 、DONET，DONET2 ）の海底観測津波波形を INPUT とし直接津波を計算する手法を
開発し 、各地域での津波の浸水範囲を予測する手法に結び付ける。また、それらの有効性を評価する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
谷岡勇市郎・西村裕一・伊尾木圭衣
（ 北海道大学大学院理学研究院地震火山研究観測センター）
他機関との共同研究の有無：有
佐竹健治・Aditya R. Gusman（ 東京大学地震研究所）
・対馬弘晃（ 気象庁気象研究所）
参加機関

東京大学地震研究所、気象庁気象研究所

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター
電話：011-706-3591

e-mail：isv-web@mail.sci.hokudai.ac.jp
URL：http://www.sci.hokudai.ac.jp/grp/isv/isv-web/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：谷岡勇市郎
所属：北海道大学大学院理学研究院地震火山研究観測センター

電話：011-706-2640

FAX ：011-746-7404
e-mail：tanioka@mail.sci.hokudai.ac.jp

図１

RAPID の手法を用いて推定された矩形断層モデルから陸前高田の浸水予測を実施した結果
左）推定された断層モデルから津波浸水計算を実施した結果．計算時間 122 分
右）開発されたデータベースによるリアルタイム津波予測結果．計算時間 3 分．

図２

tFISH（ 35 分間の津波波形使用）の手法を用いて推定された海面変動モデルから陸前高田の浸水予測を実
施した結果．
左）推定された断層モデルから津波浸水計算を実施した結果．計算時間 122 分
右）開発されたデータベースによるリアルタイム津波予測結果．計算時間 3 分．

図３

2011 年東北地方太平洋沖地震により実際に調査された浸水高との比較
tFISH（ 35 分間の津波波形使用）の手法により推定された海面変動から東北地方沿岸 15 か所の津波を予測した時の
実際に調査された浸水高と計算されたまたは開発された手法により予測された浸水高の比較．ｘ軸は Aida Number
K を用いた．

図４ データベースの数を 532 から 1064 に倍増した場合の津波浸水予測結果に与える影響．
左）RAPID のモデルから津波浸水計算した結果．
中）532 のデータベースから最適モデルを抽出．
右）1064 のデータベースから最適モデルを抽出．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1006
（ １）実施機関名：
北海道大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
地理空間情報の総合的活用による災害に対する社会的脆弱性克服のための基礎研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(5) 地震・火山噴火の災害軽減のための情報の高度化
4. 研究を推進するための体制の整備
(5) 社会との共通理解の醸成と災害教育

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
地理空間情報（ G 空間情報），GIS（ 地理情報システム），衛星測位（ GPS，準天頂測位システムな
ど ）に関して，防災・減災への統合的な活用方法を開発する。本研究では，この高精度避難ナビゲー
ションシステムを含む防災・減災のための情報システム構築と，その活用方法開発を目指す。
上記で開発したシステムを援用し，地域開発と自然災害リスクとの関係を分析し，その結果から災
害に対する社会的脆弱性について，人文社会科学と自然科学の両方の立場から議論を行う。特に，こ
こでは地方レベル，市町村レベル，町内会レベルというように空間スケールごとに分析を行ない，各
スケールにおける開発と災害リスクの関係やリスク軽減のための課題などを明らかにする。
上記の分析結果を受けて，防災・減災の対策を情報流通の面から検討する。特に，災害リスクを軽
減させるために，国，地方自治体，住民組織，住民個人の間で，どのような情報流通を行う必要があ
るか明らかにし，それによって「災害に対する社会的脆弱性（ Vulnerability ）」克服のための可能性を
探る。
また、地域防災のための公開講座の開催、自治体防災担当者対象の講義の実施、自治体との相互協
力協定にもとづく防災教育・地域貢献の実施等により、最も効果的な研究成果の普及手法を探る。
（７）本課題の５か年計画の概要：
●平成 26 年には，災害の人文社会学的研究に関する地理空間情報，GIS，衛星測位の統合的活用方法
の開発を行う。また、人口，土地利用など 下記の分析に用いるデータ（特に地理空間情報を含むもの）
の収集を行う。
●平成 27 年以降は，地域情報（土地利用および人口等）と被害想定に関する時系列的分析，避難施設
と避難圏域に関するデータの収集と分析，住民の避難行動に関するデータの収集と分析などを行う。
平成 27 年度には，北海道全域を対象に，現在，北海道危機対策課が整備を続けている津波浸水想定
データを用いて，マクロな視点による津波被害分析を行う。その際には地域情報（ 土地利用および人
口など ）を GIS に取り込んで空間データベースを構築する。

●平成 28 年度以降には，事例市町村を選定し，人口，土地利用，津波浸水想定だけではなく，避難施
設と避難圏域に関するデータの収集と分析を行う。その際には避難施設や避難ルートなど ，住民避難
に関する地理空間情報も取り込み，空間データベースを構築する。この分析により，生活レベルのミ
クロな視点で，各自治体のもつ「災害に対する社会的脆弱性」に関する分析を行う。
●これらの結果を受けて平成 29 年度以降は，町内会レベルもしくは個人レベルの避難に関する分析を
行なう。なお，最後に各スケールにおける開発と災害リスクの関係やリスク軽減のための課題などを
明らかにする。平成 29 年度以降は，上記の分析と並行して，自治体・住民組織を対象とした災害関係
の情報流通に関する分析を行う。ここでは，防災・減災の対策を，各種避難警報やハザード マップな
どを要素とした情報の流通に関して検討する。特に，災害リスクを軽減させるために，国，地方自治
体，住民組織，住民個人の間で，どのような情報流通を行う必要があるか，自治体，住民などへの聞
き取りから明らかにする。また，この情報流通を加速させる手段について，自治体と協力し実証実験
を行う。以上の分析の成果を統合し，地域開発と災害に対する社会的脆弱性との関係を明らかにする。
なお，災害の危険生が高い地域で積雪寒冷地の地域性を考慮した研究を行うために，積雪のある冬季
と，積雪のない夏季の 2 時期で調査を行う。
●全ての年度を通じて，地域防災のための公開講座の開催し 、自治体防災担当者への講義を実施し 、
北海道大学理学研究院とえりも町との相互協定を利用したえりも町での防災教育活動・地域貢献を実
施し 、効果的な研究成果の普及手法を探る。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 26 年には，予定通り，災害の人文社会学的研究に関する地理空間情報，GIS，衛星測位の統合
的活用方法の開発を行った。具体的には，タブレット型 PC に基盤地図情報，国土数値情報，国勢調査
（小地域）データなどをベースとし，自治体が整備した津波浸水想定，避難場所，都市計画基礎調査な
どを統合した現地調査用の携帯型地理情報システムを構築し，フィールド で運用テストを行った。ま
た，その収集データ（ 特に避難行動の移動履歴データなど ）を GIS で分析する方法を開発した。この
システムを活用することにより避難訓練（ 擬似的な訓練も含める）の行動情報を数値化して保存する
ことが可能となり，さらに災害発生時における情報提供のあり方や，その前段階での情報流通のあり
方について考察するためのツールとして使用できる。このシステム構築と評価については，情報処理
学会や地理情報システム学会で発表しており，それを基に今後改良を続ける予定にしている。
さらに，平成 27 年度に行う予定である，北海道全域を対象とした分析の準備として，北海道総務部
危機対策課が整備した津波想定 GIS データを収集し，GIS において空間データベースを構築した。現
在は，津波深度別・市町村別・年齢別に津波浸水想定域に分布する人口推定を行う準備を続けており，
次年度には詳細な結果を出す予定にしている。また，太平洋沿岸自治体の都市計画基礎調査データの
収集も時系列的に行っており，津波浸水想定域の土地利用変化に関する分析を次年度に行うための準
備を進めた。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
橋本雄一，2015，積雪寒冷都市・札幌における人口の都心回帰，日野正輝・香川貴志（編）
「変わりゆ
く日本の大都市圏 ポスト成長社会における都市のかたち」，ナカニシヤ出版，59-75．
奥野祐介・橋本雄一，2014，積雪寒冷地における擬似的津波避難に関する移動軌跡データ分析，GIS −
理論と応用，23(1)，11-20．
（ 受理済み，印刷中）
橋本雄一（編），2014「
， 三訂版

GIS と地理空間情報―ArcGIS10.2 とダウンロードデータの活用」古

今書院，176pp．
橋本雄一，2014，北海道における津波浸水想定域人口の推定，北海道大学文学研究科紀要，144.31-65．
深田秀実・橋本雄一，2014，地方自治体における自立的な津波ハザード マップ作成のための PM 手法
適用可能性に関する検討，地理情報システム学会講演論文集，23，CD-ROM．
三好達也・橋本雄一，2014，国勢調査人口メッシュと避難施設データを利用した地域分析，地理情報

システム学会講演論文集，23，CD-ROM．
川村 壮・橋本雄一，2014，積雪寒冷地における港湾都市の内部構造と津波災害に関する時空間分析，
地理情報システム学会講演論文集，23，CD-ROM．
奥野祐介・橋本雄一，2014，積雪寒冷地における擬似的避難行動軌跡データを用いた避難経路の状況
分析−北海道ニセコ町を事例として−，地理情報システム学会講演論文集，23，CD-ROM．
川村真也・深田秀実・橋本雄一，2014，ファジィA H P による観光地の地域特性分析．地理情報シス
テム学会講演論文集，23，CD-ROM．
塩崎大輔・橋本雄一，2014，ICT を用いた除排雪車位置情報システムの利活用，地理情報システム学
会講演論文集，23，CD-ROM．
最上龍之介・橋本雄一，2014，釧路市における保育施設の立地と津波災害時避難に関する空間分析，
地理情報システム学会講演論文集，23，CD-ROM．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年以降は，地域情報（土地利用および人口等）と被害想定に関する時系列的分析，避難施設
と避難圏域に関するデータの収集と分析，住民の避難行動に関するデータの収集と分析などを行う予
定である。そのために平成 27 年度には，北海道全域を対象に，現在，北海道危機対策課が整備を続け
ている津波想定 GIS データを用いて，マクロな視点による津波被害分析を行う。その際には地域情報
（土地利用および人口など ）を GIS に取り込んで空間データベースを構築し，津波浸水想定域における
土地利用変化と人口変化について分析を行う。また，平成 26 年度に開発した文社会学的研究に関する
地理空間情報，GIS，衛星測位の統合的活用方法と，現地調査用の携帯型地理情報システムを援用し
て，事例自治体において，津波災害時における非難困難地域の画定と，当該地域からの非難の課題抽
出を行い，都市開発と災害に対する社会的脆弱性との関係について考察を行う。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
谷岡勇市郎・村上亮・茂木透・大島弘光・高橋浩晃・勝俣啓・村井芳夫・橋本武史
西村裕一・青山裕・森済・山田卓司
（ 北海道大学大学院理学研究院地震火山研究観測センター）
橋本雄一（ 北海道大学大学院文学研究科）
他機関との共同研究の有無：有
参加機関

北海道大学大学院文学研究科

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター
電話：011-706-3591

e-mail：isv-web@mail.sci.hokudai.ac.jp
URL：http://www.sci.hokudai.ac.jp/grp/isv/isv-web/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：谷岡勇市郎
所属：北海道大学大学院理学研究院地震火山研究観測センター
電話：011-706-2640

FAX ：011-746-7404
e-mail：tanioka@mail.sci.hokudai.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1007
（ １）実施機関名：
北海道大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
地殻変動等多項目観測データ全国リアルタイム流通一元化解析システムの開発
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

(4) 研究者，技術者，防災業務・防災対応に携わる人材の育成

（ ４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
イ. 地殻ひずみ・応力の変動

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化
4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：

GNSS・地殻変動連続観測等の多項目観測データを全国にリアルタイム流通させるシステムを開発
し 、データの流通・収集・管理・解析を一元的に行うほか、関連する技術研修を実施し人材育成を図る。
（７）本課題の５か年計画の概要：

GNSS・地殻変動連続観測等の多項目観測データ全国リアルタイム流通一元化解析を実施するため
に、流通データ規格の策定や、流通システム開発、解析システム開発に関する基礎的な研究や実証試
験を実施する。流通データを含めた各種データの一元的な管理にむけた環境整備を進める。人材育成
のため観測・機器技術研修を実施する。
平成 26 年度においては、流通管理規格、解析技術、観測・機器技術研修等 WG によるデータ流通・
解析等の技術的検討と研修計画策定を開始する。
平成 27 年度においては、流通規格案を策定するほか、データ流通の技術的検討と解析システムの設
計概念をまとめる。観測・機器技術研修を実施する。

平成 28 年度においては 、データ流通管理規格を決定し 、データ流通の試験運用を開始するととも
に、データの収集・保管を実施する。解析システムの開発を開始しプロトタイプを作成に着手する。
平成 29 年度においては、データ流通試験運用で明らかになった問題点の改良を行うほか、データの
収集・保管を継続する。解析システムの開発を継続し試験運用開始を目指す。観測・機器技術研修を
実施する。
平成 30 年度においては、データ流通の本格運用への移行を目指すとともに、解析システムの改良を
実施する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
地殻変動連続観測等データの全国流通・公開を実施した．東京大学地震研究所の弥彦観測所のひずみ
計・傾斜計のデータの受信を開始した．多項目観測データの流通を進めるためサーバーの機能強化を
実施した．地殻変動連続観測や潮位観測データから潮汐成分を分離するため潮汐予測プラグ インを組
み込んだ．また，電磁気観測データなどに対応するため，1 分より遅いサンプ リングのテキストデー
タに対応する変換ツールを開発しデータを受信蓄積することを可能とした．基幹観測点である江刺地
球潮汐観測施設のデータを安定的に受信するため送信サーバーの強化を実施した．
データサーバーを GNSS 等に対応可能とするため技術的な検討を実施した．GNSS データは win と
は異なるフォーマットが世界標準となっており，それに対応しつつ汎用性をもたせる仕様を策定するこ
ととした．サーバーはデータ収録系とリアルタイム解析系の 2 系統とすることとし，キャスターサー
バーを置いて多重配信を行うことを軸として仕様を検討した．収録系は，RINEX フォーマットを基本
とし，リアルタイム系の RTCM フォーマットにも対応させること，JDX 系をはじめ機動観測を想定し
複数の通信系にも対応させること，開発すべきアプリケーション群の選定を実施し基本設計を進めた．
リアルタイム系では，通信系の冗長性や利用する解析ソフトウエアの検討，試験観測の実施に適した
地域の選定等を実施した．また，試験観測に用いる受信機の通信それを用いた解析に関する予備試験
を実施した．データの管理ポリシーについては，過去データを含めデータの公開レベルを設定できる
ようにすることで利用者のプライオリティーを保持した利用ができるシステムとすることを検討した．
技術研修について対象とする観測項目の検討を実施した．特に，整備の機会が減っており設置やメ
ンテナンス技術の伝承が問題となっているトンネルでのひずみ計や傾斜計について早急に対応をとる
ことが必要とされ，実地研修の可能性の検討を始めた．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
地殻変動連続観測等多項目データの全国流通・公開を引き続き実施する．GNSS データのプライオリ
ティーや品質確保などの技術面を含め流通規格の検討を引き続き実施し，具体案を作成し関係機関での
検討を始める．収録系およびリアルタイム系サーバーの検討をすすめ概念設計を行いシステムのコー
ド 開発における技術的な検討を実施する．観測・機器技術研修の実施に向けた具体の課題設定等を行
うとともに，効果的な実地研修が可能な観測施設の確保を検討する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター
高橋浩晃、山口照寛
他機関との共同研究の有無：有
北海道立総合研究機構地質・環境研究本部地質研究所（ 岡崎紀俊）
自然科学研究機構国立天文台水沢ＶＬＢＩ観測所（ 田村良明）
東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知観測研究センター（ 三浦哲、太田雄策）
気象庁気象研究所（ 勝間田明男、小林昭夫、木村一洋）

東京大学地震研究所（ 加藤照之、新谷昌人）
神奈川県温泉地学研究所（ 里村幹夫、本多亮、原田昌武、道家涼介）
地震予知総合研究振興会東濃地震科学研究所（ 浅井康広、大久保慎人）
名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山研究センター（ 鷺谷威、伊藤武男）
京都大学防災研究所附属地震予知研究センター（ 山崎健一、森井亙、加納靖之、西村卓也）
京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設（ 柴田智郎）
高知大学自然科学系理学部門（ 田部井隆雄）
九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター（ 松島健）
鹿児島大学理工学研究科地球環境科学専攻（ 中尾茂）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター
電話：011-706-3591

e-mail：isv-web@mail.sci.hokudai.ac.jp
URL：http://www.sci.hokudai.ac.jp/isv/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：高橋浩晃
所属：北海道大学大学院理学研究院
電話：011-706-3212

FAX ：011-746-7404
e-mail：hiroaki@mail.sci.hokudai.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1008
（ １）実施機関名：
北海道大学
（２）研究課題（または観測項目）名：

L バンド 航空機 SAR による革新的火山観測手法の開発
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（ ４）その他関連する建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
本研究では，近年の技術進展が目覚ましい航空機搭載型の L バンド SAR を火山観測に応用するた
め，宇宙航空研究開発機構と共同して，革新的な観測・解析手法の開発を目標とする

< 振幅・偏波解析による定量的火山モニタリング >：
宇宙航空研究開発機構の航空機 SAR システムである PiSAR-L2 の高解像度散乱振幅および偏波に関す
る時系列データの数値的較にもとづく火山活動関連情報の定量的抽出手法を開発する．

< リピート パス干渉法の実現へのチャレンジ >：
PiSAR-L2 に装備済みの高精度 GPS-INS 航路追跡装置を利用した，航空機リピートパス干渉による地
殻変動解析手法の開発をめざす．

< 地殻変動モデル化手法の高度化 >：
マグマ移動，火山性地震，地滑りなどが重畳する複雑な変動場を効果的にモデル化する手法を開発する
（７）本課題の５か年計画の概要：
本研究では，実際に桜島および霧島火山群において，Pi-SAR-L2 による航空機 SAR 観測を実施し ，
取得したデータに基きながら，高度な火山観測手法の確立を目指す．以下に，実施年度ごとの研究計
画を示す．
なお，研究期間中に他の火山が顕著な活動を示した場合は，関係機関と調整の上，それまでの達成
成果，予算執行状況等を勘案しながら，活動中の火山に観測対象を変更することも考慮する．
第 1 年次（ 平成 26 年度）
・Pi-SAR-L および Pi-SAR-L2 のアーカイブデータを利用した，定量的時系列解析手法開発のための予
備的検討
第 2 年次（ 平成 27 年度）
・JAXA が単独で実施する観測（ 予定地域：桜島・霧島），を利用したデータ解析

第 3 年次（ 平成 28 年度）
・JAXA による前年次観測結果（ 予定地域：桜島・霧島）の高次解析
・モデル構築の試行
第 4 年次（ 平成 29 年度）
・第 2 回目観測実施（ 桜島・霧島）およびデータ解析
・第 1 回目および 2 回目観測結果を使用した DInSAR 解析の実施と改善点の洗い出し
第 5 年次（ 平成 30 年度）
・DInSAR 解析手法の完成と解析結果取りまとめ
・地殻変動モデル構築手法の完成と解析結果取りまとめ
（８）平成 26 年度の成果の概要：

1. 人工衛星搭載合成開口レーダーのデータ干渉解析を目的として開発された解析ソフトを拡張して，
航空機搭載合成開口レーダーの干渉処理が可能な機能を実装した．JAXA がこれまでに観測した既往
データを試験解析し，良好な干渉が成立していることを実証した．一方，標準的なプロダクトとして
提供されている飛行経路データのみを用いた場合，飛行経路の非線形性から生じる，幾何学的ノイズ
が残存することが明らかとなった．
２．高分解能な航空機 SAR で火山性地殻変動を観測した場合，地価の流体の移動に起因する様々な形
状の膨張や収縮現象，誘発される断層運動，地滑りなどの地盤不安定現象などが重畳して出現する可
能性が高い．これらを識別して，定量的にモデルを適用するためのモデル化手法の検討を行い，対応
が必要な要素を洗い出した．その結果，断層の形状に対する柔軟性の付与，熱弾性解析への対応，簡
素で必要十分な機能を有する有限要素法解析機能の付与などの必要性が明らかとなった．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Observation of the Izu-Ohshima landslide event attacked by Typhoon No. 26 using the Pi-SAR-L2, SHIMADA MASANOBU, WATANABE MANABU, OKI MASATO, MOTOOKA TAKESHI, 写真測量と
リモートセンシング 53(1) 9-10 Mar 2014．
島田 政信，宮城 洋介

(2014),

COSMO-SkyMed（ ASI ）及び Pi-SAR-L2 による桜島のモニタリ

ング（ 2011 年 1 月〜2012 年 9 月）, 火山噴火予知連絡会会報,113,224-232, 気象庁．
島田 政信，宮城 洋介

(2014),

TerraSAR-X（ DLR ）及び Pi-SAR-L2 による新燃岳モニタリング

（ 2011 年 1 月〜2012 年 9 月）, 火山噴火予知連絡会会報,,113,182-186, 気象庁．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
１． 本プロジェクトで実施する第 4 年時の観測対象火山の絞り込み．
２． 航空機 SAR 干渉解析の幾何学的ノイズの除去アルゴ リズムの高度化
３． 地殻変動モデル化のアルゴ リズムの検討
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
北海道大学（ 村上亮，古屋正人）
東京大学地震研究所（ 青木陽介）
京都大学防災研究所（ 高田陽一郎）
防災科学技術研究所（ 小澤拓）
他機関との共同研究の有無：有
宇宙航空研究開発機構

代表者：島田政信

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

電話：011-706-3591

e-mail：isv-web@mail.sci.hokudai.ac.jp
URL：http://www.sci.hokudai.ac.jp/isv/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：村上

亮

所属：北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター
電話：011-706-4484

FAX ：011-716-2165
e-mail：mccopy mm@mail.sci.hokudai.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1009
（ １）実施機関名：
北海道大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
準リアルタイム火山情報表示システムの開発
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(5) 社会との共通理解の醸成と災害教育

（ ４）その他関連する建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(5) 地震・火山噴火の災害軽減のための情報の高度化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
火山防災対策は噴火警報等を起点とした避難等の予防対策に始まり、噴火後は被災者救援や二次災
害防止等の応急対策に移り、活動が沈静に向かうにつれて避難解除、更に将来の噴火も見据えて復旧・
復興対策が進められる。これら一連の対策のなかで、噴火前兆期や噴火活動期に展開される対策は活
動推移に左右され 、対応を誤ると被害を拡大させるが 、その起点となる噴火予測や活動の推移予測の
技術は研究・開発途上にある。
一方、国の IT 化推進によって数々の観測情報が（準）リアルタイムに取得できるようになってきた。
これらは地方自治体における噴火前兆期や噴火活動期の減災対応において、未確立な予知技術を補完
する有用な情報になりえる。
本課題では、火山情報などの防災情報とリンクするインターネットを通して入手可能な関係機関の
各種観測情報の準リアルタイムな収集と統合表示を通して、地方公共団体が現況を総合的に把握し 、
的確な防災対応を行うための支援システムを構築する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
開発研究にあたってはシステムをハコモノ化させないために、情報の受け手として、国内初のハザー
ド マップを作成するなど 火山防災において先導的な役割を果たしてきた道内火山周辺の自治体を協力
機関に加え、共同して実用的なシステムを目指す。
平成 26 年から平成 28 年までの前半３年間は、開発システムを協力自治体に展開し 、協力自治体の
意見を反映しつつ、事務机の PC でも稼働するマルチプラットホームで、関係機関のインターネット
上のサーバーに負荷をかけない二次サーバー機能を有したシステムにまで機能拡張を進める。
後半の平成 29 年から平成 30 年までの２年間は、システムに潜む不具合等を修正しつつ、運用上の
課題と解決策、更に実用化への方策について検討する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：

今年度は、既知の不具合を修正し 、拡張と低速なモバイル端末に対応するための調整を行った既存
プログラムを実装したシステムを、北海道、森町、鹿部町、七飯町 (北海道駒ヶ岳) 、壮瞥町、洞爺湖
町、伊達市（ 有珠山）、美瑛町、上富良野町、新得町（ 十勝岳）の９市町村に設置し 、試験運用を開始
した．同時に全面的に実装したソフトウェアを見直し 、書き直しを進めた．
● 設置したシステムの概要と活用実績
システムはノート PC 、21 インチ液晶ディスプレ イおよびモバイル通信端末で構成され、OS として

ubuntu14.04 を採用し 、既存プログラムに次の機能拡張と調整を行って実装した．
拡張は必要とされるデータが多くなる行政区の広い北海道等を想定した機能で、仮想スクリーンを
用いた複数画面の自動切替え表示である．調整はネットワーク IO のタイムアウト時間とデータ取得に
失敗した際の再試行に与える待ち時間の設定である．これは各自治体の庁内 LAN のセキュリティの問
題から、インターネット接続に採用した低速なモバイル通信端末に起因する．
図１に現在のシステムで取得可能なデータと取得予定のデータを示した．取得されたデータは種別
ごとに用意されたパネルに表示され 、各パネルの簡単な設定ダ イアログにより表示する地域の変更等
を行うことができる． 更に設定ファイルを編集することによって表示パネルの数を増やしたり、地域
の異なる二つのレーダー画像を同時に表示することもできる (図２左の上下)．
システムの設置場所は協力機関の意向に沿った．防災担当課の共通スペースに設置したのは北海道
のほか壮瞥町など 1 市４町、防災担当者のサイド テーブルが七飯町や新得町など ３町で、町民向けに
ロビーに設置したのは上富良野町のみである (例えば図２右の上下)．このうち庁舎から火山を望むこ
とのできない七飯町や新得町では、いずれも担当者のサイド テーブルにシステムが置かれ 、これは担
当者の火山が見えないことの不安を反映しているのかもしれない．
システムの設置から間もないことから活用実績や問題点など 集約は行っていないが 、設置稼働期が
冬期であったため、12 月 16 日に噴火警戒レベルが引き揚げられた十勝岳を有する美瑛町、上富良野
町および新得町を除くと、火山カメラおよび火山情報よりも、気象情報に感心が向けられたようであ
る．なかでも行政区の広い北海道では、１〜２月にかけて頻繁に来襲した低気圧による雪害対策にお
いて情報収集の基盤として使われた．
また今までのところシステムの不具合などの報告はないが 、設置時に取得データの要望やシステム
に対する提案があった．最も多い要望は地震波形の表示で、これに土砂警戒情報と天気図が続き、意
外にも道路気象情報もあった．またパネルに表示されるデータの別ウインド ウ表示と印刷機能が提案
された．加えて予想していたことだが 、殆ど 変化のない火山情報や火山カメラだけではシステムをハ
コモノ化しまうかもしれないという危惧も聞かれた．
● バージョンアップ
地震波形の表示など 予定した機能拡張を行うにあたって全面的にソフトウェアの見直しを行ったほ
か、設置時の要望や提案を取り入れた．
まず、取得した html ファイルからデータを取り出すための html デコーダーを全面的に書き直した．
また、アーカイブは、取得頻度の高いデータは一日を単位に、それ以外は１ヶ月を単位としてまとめ
るように変更した．更に観測点等の選択・変更用ダ イアログの一部では取得するページの URL を入
力していたが 、操作が煩雑であるため、取得できるデータの全てにわたってメニュー方式に選択・変
更ができるように変更した．同時に提案のあった別ウインド ウ表示の機能を実装した．これらに伴い
個々のデータを表示するパネルおよびパネルを配置するウインド ウを設計し直した．
要望のあった天気図や土砂警戒情報、V-Net 連続波形画像、道路気象情報のうち天気図と V-Net 連
続波形画像はプログラムの動作試験の段階にある．また土砂警戒情報、道路気象情報、防災科学研究
所の火山活動連続観測網のスペクトル画像・地震計振幅およびリアルタイム地震波形表示については
プログラムのコーデ ィングを進めている．この他、潮位観測情報の取得や取得した観測報から噴火時
系列を表示するプログラムも作成した．

（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
協力自治体に展開した現行システムのプログラムを、今年度に行った（行っている）機能強化バージョ
ンに入れ替え、その不具合の報告やシステムに対する提案に対応するほか、自治体での活用実績を集
約する．同時に、この課題で目標としているサーバー機能を有したシステムに向けてプログラム開発
を進める．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
大島弘光（ 地震火山研究観測センター有珠火山観測所）
他機関との共同研究の有無：有
気象庁地震火山部 松森

敏幸

(独) 防災科学技術研究所 地震防災研究ユニット

棚田

俊収

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山研究観測センター有珠火山観測所
電話：0142-66-4011

e-mail：oshima@uvo.sci.hokudai.ac.jp
URL：http://uvo4.sci.hokudai.ac.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：大島弘光
所属：北海道大学大学理学研究院地震火山研究観測センター有珠火山観測所
電話：0142-66-4011

FAX ：0142-66-4012
e-mail：oshima@uvo.sci.hokudai.ac.jp

図１．実装予定を含めた取得データ一覧と七飯町に設置したシステムの表示画面 (右下)．対象データうち黒丸は設
置したシステムで取得可能なデータである. 灰色文字は実装を予定しているデータで、白丸は動作試験を行ってい
るプログラム、△はコーデ ィングを進めているプログラム、
？は実装を検討してデータである．右下の画面には、
火山カメラの画像と火山情報、気象衛星画像、降雨レーダー画像、時系列予報、気象情報・警報・注意報のほか下
段には気温、積雪深、降水量、河川水位が表示されている．

図２．北海道総務部危機管理局危機対策課の大型デ ィスプレ イに表示される二つの画面（ 左の上下）と、危機対
策課（ 右上）および七飯町の防災担当者のサイド テーブルに置かれたシステム（ 右下）．二つの表示画面のうち上
は気象情報関連のみの画面、下は気象庁と北大の火山カメラ画像及び４火山の火山情報の画面で、設置したシス
テムでは 40 秒ごとに画面が切替わり、交互に表示される．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1101
（ １）実施機関名：
弘前大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
地殻流体と地震活動の関係及び過去地震の災害誘因の解明
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

（ ４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
イ. 地殻ひずみ・応力の変動

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(1) 地震・火山噴火の災害事例の研究
(2) 地震・火山噴火の災害発生機構の解明

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
内陸地震の発生機構の理解のためには、地震発生域の構造やそこでの地震活動の特徴把握が重要で
あるが 、最近は特に地震発生と地殻流体の関係が注目されている。そこで本課題では、2011 年東北地
方太平洋沖地震の誘発地震発生域での精密な震源と震源メカニズム解の分布を求め、地震活動の移動
現象と地殻流体との関係を明らかにする。また、流体の存在が確実である火山周辺において、火山深
部・浅部低周波地震及び高周波地震の観測と解析を通して、低周波地震発生機構、地殻応力場や地震
活動との関わりを明らかにし 、地震火山相互作用の解明に資する。さらに、2011 年東北地方太平洋沖
地震及びその余効変動による応力場の擾乱が地震・火山活動に及ぼした影響についても調べる。
建議では、工学、人文・社会科学分野と連携し 、歴史学的な観点も加えて、防災や減災につながる成
果を挙げることが求められている。そこで、17・18 世紀に M7 級地震が頻発した青森県の日本海沿岸
と内陸地域を対象に、分野横断型の研究を実施する。自然地震及び微動観測データ、及び歴史資料に
基づき、強震動が地形・地盤及び建造物の脆弱性とど う結び付いて災害を出現させたかを検討し 、地
震・火山災害の特性を社会環境の時代的変化に留意して理解する。また、地殻流体に関する知見も加
え、地震テクトニクス的背景が共通する他地域での検証と比較し 、災害誘因の解明を目指す。
（７）本課題の５か年計画の概要：

(a) 地殻流体と地震火山相互作用に関する研究

東北地方北部の誘発地震発生域では、震源を精密に決定して震源移動を明らかにする。低周波地震
発生域や、流体の存在が確実である火山周辺においては、波形相関を用いるなどして地震活動を詳細
に把握する。また、これらの領域で、震源メカニズム解、地震波速度、地震波散乱強度、及び S 波偏
向異方性の分布を求める。低周波地震に関しては、アレ イ観測により低周波地震の後続波の起源を明
らかにし 、波形インバージョン等により発生機構の推定を行う。
（ 平成 26〜28 年度）
低周波地震発生域での場の特徴把握を基に 、低周波地震の発生を地殻活動全体像の中で理解する。
また、誘発地震、低周波地震、火山周辺の地震の震源分布や地震波散乱強度の時間変化を詳細に調べ、
東北地方太平洋沖地震発生に伴う地殻の応答、流体の存在と移動、火山が存在することによる構造不
均質のそれぞれが地震発生に及ぼす影響と、地震火山相互作用について検討する。
（平成 29・30 年度）

(b) 過去の地震の災害事例の検証
青森県内の地震波速度構造・地震動距離減衰・地盤特性を自然地震観測及び微動探査により把握す
る。また、青森県の日本海沿岸と内陸で発生した歴史地震の研究を行い、社会環境の時代的変化に留
意しつつ被害分布を再検討する。
（ 平成 26〜28 年度）

28 年度までに行った地震動距離減衰、地盤特性、及び被害分布の検討を基に、歴史地震の断層モデ
ルの見直しが必要かど うかを検討する。また、歴史地震の分布や断層モデルを、(a) の地殻流体や (b)
の地下構造に関する知見、及び同じ日本海東縁部で発生した 2004 年中越地震・2007 年中越沖地震の
地震テクトニクス的背景を通して解釈し 、災害誘因について検討する。
（ 平成 29・30 年度）
（８）平成 26 年度の成果の概要：

(a) 地殻流体と地震火山相互作用に関する研究
上記 (7) に沿った研究を実施した。秋田県内における誘発地震発生域である森吉山周辺地域及び横
手盆地北西縁地域において、Double-Difference 法による震源再決定を行って震源の時空間変化を詳細
に調べた。特に、東北地方太平洋沖地震（ 東北地震）前の活動の有無と誘発地震活動の関連を調査し
た。その結果、活動の時空間変化は以下のように分けられることがわかった。
・ 東北地震後に新たな活動が始まって震源のマイグレーションが見られる地域（ 代表例は森吉山の
北方）
・ 東北地震前からの活動があるが 、東北地震後は震源が浅い地震の活動が活発になった領域（ 代表例
は横手盆地西縁）
・ 東北地震前から短期集中的に地震が発生しており、そのパターンは東北地震後も変わらない領域（代
表は森吉山の西方）
これらの違いを生み出す要因の解明は今後の課題であるが 、流体の供給量の多寡や経路の分布に関す
る情報を含んでいる可能性がある。
森吉山周辺域においては、地震波の後続波の back-projection 解析から、散乱体が森吉山の北西約 5

km 、深さ 13 km 付近に存在するという結果を得ていた。散乱体が流体であれば波形の時間変化が期待
されされることから、S 波部分の波形相関から震源が同一と考えられる地震について、定常観測点の

1 点の後続波の波形の時間変化を調べた。その結果、後続波が現れている時間帯（ 図 1 で横軸が 2.2〜
3.5 秒程度の範囲）では、位相の出現時刻と継続時間の変動があることがわかった。その変動はランダ
ムではなく位相の時間変化を追うことができるように発生しており、波形そのものが大きく乱されて
いるわけではない。そのような変動をもたらす要因としては、震源または散乱体の位置変化と、経路
での地震波速度の変化が考えられる。
北上山地における震源メカニズム解の P 軸方位が周辺と異なって南北方向を向くことは、東北地震
発生前から指摘されていた。今年度は、東北地震発生前後の地震のメカニズム解を決定し 、応力場に
ついて考察した。東北地震発生前の P 軸方位は北上山地南部についてだけ求めることができ、南北方
向と東北東−西南西を向くものが混在していた。東北地震後は北上山地北部での地震活動が活発にな
り、北部での P 軸方位は主に東北東−西南西を向いていることが明らかになった。南部では南北方向
を向いているが、東北地震前に比べるとやや時計回りに回転した。北部と南部の P 軸方位は異なるが、

その境界は北部北上帯と南部北上帯の地質境界に対応するように見える。北上山地の応力場の特異性
については地形効果との指摘がなされているが 、東北地震後の北部での P 軸方位は秋田県北部から青
森県までを含む北東北全体の特徴であり、千島弧の西進による応力場を反映しているように見える。

(b) 過去の地震の災害事例の検証
この項目についても、上記 (7) に沿った研究を実施した。下北半島地域の 12 箇所において微動探査
による地盤構造の推定を行った。まず、微動アレ イ計測による波形データの解析からレ イリー波位相
速度を算出し 、地盤表層の平均 S 波速度を決定した。次に、水平動と上下動振幅スペクトルの比 (H/V
スペクトル比) から地盤の卓越周波数を求めた。さらに、アレ イ観測の結果が良好であった 3 箇所にお
いて S 波速度構造の推定を試みた。
青森平野における臨時地震観測データを利用し 、センブランス解析と単独観測点の振動解析から 、
表面波の到来方向の時間変化を調べた。その結果、観測された表面波には山地との構造境界で生成さ
れた波が含まれている可能性があることと、平野内での地下構造に地域性があることが示唆された。
過去地震による被害の再現の検討や将来の地震による被害想定を念頭に、2011 年 4 月に北秋田市で
発生した M5.0 の地震の断層モデルと地下構造モデルの検討を行った。結果はまだ改善を要する段階
であるが 、そのために必要な課題の整理を行った。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
藤牧良太, 2015, 微動を用いた AS-NET の観測点の振動特性の評価と地下構造推定, 弘前大学理工学部
地球環境学科卒業論文.
片岡俊一・福元俊一, 2015, 2011 年 4 月 1 日に秋田県北部で起きた地震の強振動評価用震源モデル , 東
北地域災害科学研究集会.
加藤 爽, 2015, 宮城県沖で発生した地震からの近地 sP 波の振幅分布, 弘前大学大学院理工学研究科修
士論文.
加藤 爽・小菅正裕, 2015, 東北地方太平洋沖で発生した地震による近地 sP 波の振幅分布, 東北地域災
害科学研究集会.

Kosuga, M., 2014, Seismic activity near the Moriyoshi-zan volcano in Akita Prefecture, northeastern Japan:
implications for geofluid migration and a midcrustal geofluid reservoir, Earth Planets Space, 66:77, doi:
10.1186/1880-5981-66-77.
Kosuga, M., 2014, Seismic activity near the Moriyoshi-zan volcano in Akita Prefecture, northeastern Japan:
implications for geofluid migration and a midcrustal geofluid reservoir, AGU Fall Meeting.
小菅正裕, 2014, 秋田県森吉山の誘発地震の波形の時間変化, 日本地震学会秋季大会.
小菅正裕, 2015, 秋田県森吉山で発生している誘発地震の後続波, 東北地域災害科学研究集会.
松本直士, 2015, アレ イ観測の上下動から見る青森平野内の地震動の伝播について, 弘前大学大学院理
工学研究科修士論文.
成田 涼, 2015, 誘発地震活動の時空間変化?東北地方太平洋沖地震後の秋田県内での地震活動?, 弘前大
学理工学部地球環境学科卒業論文.
大沼知義, 2015, 北上山地とその周辺における地震の震源メカニズム, 弘前大学理工学部地球環境学科
卒業論文.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：

(a) 地殻流体と地震火山相互作用に関する研究
森吉山地域の誘発地震の波形の時間変化については、より多くの観測点と地震を用いた解析を行い、
波形の時間変化が 、震源位置、散乱体位置、経路での地震波速度のいずれの変化によるのかを明らか
にする。高密度な地震観測網が展開された下北半島地域においては震源メカニズム解の決定を行い、
北東北地域における応力場と千島弧の西進の関係、及び東北地震後の応力状態について検討する。低

周波地震に関しては、アレ イ観測により低周波地震の後続波の起源を推定し 、低周波地震と浅部の地
震活動の関係を調べる。

(b) 過去の地震の災害事例の検証
下北半島地域での微動探査による地盤構造推定を継続して行い、S 波速度構造の推定精度を向上さ
せる。また、北秋田市で発生した M5.0 の地震については、解析パラメータの調整を進め、断層モデ
ルと地下構造モデルの推定を行う。また、青森県の日本海沿岸と内陸で発生した歴史地震の研究を行
い、被害分布をこれまで以上に詳細に推定する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
小菅正裕・渡邉和俊・有賀義明・片岡俊一・津村浩三（ 以上弘前大学理工学研究科）
白石睦弥（ 弘前大学地域社会研究科）
他機関との共同研究の有無：有
・８ (a) については東北大学（ 松澤暢・岡田知己）、秋田大学（ 坂中伸也）との共同研究。
・８ (b) については東京大学地震研究所（ 西山昭仁・佐竹健治）との共同研究。
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：弘前大学理工学研究科
電話：172-39-3652

e-mail：mkos@cc.hirosaki-u.ac.jp
URL：http://hrsryu.geo.hirosaki-u.ac.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：小菅正裕
所属：弘前大学理工学研究科
電話：0172-39-3652

FAX ：0172-39-3652
e-mail：mkos@cc.hirosaki-u.ac.jp

図 1．誘発地震の波形の時間変化。

16 Hz 帯の波形相関から同一グループに分類された地震について，Hi-net 阿仁観測点の S 波とその後続波部分の 3
成分波形。S 波を 0.5 秒の位置にそろえている。上段は，水色が個々の波形で赤がスタックした波形を表す。下段
は波形の極性を色（＋が赤）で，振幅を濃淡で表し ，地震の発生順に並べたもの。右の数値が地震の発生日時を
表す。

平成 26 年度年次報告
課題番号：1201
（ １）実施機関名：
東北大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
スラブ内地震の発生メカニズムの解明
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
イ. 海洋プレート内部の地震

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震
ウ. 内陸地震と火山噴火

(4) 地震現象のモデル化
ア. 構造共通モデルの構築

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
本課題では、稍深発地震の地震波解析、含水試料による高温・高圧実験および数値シミュレーショ
ンによる沈み込み帯の温度モデリングを行う。得られた結果を包括的に比較・検討することで脱水脆
性仮説の検証を行い、スラブ内地震の発生メカニズムを解明する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
スラブ内地震の地震波解析によって震源域付近の詳細な地震波不均質構造および震源パラメータの
推定を行い、スラブ内地震の地震像を明らかにする。また、高温・高圧条件下での室内実験による含水
鉱物の脱水に伴う脆性変形過程を調べることにより、脱水脆性仮説を包括的に検証する。さらに、数
値シミュレーションによる沈み込み帯の温度構造モデリングを行い、計算された温度構造と高温・高
圧実験結果に基づき含水鉱物の分布と脱水反応の進行場所を推定する。各サブテーマの具体的な計画
は以下の通りである。
地震波観測
本課題では、太平洋スラブ内の深さ 200km までの地震を対象に地震波形解析を行い、相対震源決定に
よる高精度震源決定および震源パラメータの推定を行う。得られた結果は、他の沈み込み帯で得られ
ている観測結果と比較・検討し 、スラブ内地震に共通してみられる特徴を抽出する。また、東北地方

沖合に設置された OBS で観測される後続波（トラップ波・変換波など ）の走時や周波数成分の解析に
より、スラブ地殻の詳細な P 波，S 波速度構造を推定する。得られた P 波、S 波速度モデルから、流体
の存在に敏感なパラメータである Vp/Vs 比の空間分布を推定する。さらに、関東下のフィリピン海プ
レートの詳細な地震波速度・減衰構造の推定を行い、スラブマントル内の地震の分布と不均質構造と
の関係を検討するし 、首都直下におけるスラブ内地震の発生ポテンシャルの評価に資する情報を提供
する。
室内実験
稍深発地震を再現できる温度・圧力条件を発生することのできるマルチアンビル型プレ スもし くは
キューブ型プレスを用いて、蛇紋岩、角閃岩などの含水鉱物の安定領域内、相境界付近、安定領域外
にて変形実験を行い、脱水反応と変形組織を比較する。多チャンネル AE 計測により、脱水に伴う AE
信号の震源決定を行い、脱水及びスラブ内条件下での震源過程を調べる。また 6ch 程度の多チャンネ
ル AE 計測システムを構築し 、石英ビーズなどを用いて、校正実験を行うことで、実験中の AE 信号が
試料内部に決定されることを確認する。様々な変形条件下で変形および脱水反応を起こした場合の AE
信号を測定し 、震源決定を行う。その際には、昇温および加圧レートを調整し 、脱水反応の速度を調
整することで AE 信号の間隔や強度の違いなどを比較する。回収した試料は電子顕微鏡を用いて、変
形組織の観察を行う。特に、剪断変形組織（ 割れ目の幅や変位量）と脱水反応生成物の分布と量（ 広
範囲に不連続的かつ均質に分布するか、連結し局所的な分布をするか？）に注目し 、変形条件との比
較を行う。AE 計測から推定される震源位置や震源パラメータと脱水鉱物分布及び剪断変形組織の比較
から AE 信号の発生源を明らかにし 、含水鉱物の脱水反応及び変形の測定により高温・高圧条件下に
おける震源形成過程を明らかにする。
温度モデリング
本課題では、これまでほとんど 行われてない 3 次元的な温度モデリングを行い、より現実的な温度構
造を推定する。モデル化の際には、プレートの三次元形状や地殻熱流量、沈み込む海洋プレートの年
代の地域変化や深海掘削で得られた鉱物組成や含水鉱物の分布などを制約条件とする。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
地震波解析：北海道東部において海洋性地殻内を伝播するトラップ波の解析を行い，海洋性地殻の

P 波速度構造を推定した（ Shiina et al., 2014 ）
（図 1 ）．その結果，深さ 80km 以浅の速度は含水 MORB
で期待される速度よりも 5-10%程度低速度であることが明らかになった．このことは，その深さでは
含水鉱物と水が共存している可能性を示している．また，関東下の P 波減衰構造を推定し，フィリピ
ン海スラブのマントル東端部は顕著な高減衰を示すことを明らかにした（ Nakajima, 2014 ）
（図 2 ）．こ
の高減衰域の広がりは蛇紋岩化していると解釈されている地震波低速度域とほぼ一致する．1921 年
（ M7.1 ），1987 年（ M6.7 ）の 2 つのスラブ内地震は，地震波高減衰域の西縁で発生しており，スラブ
内地震の発生には構造の不均質が密接に関係していることを強く示唆している．
室内実験：予定している実験に向けて高圧発生装置の立ち上げと動作確認を行った．
温度モデリング：東北・北海道と関東における現実的なスラブの形状を用いたモデルの構築とマン
トル対流パターン・温度構造の推定を行った．東北・北海道で得られた対流パターンは地表の火山配
列や S 波スプリッティング解析で推定された異方性の方向とよい対応を示す．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Kimura, J-I., and J. Nakajima, 2014, Behaviour of subducted water and its role in magma genesis in the
NE Japan arc: A combined geophysical and geochemical approach, Geochim. Cosmochim. Acta, 143,
165-188.
Kimura, J-I., J. Gill, T. Kunikiyo, I. Osaka, Y. Shimoshioiri, M. Kakasuke, S. Kakubuchi, T. Nagao, K. Furuyama, A. Kamei, H. Kawabata, J. Nakajima, P.E. van Keken, and R.J. Stern, 2014, Diverse magmatic
effects of subducting a hot slab in SW Japan: results from forward modeling, Geochem. Geophys.

Geosys., 15, 691-739, doi:10.1002/2013GC005132.
Nakajima, J. and G.A. Abers, 2015, Subduction Zone: Seismicity and Arc Magmatism, in Encyclopedia of
Complexity and Systems Science, Springer, in press.
Nakajima, J., 2014, Seismic attenuation beneath Kanto, Japan: Evidence for high attenuation in the serpenitinized subducting mantle, Earth, Planets and Space., 66, 12, doi:10.1186/1800-5981-66-12.
Shiina, T., J. Nakajima, G. Toyokuni, and T. Matsuzawa, 2014, Guided wave observations and evidence for
the low-velocity subducting crust beneath Hokkaido, northern Japan, Earth, Planets and Space, 66, 69.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
地震波観測：太平洋スラブ内の減衰構造を推定する．また，関東下の地震クラスターを解析し，プ
レート境界地震とスラブ内地震の発生域について検討する．
室内実験：多チャンネル AE 計測システムを構築し ，石英ビーズなどを用いて校正実験を行うこと
で，実験中の AE 信号が試料内部に決定されることを確認する．また，蛇紋石が脱水反応を起こした
場合の AE 信号を測定し，震源決定を行う．
温度モデリング：関東地方における複雑なプレート形状をモデル化し ，2 つのプレートの沈み込み
とその結果生じる温度場をモデル化する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東北大学（ 大谷栄治、松澤暢、日野亮太、鈴木昭夫、矢部康男、和田育子、武藤潤、中島淳一）
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科
電話：022-225-1950

e-mail：zisin-yoti@aob.gp.tohoku.ac.jp
URL：http://www.aob.gp.tohoku.ac.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：中島淳一
所属：大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター
電話：022-225-1950

FAX ：022-264-3292
e-mail：nakajima@aob.gp.tohoku.ac.jp

図 1．北海道東部の海洋性地殻の速度分布（ Shiina et al., 2014 ）．

(a) 波線に沿う P 波速度分布．星印，黒の逆三角は解析に用いた地震と観測点をそれぞれあらわす．(b) 波線平均
の速度（ 灰色）を深さ 10km 毎に平均した速度分布（ 緑菱形）．赤菱形は Shiina et al. (2013 ）による東北地方の結
果．オレンジの破線と青線はそれぞれ，Fujimoto et al. (2010), Hacker et al. (2003) による含水 MORB の速度分布．

図 2．関東下の P 波減衰と P 波速度構造（ Nakajima, 2014 ）

(a) 関東地方の東北東-西南西方向の鉛直断面図（ 左：Q-1，右：Vp ）．白星は相似地震（ Uchida et al., 2009 ），黒
線はフィリピン海プレート，太平洋プレートの上部境界を示す．(b) 太平洋プレートの 10km 浅部に沿う構造分布
（ 左：Q-1，右：Vp ）．赤星は 1921 年茨城県南部，1987 年千葉県東方沖地震，緑破線はフィリピン海プレートと
太平洋プレートの接触域，ピンクの破線は蛇紋岩化域（ Nakajima and Hasegawa, 2010 ）の西縁を表す．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1202
（ １）実施機関名：
東北大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
蔵王山周辺の総合観測
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

(5) 火山現象のモデル化
イ. 熱水系の卓越する火山

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
蔵王山周辺域において、稠密な地震及び電磁気観測、制御震源による地震波速度構造探査等を実施
し 、火山体直下の詳細な地震波速度構造や減衰構造、比抵抗構造等を推定することにより地殻深部か
ら火山体浅部における流体分布を明らかにする。また、傾斜観測、GNSS 観測、InSAR 解析、重力観
測などにより、火山体変形の時空間的特徴を明らかにするとともに、火山性微動の解析などを通じて
火山性流体系の時間発展を検出する。休止期から活動期に入ったと考えられる同火山の活動の推移を
精確にモニターすることを通じてマグマ溜まりや火道などの物理的特性、また、その周辺の応力・ひ
ずみの時空間分布を明らかにする。
有史以来の蔵王山の活動は、御釜火口における水蒸気爆発を主たる活動としているが 、火口域近傍
まで観光客が容易に近づけることから、小規模な水蒸気爆発であっても被害が発生する可能性も高い。
また冬季の積雪も多いことから、過去にも融雪雪崩などの災害も引き起こしている。火山流体系の状
態を把握するとともに、その情報を行政・地元防災機関と共有し 、有効な防災・減災対策に結びつけ
ることを目指す。
（７）本課題の５か年計画の概要：

制御震源による地下構造探査実験（平成 27 年度実施予定）や自然地震の観測により、山体及び周辺
域のマグマ供給系の構造を推定し 、震源決定精度の向上などに資する基礎データの拡充を図るととも
に 、火山体構造と山体及び周辺域で発生する地震や火山性微動（ 深部低周波微動・浅部低周波微動・
長周期地震）との関連を明らかにする。また、マグマ供給系近傍のメカニズム解（ 応力場）分布、地
震波干渉法（常時微動トモグラフィ法）、プレート境界地震や火山性地震の中に含まれる相似地震を利
用した実体波による解析を実施し 、微動等の火山活動に関わるマグマ等の流体の圧力変化や移動等に
伴う構造や場の変化の有無に関する検討を行う。
蔵王山は水蒸気爆発を活動の主体としており、火山浅部の熱水系を明らかにするため、AMT 探査に
よる電気伝導度構造推定と全磁力観測を行う。一般に熱水系が卓越し水蒸気爆発を起こす火山では爆
発前の深部・広域の地盤変動に乏しい傾向がある。電気伝導度構造と全磁力観測を組み合わせること
で浅部での熱水だまりの形態や容量と熱変動の時間変化を把握することは災害予測と噴火準備過程把
握する上で重要な判断材料となる。測地観測では、平成 25 年度に蔵王山馬の背に設置予定の傾斜観測
を継続し 、御釜火口において水蒸気爆発等の火山噴火が発生した際に、その活動に伴う山体変形の基
礎的なデータを得る。また、簡単な圧力源モデルを用いて、噴火発生源の定量化を行う。また、 GNSS
観測、InSAR 解析、重力観測などにより、より広域の火山体変形の時空間的特徴を明らかにする。
このようにして得られる結果から 、火口流体系の構造および流体移動モデルを構築するとともに 、
それらの情報を気象庁や地元防災機関などとの共有を行う。また、諏訪瀬島や阿蘇山における先行研
究のように噴火前兆現象として数分前からの地盤変動が観測される可能性があるため、このような観
測結果を即時的かつ有効な防災・減災対策に結びつける方策を各機関と検討する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
蔵王山周辺における臨時観測網を構築・維持し，自然地震を用いた構造解析のための基礎データの
取得を進めるとともに，蔵王山の火山活動に伴う火山性地震の観測・解析を行った．その結果，東北
地方太平洋沖地震後，2013 年以降蔵王山直下浅部において断続的に発生している長周期微動 (卓越周
期約 10 秒; 図 1) が，火口湖である御釜直下に存在する東西走向の亀裂状構造における熱水活動によっ
て生じている可能性を示した．これらの長周期微動は，短期的な傾斜変動および火山性微動を伴うこ
とが多く，この亀裂状構造が蔵王山深部から浅部への流体供給路の一部であることを示唆する．また，
長周期微動源近傍の浅部において微小な低周波地震が発生していることを示し，その活動の消長と長
周期微動の発生に強い相関があることが判明した．これらの観測事実及び臨時観測網で得られている
データは気象庁等の関係機関との間で共有され，蔵王山で懸念される突発的な熱水活動・泥流災害等
の火山災害誘因の把握のために貢献している．
また，平成 27 年度に実施する人工地震構造探査の予備調査を山頂域で実施し，小規模アレ イを用い
た表面波分散解析を行った結果，蔵王山中央部においては表層低速度層の厚さは数百 m 程度と薄く，
基盤層が浅部まで達していることが明らかとなった．このような構造は，常時微動を用いた地震波干
渉法解析結果や地質学的構造とも調和的である．平成 27 年度の本観測により，さらに詳細な火山構造
を明らかにすることで，火山性地震の震源決定や火山活動推移予測等の信頼性向上を図り，火山災害
軽減に資することが期待できる．

GNSS 観測では，御釜から約 1km 南南東にある山頂レストハウス他 5 観測点を新設した．蔵王山周
辺では未だに 2011 年東北地方太平洋沖地震の余効変動の影響が大きいため，これを時間の線型・対数
関数及び年周・半年周関数の和で近似できると仮定して各項の係数を最小二乗法で推定し，余効変動
の影響を除去する手法を開発した．その結果，平成 27 年 12 月までの期間では，長期的な山体膨張を
示唆するような地殻変動は観測されていない．
蔵王山の熱状態推移を捉えるための全磁力観測及び熱水分布を捉えるための電気伝導度構造の研究
も実施している．平成 26 年度は，御釜中心より約 1km 南東側と 300m 北側の 2 点にプロトン磁力計
を設置し連続観測を開始した．また，山頂周辺に磁気測量用ベンチマークを 8 点新設し，仙台管区気
象台との協力のもと 6 月と 10 月に合計 17 点で測量を実施した．その結果，御釜を中心とする弱い消

磁傾向が明らかとなった（ 図 2 ）．最近の火山性地震・微動活動に加えて地下の熱活動も上昇しつつあ
ることを示唆していると考えられる．平成 26 年 9 月には山頂カルデラ内 22 か所での AMT 観測を実
施し，現在データ処理を進めている．
平成 25 年 7 月及び 26 年 7 月に東京大学地震研究所と共同で蔵王山周辺のハイブリッド 重力観測を
実施した．その結果，山頂周辺を中心とする楕円状の正の重力変化（ 最大約 40 μ Gal ）傾向が明らか
となった（ 図 3 ）．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Miura, S., T. Nishimura, M. Yamamoto, M. Ichiki, Y. Ohta, S. Hirahara, T. Demachi, T. Kaida, K. Tachibana,
and T. Hashimoto, 2014, Build-up of Comprehensive Observation Network Responding to the Unrest
of Zao Volcano, Northeastern Japan, Asia Oceania Geosciences Society 2014 Meeting, Abstract ID:
SE22-A006, http://www.meetmatt-conf.net/aogs/aogs2014/mars2/pubViewAbs.asp (参照 2015-2-15).
西村太志, 2014, 蔵王山御釜火口近傍における傾斜観測, 日本火山学会講演予稿集 2014 年度秋季大会,

pp. 169.
東北大学大学院理学研究科, 2014, 第 129 回火山噴火予知連絡会資料 (その 8) 東北地方, http://www.data.

jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/CCPVE/shiryo/129/129 no08.pdf, pp. 55-58 (参照 20152-15).
東北大学大学院理学研究科・東京大学地震研究所, 2014, 第 130 回火山噴火予知連絡会資料 (その 6) 東北地
方, http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/CCPVE/shiryo/130/130 no06.pdf,

pp. 74-75 (参照 2015-2-15).
山本 希・三浦 哲・市來雅啓・平原 聡, 2014, 蔵王山における浅部長周期地震活動とその発生機構,
日本火山学会講演予稿集 2014 年度秋季大会, pp. 53.
山本 希・三浦 哲・市來 雅啓，2014, 東北地方太平洋沖地震以後の蔵王山の火山活動，平成 26 年度東
北地域自然災害科学研究集会予稿集，pp. 58-59.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 26 年度に引き続き，蔵王山周辺において臨時観測を継続・維持するとともに，火口直下流体系
の構造および流体移動プロセスのモデル化を進める．また，人工地震を用いた地震波速度構造探査を
全国関係機関と共同で実施し，蔵王山の構造・流体系の解明を進める．
繰り返し観測ではカルデラリムに沿った AMT 観測を実施し，火口近傍の深さ 2km 程度までの電気
伝導度構造モデルを構築する予定である．また，引き続きハイブリッド 重力観測を実施し，重力の時
空間変化を明らかにする．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
三浦 哲，西村太志，山本 希，岡田知己，中島淳一，太田雄策，
内田直希，市來雅啓
他機関との共同研究の有無：有
東京大学地震研究所：大久保修平，今西祐一，田中愛幸
東京工業大学：小川康雄，神田 径
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センター
電話：022-225-1950

e-mail：zisin-yoti@aob.gp.tohoku.ac.jp
URL：http://www.aob.gp.tohoku.ac.jp/

（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：三浦 哲
所属：東北大学大学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センター
電話：022-795-3912

FAX ：022-264-3292
e-mail：miura@aob.gp.tohoku.ac.jp

図1

蔵王山直下における地震活動

(a) 蔵王山直下の深部低周波地震の M-T ダ イアグラムと累積発生数（ 一元化震源による）．(b) 長周期地震のエネ
ルギーとその積算値．エネルギーは，蔵王観測点 (TU.ZAS) 上下動記録に 30 秒から 1 秒のフィルタをかけ，震動
継続時間にわたって速度二乗振幅を積分して算出．左縦軸はモーメントテンソル解析の結果を参考に計算したマ
グニチュード 相当値．

図 2．2014 年 6 月と 10 月の全磁力磁気測量による約 4 か月間の全磁力変動分布.
赤棒が全磁力増加，青棒が減少を示す．数値は変動量（ nT ）．参照点は約 5km 東方の峩々温泉に設置．白丸は全
磁力連続観測点．

蔵王山周辺の重力変化．
数値の単位はμ Gal．星印は絶対重力点，菱形は相対重力点を示す．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1203
（ １）実施機関名：
東北大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
地殻応答による断層への応力載荷過程の解明と予測
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

(4) 地震現象のモデル化
ア. 構造共通モデルの構築
イ. 断層滑りと破壊の物理モデルの構築

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展
イ. 地殻ひずみ・応力の変動

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
本研究では、観測から求められている東北日本弧の弾性・非弾性構造を、実験的アプローチと連携
してより物性的不均質にまで踏み込んで明らかにし 、その中で進行する変形過程を観測・シミュレー
ションの両面から明らかにすることで、内陸地震断層域への応力載荷プロセスの理解を深める。

2011 年東北地方太平洋沖地震の後、大きな余効変動が捉えられており、これは余効滑りと粘性緩和
の両方の影響が入っている。この粘性緩和の影響を分離して推定できれば 、粘性係数の分布が推定で
き、地震波トモグラフィの結果とあわせてレオロジー構造を構築することができる。このレオロジー
構造を用いてシミュレーションすることにより、どこにどのように応力・歪が集中するのかを推定し 、
これと実際の地震活動・測地データと比較することにより、モデルの検証・改良を行うことができる。
低粘性の領域が推定された場合、その原因としては、温度・流体量・岩石組成等の違いが考えられる。
電磁気学的知見と地質学的知見も総合することによって得られた不均質構造の生成原因の推定も行う
ことができると期待される。

本課題では、上記のような観点から、2011 年東北地方太平洋沖地震後の余効変動・余震活動を調べ、
さらに詳細な地震波速度・比抵抗の３次元構造を推定し 、これらを比較することにより、東北日本弧
のレオロジー構造を構築し 、数値シミュレーションによってモデルの検証・改良を行う。さらに地殻
流体と地震活動の移動との関係を明らかにする。
得られた構造に基づきシミュレーションによって推定された応力・歪の時空間変化と、地震・火山
活動の時空間変化との比較を通じて、今後の内陸地震や火山噴火の発生ポテンシャルの評価に資する
ことを本研究の目的とする。
（７）本課題の５か年計画の概要：
地震観測
・2011 年東北地方太平洋沖地震の余震・誘発地震活動を把握するために設置された臨時・地震観測点
およびそれ以外の臨時観測点を再編成して地震観測を継続（ H26〜30 年度）
。
・いわき地域〜猪苗代湖南部（ H26〜27 年度）と猪苗代湖南部〜新潟県三条市（ H28〜29 年度）の測
線において、それぞれ 60 点の臨時地震リニアアレ イ観測を実施。
・これらの結果に基づき東北日本弧の上部地殻〜最上部マントルにかけての地震波速度・減衰・異方
性構造、詳細な震源分布を推定（ H26〜30 年度）
。
・微小地震クラスター内の震源移動の検出、繰り返し地震のコーダ波解析、波形干渉法解析等を通し
て、地殻流体に関わる地震発生場の時間変化の検出を試行（ H26〜30 年度）
。
・応力テンソルインバージョンにより、応力の時空間変化を推定（ H26〜30 年度）
。
測地観測
・2011 年東北地方太平洋沖地震の余効変動を把握するために設置された臨時 GNSS 観測点およびそれ
以外の臨時観測点を再編成して GNSS 観測を継続（ H26〜30 年度）
。
・東北地方と北海道太平洋岸において、ハイブリッド 重力観測を実施（ H26〜30 年度）
。
・以上の測地観測から、変形場や応力場の時空間発展を詳細に解明（ H26〜30 年度）
。
電磁気観測
・いわき誘発地震域〜中越地震震源域に至る領域で、広帯域ＭＴ法観測を実施するためのサイトサー
ベイを実施（ H26 年度）したのち、MT 法観測を順次実施（ H27〜29 年度）
。
・既存のデータと上記の観測結果により東北地方の広域の３次元比抵抗構造を推定（ H26〜30 年度）
。
レオロジーモデリング
・粘性構造推定のため、岩石変形機構を明らかにする実験的研究を実施（ H26〜30 年度）
。
・内陸の粘弾塑性応答のシミュレーションコード を開発（ H26〜27 年度）
。
・地震学・測地学・電磁気学的知見と物質科学的知見や素過程の実験的研究を融合することにより、岩
質・温度・流体量等の分布を推定し 、地殻・マントルのレオロジーモデルを構築（ H28〜29 年度）
。
・プレート境界面上の滑りの時空間変化を境界条件として与え、上記のレオロジーモデルを用いた、余
効変動の数値シミュレーションを実施し 、実際の歪分布や応力テンソルインバージョンの結果と比較
することにより、モデルを改良（ H29〜30 年度）
。
・北茨城/いわき地方の地震活動の時空間発展が説明可能な震源域スケールでのレオロジー構造を推定
し 、いわき内陸地震の発生過程を説明するモデルを構築（ H30 年度）
。
・東北地方太平洋沖地震発生時及び発生後の活断層や活火山の周辺の歪・応力変化をシミュレーショ
ンによって再現し 、さらに、その外挿として、今後の歪・応力分布を推定することにより、内陸地震
や火山噴火の発生ポテンシャルを検討（ H30 年度）
。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
地震観測
既存の定常観測点および臨時観測点に加えて，科研費新学術領域「地殻ダ イナミクス」の予算で臨
時観測点を平成 27 年度までに秋田県内を中心に 80 点増設することになり，そのための観測点の予備

調査と許認可作業を行った．
既存のデータを用いて，東北地方全域の地殻構造のトモグラフィを実施し，2011 年東北地方太平洋
沖地震以後に活発化した地震活動との比較を行った（図１；Okada et al., 2014 ）．上部地殻については，
これらの誘発地震（ 図１の黒点）は地震波速度低速度域に囲まれた高速度域内で発生しているように
見え，一方，下部地殻については，誘発地震発生域の深部に地震波速度低速度域が確認できる．この
ことは，地殻深部に存在する流体が 2011 年東北地方太平洋沖地震以後，上部地殻内のそれほど 流体の
多くなかった領域に流入したことにより，そこで地震活動が活発化したことを示唆している．
いわきから会津若松にかけての測線について，50 点のリニアアレ イの設置を実施しており，許認可，
設置作業をおこなった．40 点の観測点で設置を終了し，観測を開始した．また５点の観測点で許認可
作業中である．しかし ，山地の５点では許認可作業中に積雪となり，平成 26 年度内の設置が困難と
なった．また，2011 年福島県浜通り地震の震源域での稠密地震観測点の維持を行った．
測地観測

2011 年東北地方太平洋沖地震の余効変動を把握するために設置された臨時 GNSS 観測点およびそ
の他の GNSS 観測点を再編成し，また，新たに科研費新学術領域「地殻ダ イナミクス」の予算を用い
て，臨時観測点を増設した．

2014 年 5-6 月に，ハイブリッド 重力観測を東北地方と北海道で行い，2011 年 5-6 月に行った結果と
比較した（ 図２）． GNSS による上下変動で隆起が見られる牡鹿半島やえりもでは重力が減少し，沈
降が見られる宮古や脊梁で重力が増加しているなど ，今のところ，概ね上下変動と整合する結果が得
られた．球対称地球モデルで，コサイスミックな歪・応力計算を行うプログラムを開発し，重力変化
から 30km 以浅の体積歪をマッピングできる可能性を示した．
電磁気観測
いわき誘発地震域〜中越地震震源域に至る領域で，広帯域ＭＴ観測を実施する測線を３本設定し，そ
のうちの真ん中の測線について平成 27 年度に観測を行うための検討を実施した．また，static shift に
影響されない，位相テンソルとインダクションベクトルを用いた３次元比抵抗インヴァージョンコー
ド を新たに開発し，いわき誘発地震帯でのＭＴ観測データの再解析を行って，このインヴァージョン
コード を適用した．得られた比抵抗構造を Kato et al. (2013) の地震波速度構造および震源分布と比較
した結果，誘発地震活動は，
（ 例外的な場所もあるが ）おしなべて高比抵抗・高地震波速度の場所に発
生していることが明らかになった．ただし ，いわきの M7 地震の震源域の直下には低比抵抗・低地震
波速度のパッチが存在しており，これは水の存在を示唆する．その水の移動による強度低下，ないし
は水が存在することによる強度不均質による応力集中により，M7 の地震が発生したと考えられる．
レオロジーモデリング

2011 年東北地方太平洋沖地震後 1ヶ月から 9ヶ月間（ 2011/4/23-2011/12/10 ）の余効変動データから
東北日本弧のレオロジー不均質性を明らかにするために，Muto et al. (2013) で作成した 2 次元レオロ
ジーモデルを用いて粘弾性緩和過程の評価をおこなった（ 図３）．内陸の様々な不均質を仮定したモ
デルが，データをよく説明しており，余効変動のパターンから島弧地殻の粘性率不均質性を推定でき
る可能性が高いことがわかった．なお，モデルの中には余効すべりが取り込まれていないため，図３

b でモデルからの計算値がデータを系統的に下回っているが，これは最適な粘弾性モデルが構築され
た後に，余効すべりを導入することでデータが説明可能になると考えられる．
高密度の地温勾配データを元に，島弧海溝系の３次元粘性分布を推定（図４ a ）し 、余効変動を計算
した（ 図４ b ）．観測された地温勾配に依存し，奥羽脊梁山脈−背弧にかけて、ホットフィンガー状の
低粘性領域の広がりがみられる．得られた３次元粘性分布を考慮し地震時すべりを与え，粘弾性緩和
過程の計算を行った．地震後９ヶ月間の粘性歪（ 正が伸張）分布から，震源の西部に相当する脊梁直
下で顕著な粘性流動（ 伸張）が卓越することが明らかになった．これが図３（ ２次元）で見た，火山
フロント直下での東向き成分の加速と局所的な沈降を生み出している可能性がある．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Iidaka, T., J. Muto, K. Obara, T. Igarashi, and B. Shibazaki, 2014, Trench-parallel crustal anisotropy along
the trench in the fore-arc region of Japan, Geophys. Res. Lett., 41, doi:10.1002/2013GL058359.
Kato, A., A. Saiga, T. Takeda, T. Iwasaki and T. Matsuzawa, 2014, Non-volcanic seismic swarm and fluid
transportation driven by subduction of the Philippine Sea slab beneath the Kii Peninsula, Japan, Earth
Planets Space, 66:88, doi:10.1186/1880-5981-66-86.
Kita, S., J. Nakajima, A. Hasegawa, T. Okada, K. Katsumata, Y. Asano, and T. Kimura, 2014, Detailed seismic attenuation structure beneath Hokkaido, northeastern Japan: Arc-arc collision process, arc magmatism and seismotectonics, J. Geophys. Res. Solid Earth, 119, 6486-6511, doi:10.1002/2014JB011099.
Li, X.-F., and B. Shibazaki, 2014, 3D modeling of earthquake cycles of the Xianshuihe fault, southwestern
China, J. Asian Earth Sci., 96, 205-212, doi:10.1016/j.jseaes.2014.08.040.
Nakajima, J., Seismic attenuation beneath Kanto, Japan: Evidence for high attenuation in the serpentinized
subducting mantle, 2014, Earth Planets Space, 66:12, doi:10.1186/1880-5981-66-12.
Okada, T., T. Matsuzawa, N. Umino, K. Yoshida, A. Hasegawa, H. Takahashi, T. Yamada, M. Kosuga, T.
Takeda, A. Kato, T. Igarashi, K. Obara, S. Sakai, A. Saiga, T. Iidaka, T. Iwasaki, N. Hirata, N. Tsumura,
Y. Yamanaka, T. Terakawa, H. Nakamichi, T. Okuda, S. Horikawa, H. Katao, T. Miura, A. Kubo, T.
Matsushima, K. Goto, and H. Miyamachi, 2014, Hypocenter migration and crustal seismic velocity
distribution observed for the inland earthquake swarms induced by the 2011 Tohoku-Oki earthquake in
NE Japan: implications for crustal fluid distribution and crustal permeability, Geofluids, 15, 293-309,
doi:10.1111/gfl.12112.
Yoshida, K., A. Hasegawa, T. Okada, and T. Iinuma, 2014, Changes in the stress field after the 2008 M7.2
Iwate-Miyagi Nairiku earthquake in northeastern Japan, J. Geophys. Res. Solid Earth, 119, 9016-9030,
doi:10.1002/2014JB011291.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
地震観測
科研費新学術領域「地殻ダ イナミクス」による臨時地震観測点を秋田県と山形県に設置し，既存の
観測点ともあわせて地震活動の活発な領域の観測網密度をあげる．
いわきから会津若松にかけての測線でリニアアレ イ観測を始め，また 2011 年福島県浜通り地震の震
源域での稠密地震観測点も維持し，活動の推移を詳細に把握する．
測地観測
臨時 GNSS 観測を継続し，ハイブリッド 重力観測を東北地方と北海道で繰り返し行い，2011 年東北
地方太平洋沖地震の余効変動を詳細に把握する．
電磁気観測
いわき誘発地震域〜中越地震震源域に至る領域で，広帯域 MT 観測を開始する．また，既存のデー
タの再解析を進める．
レオロジーモデリング
粘性構造推定のために，岩石変形機構を明らかにする実験とシミュレーションコード 開発を継続する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東北大学：岡田知己・中島淳一・太田雄策・三浦哲・市來雅啓・矢部康男・内田直希・松澤暢・武藤
潤・趙大鵬・豊国源知・山本希・遠田晋次・飯沼卓史・他計約 20 名。
他機関との共同研究の有無：有
東京大学地震研究所：岩崎貴哉・平田直・小原一成・上嶋誠・飯高隆・酒井慎一・
平賀岳彦・蔵下英司・五十嵐俊博・福田淳一・小河勉・大久保修平・今西祐一・
田中愛幸・他計約 20 名。

・地震観測は北海道大学（ 勝俣啓・高橋浩晃）、弘前大学（ 小菅正裕・渡邉和俊）、名古屋大学（ 山
中佳子・加藤愛太郎）、京都大学防災研究所（ 片尾浩、
・飯尾能久）、九州大学（ 松島健・松本聡）、
鹿児島大学（ 宮町宏樹・後藤和彦）, 防災科学技術研究所
（ 武田哲也・浅野陽一）をはじめとした全国連携の共同研究。
・GPS 観測も山形大学（ 大園真子）をはじめとした全国連携の共同研究。
・重力観測は北海道大学（ 大島弘光）との共同研究。
・電磁気観測は秋田大学（ 坂中伸也）
・東京工業大学（ 小川康雄）との共同研究。
・シミュレーションについては、建築研究所（ 芝崎文一郎）との共同研究。
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科
電話：022-225-1950

e-mail：zisin-yoti@aob.gp.tohoku.ac.jp
URL：http://www.aob.gp.tohoku.ac.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：松澤暢
所属：東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター
電話：022-225-1950

FAX ：022-264-3292
e-mail：matuzawa@aob.gp.tohoku.ac.jp

図１．東北地方の地震波速度構造と東北地方太平洋沖地震前後の地震活動との関係（ Okada et al., 2014)．

(a) 深さ 6km における P 波速度偏差．白点と黒点はそれぞれ東北地方太平洋沖地震発生前と後の深さ 6 ± 3 km に
発生した地震の震央分布を示す．(b) 深さ 24km における S 波速度偏差．点は深さ 24 km 以浅の震源分布を示す．
(c) 図１ c に黒線で示した測線での東西断面図．

図２．東北地方・北海道におけるハイブリッド 重力観測の結果．

2011 年 5-6 月と 2014 年 5-6 月に実施した観測から得られた重力の差を示す．赤四角は絶対重力観測（ 10 点；精
度 2 μ gal ），黒丸は相対重力観測（ 50 点）を実施した地点を示す．赤色コンターは東北地方太平洋沖地震のすべ
り量分布（ Iinuma et al., 2012 ）を表す．

図３． 2011 年東北地方太平洋沖地震の余効変動から推定した東北日本弧のレオロジー不均質性．

(a) シミュレーションを行った粘弾性モデル．下から順に，基本的に深さ方向にだけ粘性が変化するモデル，奥羽
脊梁山脈（ OBR ）の直下の下部地殻を低粘性にしたモデル，マントルウェッジの先端を高粘性にしたモデル，そし
て一番上が，境界面の形状と粘性率に不均質性を与えたモデルを表す．(b) 2011 年 4 月 23 日から 12 月 10 日まで
の GNSS 観測による水平変位データ（ 黒点）と各種モデルからの計算値（ 実線）の比較．ここで赤線は，各層内
で粘性率を一定にしたモデル（ 均質モデル；図３ a には示していない）からの計算結果を表す． (c) 上下変位デー
タ（ 黒点）と各種モデルからの計算値（ 実線）の比較．

図４．3 次元不均質粘性構造を考慮した東北沖地震後の粘弾性緩和過程．

(a) 地温勾配をもとに温度構造を推定し ，見積もった粘性係数の深さ 30km における分布．Matsumoto (2007) と
Tanaka et al. (2004) の地温勾配データを使用した．東北日本ではホットフィンガーに対応した低粘性領域が存在
することがわかる．(b) 図４ a の粘弾性モデルから推定した，2011 年東北地方太平洋沖地震発生後 9ヶ月間の深さ

30km における伸張粘性歪．脊梁の下の下部地殻から最上部マントルにおいて大きな伸張粘性歪が生じていること
がわかる．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1204
（ １）実施機関名：
東北大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
地震断層すべり物理モデルの構築
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(4) 地震現象のモデル化
イ. 断層滑りと破壊の物理モデルの構築

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

(4) 地震現象のモデル化
ア. 構造共通モデルの構築

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
地震は、断層にかかっている応力が脆性破壊強度を上回った時に発生する。このような破壊現象で
ある地震の発生を予測するためには、不均質性に起因する応力集中や流体等に起因する破壊強度の低
下の状況を正確に理解しておかなければならない。本課題では、このような観点から、断層面や地殻
微細構造の不均質性および流体の存在が地震の発生や規模、破壊過程の複雑性に及ぼす物理化学的影
響について、野外観察、構造探査、自然地震観測、誘発地震観測、実験、シミュレーション等から明
らかにすることを目的とする。
（７）本課題の５か年計画の概要：
地震観測
東北地方の臨時観測網の再編成を行い（ H26 年度）、観測を継続する。ただし 、観測点の移設・継続
は、
「地殻応答による断層への応力載荷過程の解明と予測」の課題にて実施することにより、経費の節
減と観測データの有効利用を図る。地震活動域の拡大速度が流体の拡散で説明できるかど うかを検証
し 、また、メカニズム解データなどから得られる応力場の時空間変化から、背景となる絶対応力場と
間隙流体圧の時空間変化を推定する（ H26〜30 年度）
。さらに、震源域の構造を詳細に推定するととも
に、地震波干渉法や相似地震等を利用して、流体の移動に関わる構造の変化の検出を試みる（ H26〜

30 年度）
。
電磁気観測

過去に行われた電磁気観測のデータを解析することにより、臨時地震観測網によって詳細な震源分
布が得られている地域での三次元比抵抗構造を推定し 、地震活動域における比抵抗構造の特徴を抽出
する（ H26〜30 年度）
岩石の変形特性に及ぼす高間激水・フュガシティの効果
内圧式岩石―水反応実験装置を用いて、地震発生帯の環境下での断層面の透水性と反応性を明らか
にし 、すべり挙動実験とフィールド 観察を通じて検証を進める。特に、高間隙水圧下での破壊のパター
ンと透水特性との関係を明らかにし 、地震発生帯での透水特性を調べる（ H26〜29 年度）
。また、固体
圧変形試験機を用いて、地殻−上部マントル条件での岩石の流動強度に及ぼす水の効果を明らかにす
る（ H26〜29 年度）
。封圧を変化させることで、水のフュガシティを変化させ塑性流動強度に及ぼす水
の効果を定量化する（ H27〜30 年度）
。

CT 観察による地殻流体の実態の把握
深部地殻・最上部マントルからもたらされた捕獲岩中に間隙流体が存在していた空隙の形態を探る
ために、捕獲岩のＸ線ＣＴ撮影と画像解析を進める。減圧時に生じるクラックを正確かつ効率的に分
離するための画像処理方法の改良を行い、流体の体積分率（空隙率）
・連結度・形状を定量化する（ H26
〜27 年度）。さらに、得られた結果を用いて、地下での弾性波速度と電気比抵抗を計算する（ H27 年
度）
。Ｘ線ＣＴ撮影を行った試料の研磨断面を作成し 、電子線後方散乱回折法（ EBSD ）によって結晶
定向配列を定量的に測定し 、岩石の変形と流体分布との関係を明らかにする（ H28〜29 年度）
。流体の
連結度に敏感な電気比抵抗分布と応力場とを比較し 、実験から得られた岩石の変形と流体分布との関
係がマクロスケールに影響しているかど うかを検証する（ H29〜30 年度）
。
地震発生帯における地殻流体の熱力学情報の精密化と実フィールド での検証
地震発生帯の温度圧力環境における岩石―水反応の熱力学データベースの改良と地熱流体の状態方
程式の精密化、岩石―水反応に大きな影響を及ぼす誘電率に関する岩石実験とその定式化を行い、そ
れらを組込んだ水?岩石相互作用シミュレータを作成する（ H26〜29 年度）
。これを用いて水?岩石相互
作用による間隙水圧の上昇をシミュレートし 、その結果と実フィールド での地質学的観測結果との整
合性についての検討を進める（ H27〜30 年度）
。
地熱流体と内陸地熱誘発地震
地熱地帯の注水井を模した装置を用いて、地下の岩石中の流体の移動と破壊を同時に計測すること
により、地熱地帯における誘発地震発生のモデル化を行う（ H26〜30 年度）
。さらに、実際の地熱地帯
において地震観測データを用いて、注水状況と地震活動の時空間変化について比較検討する（ H26〜

30 年度）
断層面の不均質性と内陸地震の多様性の起源
断層長さの広いスケール領域でエネルギー解放率と各階層のジョグの破壊エネルギーは等しいと期
待されるが 、この様な破壊エネルギーの実測値はほとんどないことから、これらを充実化させるため
の実験を行う（ H26〜29 年度）
。また断層運動は散逸系なので断層帯の不均質性は進化することになる
ため、様々なスケールの観察を通じて、この断層の不均質性の進化の過程と内陸地震の多様性の起源
についてモデルを構築する（ H27〜30 年度）
。
地震断層すべり物理モデルの構築
観測から得られた結果から、断層や地震活動域と流体の存在域との位置関係関係を把握し 、実験結
果に基づき、岩石の非弾性変形に起因する断層への応力集中機構をモデル化する。また、CT スキャン
から得られた流体の流路の情報と水?岩石相互作用シミュレータにより高間隙水圧の生成をモデル化
し 、地熱地帯の誘発地震に関する実験・観測からそのモデルの妥当性を検証する。さらに、断層面の
不均質性や強度について、進化の過程と流体の影響という観点からモデル化し 、地震発生と流体との
関係や地震の多様性の根本原因を解明することを目指す（ H29〜30 年度）
。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
地震観測

2008 年岩手・宮城内陸地震の震源域における間隙水圧と法線応力の比を推定したところ，栗駒山の
東方において，相対的に間隙水圧の高い領域が推定され，この領域と地震時のすべり量が大きかった
場所がほぼ一致することが分かった（ 図１；Yoshida et al., 2014 ）．

2011 年東北地方太平洋沖地震の後に誘発地震が活発化した場所では，地震活動が次第に拡大してお
り，この原因が水の拡散によるものだと仮定すると，１ 0−15 m2 程度の浸透率で現象が説明できるこ
とがわかった（ Okada et al., 2014a ）．
電磁気観測
岩手宮城内陸地震域周辺の 60kmx 60km の範囲で広帯域 MT を 73 点で実施し，３次元比抵抗構造解
析を行った．岩手宮城内陸地震の本震および余震は上部地殻の高比抵抗域に発生していることが明瞭
になった．この余震域の東側の低比抵抗の分布は Iinuma et al. (2009) による余効変動域と良く対応し
ている・またこれらの低比抵抗分布と第三紀のカルデラ分布との対応があることがわかった．
東北地方太平洋沖地震前後で，地震活動や地殻変動に変化の見られる宮城県鳴子地域について，2003
年および 2013 年に鳴子火山を通る測線のほぼ同一点で取得された 12 カ所の magnetotelluric (MT) デー
タを比較して、比抵抗変動があるかど うかについて検討した．具体的には 2003 年と 2013 年の phase

tensor の差あるいは比を検討して，これら応答関数の違いが有為であるかど うか検討した．phase tensor
の誤差は bootstrap 法を用いて impedance の誤差から見積もった．その結果，鳴子火山直下の上部地殻
および，奥羽脊梁地域の翼部にて比抵抗の変動の可能性があると解釈した。
岩石の変形特性に及ぼす高間激水・フュガシティの効果
下部地殻を構成する主要構成鉱物である斜長石多結晶の塑性流動強度に及ぼす水の効果を明らかに
するために，無水の人工アノーサイト多結晶体に最大 0.5 wt%の水を導入させながら流動特性を調べ
た（図２）．下部地殻条件を再現できる固体圧変形試験機を用いて，メルトを含むものと含まないもの

2 試料を使い剪断変形実験を行った．メルトを含む試料では加えた水の量の増加およびひずみ速度の
低下により強度が低下した．またメルトを含まない試料ではひずみ速度の低下により強度が低下した．
微細組織観察から，加えた水の量に応じて脆性破壊から破砕流動，塑性変形と変形挙動が変化するこ
とが明らかになった．特に 0.5wt ％の水を加えた試料では塑性変形が卓越しており，歪の局所化も認
められた。従って天然の断層帯においても水の非平衡な拡散に伴い変形挙動が変化すると推察できる．

CT 観察による地殻流体の実態の把握
一の目潟下の中部・下部地殻物質である角閃石ハンレ イ岩・角閃岩のＸ線ＣＴ撮影を行った．比較
のため他のアメリカ西部・オーストラリア南東部の３つ産地の同種捕獲岩も撮影した．高圧下で超臨
界流体が存在していた粒間の空隙を確認し，その形状を定量化した結果，粒子スケールでの広く連結
したネットワークは存在しておらず，流体量は約 0.3-3 vol.%，流体形状は、長軸短軸比 0.3-0.8 の扁平
回転楕円（ Oblate spheroide ）で良く近似できることがわかった．
この一の目潟産捕獲岩がどのような素性の試料か，鉱物学的温度圧力計で形成条件を決定したとこ
ろ，圧力 4-6 kb（ 400-600 MPa ），温度 860-950 ℃ となり，地温勾配よりはるかに高温で，ほぼ含水ソ
リダス上かその直上であることがわかった．このことは，捕獲岩の起源は冷却しきった下部地殻の壁
岩ではなく，貫入した玄武岩の固結により形成された直後の下部地殻を表していることを示している．
地震発生帯における地殻流体の熱力学情報の精密化と実フィールド での検証
本年度は，共同利用施設である岡山大学地球物質科学研究センターの内熱式ガス圧装置（ HIP ）が故
障のため，塩水誘電率見積のための鉱物の飽和濃度測定実験が出来なかった．そこで，本研究と同時
に進めている炭質物断層温度計の開発を進めた．
電気炉によりアルゴン雰囲気中で急速加熱した泥質岩中の炭質物の反射率を測定し，これと加熱温
度−時間経路との関係を調べた．その結果，炭質物の被熱による石炭化の反応速度則である Sweeney

and Burnham (1990) の活性化エネルギー分布モデルのエネルギー分布を高エネルギー側にシフトする
ことにより，500 ℃以上で数百秒間の被熱履歴に対応可能な新たな速度則を求めることが出来た．今
後は更に短時間の被熱履歴の解析が可能な速度則を求めるため，電気炉より高速加熱が可能な装置を
開発中である．

地熱流体と内陸地熱誘発地震
本研究では，地熱開発にともなう誘発地震の発生メカニズムの解析と，超臨界状態での岩石の破壊
挙動ならびに岩石と流体との相互作用に関する実験的検討を行う．本年度は水の存在下で圧力を急激
に下げた場合の岩石内の状況を X 線 CT で詳しく観察した（ 図３）．その結果，減圧に伴う沸騰と断
熱膨張による温度低下により，岩石にき裂が生じることが明らかになった．このことは，岩石は，流
体の相変化（ 沸騰）に起因する熱応力でも破壊することを示している．
断層面の不均質性と内陸地震の多様性の起源
横ずれの地表地震断層を丹念に調査したところ，断層の長さが短いところでは断層の長さとすべり
量は比例するが，100km を越えるあたりから，すべり量は頭打ちないし微増となることがわかった．
また，断層の階層性に留意しながら，応力降下量（ Δσ；MPa ）と断層の長さ（ L；km ）との関係
を調べたところ，Δσ = 79.0 L−0.519 で近似できることが明らかになった．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
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detachment shear zone of an oceanic core complex inferred by plagioclase flow law: Godzilla Megamullion, Parece Vela back-arc basin, Philippine Sea, Earth Planet. Sci. Lett., 408, 16-23, doi:10.1016/j.epsl.2014.10.005.
Hirata, M., J. Muto, and H. Nagahama, 2014, Experimental analysis on Rowe s stress-dilatancy relation and
frictional instability of fault gouges, Episodes, 37, 304-308.
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Planets Space, in press.
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（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
地震観測
東北地方太平洋沖地震後に地震活動が活発化した領域において新学術領域科研費「地殻ダ イナミク
ス」で購入した地震計を展開し，震源・応力・地震波速度の時空間分布をさらに詳細に調べる．
電磁気観測
過去に行われた観測のコンパイルと三次元解析をさらに進める．
岩石の変形特性に及ぼす高間激水・フュガシティの効果
引き続き固体圧試験機を用いて，下部地殻構成鉱物である斜長石多結晶体の流動特性に及ぼす水の
効果を検討する．変形ジオメトリーの単純な軸圧縮実験において，水の拡散特性と軟化の関係を明ら
かにする．特に均質に拡散させた場合と亀裂などに沿って不均質に拡散させた場合の，拡散時間と含
水量，軟化（および歪の局所化）度合いを比較する．

CT 観察による地殻流体の実態の把握
水?岩石相互作用シミュレータを稼働させ，さらに改良をはかる．また，上部地殻の花崗岩の CT 解
析を行う．
地震発生帯における地殻流体の熱力学情報の精密化と実フィールド での検証
電気炉よりも高速加熱が可能な装置の開発を行い，またとそれに基づき炭質物断層温度計の開発を
さらに進める．また，岡山大学の内熱式ガス圧装置（ HIP ）の修理が完了次第，鉱物の飽和濃度測定実
験を再開し，塩水誘電率を正確に見積もる．
地熱流体と内陸地熱誘発地震
流体が関与する岩石の破壊挙動の実験的解析を進めると共に，天然での流体が関与する破壊現象

(Hydrothermally Derived Fracturing) の地質調査を進め，実験環境との対比を検討する．特に流体の減
圧沸騰減少に伴う，岩石の熱応力割れに関する実験と，その応力シミュレーションを進める．
断層面の不均質性と内陸地震の多様性の起源
断層の長さの広いスケールにおけるスケーリング則について検討を進めるとともに，断層の各階層
のジョグの破壊エネルギーを推定するための実験の試行を続ける．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
岡田知己・中島淳一・松澤暢・市來雅啓・矢部康男・山本希・土屋範芳・武藤潤・
大槻憲四郎・中村美千彦・奥村聡・佐々木理・他計 15 名程度。
他機関との共同研究の有無：有
地震観測は北海道大学（ 勝俣啓・高橋浩晃）、弘前大学（ 小菅正裕・渡邉和俊）、名古屋大学（ 山中
佳子）、京都大学防災研究所（ 片尾浩・飯尾能久）、九州大学（ 松島健・松本聡）、鹿児島大学（宮町
宏樹・後藤和彦）をはじめとした全国連携の共同研究。
電磁気観測は秋田大学（ 坂中伸也）
・東京工業大学（ 小川康雄）との共同研究。
流体の分布・挙動については広島大学（ 星野健一）との共同研究。
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科

電話：022-225-1950

e-mail：zisin-yoti@aob.gp.tohoku.ac.jp
URL：http://www.aob.gp.tohoku.ac.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：松澤暢
所属：東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター
電話：022-225-1950

FAX ：022-264-3292
e-mail：matuzawa@aob.gp.tohoku.ac.jp

図１．λ n（ 間隙流体圧と法線応力の比）の分布 (Yoshida et al., 2014)．

(a) は領域全体での平均的な応力場を，(b ）は領域を分割して応力場の不均質性を考慮した場合の結果を示す．背
景は Okada et al. (2010) の S 波速度偏差を示す．黒点線は Iinuma et al. (2009 ）による本震のすべり量分布を示す．

図２．メルトの有無による剪断変形特性の変化．
封圧 1GPa，温度 900 ℃のもとで，メルトが有る場合と無い場合で，剪断歪速度と水の量を変えた場合の剪断応力歪関係を調べた．赤線が メルトあり，青線が メルトなしの場合．

図３．花崗岩中の減圧沸騰による亀裂の発生．
水を含んだ高温の岩石を約 30MPa から 1 秒以内に常圧まで減圧すると，中の水は沸騰し，蒸発潜熱を岩石から奪
い，岩石表面は冷却されて亀裂が進展する．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1205
（ １）実施機関名：
東北大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
岩石組織に基づく火道浅部プロセスの推定手法の開発
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山

（ ４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測
3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
１．浅部火道条件における珪長質メルトの結晶化カイネティクスを明らかにし 、新燃岳 2011 年噴火を
例に、マグマの浅部滞留時間と噴火様式の分岐点の関係を明らかにする。
２．軽石・火山灰中の火山ガラスの結晶度の分析時間を短縮する技術開発を行い、活動中の火山の火
道浅部におけるマグマの状態を物質科学的に推測する（ 岩石学的モニタリング ）手法を考案する。
３．浅部火道条件における、安山岩質メルトフォームの表面張力による組織緩和と圧密のメカニズム
を実験的に明らかにし 、ガス過剰圧の蓄積過程を明らかにする。
（７）本課題の５か年計画の概要：
平成 26 年度においては、項目 1 について、2011 年新燃岳噴火噴出物の記載的研究を実施する。噴
火様式（サブプリニー式軽石、ブルカノ式軽石・本質石質岩片）ごと、石基結晶の鉱物種ごとに、結
晶サイズ分布（ CSD ）を調べる。噴火様式の違いに着目したナノライトの CSD データはこれまでに報
告例がない。
平成 27 年度においては、項目 1 について、噴火事例についての岩石記載的研究についての成果をま
とめるとともに、過冷却メルトの結晶化実験を実施する。また項目 3 について、メルトフォームの組織
緩和実験を行う。火道浅部を再現した低圧高温実験を行うことにより、CSD と結晶化時間などの関係
を、定量的に把握することができる。再現実験については予備実験を行っており技術的な問題はない。
平成 28 年度においては、平成 27 年度の計画を継続し 、それぞれの実験について、温度・結晶化時
間・水蒸気圧・メルト組成などの条件を変えた対照実験を追加する。これにより、幅広い噴火事例に
応用が可能とする。メルトフォームの組織緩和実験については、組織緩和の程度と、ガス浸透率の関

係を調べるとともに、緩和速度とブルカノ式噴火の発生頻度との関係について検討を行い、実際の爆
発的噴火における火道浅部条件を推定できるようにする。
平成 29 年度においては、項目 2 の研究として、噴火活動時に、噴出物に含まれる結晶量を短時間で
簡便に測定するため、マイクロライト・ナノライトを含む試料の可視分光あるいはＸ線回折分析を行
う。平成 28 年度までに得られた実験をもとに、項目 1 、3 について、実験的研究によって得られた成
果をまとめる。
平成 30 年度においては、最終年度は、5 年間を総括し 、本課題から提案する、火道浅部での噴火様
式の分岐条件を「２（４）事象系統樹の高度化による火山噴火予測」にフィード バックするとともに、
今後の課題を総括し 、文書にまとめる。
（８）平成 26 年度の成果の概要：

2011 年の霧島火山新燃岳噴火の噴出物の岩石記載的研究を実施した．石基結晶のサイズ分布（ Crystal
Size Distribution: CSD ）を調べたところ，サブミクロンサイズのナノライト領域において，三つの異
なる爆発性を持つ噴出物（サブプリニー式軽石，ブルカノ式軽石・本質石質岩片）ごとに，それぞれ
異なるナノライトの鉱物組み合わせが発見された（ 図１）．一方，それよりも大きいマイクロライト
領域では，これらの噴火様式の間で，表面現象（ 爆発性）が全く異なるにもかかわらず，互いに区別
ができなかった．Castro and Gardner (2008) は，サブプリニー式と溶岩噴火では，マグマ溜まりから火
道浅部までは，マグマはほぼ共通した上昇減圧過程を経過しており，それに続く爆発性は，火道浅部
での圧力の解放過程の相違で決定されるというモデルを示したが，この結果はそれを支持するもので
ある．本研究は同モデルをさらに発展させ，火道浅部〜地表付近での噴火様式の分岐に対応した，結
晶作用の相違を初めて発見したものである（ 図２）．よって，今後ナノライトの結晶化条件を，岩石・
鉱物学的に明らかにすることにより，火道浅部での各噴火様式の発生条件の違いが定量的に明らかに
できる可能性がある．
引用文献：Castro, J.M., and Gardner, J.E., 2008, Did magma ascent rate control the explosive-effusive

transition at the Inyo volcanic chain, California?: Geology, v. 36, p. 279?282, doi: 10.1130/G24453A.1
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Mujin, M., and Nakamura, M., A nanolite record of eruption style transition, Geology, 42, 611-614, doi:
10.1130/G35553.1
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：

H26 年度に，火道浅部での噴火様式の相違に対応して，サブミクロンサイズの石基結晶（ナノライ
ト ）の結晶化条件が異なることを見出した．このような微細な結晶は鉱物学的な性格付けが難しく，ま
だ詳しい固溶体組成や結晶系が決定されていない．そこで，H27 年度はまず，高空間分解能での化学
組成の（ 半）定量分析手法を確立するとともに，透過型電子顕微鏡を用いた，結晶学的な鉱物の相同
定を行う．それにより，ナノライト鉱物の種類を，正確に決定することができるようになる．これは，
ナノライトの結晶作用の物理化学条件を調べる上で必須の情報である．さらに，噴出物中に見られる
このようなナノライトの違いを，時間がかかる結晶サイズ分布（ CSD ）測定を行わずとも，より簡便
に検出する方法がないかを検討する．それにより，火山噴火の物質科学的な準リアルタイム予測に一
歩近づくことができると考えられる．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東北大学大学院理学研究科地学専攻

中村美千彦、奥村聡

他機関との共同研究の有無：有
山形大学理学部地球環境学科

吉村俊平

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科地学専攻
電話：022-795-6673

e-mail：zisin-yoti@aob.gp.tohoku.ac.jp
URL：http://www.es.tohoku.ac.jp/JP/index.html
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：中村美千彦
所属：東北大学大学院理学研究科地学専攻
電話：022-795-7762

FAX ：022-795-6675
e-mail：nakamm@m.tohoku.ac.jp

図 1 新燃岳 2011 年噴火噴出物の石基結晶サイズ分布
結晶サイズ分布の傾きに折れ曲がりがある場合，それより小さいナノライト（Ｎ）とマイクロライト（Ｍ）に分
けられる．マイクロライトのサイズ領域では，輝石・斜長石とも噴火様式による違いは見られない．一方，ブル
カノ式噴火噴出物では斜長石のナノライトが見られるのに対し ，サブプ リニー式噴火の軽石では斜長石のナノラ
イトが見られず，火道浅部での減圧結晶作用の相違が表れている．

図 2 噴火様式の違いとマイクロライト・ナノライトの結晶化段階の対応関係の模式図

平成 26 年度年次報告
課題番号：1206
（ １）実施機関名：
東北大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
地震活動の時空間パターンと断層および地震サイクルとの関係
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ウ. 地震活動評価に基づく地震発生予測・検証実験

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震
ウ. 内陸地震と火山噴火

(4) 地震現象のモデル化
イ. 断層滑りと破壊の物理モデルの構築

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(1) 地震発生長期評価手法の高度化
(3) 先行現象に基づく地震活動予測

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
本研究課題では、気象庁一元化震源カタログなどの既存震源データの時空間解析を最新の統計学的
手法によって解析・評価し 、最近の大地震や既知の断層活動履歴データと結びつけることによって、断
層の地震サイクル中の地震活動の時空間変化に共通する特徴を検出する。これによって、プレート境
界および活断層周辺の現地震活動が地震サイクル中のど の時間的位置付けにあるのかを明らかにし 、
歴史地震・古地震・地質調査以外の手法によって大地震の長期的切迫度をはかる評価法を開発する。特
に、時空間解析にあたっては、震源再決定や波形相互相関テンプレート法などの最新の知見・技術を
導入し 、一元化震源データ以上の高精度・均質データの整備を平行しておこなう。主断層面（ on-fault ）
とオフフォルトの震源区分とその特性にまで言及できるような検討を目指す。 さらに、断層周辺での
余震活動や火山活動とそれにともなう群発地震活動、地震の誘発作用、地震活動の静穏化などの時空
間統計解析を通じて、断層周辺の地殻応力状態を推定し 、地震発生確率の中短期変動を求める。
（７）本課題の５か年計画の概要：

５か年の研究目標に到達するために、以下の４つの小課題にわけて研究を実施する。各内容の実施期
間は複数年にわたるため【 】内に明示した。
１．地震活動と活断層データの対比：歴史地震との対応や活動履歴データの信用度が高い活断層を中
心に、最新活動からの経過年（ 経過率）を求め、活断層沿いの最近の地震活動の時空間的特徴を抽出
する。そのために、地理情報システム（ GIS ）に地形・地質、活断層情報、地殻変動データ、震源デー
タを統合し 、活断層の 3 次元位置・形態と震源分布を詳細に可視化する。小課題 2 で実施する震源再
決定データ等も活用し 、全体の地震活動の活発度やサイズ分布（ b 値）等だけではなく、断層沿いの集
中度といった空間クラスターの特性抽出とその定量化を行う。
【平成 26 年度〜平成 30 年度】また、最
近約 100 年間に発生した地殻内地震に関しては、地表地震断層・推定震源断層と余震の空間的関連性
ならびにその時間的減衰過程を明らかにし 、広義の余震継続時間を含めた地震サイクル初期の特徴を
とりまとめる。
【平成 28 年度〜平成 30 年度】
２．地震カタログの整備：過去約 5 年間に検知された気象庁一元化処理震源と走時データを基準にし
て、気象庁イベントの地震波形から相対走時差データを作成し 、震源の再決定を実施する。これによ
り、列島スケールにわたる高精度な震源分布を推定する。
【平成 26 年度〜平成 30 年度】また、気象庁
一元化処理震源をテンプレート地震とし 、その波形と連続波形データとの相互相関解析を施すことで、
新たに地震カタログを構築し 、本震前後の地震活動度の変化を明らかにする。
【平成 26 年度〜平成 30
年度】
３．余震活動詳細解析：高密度な機動観測で取得された連続波形データに対して、近年開発された自
動地震検出処理と震源決定処理を施し 、できるだけ多数の余震の震源情報を抽出する。その後、震源
決定精度の高いイベントの高精度な相対走時差データを作成することにより、相対震源決定をおこな
う。これにより、相対精度数百 m 以内の精緻化された余震活動の震源カタログを作成する。同時に、

P 波初動極性の自動読み取り結果を用いて、微小地震の発震機構解を取得する。さらに、P 波から S 波
のコーダ波を含む波形に対して波形相互相関処理を行うことで、相似地震の検出も実施する。これら
の推定された詳細な震源分布と発震機構解・相似地震を比較検討することで、震源断層の微細構造や
摩擦特性を明らかにする。
【平成 26 年度〜平成 30 年度】
４．静穏化検出と地殻変動：研究課題「電磁気的地震先行現象の観測と統計評価による他種の先行現
象との比較」によって作成される地震活動静穏化マップを活用し 、静穏化範囲と断層の位置とを比較
する。また、GPS 等による地殻変動との関連性を調べ、断層深部滑りなどによる微小な応力変化との
関連性を探る。地震活動静穏化と地殻変動との同期現象を全国一律に検証する。そのなかで、同期現
象が大地震に結びついた事例の割合から、異常現象が地震前兆である確率利得を算出し 、地震確率予
報の高度化につなげる。
【平成 28 年度〜平成 30 年度】異なる震源メカニズムを持つ地震および誘発地
震に関係した経験分布を統計学的に再構築し 、常時地震活動、地震クラスタリングコンポーネントと
全体地震の中で静穏化の有無を検出する。これらの研究から、地震サイクル後半での静穏化メカニズ
ムの解明と破壊直前の標準モデルの構築を目指す。
【平成 26 年度〜平成 30 年度】
（８）平成 26 年度の成果の概要：
１．地震活動と活断層データの対比，地震活動による地震サイクルの解明

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震は，その震源域における活発な余震活動に加え
て，日本内陸においても顕著な地震活動変化を引き起こした．主要活断層帯周辺の中には顕著な活発
化を示したものも見られ，神城断層（の北部）では被害を伴う大地震が発生した．地震後経過率と東
北沖地震前後の地震変化率の関係について検討すると，地震後経過率が 0（ 例えば丹那断層）または

1 に近い（例えば牛伏寺断層），すなわち最近に活動したかあるいはほぼ満期に近い活断層帯ほど ，東
北沖地震後に顕著な地震活動変化を示す傾向が見られている（ 石辺・他，地震予知連絡会会報，2012，
図１）．今年度はその他の活断層についても予察的に検討を進めた．
東北地方の日本海溝沿い長さ 1000 km にわたる領域で，1998 年から現在までに観測された地震デー
タをもとに，b 値の時空間分布を推定した．その結果，b 値の分布はプレート運動に伴う大局的なテク

トニクスを反映し差応力の強弱を示唆するものの，それによって個々の巨大地震の発生領域を特定す
ることが困難であることがわかった．特に東北沖地震後の b 値の回復過程とその空間分布から，2011
年東北沖地震後にみられる応力回復が従来考えられているよりも急速に進行していることを指摘した
（ 図２，Tormann et al., 2015)．既に同地震前の状態に近くなっている可能性がある．
２．地震カタログの整備と余震活動詳細解析

Hi-net や F-net によってメカニズム解整備が開始される以前の 1985 年〜1998 年の地震について，
JUNEC によって取得された P 波初動解を用いて 14,544 個の地震のメカニズム解を求めカタログの整
備を行った（ Ishibe et al., 2014 ）．このカタログは M2 以上の地震の解を網羅する．今後の地震活動解
析や応力推定にきわめて有用である．
地震カタログの整備のための「品質」評価の一環として，完全検知マグニチュード (Mc) の下限のみ
きわめが重要となる．Iwata (2014) は，地震検知能力の長期的変化と季節変化とを分離して推定する統
計的手法を呈示し，それを東北地方周辺域に適用した．東北地方周辺の 3 領域について，気象庁カタ
ログを解析した例では，2000〜2001 年にかけて，急激な地震検知能力の向上が見られた．これは，こ
の時期に Hi-net が展開されたことに対応している．また，日本海（ Japan Sea ）や三陸沖（ Off Sanriku ）
においては，顕著な季節変動も抽出出来た．冬季における強い季節風により引き起こされる海洋波浪が
沿岸部の地震計に顕著なノイズを引き起こすことで，冬季に地震検知能力が悪くなっている（ 図３）．
活発な余震活動や群発地震活動中には，大量の地震が同時に同地域で発生するため，複数の地震の
波形が同時刻に重なって観測点に到達する．そのため，地震活動を正確に把握するためには，テンプ
レート地震の波形を用いて連続波形記録から類似のイベントを検出する手法（ Matched

filter technique ）が有効である．この手法を用いて，既存の地震カタログの整備・拡充を行った．以下
に本年度の成果事例を示す．
１）2007 年能登半島地震（ Mw6.7 ）の発生直後の連続波形データを用いて余震の時空間発展を明らか
にした（ Kato and Obara, 2014 ）．気象庁一元化処理震源リスト（以下，気象庁カタログ ）に掲載されて
いる余震 7103 個を用いて，本震発生後 32 日間の連続波形記録からイベント検出を遂行した．本震発
生後の数百秒後から，本震断層の走向方向に余震域の拡大が始まっていたことが明らかとなった（ 図
４）．余震域のフロントの広がり方には，加速フェーズと減速フェーズが交互に見られ，滑らかでは
なく階段状の進展を示し，震源域における断層構造に支配されていると考えられる．
２）房総半島沖のスロースリップに伴う群発地震活動に注目し ，2011 年東北沖地震の発生直後にス
ロースリップが起きていた可能性を指摘した（ Kato et al., 2014 ）．
３）2014 年 11 月 22 日長野県北部地震（ Mw6.3 ）に先行して，本震の震源近傍では前震活動が見られ
た．気象庁カタログ内の前震と余震の震源を DD 法により再決定し，それらをテンプレート地震とし
て用いてイベント検出を遂行した．震源域全体にわたって南東傾斜の面状分布を示すとともに，震源
域の中部から北部にかけて横ずれ運動を示唆する鉛直な面状分布も見られた．
４）2014 年 4 月 1 日にチリ北部で発生した（ Mw8.2 ）の地震について，本震発生前の約 3ヶ月間に活
動域の移動・拡大現象と本震発生前のゆっくり滑りの可能性を指摘した（ Kato and Nakagawa, 2014 ）．
５）2009 年イタリア・ラクイラ地震（ Mw6.3 ）の本震発生前の約 3ヶ月間の地震を再検出することで，
前震域内での地震活動の移動が約 50 日前に発生したこと，本震の破壊開始点近傍の数 km 以内の領域
だけ低 b 値を示すことを明らかにした（ Sugan et al., 2014 ）．
また，Matched filter technique は東北沖地震直後の誘発地震評価にも有用である．今回，東北沖地震
の 13 時間後に発生した長野県北部地震直前に多数の小地震が誘発されたことがわかった．これらは東
北沖地震の表面波通過後に発生しており，比較的高温の地殻流体に表面波が作用したことによる遅れ
破壊の可能性が指摘される（ Shimojo et al., 2014 ）．
３．静穏化検出と地殻変動
巨大地震前の地震活動変化を調べるために，ISC カタログを用いて 1964 年から 2004 年までに発生
した実体波マグニチュード 5.0 以上，深さ 100km 以浅の地震を ISC の地震リストから選び解析した．
その結果，本震発生の 13 年前から地震活動が低下していたことが明らかとなった（ Katsumata, 2015，

図５ ）．その領域は，本震時に最大の滑りが生じた震源域南東部に位置している．このような静穏化
は，本震震源域の深部延長の長期的スロースリップによる応力擾乱で説明可能である．
一方，コサイスミックなクーロン応力（ CFF ）低下にともなう地震活動の静穏化について理解する
ことは，地震サイクルに関連する静穏化を理解するうえで重要である．鈴木ほか（ 日本地震学会 2014
年秋季大会）は，2008 年 M7.2 岩手・宮城内陸地震の余震活動が，2011 年 M9.0 東北沖地震によって
静穏化したことを ETAS モデルを用いて明らかにした．東北沖地震直後 (正確には 3 日後) に最も有意
な静穏化が認められた．東北沖地震後の静穏化が同地震の CFF 低下によって生じたことを確かめるた
めに，東北沖地震以前の岩手・宮城余震の 3000 以上のメカニズム解を既存断層の代表と仮定してΔ

CFF を計算した．最も多い場合で 80%，少ない場合でも 50%のメカニズム解節面で負のΔ CFF 解が
求まった．東北沖地震によって既存断層群の大多数で CFF が低下したことにより，地震活動が抑制さ
れたことがわかった．
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（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
地震活動と活断層データの対比においては，活断層沿いの最近の地震活動の時空間的特徴を抽出す
るために，地理情報システム（ GIS ）への地形・地質，活断層情報，地殻変動データ，震源データを統
合作業を進める．小課題 2 で実施する震源再決定データ等も活用し空間クラスターの特性抽出とその
定量化を行う．
地震カタログの整備については，気象庁一元化処理震源と走時データを基準にして，気象庁イベン
トの地震波形から相対走時差データを作成し，震源の再決定作業を進める．また，気象庁一元化処理
震源によるテンプレート地震波形と連続波形データとの相互相関解析を施し，新たな地震カタログを
構築する．
余震活動詳細解析を引き続き進める．特に，2014 年長野県北部地震など 最近の大地震後の機動観測
で取得された連続波形データに対して，自動地震検出処理と震源決定処理を施し，できるだけ多数の
余震の震源情報を抽出する．その後に相対震源決定をおこない，相対精度数百 m 以内の精緻化された
余震活動の震源カタログを作成する．同時に，微小地震と相似地震の検出も実施する．また，地震の
トリガリングの観点から，速度・状態依存摩擦構成則を用いた余震活動のモデリングを実施する．そ
の際，誘発された地震のメカニズム解の分布と影響を与えた震源地のメカニズム解との関係について
も検討する．さらに，動的地震誘発作用についても GCMT カタログと遠地波形等を用いグローバルか
つ系統的な検討を行う．これにより，地震応答とその断層の地震サイクルに関する考察を進める．
地震活動の静穏化については，千島海溝沿いの巨大地震前の静穏化，それから，2011 年東北沖地震
前の地震活動変化について統計解析を進め，地震サイクル後半での静穏化メカニズムの解明と破壊直
前の標準モデルの構築を目指す．
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図１，活断層から５ km 以内の地震活動度変化（ M-T ダ イヤグラムと累積頻度曲線）．
破線は東北地方太平洋沖地震の発生時．

図２，東北地方の大平洋プレート沿いの地震活動の b 値分布（ Tormann et al., 2015 ）．

b 値の計算には 2003 年 12 月から 2011 年東北沖地震発生時までのデータを用いた．星印は 2011 年東北沖地震の
震源，白い等高線は地震時のずれの分布（ Yagi & Fukahata, 2011 ）を示す．左上の挿入図は，地図上のエリア A，
B，C，D における地震のマグニチュード ・頻度の分布を示している．回帰直線の傾きは b 値を示す．右下の挿入
図は北緯 40 度における断面図を示す．

図３，地震カタログの品質評価例（ Iwata, 2014 ）．
地震が 50%の確率で検知出来ている M の時間変化（ 図中の青線）を推定．推定時にあたっては，ベイズ統計の応
用により，長期的な変化（緑線）と季節変化（赤線）を分離して推定した（緑線と赤線の和が青線になる）．但し，

ABIC（ 赤池ベイズ情報量基準）により「季節変化がない」と判断されたケースについては青線のみ表示した．

図４，2007 年能登半島地震におけるステップ的な余震域の拡大（ Kato and Obara, 2014 ）.

図５，2004 年スマトラ地震に先行した地震活動の静穏化（ Katsumata, 2015 ）．

(a) 黒円は地震活動の低下領域を示し ，赤丸と青丸はその領域に含まれる震央を示す．星印は本震の破壊開始点，
コンターは本震時の滑り量で 5, 10, 15, 20m である．(b) (a) 内の赤丸と青丸の積算度数．陰影部が静穏化期間を示
す．(c) (a) で示した地震の時空間分布．陰影部は静穏化期間を示す．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1207
（ １）実施機関名：
東北大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
地震に先行する大気中ラドン濃度変動に関する観測
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(3) 先行現象に基づく地震活動予測

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震
イ. 海洋プレート内部の地震
ウ. 内陸地震と火山噴火

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展
イ. 地殻ひずみ・応力の変動
ウ. 地震活動評価に基づく地震発生予測・検証実験

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
大学及び研究機関の放射線管理施設のモニタリングネットワークによって，広域な大気中ラドン濃
度変動をモニタリングすることができる．そこで，本研究では放射線管理施設が有する排気モニター
を用いて，全国で大気中ラドン濃度の測定を行い，巨大地震前の地殻変動を大気中ラドン濃度変動か
らモニタリングすることを目的とする．広域での地殻変動モニタリングを行うために，全国規模の放
射線管理施設のモニタリングネットワークの構築や観測データの解析に基づいた研究を行う．収集し
たデータの解析により大地震に先行するラドンガス放出と地殻変動の関連を明らかにし，地震・火山
噴火の発生ポテンシャルの評価に資することを本研究の目的とする．
（７）本課題の５か年計画の概要：
現在１９施設の全国医薬系放射線管理施設が参画しており，これらの機関との共同研究においてデー
タ解析を進める．また更に地殻変動モニタリングに使用出来る放射線施設に協力を求めることで，全国
をくまなくカバーすることの出来る全国放射線管理施設ネットワークの拡大を目指す．得られたデー
タを用いて，大気中ラドン濃度のデータを広範囲・長期間に収集・分析し，地震・火山噴火・ゆっく

りすべり・地殻ひずみなどの活動と比較する．平成２６年度は，これまでに得られている放射管理施
設の大気中ラドン濃度変動データの解析を進める. また新たに全国の放射線管理施設で長期間の大気中
ラドン濃度計測データを持つ協力機関を探し ，ネットワーク拡大を行う．平成２７年度以降は，引き
続きデータ解析および協力施設からの収集を進めるとともに，地殻変動との比較を行い，大地震に先
行するラドンガス放出と地殻変動の関連を明らかにしていく．
（８）平成 26 年度の成果の概要：

1) 全国規模での放射線管理施設のモニタリングネットワークの構築や測定データの解析
平成２５年度までに１９施設の全国医薬系放射線管理施設が参画しており，これらの機関との共同
研究においてデータ解析を進めた．また更に地殻変動モニタリングに使用出来る放射線施設に協力を
求めることで，全国をくまなくカバーすることの出来る全国放射線管理施設ネットワークの拡大を目
指し，得られたデータを用いて，大気中ラドン濃度のデータを広範囲・長期間に収集・分析し，地震・
火山噴火・ゆっくりすべり・地殻ひずみなどの活動と比較した．平成２６年度は，これまでに得られて
いる放射管理施設の大気中ラドン濃度変動データの解析を進めた. 札幌医科大学，福島県立医科大学，
獨協医科大学，東北薬科大学，慶応大学医学部，東京大学医学部，自然科学研究機構，和歌山県立医
科大学，神戸薬科大学などの 18 事業所の計測データを解析中で，さらに 5 事業所から計測データを入
手中である．学会や論文等で，解析データの公表が可能になった際に、協力事業所名を公表する．ま
た新たに全国の放射線管理施設で長期間の大気中ラドン濃度計測データを持つ協力機関を探し，ネッ
トワーク拡大を行っている．
今年度は富士電機社製排気モニターの測定データの解析検討をおこなった．低レベルのラドン濃度
が測定できる測定器を用意して，富士電機社製の排気モニターについて，低レベルのラドン濃度変動
を確実に測定できていることを確認した（ 田中ほか，2014 ）．今後アロカ社製排気モニターについて
も，低レベルのラドン濃度変動を確実に測定できていることを確認する．低レベルのラドン濃度が測
定できる測定器の使用にあたり，乾燥剤が使用されているため，その乾燥剤のラドン吸着率がご く小
さいことを確認した（ Tajika et al., 2014 ）．

2) 大気中ラドン変動の気象的要因
大気中ラドン濃度および気象要素（ 気温・風速・放射収支量・雨量）の解析から，毎年 1 月から 12
月の各月の平均ラドン濃度日変動は，日中に低く夜間に高くなる傾向を示した．日中において風速は
強く放射収支量は正の値となり，また夜間においては日中とは反対に，風速は弱く放射収支量は負の
値となった．このことは，大気安定性が大気混合層・安定成層の形成・消失に伴い変動していること
を示している．したがって，ラドン濃度の日変動は，大気構造の変化に伴う大気安定性の変動に起因
していると考えられる．
アジアモンスーンの影響を強く受けて大気中ラドン濃度は変動しており，大気中ラドン濃度の年変
動は露点（ 気団変動と関係）と逆相関になるとの指摘がある．そこで，大気中ラドン濃度変動の正弦
回帰（ 図１；Hayashi et al., 2015 ）と年露点変動データの正弦回帰を比較すると，大気中ラドン濃度の
年変動は露点と逆相関になることを明らかにした (図 2)．解析データに使用したラドン濃度測定箇所
として，愛知県岡崎，札幌，福島，東京，和歌山を選んだ．その結果，大気中ラドン濃度の年変動は
アジアモンスーンの影響を強く受けていることが見出された。日本の太平洋側を中心とした 72 ％の都
道府県において，大気中ラドンはアジアモンスーンの強い影響を受けていることが明らかとなり，ア
ジアモンスーンの影響を受けて濃度変動する地域が特定された．この解析結果から短期間測定データ
に対しても，年変動解析を進めることが可能となり，年変動からの偏差異常値を検出することが可能
となった（ 現在投稿中）．この偏差異常値が地殻歪変動と関係することを以下に示す解析結果（ 3 地殻
変動と大気中ラドン濃度変動）で明らかにする．

3) 地殻変動と大気中ラドン濃度変動
3.1

札幌医科大学で観測された大気中ラドン濃度と周辺の地殻変動

3.1.1 札幌医科大学で観測された大気中ラドン濃度

2000 年から 2012 年までに札幌医科大学で観測された大気中ラドン濃度変動を図 3 に示す．大気中
ラドン濃度の平常時の変動は，およそ-1 Bq/m3 から 1 Bq/m3 の間にある．ラドン濃度の値は，残差を
取るという処理によるものでマイナスであることに特に物理的意味はない．

2003 年 9 月 26 日に十勝沖を震源とする Mw8.0 の地震発生後（ 図 3 下の赤線），およそ 1 か月後か
ら大気中ラドン濃度は変動を示し，およそ平常値の 4 から 5 倍ほどの高い濃度に上昇した．この大気
中ラドン濃度の上昇は 3 か月ほど 続いた後，およそ 2 か月間で平常値に戻った．また，2010 年 11 月
ごろから大気中ラドン濃度は異常に変動した．この変動の時期は福島県立医科大学 RI 施設の大気中ラ
ドン濃度観測で認められる東北地方太平洋沖地震（ 2011 年 3 月 11 日発生）前の異常変動の時期と一
致している（「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」平成 25 年度年次報告）．

3.1.2 札幌医科大学周辺での地殻変動
札幌医科大学周辺の電子基準点より構成した三角形の面積歪のグラフを図 4, 5, 6, 7 に示す．GPS デー
タとして、東北大学地震火山噴火予知センターの三浦教授・太田准教授から提供して頂いたデータを
使用し 、東北大学理学部の岩田が解析した。これらは，十勝沖地震（ 2003 年 9 月 26 日）による地震
時の変動を取り除き，面積歪を計算したものを示す．点が面積歪を表し，線が面積歪の変動のトレン
ド 推定を表す．なお，同期間の大気中ラドン濃度変動と地殻変動の比較をするため，面積歪のグラフ
の上に図 3 の大気中ラドン濃度変動のグラフを並べて示す．
図 4 で示す基準点より構成される三角形の面積歪（位置は図 3 の H1 ）は，十勝沖地震（ 2003 年 9 月

26 日）発生までほぼ一定で推移した．十勝沖地震発生後から面積歪は増加し，その後面積歪の変動は
2003 年 12 月ごろから緩やかになりほぼ一定の値を示している．地震発生前と発生後の間で，およそ
2 × 10−7 ほどの面積歪変化が起きていた．また，大気中ラドン濃度変動と比較すると，地震後に大気
中ラドン濃度が増加した時期は，面積歪（ 速度）が増加した時期と対応している．
図 5 で示す基準点より構成される三角形の面積歪（ H2 ）は，十勝沖地震発生前まではほぼ一定で推
移していた．地震発生後 2003 年 11 月ごろまで面積歪の増加が認められる．その後面積歪の増加率は
穏やかになりつつ，2004 年 5 月ごろまで増加を続け，その後面積歪の増加は停まり，一定に推移した．
この期間の面積歪の増加は 4 × 10−7 である．さらに，面積歪は 2004 年 6 月ごろからほぼ一定に推移
した．また 2005 年 4 月ごろからも緩やかに増加している．大気中ラドン濃度変動と比較すると，大気
中ラドン濃度の高い時期は，面積歪（ 速度）が増加している時期に対応する．
図 6 で示す基準点より構成される三角形の面積歪（ H3 ）は，十勝沖地震発生までほぼ一定で推移し
ていた．地震発生後 2003 年 12 月ごろまで面積歪の急激な増加が認めらた．その後面積歪の増加は停
まり，ほぼ一定で推移した．この期間の面積歪変化は 4 × 10−7 である．大気中ラドン濃度変動と比較
すると，地震発生後の大気中ラドン濃度が増加する時期は，面積歪の急激な増加が緩やかになりつつ
も増加を続けている時期に対応する．
図 7 で示す基準点より構成される三角形の面積歪（ H4 ）は，十勝沖地震発生までほぼ一定で推移し
た．地震発生から 2003 年 12 月ごろまで急激な面積歪の増加が認められる．面積歪の増加は緩やかに
なり，十勝沖地震発生後約 5 か月後ごろから面積歪速度はほぼ一定で推移した．十勝沖地震発生後に
面積歪が増加し，ほぼ一定になるまでに面積歪は約 6 × 10−7 増加した．大気中ラドン濃度変動と比較
すると，十勝沖地震発生後に大気中ラドン濃度は異常に変動し，濃度の高い時期は，面積歪が増加し
ている時期と一致する．また大気中ラドン濃度が高い値から平常値に戻る時期は，面積歪の増加が緩
やかになり一定の値を示す時期と一致する．
以上に示した 4 つの面積歪のグラフ（ 図 4, 5, 6, 7 ）の比較より，西方に位置する三角形の面積歪よ
りも東方に位置する三角形の面積歪の方が，十勝沖地震発生後の面積歪の変化は高かった．

3.2

福島県立医科大学で観測された大気中ラドン濃度と周辺の地殻変動

3.2.1 福島県立医科大学で観測された大気中ラドン濃度
2003 年から 2011 年までに福島県立医科大学で観測された大気中ラドン濃度の変動を図 8 に示す．
福島県立医科大学において観測された大気中ラドン濃度は，平常時およそ -1 Bq/m3 から 1 Bq/m3 の間
で変動した．ここで大気中ラドン濃度のマイナスの値は，残差を取るという処理によるものでマイナ

スであることに特に物理的意味はない．
図 8 中の赤線はそれぞれ地震発生日時を示し ，古い順にそれぞれ茨城県沖地震 (2008 年 5 月 8 日，

Mw6.8)，福島県沖地震 (2008 年 7 月 19 日，Mw6.9)，福島県沖地震 (2010 年 3 月 14 日，Mw6.5) であ
る．大気中ラドン濃度は 2008 年茨城県沖地震後に正の異常変動を示し，平常時の 3 倍ほどの高い濃度
となる．そして，2008 年福島県沖地震発生までの約 2 か月間は高い濃度を維持し，福島県沖地震後に
平常値に戻った．大気中ラドン濃度は，その後 2009 年 3 月ごろから再び異常変動を示し，平常時の約

2 倍の高い濃度を示す．2009 年 10 月過ぎから大気中ラドン濃度は下がり始め，2010 年 1 月には平常
値となった．この 2009 年 3 月から 2009 年 11 月の大気中ラドン濃度の異常変動後まもなくして，2010
年 3 月 14 日に福島県沖地震が発生した．2010 年福島県沖地震後から再び大気中ラドン濃度は異常変
動を示し，およそ 4 倍近い高い濃度を示している．また高い濃度を示す期間も長く 2010 年 3 月に異常
変動が始まり，平常値に戻るのは 2011 年 1 月ごろであった．

3.2.2 福島県立医科大学周辺の地殻変動
3.1.2 節と同様に電子基準点より構成された三角形の面積歪変動を図 9, 10, 11 に示す．GPS データ
として、東北大学地震火山噴火予知センターの三浦教授・太田准教授から提供して頂いたデータを使
用し 、東北大学理学部の岩田が解析した．なお大気中ラドン濃度変動と比較するため，面積歪変動グ
ラフの上に図 8 の大気中ラドン濃度変動グラフを並べる．また面積歪変動グラフ中の縦線は左からそ
れぞれ茨城県沖地震 (2008 年 5 月 8 日，Mw6.8) ，福島県沖地震 (2008 年 7 月 19 日，Mw6.9)，福島県
沖地震 (2010 年 3 月 14 日，Mw6.5) を表す．
図 9 で示す基準点より構成される三角形の面積歪（ 位置は図 8 の F1 ）は，茨城県沖地震発生ごろま
でほぼ一定に減少した．茨城県沖地震発生後に面積歪は増加傾向に転じ，その後 2008 年福島県沖地震
発生後ごろから面積歪の増加は緩やかになり，2008 年 11 月にはほぼ一定の値を示す．その後 2009 年

5 月ごろから面積歪は増加傾向に変り，増加傾向は 2009 年 8 月ごろまで続き，その後再び面積歪は一
定に推移した．2010 年福島県沖地震後，面積歪は増加をした後，ほぼ一定に推移した．2010 年 8 月ご
ろから再び面積歪は増加し始め 2010 年 10 月ごろまで増加傾向は続く．面積歪のいずれの変動もおよ
そ 10−7 オーダーである．大気中ラドン濃度のグラフと面積歪のグラフとを比較すると，茨城県沖地震
発生後から 2008 年福島県沖地震発生ごろまでの間は，面積歪が増加を始める時期に大気中ラドン濃度
が上昇し，面積歪の増加が緩やかになると大気中ラドン濃度も平常値に戻る．
図 10 で示す基準点より構成される三角形の面積歪（ F2 ）は，2008 年 1 月ごろから増加する傾向に
あり，2008 年福島県沖地震発生後ほぼ一定で推移した．2009 年 2 月中ごろから面積歪は増加の傾向に
なり，2009 年 4 月末ごろから減少の傾向になる．その後 2009 年 7 月ごろからほぼ一定の値で推移し
た．2010 年 1 月には増加の傾向になり，2010 年 5 月ごろから減少の傾向に転じる．2010 年 8 月末ご
ろから増加傾向となる．大気中ラドン濃度変動と比較すると，2008 年茨城県沖地震発生後の大気中ラ
ドン濃度が高い値を示した後，平常値に戻る時期と，面積歪が増加の傾向からほぼ一定の値を示す時
期が一致している．
図 11 で示す基準点より構成される三角形の面積歪（ F3 ）は，2008 年 2 月末ごろから増加し，2008
年 8 月末ごろからほぼ一定で推移した．2009 年 3 月末ごろから面積歪は増加し，2009 年 7 月末ごろか
らほぼ一定で推移した．その後 2009 年 11 月ごろから 2010 年福島県沖地震発生ごろまで減少傾向に
ある．大気中ラドン濃度変動と比較すると，2008 年茨城県沖地震発生後の大気中ラドン濃度が高い値
を示し，平常値をとる時期と面積歪が増加の傾向からほぼ一定の値をとる時期が一致している．また

2009 年 3 月ごろから大気中ラドン濃度変動が高い値を示す時期と，面積歪がほぼ一定の値から増加傾
向に転じる時期が一致している．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Hayashi, K., Yasuoka, Y., Nagahama, H., Muto, J., Ishikawa, T., Omori, Y., Suzuki, T., Homma, Y., Mukai,
T. (2015) Normal seasonal variations for atmospheric radon concentration: A sinusoidal model. Journal
of Environmental Radioactivity (J. Environ. Radioact.), 139, 149-153.

Hayashi, K., Kobayashi, Y., Yasuoka,Y., Nagahama, H., Muto, J., Omori, Y., Suzuki, T., Homma, Y. (2014)
Anomalous change in the atmospheric radon concentration, Proceedings of the 15th Workshop on Environmental Radioactivity prior to the 2011 Tohoku-Oki Earthquake in Japan, p.23-28, Kotaro Bessho,
Keiko Tagami, Koichi Takamiya and Taichi Miura (eds.), held at KEK, Tsukuba, Japan March 6-8,
2014, High Energy Accelerator Research Organization, November 2014, Tsukuba, 391p.
村上香瑛, 大森康孝, 小林由布香, 安岡由美, 森 康則, 福堀順敏, 若林亜希子, 向 高弘 (2014) 簡易型液体
シンチレーションカウンタを用いた PICO-RAD 測定器のラドン濃度測定 第 15 回「環境放射能」
研究会プロシーデ ィング , p.29-37, 別所, 田上, 高宮, 三浦 (編集), 高エネルギー研究所, 2014 年 11
月, 筑波, 391p.

Tajika, Y., Yasuoka, Y., Omori, Y., Sorimachi, A., Ishikawa, T., Mori, Y., Mukai, T. (2014) Effect of a
desiccant on the measurement of radon concentration in air. Japanese Journal of Health Physics (Jpn. J.
Health Phys.), 49(4), 190-193.
Yasuoka, Y., Mori, Y., Murakami, K., Kobayashi, Y., Ohnuma, S., Takizawa, H., Ishikawa, T., Mukai,
T. (2014) Experimental demonstration for measurement of radon in water

by a liquid scintillation

counter using larger samples. Radiation Emergency Medicine (Radiat. Emerg. Med.), 3(2), 39-42.
田中 綾，安岡由美，飯本武志，大森康孝，向 高弘 (2014) 排気モ二タを用いた低レベルラドン測定
の検討。第 64 回日本薬学会近畿支部大会, 京都 2014 年 10 月 11 日．

Tanaka, A. Yasuoka, Y., Iimoto, T., Omori, Y., Mukai, T. (2014) Determination of radon conversion factor
for exhaust monitor at radioisotope institute. The 9th International Symposium on the Natural Radiation
Environment (NRE-IX),

弘前 2014 年 9 月 25 日．

後藤美加子，安岡由美，長濱裕幸，武藤 潤，井原勇人、向 高弘 (2014) 和歌山における大気中ラド
ン濃度変動. 第 51 回 アイソトープ・放射線研究発表会 (東京) 2014 年 7 月 7 日．
若林亜希子，安岡由美，森 康則，村上香瑛，大森康孝, 向 高弘 (2014) PICO-RAD 測定器を用いた
空気中ラドン濃度測定の改善. 第 51 回 アイソトープ・放射線研究発表会 (東京) 2014 年 7 月 7 日 ．
小林由布香，安岡由美，長濱裕幸，鈴木俊幸，本間 好，向 高弘 (2014) 日本の大気中ラドン濃度変
動について：都道府県別の解析. 日本薬学会第 134 年会 2014 年 3 月 29 日．
林 孝積, 小林由布香, 安岡由美，長濱裕幸，武藤 潤，大森康孝，鈴木俊幸，本間好，山本文彦，高橋
克彦，向 高弘 (2014) 東北地方太平洋沖地震に先行する大気中ラドン濃度異常変動 第 15 回「環
境放射能」研究会 2014 年 3 月 7 日．
村上香瑛，大森康孝，小林由布香，安岡由美，森 康則，福堀順敏， 若林亜希子， 向高弘．(2014)
簡易型液体シンチレーションカウンタを用いた PICO-RAD 測定器のラドン濃度測定 第 15 回「環
境放射能」研究会 2014 年 3 月 6 日．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成２６年度は，これまでに得られている放射管理施設の大気中ラドン濃度変動データの解析を進め
た. また新たに全国の放射線管理施設で長期間の大気中ラドン濃度計測データを持つ協力機関を探し，
ネットワーク拡大を行う．平成２７年度以降は，引き続きデータ解析および協力施設からの収集を進
めるとともに，地殻変動との比較を行い，大地震に先行するラドンガス放出と地殻変動の関連を明ら
かにしていく．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
武藤

潤

他機関との共同研究の有無：有
神戸薬科大学

安岡由美

福島県立医科大学：本間好・鈴木俊幸

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科
電話：022-225-1950

e-mail：zisin-yoti@aob.gp.tohoku.ac.jp
URL：http://www.aob.gp.tohoku.ac.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：長濱裕幸
所属：東北大学大学院理学研究科地学専攻
電話：022-795-7778

FAX ：022-795-6634
e-mail：h-nagahama@m.tohoku.ac.jp

図 1. 大気中ラドン濃度の季節変動と正弦回帰曲線による比較

図 2. 各季節における露点と大気中ラドン濃度との関係

図 3. 札幌医科大学（ SMU ）での大気中ラドン濃度変動の観測結果

図 4. 札幌医科大学での大気中ラドン濃度変動とその周辺（ H1 ）での面積歪の変化

図 5. 札幌医科大学での大気中ラドン濃度変動とその周辺（ H2 ）での面積歪の変化

図 6. 札幌医科大学での大気中ラドン濃度変動とその周辺（ H3 ）での面積歪の変化

図 7. 札幌医科大学での大気中ラドン濃度変動とその周辺（ H4 ）での面積歪の変化

図 8. 福島県立医科大学（ FMU ）での大気中ラドン濃度変動の観測結果

図 9. 福島県立医科大学での大気中ラドン濃度変動とその周辺（ F1 ）での面積歪の変化

図 10. 福島県立医科大学での大気中ラドン濃度変動とその周辺（ F2 ）での面積歪の変化

図 11. 福島県立医科大学での大気中ラドン濃度変動とその周辺（ F3 ）での面積歪の変化

平成 26 年度年次報告
課題番号：1208
（ １）実施機関名：
東北大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
観測事例及び理論予測に基づく噴火事象系統樹の分岐条件の検討
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山
イ. 熱水系の卓越する火山

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(3) 地震・火山噴火の災害誘因の事前評価手法の高度化
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
逐次変化する火山活動に対応した予測は、火山噴火予知連絡会などによる専門家会合を開き、地球
物理学的観測や物質科学的分析による結果を総合的・多面的に理解することによってなされてきた。
今後、より迅速な対応をとれるように、このような専門家による判断をより客観化・一般化すること
により、科学的知見として将来に蓄積する必要がある。本研究では、リアルタイムで得られる各種の
観測データと火山活動や噴火現象の分岐との関係を具体的に記述し 、噴火事象系統樹をより高度なも
のに発展させることを目的に、現在の火山学的知見および本研究計画により明らかとなる法則をまと
め、噴火事象の分岐判断の基準の作成を進める。具体的には、以下の目標を掲げる。
１．現在の火山学的知見をもとに、火山噴火現象を類型化し 、災害や火山・噴火活動にとって重要な
事象の分岐点を網羅的に調べる。
２．事象の分岐点について、過去の観測データによる経験、理論・実験的な予測等にもとづき、事象
分岐の判断方法をまとめる。
３．まとめられた分岐判断の方法をもとに、類型化された火山や火山噴火現象ごとに適切な観測項目・
体制を明らかにする。
このような判断基準の作成はこれまで試みられていない。5 年間でプロトタイプを作成することを目
指す。
（７）本課題の５か年計画の概要：

上記目標にある 3 項目をほぼ番号順に進める。活発な火山活動を示す火山（ 桜島等）や防災上重要
な火山（ 富士山等）については、それぞれの火山における噴火シナリオの分岐判断条件を検討する。
平成 26 年度においては、主に項目１について実施するとともに、項目２に着手する。マグマの特性
やテクトニクス的な背景、これまで提案されている噴火事象系統樹を参考にしながら、火山活動およ
び噴火活動の事象分岐点を網羅的に調べる。さらに、災害軽減の観点から、とくに重要な事象分岐点
を抽出する。重要な事象分岐点について、地震学、測地学、電磁気学、火山ガス・噴出物分析学など
の、現在までの火山学的知見をもとに、先行現象と噴火現象に関する経験則や理論的な予見の調査を
開始する。
平成 27 年度においては、項目２を継続し 、事象分岐の判断基準の表を試作する。経験則には、観測
事例数、適用範囲、再現性などを、理論的な予測法については、観測による検証、条件などをもとに
して、いくつかのランクを設定し 、分岐条件の判断基準の確からしさを加えることを検討する。
平成 28 年度においては、外部資金等を利用し 、国内外の火山研究者とセミナーを開催し 、国内外の
火山の事例の比較研究を行う。これをもとに平成 27 年度に作成した事象分岐の判断基準の問題点を明
らかにし 、分岐条件の判断基準の再作成を行う。
平成 29 年度には、まとめられた事象分岐の判断基準をもとに、現在の火山観測体制での利用可能性
を検討する。また、必要な観測体制や研究の方向性をまとめる。
平成 30 年度には、5 年間を総括し 、本課題から提案する事象分岐の判断基準と今後の課題を総括し 、
文書にまとめる。
研究課題実施中には、他の研究課題とつねに連携を取り、それらの研究成果を取り入れるだけでな
く、特に重要な研究内容を提言する。また、事象分岐の判断基準のもととなる論文、観測報告等を電
子媒体等によりまとめ、常に検証・再構築できるようにする。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
本年度の研究の具体的進め方について，2 回の会合（平成 26 年 5 月 27 日，6 月 9 日）を開き，検討
した．火山噴火現象を類型化と重要な事象の分岐点を網羅的調査，および，事象分岐点と観測データ
による経験，理論・実験的な予測等との関係を調べるために，次の手順で本年度の研究を進めること
とした．
（ １）前期の計画で作成してきた系統樹，他国で利用されている系統樹等をもとに，噴火活動
を広く記載した汎用性の高い噴火事象系統樹を作成するために，まず，火山の性質等を考慮しながら，
いくつか典型的な系統樹を試作する．
（ ２）研究対象とする火山について，噴火事象と観測量を時系列
化する．これを噴火事象やマグマ特性に共通点のある複数の火山で比較し，実験・理論的な予測も加
味しながら，噴火現象の分岐前に現れる特徴的な観測量をまとめる．なお，
（ １）と（２）は互いに連
携して行う．
本年度は，多項目観測が中長期に実施されている，雲仙岳，モンセラート島（ スーフリエール・ヒル
ズ ），シナブン火山，伊豆大島，三宅島，霧島山新燃岳を対象とした．それぞれの火山について，地
震・地殻変動観測，電磁気学的観測，火山ガス観測，熱観測，噴出物分析等の観測量を過去の文献等
（ 論文，報告書など ）をもとに，噴火事象・観測量の時系列を作成し ，電子ファイルとしてまとめた．
研究集会（ 12 月 25 日，26 日）において，各火山，観測項目についての発表を行い，整理・検討した
結果，対象火山はまだ少ないものの，以下の分岐前にそれぞれ観測量の変化がある可能性が高いこと
がわかった．
１．マグマ噴火開始前
中期的な全磁力等の異常
２．水蒸気爆発からマグマ爆発への分岐前
山体膨張，地震活動の火山性ガスの活発化
３．火砕流発生（ド ーム崩落）前
山体膨張，地震活動の活発化
４．山頂噴火から山腹噴火

地震活動の活発化，急激な山体変形
また，以上の特長から，分岐には新たなマグマ供給が強く関与していることが明らかとなった．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
橋本武志,2015, 火山地磁気効果と水蒸気噴火, Conductivity Anomaly 研究会 2015 年論文集（ 印刷中）.

Mujin, M., and Nakamura, M., 2014, A nanolite record of eruption style transition, Geology, 42, 611614, doi:10.1130/G35553.1.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
噴火事象・観測量の時系列を作成する対象火山を，海外の活火山を含めて増やし，分岐前の観測量の特
長をより一般的に捉える．同時に，各火山の時系列を統一的にまとめ，また，根拠となる文献の引用
を明示できるように，データベース化を図る．これらをもとに，分岐前に現れる観測量について，事
例数や適用範囲，再現性などとともに，実験・理論的な背景について整理する．これらをもとに，分
岐条件の判断基準の確からしさを加えた事象分岐の判断基準の表を試作する．また，平成 28 年度実施
予定の国内外の火山研究者とセミナーの実施方法を検討する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東北大学

西村太志、中村美千彦

他機関との共同研究の有無：有
北海道大学

中川光弘、橋本武志

東京大学

中田節也、森田裕一

東京工業大学

野上健治

京都大学

鍵山恒臣、井口正人

九州大学

清水

気象庁

松森敏幸

気象研究所

高木朗充

産業総合研究所

篠原

防災科学技術研究所

藤田英輔

洋

宏志

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻
電話：022-796-6531

e-mail：zisin-yoti@aob.gp.tohoku.ac.jp
URL：http://www.aob.gp.tohoku.ac.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：西村太志
所属：東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻
電話：022-795-6531

FAX ：022-795-6783
e-mail：nishi@zisin.gp.tohoku.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1209
（ １）実施機関名：
東北大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
トランジェント現象リアルタイムモニタリングのための複合測地データ利用の高度化
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
本研究課題では、(1) 海陸の複数測地データを用いてプレート境界及びその周辺で発生する巨大地震
の規模及びその広がりを即時 ( イベント発生後 3 分以内) に把握し 、それに基づく津波の高精度予測の
ための技術開発、(2) 数日以下の時定数を持つゆっくりとしたプレート境界上の滑り現象を GNSS デー
タから自動検知するための解析技術の高度化及び地殻変動自動検知のためのアルゴ リズム開発、(3) 火
山活動の活発化に伴う地殻変動を検出し変動源の推定をリアルタイムで自動的に行う解析システムの
開発、の 3 点を実施する。これらは準実時間でプレート境界や火山周辺における様々な時間帯域の現
象を迅速に把握する上での基盤技術であり、巨大地震発生後の津波即時予測や、プレート境界での滑
りシミュレーションに取り入れるためのデータ逐次同化システムへの応用、火山活動の推移予測等を
行う上で極めて重要である。これらの技術開発により、プレート境界で発生する津波や火山噴火によ
る被害等の軽減及びプレート境界型地震の短期予測に資するデータの提供を目指し 、防災・減災なら
びに地震・火山噴火予測に貢献する。
（７）本課題の５か年計画の概要：

本計画は、(1) 複数の測地データ (GPS 、地殻変動連続観測、海底水圧計等) を使用して、プレート境
界及びその周辺で発生する巨大地震の地震規模を即時に推定し 、高精度津波予測に活用するための技
術開発、(2) GPS 、GLONASS 、Galileo 等を含めた複数 GNSS 衛星を用いて、数日以下の時間帯域にお
けるゆっくりとした地殻変動を準実時間で捉えるための解析手法の高度化、(3) 火山活動の変化に伴っ
て観測される山体変形を準実時間で確実に把握しその変動源の時空間変化を推定できる解析技術の高
度化、の 3 つの技術開発項目で構成される。

(1) に関しては、これまでに開発を進めてきたリアルタイム GPS データに基づいて巨大地震に伴う
地殻変動を自動検知・推定するアルゴ リズム (RAPiD) を GPS 以外の GNSS 衛星及び地殻変動連続観
測データでも利用できるように拡張し 、得られる観測量から断層面での不均質滑りを即時推定するア
ルゴ リズムを開発して、それらに基づく高精度な津波予測システムの開発を進める。年次進行として
は、平成 26 、 27 、 28 年度にかけて GNSS データと地殻変動連続観測データのノイズ特性に配慮した
地殻変動検知アルゴ リズムを開発し 、平成 29 、30 年においてリアルタイム観測データを用いたアルゴ
リズムの精度検証を行う。

(2) に関しては、GPS 、 GLONASS 、Galileo 等を含めた複数 GNSS 衛星を用いて、数日以下の時間
帯域におけるゆっくりとした地殻変動を準実時間で捉えるための解析手法の高度化を行う。数日以下
の時間帯域では対流圏遅延の補正、マルチパスによる擾乱等の軽減等がノイズレベル軽減に重要であ
る。それらを対流圏の数値予報モデル、Sidereal filter 等を用いて準実時間で軽減しつつ、高品位の座標
時系列を得るための技術開発を 5 カ年通じて進める。また平成 28 年度以降、それら時系列から地殻変
動を自動検出するアルゴ リズムをこれまでに開発した RAPiD アルゴ リズムを拡張する形で開発する。

(3) については、山体変形の検出技術は (2) と共通部分も多いが、山体変形の原因となる増減圧源に
ついては先験的情報も乏しいため、格子点状にモーメントソースを配置し 、GNSS 観測データ等から
地殻変動源モデルの時空間変化を精度良く推定する手法を開発する。なお、火山体変形を抽出する際
には、現在もなお継続している東北地方太平洋沖地震に伴う余効地殻変動の影響を取り除く必要があ
るため、海陸測地観測による余効変動に関する研究課題と連携して計画を実行する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 26 年度は特に，数日以内程度の時定数を持つ地殻変動場を精密に捉えるための GNSS 解析の高
精度化に関する研究開発を進めた．短い時定数の地殻変動場を捉えるための手法として近年一般的に
なりつつあるキネマティック GNSS 解析では座標値パラメータと対流圏遅延パラメータ等，未知パラ
メータ間の相関が高く，両者の分離精度が低い．そのため，座標値推定精度が日座標値を推定する際
のスタティック GNSS 解析と比較して低い．特に時空間的不均質が大きい対流圏における電波伝播遅
延量の正確な推定は，目標とする数日以内の地殻変動場を捉える上で極めて重要である．そのため平
成 26 年度においては，キネマティック GNSS 解析における対流圏遅延と座標値推定時における分離精
度の向上を試みた．具体的には ECMWF 全球数値気象モデルから期待される６時間毎の天頂湿潤大気
遅延量を先験情報とした場合と，用いない場合のそれぞれについてキネマティック GNSS 解析を多数
観測点において実施し，その効果を検証した．解析の際には 30 秒毎の天頂湿潤大気遅延量 (WZTD) と
座標値を推定した．WZTD に対してはランダムウォークの確率過程を，座標値についてはホワイトノ
イズの確率過程をそれぞれ仮定して推定を行った．さらに WZTD 推定の際に与えるプロセスノイズの
値を様々な値に変更し，座標値推定値への影響を評価した．その結果，先験情報を用いない場合との
比較において，推定される湿潤大気遅延量に明瞭なオフセットが生じ うることが明らかになった．ま
た，それに伴って特に，鉛直座標時系列の数時間程度の周期におけるノイズレベルが変化することも
明らかになった．さらに仮定する WZTD のプロセスノイズの値によって推定される座標値のばらつき
が大きく変化し，最適なプロセスノイズ値を用いる必要があることが分かった．これによって，GNSS
解析と基本的に独立なデータである全球数値気象モデルを用いることで，キネマティック GNSS 解析
における座標値および対流圏遅延量パラメータの分離精度を向上させ得ることが分かった．
さらに，キネマティック GNSS 解析の精度評価を実施するために，あらかじめ与えた変動を再現可

能な精密可動台の開発を開始し，プロトタイプ機を完成させた．キネマティック GNSS 解析において
は，特に移動体において座標値の真値が不明で，その精度評価が難しいという問題点があった．この
問題点を解決するために平成 26 年度には様々な動きを与えてそれを実際に実現できる精密可動台を作
成した．これによってキネマティック GNSS 解析のより網羅的な精度評価が可能なテストベッド を構
築することができた．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
出町知嗣，太田雄策，三浦 哲，立花憲司，佐藤俊也，日野亮太，リアルタイム GNSS 時系列可視化
ツールの開発，測地学会誌, （ 印刷中）.

Ohta Y., T. Kobayashi, R. Hino, T. Demachi and S. Miura, Rapid coseismic fault determination of consecutive
large interplate earthquakes: The 2011 Tohoku-Oki sequence, International Association of Geodesy
Symposia, (印刷中).
Tsushima, H. and Y. Ohta, Review on Near-Field Tsunami Forecasting from Offshore Tsunami Data and
Onshore GNSS Data for Tsunami Early Warning, J. Disaster Res., 9 (3), 339?357, 2014.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 26 年度に引き続き，数日以内程度の時定数を持つ地殻変動場を精密に捉えるための GNSS 解
析の高精度化に係る研究開発を主として進める．特に平成 26 年度にその有用性を明らかにした，全球
数値気象モデルに基づく大気遅延量の先験情報を用いたキネマティック GNSS 解析手法の精度評価を
網羅的に進める．また，平成 26 年度に開発した精密可動台のプロトタイプ機を用いて，様々な地殻変
動場を再現し，それを実際のキネマティック GNSS 解析によって検出できるかについて検討を進める．
また当該解析時におけるマルチ GNSS 解析の効果についての精度評価を開始する．さらに火山活動の
変化に伴って観測される山体変形を準実時間で確実に把握し，その変動源の時空間変化を推定する技
術開発を開始する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
太田雄策、三浦 哲、日野亮太
他機関との共同研究の有無：有
北海道大学：高橋浩晃
気象研究所：対馬弘晃
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科
電話：022-225-1950

e-mail：zisin-yoti@aob.gp.tohoku.ac.jp
URL：http://www.aob.gp.tohoku.ac.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：太田 雄策
所属：東北大学大学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センター
電話：022-225-1950

FAX ：022-264-3292
e-mail：ohta@aob.gp.tohoku.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1210
（ １）実施機関名：
東北大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
海溝軸近傍で観測可能な海底地殻変動観測技術の開発
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
大きな津波を伴う海溝型の低頻度超巨大地震の発生過程において、海溝軸近傍の固着状態が非常に重
要な役割を果たしていることが明らかにされつつある。東北地方太平洋沖地震後に整備された大学と
海上保安庁の海底 GPS による地殻変動観測点網は、この事実を重視し 、従来の観測点よりも海溝に近
い大深度海域に重点的に展開されている。しかし 、特に日本海溝における海溝軸直上付近での観測は、
水深の倍程度の長い距離の測距の技術的困難さや、観測点を構成する海底局間の距離が 、もはや剛体
とは見なせない大きさになる原理的な限界から、未着手のまま残されている。これに対し海底間音響
測距観測は、海底間同士の音響測距であるため距離的にも音響ノイズ的にも有利であり、また、海底
の歪そのものを計るため、剛体的振る舞いが保障されない場所での観測に適することから、実現の可
能性が高いと判断できる。一方、海底圧力観測では、海溝軸直近での観測を開始したものの、超深海
対応の圧力センサーの大きなド リフトの低減、あるいは解析による除去などの課題が残る。本研究課
題では 、超深海用に開発された海底間音響測距装置と海底圧力計での実海域での観測を繰り返して、
機器と解析方法の改良に関する知見を蓄積し 、実用技術として確立することにより、低頻度超巨大地
震の発生メカニズムの解明や想定される津波の規模の推定に役立つ、海溝軸近傍の固着状態のモニタ
リング観測実現に資することを目的とする。
（７）本課題の５か年計画の概要：

上記の超深海型の圧力計および海底間音響測距装置には、試験観測の結果をフィード バックさせなが
ら機器と解析方法の改良を重ねていく必要がある。これらをおよそ１年サイクルで繰り返していくこ
とにより、超深海での海底地殻変動観測技術を確立する。別予算で措置した超深海型の海底圧力計、
海底間音響測距装置をプロトタイプとして使用し 、各年度の機器の改良も別予算で実施する。その試
験観測時に必要な消耗品としての電池の一部を本研究課題の予算でまかない、全体として年１回の観
測機会を確保し 、技術確立までの過程を強化する。平成 26 − 27 年度は、観測機器の基本性能の確認
および改良部分の洗い出しを行う。具体的には、超深海型の圧力計センサーのド リフトの性質の把握
を行い、海底間音響測距装置に関しては測距限界距離および温度計測による長距離の音速補正の知見
を得る。平成 28 − 29 年度は、過年度で得た知見をもとに必要な装置の同志の設置配置を変え、圧力
計では海洋の影響を取り除いた相対上下変位検出の精度評価、海底間音響測距では精度を確保できる
距離で、かつ海溝をまたぐ 位置へ、潜航艇の利用も想定しつつ設置し 、データを得る。平成 30 年度に
は、それまでのデータをもとに最終的な改良、設置方法を提案し 、実測により技術の確立を実証する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
先行して取得した日本海溝を跨ぐ 基線の海底間音響測距観測データを解析し，海溝軸の挙動を直接
計測するするとともに，長基線測距技術に関する知見を得た．また，その知見を活かし，より長期の
連続観測を開始した．
先行取得した観測データは，2013 年の 5 月から 9 月までの約 4ヶ月間，東北沖地震時の大すべり域
延長の日本海溝に３台の海底間音響測距装置 (ADM1,2,3) を設置し（ 図１），基線 3.8km (ADM2-3) と

7.8km (ADM1-3) についてモニタリングしたものである．装置の姿勢データ（ 図２），音速補正のため
の水温データ（図３）を用いて観測往復走時から見かけの基線長変化を求めた（図４）．その結果，海
溝軸では大きな短縮速度につながる余効すべりは該当期間には発生していないことがわかった．また
通常の沈み込みに伴う短縮も明瞭には見られず，フィク側プレートの先端部はプレート運動と一体化
していることを示唆した．ただし，断定するに足るデータを得るためには，より長期の観測が必要で
ある．
先行取得したデータでは，7.8km の基線に関しても測距が成立したことを受け，2014 年 9 月より，
基線 7.3km（ ADM1-2 ）および 9.8km（ ADM2-3 ）の測距を開始した．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：

H26 年度に海溝軸に設置した，最長 9.8km の基線の観測（ 図５）について，機器を回収し約 8ヶ月
の計測データを得，超長基線測距時のデータの S/N 比，音速場擾乱による見かけ基線長距離推定の精
度の定量評価，沈み込み帯の機構軸付近での挙動に強い制約を与えられる精度で言及する．
海底間音響測距装置に組み込み済みの GPS 音響観測機能を利用し，実際の海域観測中にデータを得，
同機能の性能評価を行う．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
木戸元之・日野亮太・太田雄策・飯沼卓司・東龍介・和田育子（ 東北大学）
他機関との共同研究の有無：有
伊藤喜宏（ 京都大学）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学大学院理学研究科
電話：022-225-1950

e-mail：zisin-yoti@aob.gp.tohoku.ac.jp

URL：http://www.aob.gp.tohoku.ac.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：木戸元之
所属：東北大学

災害科学国際研究所

電話：022-225-1950

FAX ：022-264-3292
e-mail：kido@aob.gp.tohoku.ac.jp

図１．先行観測データの観測点配置

図２．３つの装置の姿勢データ

図３．２つの装置の温度データ

図４．得られた基線長のみかけ変化

図５．H26 年度に設置した装置簿配置図

平成 26 年度年次報告
課題番号：1401
（ １）実施機関名：
東京大学理学系研究科
（２）研究課題（または観測項目）名：
地殻流体の連続化学観測にもとづいた地殻の状態評価システムの開発
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

（ ４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(3) 先行現象に基づく地震活動予測

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
本研究では、地下水に含まれる溶存イオンや溶存ガスの濃度・存在比・同位体比を連続的に分析する
システムの高度化と実装を行う。物理的・化学的な地殻の内部状態に関して情報を得るために、その
変動パターンを説明する試みを行う。
（７）本課題の５か年計画の概要：
平成 26 年度：
関東・東海地域にある温泉や鉱泉のひとつに、試作中の同位体比測定装置を試験導入する。温泉分
析表に基づく候補地の絞り込みを行ったのち、いくつかの温泉で実際に採水分析を実施し 、実施地の
選定を行う。測定装置の実装においては、測定そのものだけでなく付帯する制御技術・生成技術の高
度化を目指し 、実験室環境での動作テストを実施する。
平成 27 年度：
選定した観測地での採水分析を定期的に行う。また、測定装置の小型化や耐久性を向上させる。イ
オン分析装置やラドン測定装置などを含めた装置群の集積化を行い、選定した候補地へ導入してテス
ト分析を開始する。
平成 28 、29 年度：
選定した観測地での採水分析を定期的に行う。集積化した装置の耐久性を確認し 、野外における連
続運転に関連して発生する問題点を解決する。観測データの変動成分について情報を蓄積すると共に、
測地学的データや地震学的データとの関連について検討する。
平成 30 年度：
これまでの内容を継続・総合し 、システムのさらなる改良を検討する。最終的には他の研究者や行
政機関が導入運用できるようなシステムを提案する。得られた観測データや時間変動パターンはホー
ムページ上で公開する。

（８）平成 26 年度の成果の概要：
地下水に含まれる溶存ガス濃度を、観測点において無人で高精度分析するための装置の設計を行い、
実装を行った。また、本計画で実施予定のその場観察に適した場所の選定をおこなった。
地下水溶存ガスのうちヘリウム濃度を高精度で分析するために、第二安定領域で動作する四重極質
量分析計の駆動電源を設計した。この設計仕様にもとづき、駆動周波数 1〜3MHz 、出力振幅 0〜100V
（オフセット± 50V ）の駆動電源を実装し 、3He 、HD 、4He 、D2 を分離できる電気的条件を満たすこ
とを確認した。
地下水より溶存ガスを準連続的に抽出する装置も開発が完了した。汲み上げた地下水を、気密を保っ
たまま真空容器に導入し 、減圧に伴う脱ガスを利用して溶存ガスを捕集し 、その後地下水を放出する
操作を、無人で行うことができるようになった。
中部地方から四国西部にかけて広がる深部低周波微動が観測される地域のなかから、本宮市に設置
された産業技術総合研究所所管の観測井を、将来連続観測を行うための場所として候補に挙げた。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Tsunomori F. and Tanaka H., Anomalous Changes in Groundwater Radon Concentration Monitored at
Nakaizu Well in 2011, 2014, Radiation Measurements, 60, 35-41, 10.1016/j.radmeas.2013.11.006.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
第二安定領域で動作する質量分析計を用い、ヘリウム同位体比の準連続測定を実験室環境でテスト
する。さらに、測定装置の小型化や耐久性を向上させる。イオン分析装置やラドン測定装置などを含
めた装置群の集積化を行い、選定した候補地へ導入してテスト分析を開始する。このことと並行して、
本宮観測井での採水分析を定期的に行う。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
担当者：東京大学大学院理学系研究科

角森史昭・田中秀実、参加人数：2 人

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学大学院理学系研究科
電話：03-5841-4624

e-mail：fumi@eqchem.s.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：角森史昭
所属：東京大学大学院理学系研究科
電話：03-5841-4624

FAX ：
e-mail：fumi@eqchem.s.u-tokyo.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1402
（ １）実施機関名：
東京大学理学系研究科
（２）研究課題（または観測項目）名：
地震発生場の階層性を考慮した地震活動予測
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ウ. 地震活動評価に基づく地震発生予測・検証実験

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震
イ. 海洋プレート内部の地震
ウ. 内陸地震と火山噴火

(4) 地震現象のモデル化
イ. 断層滑りと破壊の物理モデルの構築

4. 研究を推進するための体制の整備
(4) 研究者，技術者，防災業務・防災対応に携わる人材の育成

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
地震発生場には様々な長さスケールの不均質構造が含まれている。その理解は地震の予測可能性を判
断するうえで重要だが 、現実的なプレート境界において、階層性をどのように定量化するか自明では
ない。地震の階層性と関係ある現象として、プレート境界で発生する繰り返し地震や「ゆっくり地震」
（ 深部微動、スロースリップ ）を観測することが可能である。世界の様々な地域で、普通の地震やゆっ
くり地震活動の特徴を抽出し 、その他の地球科学的情報を総合することで、階層性の地域性を抽出し 、
それらをもとに階層性を定量化する。さらに定量化された階層性を確率予測に導入するためのモデル
を検討する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
巨大地震破壊プロセス、定常地震活動、繰り返し地震活動、ゆっくり地震活動の解析結果をもとに、
地震発生地域ごとの地震の階層性の統計的性質を明らかにする。個々の地震の性質（地震エネルギー、
継続時間など ）のスケール法則と、対象領域で見られる地震活動パラメタ―（ Gutenberg-Richter 則の

b 値、ETAS パラメタ―）、ゆっくり地震の時間空間的統計性質、さらには海底地形や重力データの分

析によって、まずは階層性を定性的に把握する。既存の地震破壊プロセスの解析結果、地震活動カタ
ログや過去に推定したゆっくり地震のカタログを最大限活用する。H27 年度より 3 年間、博士研究員
を採用し 、これらの作業を主に担当させる。
上記分析によって得られた定性的な性質を地震発生場の階層性として定量化する方法を開発する。
まずは日本周辺の沈み込み帯を対象とする。すでに東北沖ではすべり分布、過去の地震活動や b 値の
解析結果に基づいて不均質パッチモデルが提案されている（ Ide and Aochi, 2013 ）
。同様の手法で北海
道沖、南海沈み込み帯などで不均質パッチモデルを構築し 、これらのモデルの不均質性を既存の確率
論的地震活動予測モデル（ ETAS 等）に取り入れる方法を開発する。その際、ゆっくり地震の発生によ
る応力変化という要素を予測モデルに取り入れることを目指す。この開発は H27 年度からはじめ研究
期間内にプロトタイプ完成を目指す。プロトタイプが完成した場合、世界のいくつかの地域を対象に
確率論的地震活動予測の試験を実施する。
本研究計画では、将来の地震、火山の研究者養成を重視している。階層性抽出のために用いる基礎
情報、地震破壊プロセスの解析や震源決定は地震学における基本的問題であり、研究者を目指す学生
の演習として良いテーマである。研究代表者は新規採用する特任研究員とともに、大学院生、学部生
への演習的指導を行う。
年度ごとの作業内容：

H26 階層性の定性的把握、既存カタログ等の情報収集
H27 階層性の定性的把握、確率的地震活動予測モデル開発
H28 階層性の定性的把握、確率的地震活動予測モデル開発
H29 階層性の定量的把握、確率的地震活動予測モデル開発もしくは試験
H30 階層性の定量的把握、確率的地震活動予測モデル開発もしくは試験、研究総括
（８）平成 26 年度の成果の概要：
地震の震源における階層性をパッチで表現したモデル（ Ide and Aochi モデル）についての過去 10 年程
度の研究をまとめ、レビューを執筆した。その中で b 値を用いてパッチモデルを構築することが可能
であることを、北海道沖で実際に b 値の分布を計算して説明した。そのパッチモデルから定性的に将
来の地震のシナリオを検討した。このように b 値は階層性に関わる重要なパラメターであるが 、その
テクトニクスとの関連は明らかでなかった。そこで世界の沈み込み帯の地震活動について b 値を推定
した。沈み込み帯を 500kmx200km 程度の領域に区切り、その範囲ごとに最尤法を用いて b 値を推定
し 、テクトニクスを特徴づける様々な量と比較した。b 値は特に沈み込むプレートの年代および海溝
の深さと正の相関を示す。地震活動データとして ANSS カタログを用いたが 、同様の傾向は CMT カ
タログを用いても確認できる。その他さまざ まなパラメターについて検討を加えこの関係がロバスト
であることを確認した。b 値とプレート年代、海溝深度の関係から、プレート境界における偏差応力
は沈み込むプレートにかかる浮力と関係していることが示唆される。この成果を Nature Geoscience 誌
で出版した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Ide, S., and H. Aochi, Modeling earthquakes using fractal circular patch models with lessons from the 2011
Tohoku-Oki earthquake, Journal of Disaster Research, 9(3), 264-271, 2014.
Nishikawa, T. and S. Ide, Earthquake size distribution in subduction zones linked to slab buoyancy, Nature
Geoscience, doi:10.1038/ngeo2279, 2014.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
東北沖の地震について地震活動の統計的側面と個々の地震の動的プロセスをつなげる研究を行う。具
体的には沈み込み帯の地震について地震エネルギー評価を行う。また世界の地震活動とテクトニクス
についての研究では 、地震活動の a 値に関連した定常地震発生率についての研究 (Ide, 2013, Nature

Geoscience) を再検討する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
井出哲（ 東京大学大学院理学系研究科）
他機関との共同研究の有無：有
フランス BRGM 青地秀雄
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻
電話：03-5841-4281

e-mail：
URL：http://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/index.html
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：井出哲
所属：東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻
電話：03-5841-4653

FAX ：03-5841-8791
e-mail：ide@eps.s.u-tokyo.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1403
（ １）実施機関名：
東京大学理学系研究科
（２）研究課題（または観測項目）名：
噴火推移モニタリングのための火山ガス観測装置の開発
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山
イ. 熱水系の卓越する火山

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
火山噴火予測においては、噴火が開始したのち、噴火活動がどのように推移していくかを予測する
ことも非常に重要な課題であり、活動の活発化や静穏化を見極めることは、防災・減災計画を検討し
て行くうえで不可欠である。火山ガス放出率、特に二酸化硫黄放出率は、地下にあるマグマの量や挙
動を反映して変動するパラメータであり、その増減の推移を監視し 、他の観測データと合わせて評価
することは噴火活動の推移の理解に多大な貢献が可能である。一方、噴火に対応して、二酸化硫黄放
出率を観測できる観測者の数は限られており、噴火開始後に、高い頻度で噴火推移をモニタリングし
続けることができないのが現状である。このような状態を打開するため、噴火発生に対応して、迅速
に観測態勢を立ち上げられるようなモニタリングシステムの開発や火山ガス測定の経験がなくてもガ
ス放出率測定を容易にできるような観測装置の開発をすることで、噴火後の火山活動推移の火山ガス
モニタリングを可能にすることが目標である。
（７）本課題の５か年計画の概要：
本研究計画では、低価格 CCD カメラを使用した二酸化硫黄可視化モニタリング装置、ポータブルな
ガス放出率自動測定装置および簡易型トラバース測定装置の開発、そして、これらの装置のフィール
ド テストおよび噴火可能性のある火山周辺での事前調査が主な内容となる。各年度の概要は以下のと
おりである。

平成２６年度：二酸化硫黄可視化モニタリング装置と簡易型トラバース測定装置の設計・開発をおこ
ない試作機のテストを実施する。
平成２７年度：上記２装置の開発を継続する。浅間山火山、桜島火山、阿蘇火山などでテスト観測を
実施する。後半からは、ポータブルガス放出率自動測定装置の設計・開発に入る。
平成２８年度、平成２９年度：ポータブルガス放出率自動測定装置の開発を継続するとともに、これ
まで開発した装置のフィールド テストを実施しつつ、装置の問題点などを修正して行く。1-2ヶ月単位
で、複数の火山で試験測定を行うとともに、噴火が生じた際の装置設置場所などの事前調査をいくつ
かの火山で実施する。
平成３０年度：平成２８、２９年度の内容を継続するとともに、一般ユーザーでも設置から稼動まで
行えるように最終的な改良やマニュアルを作成する。
※なお、5ヵ年中に噴火が発生した場合、その時点でできるだけの対応をする。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成２６年度は、二酸化硫黄可視化モニタリング装置と簡易型トラバース測定装置の設計・開発を
実施する予定であったが 、口永良部島や御嶽山火山が噴火したため、より応用しやすい後者の装置の
開発・設計・製作・フィールド でのテスト観測を中心に実施した。
簡易型トラバース測定装置は、火山ガス測定の経験がなくてもガス放出率測定を容易にできるよう、
ハード ウェアとソフトウェアの面から、既存の紫外分光計を用いた測定装置の改良と高度化を行った。
ハード ウェア面では、装置の小型化・一体化をめざし 、これまで制御に使用してきたノート PC の代
わりに教育用に開発されたシングルボードプロセッサーの Raspberry Pi

Model B+と、紫外分光器、

光学系、バッテリー、GPS モジュールをひとまとめにしたコンパクトな装置を設計・作製した。ソフ
トウェア面では、観測時に観測者が設定していた測定パラメータをプログラム側で自動設定するよう
改良したり、観測のたびに実施していた校正を省略できるようスペクトル解析法を改良した。
プロトタイプとして作製した装置とこれまで使用してきた観測装置との比較測定の実施や、装置の
説明をほとんどせず、簡単なマニュアルだけで操作してもらうテスト観測をおこない、十分使用に耐
えることを確認した。開発された装置は、現在、京大防災研、屋久島町、福岡管区気象台の協力で、口
永良部島火山の二酸化硫黄放出率モニタリングに使用されている。また、小型化したメリットを生か
し 、御嶽山では UAV に搭載して、二酸化硫黄放出率測定に使用された。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
簡易型トラバース装置は、平成 26 年度にある程度実用化の域まで開発が進んだので、平成 27 年度は、
多様なタイプの測定への応用をめざし改良を進める。また、現在のシステムが使用している分光計よ
り低価格なセンサーを使用したシステムの開発についても検討する。
ポータブルなガス放出率自動測定装置と二酸化硫黄可視化モニタリング装置の設計・開発に着手す
る。前者に関しては、低消費電力のシステムが要求されるが、平成 26 年度に開発した簡易型トラバー
ス装置で制御部分の低消費電力化がおこなわれているので、このシステムを発展させて開発を進める
ことになる。また、二酸化硫黄可視化モニタリング装置に関しても、低消費電力・低価格の CCD カメ
ラの選定をおこない、取り扱いが容易なシステムを設計する予定である。
開発した装置のプロトタイプのフィールド テストは、初期に予定していた桜島、阿蘇山、浅間山火
山だけでなく、噴火が継続している火山、または新たに噴火した火山を対象にして、実践的に対応す
る予定である。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京大学大学院理学系研究科

森

俊哉、 角森史昭

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学大学院理学系研究科地殻化学実験施設
電話：03-5841-4649

e-mail：mori@eqchem.s.u-tokyo.ac.jp
URL：http://www.eqchem.s.u-tokyo.ac.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：森 俊哉
所属：東京大学大学院理学系研究科地殻化学実験施設
電話：03-5841-4649

FAX ：03-5841-4622
e-mail：mori@eqchem.s.u-tokyo.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1501
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
地震・火山災害の関連史資料に基づく低頻度大規模災害の調査
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ア. 史料の収集とデータベース化
ウ. 地質データ等の収集と整理

(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
ア. 史料，考古データ，地質データ及び近代的観測データ等に基づく低頻度大規模地震・火山
現象の解明

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
イ. 考古データの収集・集成と分析

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(1) 地震・火山噴火の災害事例の研究
4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
本研究の目的は、文献史料データ・考古データ・地質データなどを用いて、過去に発生した大規模
地震・津波や火山噴火とそれによる災害の実態を分析し 、近代的な調査・観測データとの比較・検討
から低頻度大規模災害の実態を解明することである。
本研究では、北海道大学大学院理学研究院が中心となり、津波堆積物の報告書などを調査し 、津波
堆積物に関する内容について時系列順・地域別に収集・整理してデータベースを構築する。津波堆積物
に関する地質データのうち、近代的な調査・観測データとの比較・検討が可能な事例については、評
価方法を検討して調査・観測データとの統合を目指す。
文献史料データ及び考古データを全国的・通時代的に収集・整理する研究、並びに地域を限定して
様々なデータを精査する研究は、それぞれ別件の研究課題において計画されている。そこで本研究で

は、それらの研究課題によって得られた地震・津波・火山噴火などに関する位置情報について緯度・経
度へ変換し 、地質（ 津波堆積物）データと文献史料データ・考古データとの統合的分析が可能なデー
タベース及び地理情報システムを構築する。
また、本研究では、文献史料データ及び考古データ・地質データを総合的に分析して、近代以前に
発生した 1703 年の元禄地震や 1707 年の宝永富士山噴火などの大規模地震や火山噴火について多角的
に分析する手法を確立する。その準備作業として、既刊地震史料集の史料本文について、確実な史料
や良質な刊本に基づいて校訂（ 原史料・原本による本文の訂正）を行う。校訂作業を経た信頼性の高
い史料を用いて、大規模な地震・津波・火山噴火で被害の生じた場所を特定し 、個々の被害程度など
を推定する。この史料本文の校訂作業に際しては東京大学史料編纂所の協力を得る。
更に、上記のような近代以前の地震・津波などに関する文献史料・考古・地質データを用いて、先
史時代・歴史時代における地震の被害分布図・震度分布図、津波高分布図、津波浸水（ 到達）図、火
山災害地図などを作成する。これに加えて、強震動予測や津波シミュレーションなどの手法を用いて、
過去に発生した大規模地震・津波の実態を分析し 、低頻度大規模地震に関する強震動・津波の発生予
測などの検討に資することを目指す。
（７）本課題の５か年計画の概要：
［ 平成 26 年度］
既刊の津波堆積物の報告書などを調査し 、津波堆積物に関する内容を収集・整理してデータベース
を構築する。また、近代以前の大規模な地震・火山噴火災害関連史料について、信頼性の高い史料の
原本調査と校訂作業を実施する。特に、関東地方での事例を対象とする。
［ 平成 27 年度］
津波堆積物の報告書などを調査してデータベースを構築し 、近代以前の大規模な地震・火山噴火災
害関連史料について、継続して校訂作業を実施する。また、本研究における地質データや校訂済み地
震史料データ、別件の研究課題における考古データや文献史料データなどを用いて、先史時代・歴史
時代に発生した大規模地震・津波・火山災害を統合的に分析可能なデータベース及び地理情報システ
ムの試作版を構築する。これに基づいて、歴史時代に関東地方で発生した大規模地震・津波・火山噴
火について実態の解明を試みる。
［ 平成 28・29 年度］
津波堆積物の報告書などを調査してデータベースを構築し 、近代以前の大規模な地震・火山噴火災
害関連史料について、継続して校訂作業を実施する。また、文献史料・考古・地質データの統合的な
分析を可能とするデータベース及び地理情報システムの構築を行う。
［ 平成 30 年度］
津波堆積物の報告書などを調査してデータベースを構築し 、近代以前の大規模な地震・火山噴火災
害関連史料について、継続して校訂作業を実施する。また、文献史料・考古・地質データの統合的な
分析を可能とするデータベース及び地理情報システムを構築して、先史時代・歴史時代に関東地方以
外で発生した大規模地震・津波・火山災害の実態を解明する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
●津波堆積物のデータベース化に向けての準備作業
津波堆積物のデータベース化は，東北大学のプロジェクト研究にメンバーとして参加し，主に北海
道の既存資料について整理を進めている．
また，ロシアの沿海州における歴史津波の痕跡高については，ロシアの研究者と共同でロシア語の
文献から情報を抽出する作業を続けている．沿海州では津波堆積物調査も継続し，歴史記録がない古
津波についての知見も得られつつある．沿海州で得られた成果は国際学会で公表し一部は論文にまと
めた．
関東地方については，神奈川県の温泉地学研究所の研究者とともに，鎌倉市などで中世の津波の堆

積物を探しているが説得力のあるものは見つかっていない．北海道東部太平洋岸の古津波については，
すでに公表されている論文や報告書を精査し，明らかに巨大で広範囲に及ぶ津波は，過去 3000 年ほど
の間に 5 回あったと考えるのが妥当であることがわかったきた．これらの巨大津波は，根室海峡を伝
搬して北海道の別海町や国後島南部でも遡上した痕跡が見つかった．
●史料に記されている被害発生場所の特定
史料記述の分析に基づいて，前近代に発生した低頻度大規模災害を調査することは，今後発生する
災害を予測し，その被害の軽減に貢献することができると考える．そのため，原本調査や校訂作業を
経た信頼性の高い史料記述に基づいて，被害発生場所の調査・検討を行うことは，被害分布図や震度
分布図を作成する際に重要な作業である．
本年度は，江戸時代に関東地方で発生した被害地震である安政二年（ 1855 ）の安政江戸地震を事例
として，その被害発生場所の特定を試みた．安政江戸地震における江戸市中での被害状況が記されて
いる史料に，
『 安政見聞誌』
（全 3 巻）という木版本がある．この史料には地震や火災の被害記述だけで
なく，当時話題となった被害発生場所について被害の様子を描いた挿絵も収録されている．この挿絵
には，後に類焼によって焼失してしまう以前の市街地も描かれており，地震では軽微な被害であった
市街地が，類焼によって焼失に至った状況がわかる．
このような被害発生場所について，他の様々な史料を用いて調査・検討し，地震発生 12 年前の天保
十四年（ 1843 ）に作成された「江戸大絵図」を用いて地図上に図示した．当時の絵図を用いて被害分
布図を作成することで，地震やその後の火災による被害の要因や傾向を分析することができる．この
ようにして作成された被害分布図を基にして，今後，被害発生場所ごとの緯度・経度を調査し，被害
発生場所ごとの推定震度を検討して，震度分布図の作成に向けてデータを集積していく計画である．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Nishiyama, A. and K. Satake, 2014, Overview of historical earthquake document database in Japan and future
development, AGU Fall Meeting 2014, T31C-4608, San Francisco, California, USA, 15-19, Dec., 2014.
N. G. Razjigaeva, L. A. Ganzey, Yu. Nishimura, V. M. Kaistrenko, Kh. A. Arslanov, S. B. Chernov, T.
A. Grebennikova, A. O. Gorbunov, and K. S. Ganzey, 2014, Chronology of Tsunamis Documented in
Sections of the Coastal Lowlands in East Primorye, Doklady Earth Sciences, 2014, Vol. 459, Part 2,
1609-1612, DOI:10.1134/S1028334X14120204.
L. A. Ganzey, N. G. Razjigaeva, Yu. Nishimura, T. A. Grebennikova, V. M. Kaistrenko, A. O. Gorbunov,
Kh. A. Arslanov, S. B. Chernov, and Yu. A. Naumov, 2015, Deposits of Historical and Paleotsunamis
on the Coast of Eastern Primorye, Russian Journal of Pacific Geology, 2015, Vol. 9, No. 1, 64-79, DOI:
10.1134/S1819714015010029.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
津波堆積物の報告書に基づくデータベースの構築に向けて，データの収集・分類を進める．また，近
代以前の大規模な地震・火山噴火災害関連史料について，継続して校訂作業を実施する．さらに，本
研究における津波堆積物のデータや校訂済み地震史料データ，別件の研究における考古データなどを
用いて，先史時代・歴史時代に発生した大規模な地震・津波・火山災害を検索できるデータベース及
び地理情報システムの試作版の構築に向けて作業を開始する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京大学地震研究所

佐竹健治・西山昭仁

他機関との共同研究の有無：有
東京大学史料編纂所

佐藤孝之・他 5 名

北海道大学大学院理学研究院

西村裕一

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：佐竹健治
所属：東京大学地震研究所
電話：03-5841-0219

FAX ：03-3814-5507
e-mail：satake@eri.u-tokyo.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1502
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
揮発性成分定量による活火山爆発力ポテンシャル評価とマグマ溜まり深度の再決定
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ウ. 地質データ等の収集と整理

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
ア. 史料，考古データ，地質データ及び近代的観測データ等に基づく低頻度大規模地震・火山
現象の解明

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
本研究では，噴火確率の高い火山や，大規模災害を引き起こす可能性のある火山の火山噴出物につ
いて，顕微赤外反射法を用いて，効率良く多数の試料の揮発性成分量定量分析を実施し，火山噴火研
究の基礎資料を作成する．
マグマ中の揮発性成分量（特に水の量）は，個々の火山の「爆発力ポテンシャル」として重要であるば
かりでなく，熱力学平衡をとおしてマグマおかれた温度圧力条件の評価にも大きな影響を与える．こ
のため，過去の噴火のマグマプロセスを物質科学的に評価するためには，マグマの含水量の決定が不
可欠である．しかし，これまでは測定自体の難易度が高かったため，研究対象になった火山噴火が限
られており，非常に少ない含水量データしか蓄積されていない．また，分析可能な大きさ試料に限ら
れていたため，分析試料のバイアスによる含水量評価の偏向の恐れもあった．本研究では，多数の試
料の分析によって，これまで欠けていたデータの提供を行う．加えて，マグマ溜まり深度の再決定を
行う．従来の物質科学的研究によるマグマ溜まり深度の見積もりは含水量データの不足によって 1kb

(4km)

程度の不確定性があったが，多数の揮発性成分量のデータを加えることによって，これを

従来の半分以下（ 1〜2km ）で再決定することを目指す．
本研究によって，目的とする火山の爆発ポテンシャルや深度等のマグマ溜まりの状態の時間変化につ
いての知見を積み上げることができれば，その火山の噴火シナリオの作成等の研究にも貢献すること
ができよう．

（７）本課題の５か年計画の概要：
研究の根幹となる顕微赤外反射法については，すでに基礎的部分の開発が終了している．この方法
を実際の火山噴出物に応用して，火山噴火についての基礎試料として噴火前のマグマ中の揮発性成分
量を決定する計画である．この方法ならば，20〜30 ミクロンサイズの斑晶ガラス包有物試料について，
比較的容易に実用的な精度で水の定量分析することができる．毎年 200 個以上の班晶メルト包有物を
分析し（ 5 年間で 1000 個），地質基礎データの整備に貢献する計画である．
より具体的には，以下の 2 項目についての研究を実施する．
（１）マグマ噴火の頻度の高い火山を対象として，多数の揮発性成分データを収集し，データベー
ス化する．また，他の岩石鉱物学的情報とあわせて，マグマ溜まり深度の再決定を行う．一つの噴火
あたり 40〜50 試料のデータを得られれば ，その噴火のマグマの特徴をかなり正確に把握可能であろ
う．一つの火山あたり連続する数回の噴火試料を分析すれば，マグマ溜まり環境の時間変化を捉えら
れる可能性がある．そこで，現在から過去にさかのぼって 4〜5 回の連続する噴火の噴出物を分析対象
とする．対象とする火山としては，富士山，伊豆大島，三宅島，浅間山を予定している．
（ ２）大規模災害を引き起こす可能性のある火山を対象にして，過去に発生した大規模噴火とそれ
に先行する複数の小規模噴火時の試料解析から，大規模噴火に到るまでのマグマ溜まりにおける揮発
性成分量変化と不均質の程度を読み出す．対象とする大規模噴火としては姶良カルデラ噴火を予定し
ている．
研究は，各年度に 2〜3 火山を対象としてとりあげ，１火山について 2〜3 年かけて，化学分析とデー
タ解析をおこなう．平成２６年度においては，富士山と姶良カルデラ噴火についての研究に着手する．
（８）平成 26 年度の成果の概要：
大規模災害を引き起こす可能性のある火山として選択した姶良カルデラ噴火について，噴火の前半
を構成する大隅降下軽石，妻屋火砕流の噴出物について分析を行った．斑晶鉱物組成からは噴火直前
のマグマ溜りの温度が 800 ℃程度と決定できた．斑晶メルト包有物の分析からマグマ溜りの含水量は

4.5 重量パーセント程度あり，メルト包有物と気泡の共存形態から噴火前にマグマ溜りは水に飽和して
いたことが明らかになった．斑晶組成やメルト組成，斑晶量等複数の証拠から，噴火前のマグマ溜り
の上部は 100MPa 程度の圧力下（深さ 4-5km) に置かれていたことがわかった．これは従来考えられて
いた姶良カルデラ噴火のマグマ溜り深度の見積もり 7-10km よりもかなり浅い．
比較のため，歴史時代の桜島噴火の噴出物（ 安永噴火，大正噴火）の分析を行った．こちらは，マ
グマ溜りの温度が 1000 ℃程度，含水量は 2.5-3 重量パーセント，マグマ溜りの圧力は 300MPa 程度と
決定され，姶良カルデラ噴火のマグマ溜りとはかなり環境が異なっている．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
引き続き姶良火砕噴火のマグマ溜り像を明らかにするために，噴火の後半の噴出物である入戸火砕流
噴出物の斑晶メルト包有物の含水量測定を実施する．
マグマ溜りの含水量とマグマ溜り深度が一つの火山の連続するいくつかの噴火でどのように変化する
のか，また，噴火強度の変化とどのような関係があるのかを明らかにするために，富士山の歴史時代
の幾つかの噴火噴出物の分析を行う．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京大学地震研究所 安田

敦

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先

部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：安田

敦

所属：東京大学地震研究所
電話：03-541-5750

FAX ：03-5802-3391
e-mail：yasuda@eri.u-tokyo.ac.jp

図１．斑晶メルト包有物の含水量
姶良火砕噴火の斑晶メルト包有物の含水量は 3.1-5.4 重量パーセント (平均 4.5) で共存する気泡の形態からマグマ
は水に飽和していたと考えられる．飽和圧力は 50-150MPa である. 一方，桜島の歴史時代の噴火（安永，大正）の
噴出物の斑晶メルト包有物の含水量は 2.5-3 重量パーセントで飽和もしていない．

図２．マグマ溜まりの温度評価
斜方輝石ーメルト温度計で計算したマグマの温度．姶良火砕噴火の噴出物は 800 ℃から 850 ℃程度の温度を示す
のに対して，歴史時代の桜島噴出物は 1000 ℃弱の温度を示し，150 ℃程度高温である．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1503
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
日本海溝・相模トラフプレート境界で起こる多様なすべり現象の包括的モデル構築
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震
イ. 海洋プレート内部の地震

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(1) 地震発生長期評価手法の高度化
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
東北地方太平洋沖地震発生の前後を中心とした地震・地殻変動観測データの見直しからは、日本海
溝沈み込み帯においても、非地震性すべりのすべりレートに時空間的なゆらぎがあることが明らかと
なってきた。また、東北沖地震で大きな地震時すべりを示した範囲内に、地震発生以前では M7.5 程
度の地震を繰り返す領域やその後の余効すべりのすべり域が混在していて、プレート境界断層面上の
同じ場所が東北沖地震の発生前と発生時とで異なるすべり特性を示した可能性がある。こうした、プ
レート間すべりがもつ多様性をモデル化することは、沈み込みプレート境界における地震発生機構に
関する理解の刷新に必要不可欠であるばかりでなく、この領域における地震サイクルをモデル化する
ことによって大地震発生の長期予測の信頼性を高めることに資する。
本研究では、プレート境界においては余効すべりと固着の回復とが競合して進行していると考えら
れる東北沖地震の震源域とその周辺において、海域を中心とした測地・地震高密度観測を実施し 、地

震活動・余効変動とその中で発生する多様なすべり現象の詳細を明らかにするとともに、プレート境
界付近の構造を明らかにする。また、観測から得られた構造モデルを制約条件としてプレート境界の
状態を再現した摩擦実験から、多様なすべり現象がおこる条件・要因を明らかにし 、摩擦構成則の定
式化を行う。さらに実験により得られた摩擦構成則に基づいて数値モデリングを行い、日本海溝の沈
み込みプレート境界で起こるすべり現象の多様性を統一的に説明し得るモデルの構築を試みる。こう
した観測・実験・モデル研究の成果を統合して、この領域のプレート境界でおこるすべりの時空間発
展に関して、より現実的な予測の実現をめざす。
東北沖地震の破壊領域の南側に隣接する房総半島沖においては、スロースリップ現象が数年程度の
短い間隔で繰り返し発生している。そこで、上記の日本海溝における海底観測や陸上観測（ 別課題に
て提案）と連携して、この領域で発生するスロースリップの観測を行い、海陸の観測で繰り返し発生
するスロースリップの発生を規定する物理モデルの構築を試みる。構築されたモデルに基づいて、さ
らに次のサイクルで発生するスロースリップの発生時期や規模を予測する実験に発展させる。通常の
地震に比べて繰り返し間隔が短いスロースリップは、このような予測実験に格好な対象である。
（７）本課題の５か年計画の概要：
本研究計画は、海域観測研究と実験・モデリング研究から構成される。以下に各々の計画を示す。
海域観測研究
東北沖地震震源域の周辺および房総半島沖において、自己浮上式の海底精密水圧計および海底地震
計（ 広帯域地震計を含む）による観測を実施する。これら観測測器による観測期間は 2 年間とし 、そ
の設置と回収を平成 26〜30 年の間、隔年繰り返し行うことにより、約 5 年間の連続した観測体制を維
持する。これに加え、GPS 音響結合方式海底地殻変動観測を実施するほか、整備が進められている海
底ケーブル方式の日本海溝地震・津波観測網による観測とも連携して、なるべく広域かつ高密度な観
測が行えるように配慮する。東北地方太平洋沖地震震源域周辺の観測からは、余効変動と固着回復過
程とその中で発生するプレート境界ならびに太平洋プレート内で発生する多様なすべり現象の規模お
よび頻度の時空間的な分布を明らかし 、房総半島沖スロースリップ現象などの大規模なイベントにつ
いてはすべり量の時空間発展の推定を行う。これとともに、地震観測データを用いて、各イベントの
発生領域を特徴付ける地下構造を明らかにする。海底観測測器の観測期間の長期化により、繰り返し
観測による准モニタリング的な観測が海域においても実施できるようになった。本研究計画では、積
極的に機動観測測器によるモニタリング観測を行うことにより、これまで陸上観測網では捕捉するこ
とが困難であった、海域下のプレート境界で発生するすべりイベントの空間分布とともに、その時間
変化の解明をめざすことが特徴である。対象域が 、巨大地震発生直後の東北沖、あるいは繰り返し間
隔が短いスリースリップ現象がみられる房総半島沖であり、5 年間という短い期間でも、プレート間
すべりの多様性やその時空間変動を観測によって捉えることが可能であると期待できる。
実験・モデリング研究
平成 26 年度は、深海掘削で得られた遠洋性泥質・珪質堆積物およびそれらを模した物質を試料とし
て、日本海溝沈み込みプレート境界浅部 (0 10 km) の深度に相当する温度・有効圧力下で透水・破壊・
摩擦実験を行う。透水実験結果から、熱加圧 (thermal pressurization) の発生可能性を評価する。破壊実
験はプレートの沈み込み速度相当の短縮速度で行い、破壊速度の実験条件に対する依存性からスロー
スリップの発生条件を絞り込む。摩擦実験は、プレート沈み込み速度から地震時のすべり速度までの
変位速度下で行う。さらに、これらの実験結果に基づいたモデリングにより、プレート境界断層の地
震発生域上限付近の挙動を明らかにする。
次の 3 年間は、平成 26 年度と同じ堆積物・模擬物質に加え、沈み込みプレート境界原位置の温度・
圧力相当で変成作用を受けたと考えられる変成岩、およびプレート境界断層上盤側のウェッジマント
ル中に存在すると想定される蛇紋岩を試料として、日本海溝沈み込みプレート境界中深部 (10〜60 km)
の深度に相当する温度と、試験機で達成可能な範囲の圧力および間隙水圧条件下で、透水・破壊・摩
擦実験を行う。実験条件は観測により得られた構造モデルに基づいて絞り込みを行う。また、実験に

より得られた摩擦特性や水理学的特性を用いたモデル化を進め、東北地方太平洋沖地震が発生したメ
カニズムや地震発生域におけるプレート境界断層の多様なすべりを明らかにする。さらに、観測結果
を反映させてモデルの改善を図る。
平成 30 年度は、変成岩および蛇紋岩試料を使用して、日本海溝沈み込みプレート境界深部 (60〜80

km) の深度に相当する温度と試験機で達成可能な範囲の圧力および間隙水圧条件下で、透水・破壊・
摩擦実験を行う。また、これらの実験結果に基づいたモデリングによりプレート境界の地震発生域下
限付近の断層の挙動を明らかにするとともに、東北地方太平洋沖地震の余効すべりや固着過程を再現
し 、観測結果と比較することでモデルの改善を図る。さらに、隣接地域のすべりや地震発生の再現を
試みる。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
海域観測研究
海域観測研究では，自己浮上式海底精密水圧計および広帯域海底地震計を含む長期観測型海底地震
計によるモニタリング観測を実施する．観測域としては，地震時の滑りが大きかった東北沖地震震源
域本震付近および，スロースリップが発生する房総半島沖を対象として，構築が進んでいる日本海溝
海底地震津波観測網の観測点配置などを考慮した計画を策定した．当初は，チタン球耐圧容器の採用
により，2 年間の海底連続観測が可能になったことから，自己浮上式海底水圧計および広帯域海底地震
計，さらに，センサーを電源不要の 4.5Hz 地震計に切り替えた自己浮上式長期観測型海底地震計を用
いて，2 年間の連続観測を行うこととしていた．その後，2013 年 9 月に，東京大学大気海洋研究所研
究船白鳳丸により，30 台の長期観測型海底地震計を展開し，岩手県・宮城県沖において，約 1 年間の
モニタリング観測を実施していることや平成 26 年度から平成 30 年度まで，科学研究費補助金（ 特別
推進研究）
「深海調査で迫るプレート境界浅部すべりの謎〜その過去・現在」が採択されたことなどか
ら，これらの観測と密接に連携して，モニタリング観測を実施することとした．また，観測には，利
用可能な研究航海をできるだけ利用して，海底地震計・水圧計の設置回収作業を行うこととした．こ
れらから，平成 26 年度は，従来の 1Hz センサー搭載の長期観測型海底地震計を使用して，海底観測
を開始することとした．本年度に設置した海底地震計は，平成 27 年度に回収し，さらに観測継続のた
めに，再設置を予定する．また，東北沖地震震源域のモニタリング観測については，科研費の観測と
連携することとした．
これらの計画に基づき，本年度は，10 月に震源域北部において，観測を終了した長期観測型海底地
震計 30 台の回収を行った．東北沖地震発生約 3 年後の日本海海溝より震源域の地震活動を把握するこ
とを目的として，現在データの解析を実施している．また，2014 年 5 月に 1Hz センサー搭載の長期
観測型海底地震計を 5 台，10 月に同型をさらに 5 台，宮城県沖に設置して，モニタリングを開始した
（ 図１ ）．10 月には，科研費による観測として，海溝付近の海底地震計アレ イが設置された．本研究
は，このアレ イ観測とも連携して実施する．
東北沖地震震源域北限付近である北緯 39 度付近の日本海溝陸側斜面下では，東北沖地震発生前に
は，微小地震活動度の境界があることが知られており，1996 年と 2001 年に，海底地震計とエアガン
を用いた構造探査実験が行われている．その結果，微小地震活動が活発な領域では，プレート境界か
らの地震波反射強度が弱く，非活発な領域では反射強度が強いという結果が得られている（ Fujie et al.

,2002，Mochizuki et al., 2005 ）．東北沖地震の発生を受けて，プレート境界の特性変化を抽出する目的
で，2013 年に，以前の構造探査実験と同一地点に海底地震計を設置し，同一測線において，エアガン
発震を行った．さらに，2014 年には，さらに海側の領域において，同じく海底地震計とエアガンを用
いる構造探査実験を行った（ 図２）．データは現在解析中であるが，東北沖地震前後において，ほぼ
同じ記録断面を得ることができた．しかしながら，プレート境界からの反射波の振幅については，東
北沖地震の前後において，差異が見られ，プレート境界の特性が変化している可能性がある．
房総沖スロースリップ領域において，本年度は，海底精密水圧計の設置・回収と位置決定を行うとも
に，2013 年 4 月に設置したセンサー埋設型広帯域地震・傾斜計（ BBOBST-NX ）の回収を行った（ 図

３）．海底精密水圧計の設置・回収では，観測点 KAP2 で千葉大型 1 台の回収を試みるとともに地震
研型 1 台の設置を行った．位置決定は，設置した 1 台と昨年設置した 2 台（ BOSO1, BOSO2 ）につい
て行った．千葉大型 1 台の回収については，本年度は難しいことが判明し，別途方策を図ることとし
た．KAP3 における傾斜観測は，埋設した広帯域地震計の地震計センサー振り子の位置を記録するこ
とで行った．観測中の 2014 年 1 月にスロースリップが発生し，スロースリップに伴うと思われる変動
が記録されている（ 詳しくは課題番号 1521 を参照）．
実験・モデリング研究
日本海溝に沈み込む太平洋プレート表層部の想定・実試料を粉砕したガウジ試料を使用して，IODP
日本海溝緊急掘削により掘削されたプレート境界断層深度（ 海底下約 820 m ）の圧力（ 密度検層から
推定）
・間隙水圧（静水圧を仮定）
・温度条件（ 実測値），および変位速度 1.155 ?m/s で三軸摩擦実験を
行った． その結果，定常摩擦係数は玄武岩とチャートで約 0.65，半遠洋性粘土で約 0.4，遠洋性粘土
で約 0.1 で，遠洋性粘土の摩擦強度が著しく小さいことが明らかとなった（図４）．遠洋性粘土にはス
メクタイトが約 63 wt%も含まれており，そのために摩擦強度が著しく小さいと考えられる． 従って，
東北沖日本海溝付近では遠洋性粘土層にデコルマが形成されやすいと言える．
三陸沖太平洋プレート表層から掘削された遠洋性粘土と半遠洋性粘土の 2 試料を粉砕し，塩水に飽
和させたガウジ試料について，垂直応力 0.7〜2.0 MPa，変位速度 250 ?m/s〜1.3 m/s で回転剪断摩擦実
験を行った．その結果，遠洋性粘土の定常摩擦係数が幅広い速度領域で著しく小さく，地震性高速す
べり伝播のしやすさを規定する破壊エネルギーも他の断層物質よりも数桁小さいことが明らかになっ
た（ 図５ ）．これらの結果は，東北沖プレート境界浅部では，摩擦強度の著しく小さい遠洋性粘土層
沿いに選択的に地震性破壊が伝播し，大きなすべりを引き起こす可能性があることを示唆している．
水に完全に飽和したスメクタイト（ Na 型モンモリロナイト ）ガウジについて，室温，間隙水圧 10 MPa，
有効垂直応力 10〜70 MPa，変位速度 0.03〜3 ?m/s で三軸摩擦実験を行い，定常摩擦係数とその変位速
度依存性（ a-b 値）の垂直応力による変化について調べた．その結果，定常摩擦係数は，含水量が 16
〜100 wt%の 3 層スメクタイトとほぼ同じで，水に完全に飽和しても摩擦強度は変化しないことが明
らかとなった（ 図６ a ）．一方，a-b 値は，垂直応力の増加に伴って低下する傾向が認められた（ 図６

b ）．この傾向は従来の湿潤下で行われた実験の傾向と逆であり，含水量によってスメクタイトの摩擦
すべりの安定性が変化することを意味する．

IODP 日本海溝緊急掘削で得られた断層浅部物質の低〜中速摩擦特性を考慮した，東北沖地震の準
動的地震発生サイクルのモデル化を行った．Ikari et al. (2013) の実験結果によると，断層浅部物質は低
速で速度弱化，中速で速度強化の摩擦特性を示す．断層浅部にこの摩擦特性を与えることで，浅部で
発生するスロースリップ イベントを再現することができた．また，低速での速度弱化特性のため，浅
部で地震時に大きなすべりが生じることも示された．

2011 年東北地方太平洋沖地震を対象とし，本震の破壊開始 20 秒間の初期破壊過程について，Uchide

et al. (2013) の滑りインバージョン解析によって得られたすべり速度の履歴を用いて，動弾性応答を考
慮した動的応力変化の履歴を数値計算により推定した．予備的な計算を行ったところ，図７に示した
ように，応力降下量の空間分布は断層面上で非一様であり，すべり速度の大きな所で比較的大きな応
力降下量が得られた．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Kameda, J., M. Shimizu, K. Ujiie, T. Hirose, M. Ikari, F. Remitti, J. Mori, F. Chester, and G. Kimura,
2014, Mineral characteristics of the plate-boundary fault at the Japan Trench, Asia Oceania Geosciences
Society 11th Annual Meeting, SE20-D4-AM2-HH-012.
金川久一・高橋美紀・東 修平・伊東英紀・井上厚行, 2014, 南海トラフ付加体浅部堆積物の力学的特
性, 日本地球惑星科学連合 2014 年大会, SSS30-25.

Kanagawa, K., M. Takahashi, S. Azuma, H. Ito, and A. Inoue, 2014, Mechanical properties of the shallow
Nankai Trough accretionary sediments, Asia Oceania Geosciences Society 11th Annual Meeting, SE20-

D5-AM1-HH-030.
望月公廣・石原健・山口知朗・山下裕亮・篠原雅尚・東龍介・日野亮太・佐藤利典・八木原寛・白鳳丸

KH-13-5 次航海乗船研究者，2014，白鳳丸 KH-13-5 次航海による 2011 年東北沖地震震源域北限
周辺における人工震源構造調査（ 序報），日本地震学会 2014 年秋季大会，B31-06．

Sawai, M., T. Hirose, and J. Kameda, 2014, Frictional properties of incoming pelagic sediments at the Japan
Trench: implications for large slip at a shallow plate boundary during the 2011 Tohoku earthquake,

Earth Planets Space, 66, doi:10.1186/1880-5981-66-65.
Sawai, M., A. Niemeijer, Oliver Pl
mper, T. Hirose, and C. Spiers, 2014, Frictional properties of glaucophane schist under hypocentral depth conditions, Asia Oceania Geosciences Society 11th Annual
Meeting, SE20-D5-AM1-HH-032.
芝崎文一郎・Ikari Matt・野田博之, 2014, 東北沖浅部断層の低〜高速摩擦特性を考慮したスロースリッ
プと地震性すべりのモデル化, 日本地球惑星科学連合 2014 年大会, SSS30-P06.
Shibazaki, B. and H. Noda, 2014, What caused the 2011 Tohoku-Oki earthquake?: Effects of dynamic
weakening, J. Disaster Res., 96, 252-263.
Shibazaki, B., M. Ikari, and H. Noda, 2014, Modeling slow slips and mega-thrust seismic slips off Tohoku
considering low to high speed friction behavior of the shallow plate boundary, Asia Oceania Geosciences
Society 11th Annual Meeting, SE20-D4-AM2-HH-014.
塩原肇・篠原雅尚・伊藤亜妃・杉岡裕子，2014，海底面での機動的傾斜観測によって直上で捉えた 2014
年 1 月房総沖スロースリップ イベント時の傾斜変動，日本地震学会 2014 年度秋季大会, C32-09．
Shinohara, M., T. Yamada, K. Nakahigashi, K. Mochizuki, Y. Machida, T. Shinbo, Y. Murai, R. Hino,
Y. Ito, T. Sato, K. Uehira, H. Yakiwara, H. Shiobara, 2014, Aftershock distribution in the northern
source region of the 2011 Tohoku earthquake by long-term ocean bottom seismometers, Asia Oceania
Geosciences Society 11th Annual Meeting, , SE20-D5-PM2-P-064.
篠原雅尚・山田知朗・中東和夫・望月公廣・町田祐弥・真保敬・村井芳夫・日野亮太・伊藤喜宏・佐藤
利典・植平賢司・八木原寛・塩原肇, 2014，長期海底地震計による 2011 年東北地震震源域北部の
余震分布，日本地球惑星科学連合 2014 年大会, SSS24-05．

Takahashi, M., S. Azuma, H. Ito, K. Kanagawa, and A. Inoue, 2014, Frictional properties of the shallow
Nankai Trough accretionary sediments dependent on the content of clay minerals, Earth Planets Space,
66, doi:10.1186/1880-5981-66-75.
Tanikawa, W., T. Hirose, W. Lin, 2014, Fluid transport property in sediments near the surface of the plate
boundary faults in the Japan Trench, Asia Oceania Geosciences Society 11th Annual Meeting, SE20D5-PM2-P-054.
Tanikawa W., H. Mukoyoshi, W. Lin, T. Hirose, and A. Tsutsumi, 2014, Pressure dependence of fluid transport properties of shallow fault systems in the Nankai subduction zone, Earth Planets Space, 66, doi:
10.1186/1880-5981-66-90.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
海域観測研究
・平成 26 年度に回収した長期観測型海底地震計 30 台のデータの解析を引き続き行い，東北沖地震発
生後の地震活動の把握を行う．平成 26 年度に設置した東北沖地震震源域本震付近の従来の 1Hz 長期
観測型海底地震計を回収し，観測を継続するために，長期観測型海底地震計を再設置する．平成 27 年
度に回収した海底地震データの解析を開始する．
・平成 25 年度及び平成 26 年度に実施した東北沖地震震源域北端付近の構造探査実験の解析を引き続
き行う．これにより，プレート境界からの反射波強度の東北沖地震前後の比較を実施する．
・昨年度から房総半島沖に設置してある海底精密水圧計の回収と設置を行う．回収は，BOSO1, BOSO2,

KAP2, KAP3 を予定している．設置は，BOSO1, BOSO2, KAP3 を予定している．BBOBST-NX のデー

タを含む回収したデータの解析を行う．
実験・モデリング研究
・日本海溝に沈み込む太平洋プレート表層部の想定・実試料について，プレート境界断層浅部 (0 10

km) 相当の温度・有効圧力条件下で三軸摩擦実験を行い，摩擦強度とその変位速度依存性を調べる．
・関東に衝突・沈み込む伊豆マリアナ弧の物質を用いて回転剪断摩擦実験を行い，関東地方で発生す
る多様な地震活動を物質科学的な視点から探る．
・水に完全に飽和したスメクタイトガウジについて異なる温度で三軸摩擦実験を行い，摩擦強度とそ
の変位速度依存性の温度による変化について調べる．
・東北日本沈み込み帯におけるスロースリップ イベントのモデル化を行う．
・東北沖地震の前震の応力擾乱について，解析結果を基にして推定する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
海域観測班：篠原雅尚・塩原肇・望月公廣・山田知朗・一瀬建日（東京大学地震研究所）
・日野亮太・
木戸元之・太田雄策・飯沼卓史（ 東北大学）
・村井芳夫（ 北海道大学）
・佐藤利典（ 千葉大学）
・伊藤
喜宏（ 京都大学）
・八木原寛（ 鹿児島大学）
実験・モデリング班：金川久一（ 千葉大学）
・矢部康男・武藤

潤（ 東北大学）
・平内健一（ 静岡大

学）
・廣瀬丈洋・谷川 亘（ 海洋研究開発機構）
・芝崎文一郎（ 建築研究所）
・安藤亮輔（ 産業技術総
合研究所）
他機関との共同研究の有無：有
北海道大学・東北大学・千葉大学・静岡大学・京都大学・鹿児島大学・海洋研究開発機構・建築研
究所・産業技術総合研究所（ 上記参加者による共同研究）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：篠原雅尚
所属：東京大学地震研究所

観測開発基盤センター

電話：03-5841-5794

FAX ：03-3812-8265
e-mail：mshino@eri.u-tokyo.ac.jp

図 1．
平成 26 年度に設置した広帯域地震計を含む長期観測型海底地震計の位置．青十字と赤十字は，科学研究費補助金
による観測点位置．赤十字には，広帯域海底地震計 1 台と 1Hz 長期観測型海底地震計 4 台の計 5 台からなる小ア
レ イが構築されている．

図２．

2013 年および 2014 年に行った構造探査実験の測線（ 白線）と海底地震計の設置位置（ 黄色は 2013 年設置，ピン
ク色の六角形は 2014 年設置）．緑色の逆三角形は，2013 年から 2014 年にかけて，約 1 年間設置された長期観測
型海底地震計の設置位置．

図３．
房総沖海底精密水圧計観測．赤丸が観測点位置．

図４．
日本海溝プレート境界断層浅部条件（ 封圧 81 MPa，間隙水圧 76 MPa，温度 27.5 °C ）および変位速度 1.155 ?m/s
における，太平洋プレート表層部の想定・実試料ガウジの摩擦係数−変位量曲線．玄武岩試料は紀伊半島沖（ IODP
掘削地点 C0012 ）フィリピン海プレート海底下 611.5 m の試料，チャートは日本海溝付近（ IODP 掘削地点 C0019 ）
海底下 836.8 m の試料，半遠洋性粘土および遠洋性粘土は三陸沖（ DSDP 掘削地点 436 ）の海底下それぞれ 349.7

m および 367.3 m の試料．

図５．
半遠洋性粘土と遠洋性粘土のガウジ試料，およびその他のガウジ試料の，定常摩擦係数と変位速度の関係 (a)，お
よび破壊伝播のしやすさを規定する破壊エネルギーと垂直応力の相関関係 (b)（ 破壊エネルギーは剪断応力−変位
量曲線の斜線部分の面積として求められる)．半遠洋性粘土および遠洋性粘土は三陸沖（ DSDP 掘削地点 436 ）の
海底下それぞれ 358 m および 367.8 m の試料．

図６．
室温，湿潤・含水条件下におけるスメクタイトの摩擦特性．(a) 定常摩擦係数と有効法線応力の関係，(b)a − b 値
と有効法線応力の関係．W: 含水量．

図７．
左: Uchide et al., (2013) で得られたすべり速度履歴．右: 本研究で得られた動的応力変化履歴の予備的結果（ 6, 12,

18 秒のスナップショット ）．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1504
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
内陸地震発生の理解と予測に向けて
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ウ. 地質データ等の収集と整理

(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

(4) 地震現象のモデル化
ア. 構造共通モデルの構築
イ. 断層滑りと破壊の物理モデルの構築

4. 研究を推進するための体制の整備
(1) 推進体制の整備

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
これまでに内陸地震の研究は，各機関によって，それぞれの地域の特徴を活かした観測フィールド
において研究課題が提出され，実施されてきた。しかしながら，内陸地震の発生は，現象を支配する
共通の物理メカニズムが存在すると考えられる。そのため，本研究では，それぞれのフィールド で得
られた研究成果をもとに知見を合わせる中で内陸地震発生の現象の根幹を支配している物理を明らか
にし，内陸地震の発生予測の進展を目指す。また，これまでの研究では，多くの研究課題の最終結果
が現象の理解にとど まってしまうことが見られた。その反省をうけて，本課題では

日本列島広域統

合コミュニティモデルの構築 を一つの柱として設定するとともに，各柱の中で予測に向けた研究観
測を実施し，得られた結果を積極的に長期予測にど う生かせるかを明確にする。
（７）本課題の５か年計画の概要：
内陸地震研究を 4 本の柱 (○地殻応答による断層への応力載荷過程の解明と予測，○内陸地震発生の
物理モデルの構築，○日本列島広域統合コミュニティモデルの構築，○地震・火山噴火発生場の解明

と地震火山相互作用の解明) で構成し，本計画の組織の中に上記関連課題の実施グループの責任者を中
心に構成される研究推進委員会を組織する。本計画では，研究推進委員会を中心として，それぞれの
研究課題間の連携を図り，成果の取り纏めと関連する分野に対する成果の活用を図るとともに，予測
に向けた研究のかじ取りを行う。

(a)

研究成果の取り纏めと予測に向けた研究の推進

上記の 4 本の柱の研究の推進を図るとともに，それらの連携による内陸地震の発生メカニズムに対す
る定量的モデルの構築を目指す。広域統合モデル構築の成果と観測研究の成果に基づき，島弧内の広
域変形，地殻・断層スケールの弾性/非弾性不均質構造，内陸地震域への応力蓄積・集中プロセスの定
量的理解を深め，得られた研究成果の取り纏めと，予測に向けた研究推進のための検討を行う。

(b)

研究推進委員会や研究連絡会の開催

各課題の責任者によって構成される研究推進委員会を定期的に開催し，各研究課題や関連する研究課
題の連携およびこれらの研究の効果的な推進を図る。
平成 26 年
・関連する課題責任者による研究推進委員会を年 2 回程度開催し，各研究課題によって得られた研
究成果をもとに内陸地震の現象を理解するとともに，予測に向けた今後の研究方針を検討する。
・東北地方太平洋沖地震の地震時や余効変動に伴う地殻活動の把握を行うとともに，互いの観測計
画の確認と研究の方向性に関しての議論と検討を行う。
平成 27 年
・関連する課題責任者による研究推進委員会を年 2 回程度開催し，各研究課題によって得られた研
究成果をもとに内陸地震の現象を理解するとともに，予測に向けた今後の研究方針を検討する。
・地殻流体と内陸地震との関係についての理解を深める。
・実験によるデータと地殻活動の観測データの比較検討から，地殻およびマントルの粘性・弾性・塑
性についての理解を深める。
平成 28 年
・関連する課題責任者による研究推進委員会を年 2 回程度開催し，各研究課題によって得られた研
究成果をもとに内陸地震の現象を理解するとともに，予測に向けた今後の研究方針を検討する。
・さまざ まな研究課題の成果をもとに，日本列島広域統合コミュニティモデルの構築に向けての議
論をおこない，モデルを構築する。
・互いの観測・研究計画の確認と研究の方向性に関しての議論と検討を行う。
平成 29 年
・関連する課題責任者による研究推進委員会を年 2 回程度開催し，各研究課題によって得られた研
究成果をもとに内陸地震の現象を理解するとともに，予測に向けた今後の研究方針を検討する。
・日本列島広域統合コミュニティモデルによるシミュレーション結果と東北地方太平洋沖地震の地
震時や余効変動に伴う地殻活動との比較検討を行い，コミュニティモデルの高度化を行う。
平成 30 年
・関連する課題責任者による研究推進委員会を年 2 回程度開催し，各研究課題によって得られた研究
成果をもとに内陸地震の現象を理解し総括を行うとともに，予測に向けた今後の研究方針を検討する。
・これまでのデータと解析結果をもとに、内陸地震の物理モデルの構築をおこなう。
・観測データとの比較検討より日本列島広域統合コミュニティモデルの改良を行う。
・関連する課題研究関係者による研究成果の総括と，長期地震活動予測についての総括を行いハザー
ド 予測貢献に関しての可能性の議論を行う。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
内陸地震の発生メカニズムを理解するためには，プレート運動による島弧域への応力載荷過程（ 島
弧域の弾性/非弾性的変形の進行及び特定の震源断層への応力集中）を明らかにする必要がある。そこ

で，本年度は，これまでに内陸地震研究グループで行ってきた合同観測研究によって得られた結果の
レビューによる断層域深部の特徴の抽出を行い，今後の方針について検討をおこなった。
内陸地震研究グループでは，跡津川断層域や濃尾地震断層域を中心に総合的地球物理観測研究を行っ
てきた。濃尾地震断層域では，広域トモグラフィから断層深部下部地殻に低速度域が存在し，沈み込
むフィリピン海プレートからの脱水と関係していることが示唆されてきた。そこで様々な地球物理学
的観測データを合せて見てみると，coda Q 構造の研究においても Low-Q zone が存在し ，地殻内流体
の存在に有効な比抵抗構造においても，低比抵抗域がみられることがわかった。これらの解析結果を
もとに総合的に考えてみると，フィリピン海プレートからの脱水によって地殻下部に低速度域が作ら
れ，弱化域を形成し，応力の集中や内陸地震断層の形成に影響をもたらすという仮説と調和的な結果
が得られた。また，濃尾地震断層域は尾根状に沈み込むフィリピン海プレートの存在が示されてきた。

2012 年におこなった人工震源を用いた構造探査でこの地域の詳細な地殻構造が明らかとなり，この尾
根状のフィリピン海プレートが島弧の地殻と接触しており，その特異な構造が応力の集中や濃尾地震
の発生と大きく関係している可能性も指摘された。また，応力テンソルインバージョンやＳ波偏向異
方性解析から地震断層域の応力の方向の推定も行われてきた。それらの結果から断層域近傍において
水平方向に変化があることが明らかとなり，地域的な特徴がみられることがわかってきた。また，GPS
によって得られたひずみ速度と応力の関係についても指摘された。さらには，断層の回復過程につい
ても議論が及んでおり，今後は課題番号 1906「
， 注水実験による内陸地震の震源断層の詳細な構造と回
復過程の研究」の研究とあわせて，断層の回復過程に関しての知見が得られるよう研究を進めていく
必要がある。
断層近傍での応力分布や地殻流体と断層の関係は，課題番号：1907，
「 横ずれ型の内陸地震発生の物
理モデルの構築」や課題番号：1905 「日本列島変動の基本場解明：地殻とマントルにおける物性、温
度、応力、流動−変形」において，2000 年鳥取県西部地震や 1984 年長野県西部域での研究が進んで
おり，課題番号：1101，
「 地殻流体と地震活動の関係及び過去地震の災害誘因の解明」では，秋田県森
吉山において解析が進んでいる。九州では，課題番号：2201，
「 地震・火山相互作用下の内陸地震・火
山噴火発生場解明およびモデル化の研究」で，九州の大部分を網羅する規模でのＭＴ観測研究が進め
られており，内陸地震と地殻内流体との関係について重要な結果が得られることが期待される。今後
はこれらの結果をまとめて議論を行い，総括して知見を得ていく必要がある。
これらのことから，今後の研究の方向の方針の一つとして，内陸地震発生に関しては下部地殻をも
含めた地殻構造や地殻流体との関係が重要であるため，それらを明らかにするとともに，応力分布結
果を考慮した上で，シミュレーション等を用いたモデリングなどの解析が重要であることが明らかと
なった。また，シミュレーションを行うためにも地殻・マントルのレオロジーモデルの構築が重要で
ある。そのため，課題番号 1505，
「 日本列島基本構造モデルの構築」において，プレート境界モデル，
リソスフェア・アセノスフェア境界の構築，日本列島下の岩石モデル・レオロジーモデルの構築の研
究が進められており，今後のシミュレーションに重要な役割を果たすものと思われる。
東北地方太平洋沖地震の内陸部にもたらす影響の研究に関して，課題番号：1203，
「 地殻応答による
断層への応力載荷過程の解明と予測」や課題番号 1204「
， 地震断層すべり物理モデルの構築」において
研究が進んでおり，どこに応力が集中しやすいか，また，どこでどのような地震が発生しやすいかが
明らかになることが期待され，今後シミュレーションとの比較が進むものと考えられる。
内陸地震と火山噴火発生場との関係の解明も重要な課題であり，課題番号：2201，
「 地震・火山相互
作用下の内陸地震・火山噴火発生場解明およびモデル化の研究」において，北海道では屈斜路カルデ
ラ地域で，九州では阿蘇カルデラ地域をはじめとする地域で研究が進んでいる。これらの研究で得ら
れた成果をもとに議論を進めていく必要がある。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Iidaka, T., J. Muto, K. Obara, T. Igarashi and B. Shibazaki, Trench-parallel crustal anisotropy along the
trench in the fore-arc region of Japan, Geophys. Res. Lett., DOI: 10.1002/2013GL058359, 2014.

Tsuji, S., Y. Hiramatsu, The Japanese University Group of the Joint Seismic Observations at the Area of Nobi
Earthquake, Spatial variation in coda Q around the Nobi fault zone, central Japan: Relation to S wave
velocity and seismicity, Earth, Planets and Space 2014, 66:97 doi:10.1186/1880-5981-66-97, 2014.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
関連する課題責任者による研究推進委員会を複数回開催し，各研究課題によって得られた研究成果
をもとに内陸地震の現象を理解するとともに，予測に向けた今後の研究方針を検討する。その際に下
記のテーマについて留意し研究を進める。とくに，東北地方太平洋沖地震との関係については，重点
的に研究を進める。
・東北地方太平洋沖地震の地震時や余効変動に伴う地殻活動の把握を行うとともに，互いの観測計
画の確認と研究の方向性に関しての議論と検討を行う。
・地殻流体と内陸地震との関係についての理解を深める。
・実験によるデータと地殻活動の観測データの比較検討から，地殻およびマントルの粘性・弾性・塑
性についての理解を深める。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京大学地震研究所（ 岩崎貴哉，平田直，佐藤比呂志，小原一成，上嶋誠，飯高隆，酒井慎一，蔵
下英司，石山達也，五十嵐俊博，福田

淳一，小河勉）

他機関との共同研究の有無：有
北海道大学・弘前大学・東北大学・茨城大学・千葉大学・東海大学・名古屋大学・京都大学防災研
究所・金沢大学・九州大学・鹿児島大学・防災科学研究所
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：飯高

隆

所属：東京大学地震研究所・地震火山噴火予知研究推進センター
電話：03-5841-5804

FAX ：03-5689-7234
e-mail：iidaka@eri.u-tokyo.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1505
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
日本列島基本構造モデルの構築
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震

(4) 地震現象のモデル化
ア. 構造共通モデルの構築

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
東北地方太平洋沖地震は，日本列島の沈み込みシステムに大規模な影響を与えており，この巨大地
震によって引き起こされるプレート境界及び島弧内陸域の地殻活動を定量的に明らかにしていくこと
は，喫緊の重要な課題となっている．近年，詳細な地震観測網の整備や解析方法の進展，大規模な制
御震源による地殻構造探査によって，日本列島の沈み込みシステムの基本構造についての知見は著し
く増加した．しかしながら，これらの情報が組織的・統一的に集約され統合的な共通モデルが構築さ
れているわけではない．日本列島の基本構造についてのコミュニティ・モデルの構築とそれらの更新
は，日本列島の地殻活動予測にとって本質的に重要であり，現状の活動を把握し，今後の観測を合理
的に進めていくためも欠かせないものである．東北太平洋沖地震に関して言えば，プレート境界をこ
れまでの研究成果から可能な限り正確に定義し，その面上での運動（ 地震時滑り及び余効滑り）によ
る島弧域の弾性的/粘性的変位・歪・応力を計算し，現在進行中の地殻活動との比較によってプレート
境界及び島弧域のモデルの妥当性を検証し，地殻活動の背景となる物理的メカニズムの理解につなが
るであろう．また，島弧域の広域応力の蓄積過程がある程度定量化できれば，島弧内の構造モデルを
より精緻化し，更に列島内に分布する断層をモデル化することによって内陸地震活動の理解にも大き
く貢献することができる．
本課題は，こうしたコミュニティ・モデルを構築し，これらを共有し，更新していくことにより，地
殻活動予測，巨大地震発生にいたるプロセスの定量的な理解など ，火山噴火予測を含む多様な地殻活
動についての定量的な理解を深めようとするものである．日本列島は，千島弧・東北本弧・西南日本
弧・琉球弧・伊豆小笠原弧から成り，各々の島弧下で進行しているプレート沈み込みが複雑な相互作

用を及ぼしあっている．従って，これらの領域を広範に覆う領域でのモデル化が必要である．特に東
北地方太平洋沖地震後の地殻変動・地震活動現象等を支配する歪み・応力状態の定量的評価に必要な
項目を含むものとし ，ジオダ イナミクス・被害地震の発生評価などを考慮し ，統合モデルは以下の 6
要素を表現するものとなる．

(1) 地形,

(2) 沈み込みプレート境界，(3) モホ面，地殻内脆性/延性境界 (eg. D90)，(4) 震源断層の形

状，(5) リソスフェアー・アセノスフェアー境界，(6) 日本列島下のマントルおよび地殻のレオロジー
（７）本課題の５か年計画の概要：
本提案は，既往の成果を可能な限り収集・整理し，(5) で挙げた 6 つの要素についてのデジタルモデ
ル（ grid データ）を構築していくものである．従って，研究というより地道な実作業という色彩が濃
い．本研究で対象とする要素の中の地形及びプレート境界についてモデル化がかなりの程度進んでお
り，5ヶ年計画の初期の段階で整備する．また，モホ面・脆性/延性境界，震源断層については，現在
も調査・研究が進行しており，その成果を随時取り込みながら，5ヶ年かけて実施する．また，リソス
フェアー・アセノスフェアー境界，日本列島下のマントルおよび地殻のレオロジーについては，境界
の位置や物性値そのものについても不明な点も多く残されている．これらについては，その直接的 (実
験的)/間接的な推定方法の開発も含め，研究的要素が強い．5ヶ年計画の前半では関係研究者による集
会を通じて最新の知見を集約し，後半で実験/実作業を行うこととしたい．表 1 に 5ヶ年計画の概要を
示し，モデル化の手順の要約する．

(1) 地形・海溝軸モデルの構築

(H26 年度)：対象域における地形データを統合する．更にモデルとし

ての海溝軸を定義する．(H26 年度).

(2) プレート境界モデルの構築

(H26-27 年度)：これまでの制御震源探査・tomography 解析・高精度

震源分布に基づき，Pacific Plate 及び Philippine Sea Plate 境界を定義する．

(3) 日本列島及びその周辺の震源断層モデルの構築

(H26-30)：これまでの制御震源構造探査・変動地

形的調査等に基づき，震源断層の位置・形状のモデル化を図る

(4) 日本列島下のモホ面及び脆性・延性域境界モデルの構築

(H27-30)．これまでの制御震源探査・

tomography 解析・高精度震源分布に基づき，日本列島下のモホ面及び脆性・延性域境界モデルの構築
のモデル化を図る．

(5) リソスフェア・アセノスフェア境界の構築 (H26-30)：広域・深部 tomography・これまでの地殻変
動シミュレーションの結果を踏まえ，日本列島周辺のリソスフェア・アセノスフェア境界及びその粘
性的構造を推定する．

(6) 日本列島下の岩石モデル・レオロジーモデルの構築 (H26-H30)：これまでの制御震源探査・tomography
解析から得られた地震波速度構造・比抵抗構造を組み合わせ，まず島弧スケールにおける岩石モデル
を構築する．構成岩石の推定は，室内での高温・高圧下での弾性波速度の測定結果との比較によって
行う．高温変形試験を行い, 岩石の粘性についての基礎資料を直接的に得る．日本列島下の温度構造に
ついての知見を加え ,

レオロジー構造を推定する．

尚，ここで想定しているモデルでは，観測されている細かい形状変化などが，報告されている場合
は，それらを反映したものとし，数値計算に必要なスムージングなどについては，初期モデルでは実
施しない，いわば観測寄りの統合モデルを想定する．
（８）平成 26 年度の成果の概要：
本研究は，既往の成果を可能な限り収集・整理し，下記の 6 つの要素についてのデジタルモデル（ grid
データ）を構築していくものである．

(1) 地形・海溝軸モデルの構築
(2) プレート境界モデルの構築
(3) 日本列島及びその周辺の震源断層モデルの構築
(4) 日本列島下のモホ面及び脆性・延性域境界モデルの構築

(5) リソスフェア・アセノスフェア境界の構築
(6) 日本列島下の岩石モデル・レオロジーモデルの構築
1. 地形・海溝軸モデルの構築
国土地理院，水路部の地形・水深データを合わせて，日本列島及びその周辺海域の 500m メッシュ
の topography data を作成した．更に，Alaska 大による topography データと合わせ，N12 °-54 °
，E118
°-164 °の topography を 500m メッシュで作成した．両者の境界部は，滑らかに接続してある．更に，
地質調査所の提供する日本列島周辺の地質データ・重力異常データも同じ メッシュ上で作成した．
この topography データから千島-日本-伊豆小笠原海溝及び相模トラフ，駿河トラフ-南海トラフ-琉球
海溝に沿った水深の最深点を 5 メッシュ間隔で program によって自動的に探し出し，その位置を spline
補間してモデル海溝軸を定義した．この処理プログラムは，まだ開発途上であり，今回のモデルは暫
定的なものである．

2. プレート境界モデル
2.1 自然地震を用いたプレート境界モデル
気象庁一元化震源及び USGS の震源データをもとに，プレート境界を定義した．即ち，1 で定義し
た海溝軸と沈み込む震源分布パターンの上限を結ぶ面をプレート境界とし，テスト的にプレートモデ
ルを作成した．また，駿河トラフ-伊豆半島-相模トラフにおけるフィリピン海プレートの形状につい
ては，震源分布だけから定義することは難しい．そこで，制御震源探査を元に下プレートモデル (Sato

et al. (2005)) に関しても，試験的に境界面を作成した．
2.2 海溝軸から陸側斜面下におけるプレート境界モデル
海溝軸から陸側斜面にかけてのプレート形状モデルの精度向上には，海底観測の結果が必要である．
千島海溝および日本海溝では，過去の構造探査実験の結果および 2004 年から 2008 年に実施された長
期海底地震観測による震源分布を元にしたプレート境界モデルが構築されているが，更に，精度を良
くするために，2009 年以降に海域で，実施された構造探査実験の結果，海底地震計をもちいた精度の
良い震源分布の情報を収集した．特に，2009 年に実施された房総半島沖の構造探査実験の解析が進行
中である．南海トラフにおいても，これまでに構造探査が実施されており，これらの情報の収集を開
始した．一方，南西諸島海溝および伊豆小笠原海溝では，海域構造探査，海底地震計による地震観測
があまり実施されておらず，これらの地域での情報収集が今後の課題である．

3. 日本列島及びその周辺の震源断層モデルの構築
秋田堆積盆地・庄内平野・新潟平野北部の地下構造データを基に，新たな震源断層モデルを構築した．
文部科学省の「日本海地震津波調査プロジェクト 」で作成した断層モデルも含め，数値化を行った．

4. リソスフェア・アセノスフェア境界の構築
日本海におけるリソスフェア・アセノスフェア境界（ LAB ）モデルをめざした情報収集を開始した．

2001 年から 2003 年にかけて，日本海大和海盆で実施された広帯域海底地震計による長期地震観測で
は，表面波の分散を用いて，深部構造が求められている．また，2013 年から，文部科学省委託研究によ
り，同じく大和海盆で，LAB を求めるための長期広帯域海底地震観測が開始された．本年度は，2013
年 10 月に，大和海盆に設置した 6 台の長期観測型海底地震計を，2014 年 8 月に回収し ，同地点に海
底地震計を再設置した．各地震計では，良好な記録が得られており，現在解析を実施中である．

5. 日本列島下の岩石モデル・レオロジーモデルの構築
日本列島下の岩石モデルの構築を目的として，まず，H ２６年度は特に，西南日本列島下の地殻構成
岩石に関する初期モデルを検討した．高知県長岡郡には苦鉄質・超苦鉄質捕獲岩が産出しており，偏
光顕微鏡で観察した結果，斑れい岩，かんらん石斑れい岩，角閃石-輝石斑れい岩，斑れいノーライト，
ノーライト，単斜輝岩，かんらん石単斜輝岩に分類された．地質温度計を用いた結果，斑れい岩と単
斜輝岩の平衡温度はそれぞれ約 980 ℃，1060 ℃と見積もられた．この平衡温度を西南日本の他の捕獲
岩産地（ 荒戸山・男山・新宮）で報告されているかんらん岩の平衡温度を比較すると，斑れい岩は相
対的に低温であり，単斜輝岩はかんらん岩の平衡温度に相当した．したがって，斑れい岩は下部地殻
深部を，単斜輝岩はモホ近傍もしくは最上部マントルで形成された岩石であると推測される．優黒質

斑れい岩，角閃石-輝石斑れい岩，斑れいノーライトの P 波速度を鉱物化学組成と鉱物モード 比から計
算した．これらの速度を西南日本の P 波速度構造と比較した結果，斑れい岩ノーライトは下部地殻と
同等の速度であった．一方，優黒質斑れい岩，角閃石-輝石斑れい岩は下部地殻の P 波速度よりも明ら
かに高速であり，下部地殻に局所的に分布する岩石であると推定される．

6. 研究集会
このような総合的モデル構築には，関連分野での最先端の研究成果の融合が不可欠である．今後のモ
デリングを，全国の研究者の協力のもとで進めて行くために，12 月 11 日に日本列島基本構造モデル
構築についての小集会を開催し，これまでに提出されているプレートモデル，モホ面形状，データ公
開及び構造モデル化における様々な問題点について，議論を行った．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
石川正弘・松原誠・武田哲也（ 2014 ）北上山地下の珪長質下部地殻と斜方輝石岩マントル：白亜紀ス
ラブ メルティングの証拠. 岩石鉱物科学, doi: 10.2465/gkk.140120.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：

H27 年度も，引き続きプレート境界・日本列島及びその周辺の震源断層モデル・リソスフェア・アセ
ノスフェア境界・日本列島下の岩石モデル・レオロジーモデルの構築を行う．特にプレート境界につ
いては領域全体のモデル作成を目指し，プレート境界面の近似方法等必要 program の開発を併せて推
進する．日本列島下の岩石モデルの構築においては，まず，実験および計算から地下深部由来の捕獲
岩の弾性波速度を得て，次に，地殻構造との対比を行なう．H27 年度は H26 年度に引き続き，西南日
本の地殻構成岩石モデルを検討することとする．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
佐藤

比呂志・岩崎

貴哉・石山

達也・篠原

雅尚

他機関との共同研究の有無：有
参加人数：20 名．
参加機関：防災科学技術研究所・国土地理院・海上保安庁・海洋研究開発機構・岩手大学・東北大
学・新潟大学・愛知教育大学・中部大学・京都大学．
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：岩崎 貴哉・佐藤 比呂志
所属：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5708

FAX ：03-5689-7234
e-mail：iwasaki@eri.u-tokyo.ac.jp,satow@eri.u-tokyo.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1506
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
小型絶対重力計を用いた火山監視技術の開発
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
マグマ噴火を主体とする火山において、その活動を予測するためにはマグマの動きを監視する技術
が不可欠である。重力観測はマグマ移動に伴う密度変化に感度をもち、GPS など 地表変位の観測と相
補的に地下深部の情報を引き出すことができる。これまで絶対重力計と相対重力計を組み合わせたハ
イブリッド 重力観測により、火山活動に伴う重力変化が観測されているが 、本課題では小型絶対重力
計を用いて火口の近傍で精度の高い重力観測を行い、マグマ活動を監視する技術を開発する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」で開発された小型プロトタイプ絶対重力計を用い
た試験観測による実用性の向上と並行して、装置のさらなる小型化と火口近傍での観測技術開発をす
すめる。重力以外の観測とも組み合わせ、５年程度の期間で絶対重力による火山監視技術を開発する。
平成２６年度においては、小型プロトタイプによる試験観測、および光源の小型化を行う。
平成２７年度においては、小型光源の組み込み、および小型落下機構の導入を行う。

平成２８年度においては、新型プロトタイプ（ 小型光源・落下機構）による試験観測、および山体設
置法の研究を行う。
平成２９年度においては、新型プロトタイプの火山体における試験観測、およびデータ通信試験を行う。
平成３０年度においては、火口近傍での観測実証試験（１年程度）を行う。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」において，マグマなど 火山流体の移動を重力変化
によって検知するための小型絶対重力計を開発した．計測の誤差となる地面振動を補正するための組
み込み加速度計や計測に使用する落体の回転を抑えるサイレントド ロップ法により，開発した絶対重
力計プロトタイプ TAG-1（ 図１）は市販品の 70%程度のサイズとなった．火山地帯を含む複数の観測
点で性能評価を行った結果，既存の絶対重力計と同等の 1uGal 以内の精度を確認した．一方，絶対値
については過去の測定結果と比べて 20uGal 程度の低下が認められた．その間，ＧＰＳデータによると
地殻変動は顕著でなかったため，測定結果は装置の系統誤差による可能性があった．
本年度は，TAG-1 の系統誤差の評価，主に干渉光を受光する光検出器と収録装置の応答速度に依存
する系統誤差の評価を行った．光検出器は落体が自由落下する際の速度に比例した周波数の干渉信号
を受光し，収録装置に送られる．周波数応答が悪いと波形に位相遅れが生じ ，重力値に誤差が発生す
る．まず，光検出器の周波数特性を測定した結果，数十 uGal の誤差を生じ うる特性であることがわ
かった．一方，収録装置の特性による誤差は干渉信号を正確に再現する信号を直接収録装置に加えて
重力値を算出したところ，1uGal 以下の誤差であることがわかった．すなわち，主に光検出器による
特性で誤差が生じていた．正確な誤差の値は，干渉信号を正確に再現する光源が必要であり，それを
用いて測定を実施する予定である．
その他の誤差要因である落体解放時の反作用による地面振動については，解析方法の工夫により補
正できる見込みである．また，反作用を低減させる機構を組み込んだ小型落下装置を用いた試験観測
を実施し，落体投げ上げ時の反作用低減の一定の効果を確認した．本年度に計画していた光源の小型
化は継続して取り組み，次年度完成させる．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Araya, A., H. Sakai, Y. Tamura, T. Tsubokawa, and S. Svitlov, 2014, Development of a compact absolute
gravimeter with a built-in accelerometer and a silent drop mechanism, in Proc. of the International
Association of Geodesy (IAG) Symposium on Terrestrial Gravimetry: Static and Mobile Measurements
(TGSMM-2013), 17-20 September 2013, Saint Petersburg, Russia, 98-104.
Svitlov, S. and A. Araya, 2014, Homodyne interferometry with quadrature fringe detection for absolute
gravimeter, Appl. Opt. 53, 3548-3555.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
系統誤差の評価を継続し，試験観測により検証する．また，すでに着手している小型レーザー光源を
完成させ装置に組み込み，さらに小型落下機構の導入を行い，装置の小型化と実用性の向上をはかる．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
新谷昌人、高森昭光
他機関との共同研究の有無：有
国立天文台 田村良明、東北大学 中沢正隆ほか２名、京都大学 福田洋一ほか３名、極地研 土
井浩一郎、産総研

名和一成

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所

電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：新谷昌人
所属：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5821

FAX ：03-5841-5693
e-mail：araya@eri.u-tokyo.ac.jp
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平成 26 年度年次報告
課題番号：1507
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
次世代プレート境界地震発生モデル構築のための実験的・理論的研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(4) 地震現象のモデル化
イ. 断層滑りと破壊の物理モデルの構築

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震
イ. 海洋プレート内部の地震
ウ. 内陸地震と火山噴火

(4) 地震現象のモデル化
ア. 構造共通モデルの構築

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：

2011 年の東北地方太平洋沖 M9 地震は、アスペリティと認定されていなかった領域で大きな地震性
滑りが生じたものであり、地震発生予測シミュレーションにおいて有望とされてきた、摩擦特性の固
定的な空間分布によってプレート境界断層が固着域（アスペリティ）と準定常的クリープ域に棲み分
けられているという単純なアスペリティモデルが巨大地震には適用できないことが明白となった。実
際、2011 年 M9 の破壊域内部でのスロースリップが観測されている。また、スロースリップは、南海
トラフ巨大地震の破壊域と予想されている部分の深部と浅部でもみつかっている。このような事実は、
プレート境界の摩擦において時間・空間スケールによって異なった物理プロセスが働くことを示唆し
ている。プレート境界での物理的条件や、物性に関してさまざ まな仮定をおいてこのような観察を説
明する仮説は既に提出されているが、仮定の妥当性を観測データだけから判断することは困難である。
本課題では、室内実験・物理理論・数値シミュレーションの 3 つのアプローチを組みあわせて、複雑
で多様なプレート境界の滑り現象に関する観測と矛盾しないと同時に、プレート境界の条件での物理

化学素過程として妥当なプレート境界の断層モデルを構築することを目標とする。その成果は次世代
の予測シミュレーションにおいて設定されるべき物理モデルの指針となるであろう。
（７）本課題の５か年計画の概要：
室内実験、理論研究、数値シミュレーションは、連携を保ちつつ独立に進める。

A. 室内実験。
A1：プレート境界では、陸側プレートと海側プレートの岩盤が 、未固結堆積物の層を介して接触して
いると考えられる。室内実験において、粉体層内に形成される剪断集中帯より十分厚い粉体層がある
場合に、高速滑りによる動的な弱化によらなくても非常に長い距離にわたる滑り弱化がおこるケース
が報告されている。これは、巨大地震の発生に必要な、大きなネルギーの長期にわたる蓄積を可能に
するメカニズムであり、非常に長い滑り距離のとれる回転式剪断試験機を用いて、このような現象が
おこる条件を探る。

A2：プレート境界の熱水条件下では、未固結堆積物は徐々に固結し 、それにともなって、力学・水理
特性も変化してゆくと考えられる。この様子を解明するために熱水条件下で粉体の固結実験を行う。

A3：スロースリップは、プレート境界の剪断のメカニズムが 、温度・圧力・変形速度によって、脆性
的なものから延性的なものに遷移することと関係している可能性がある。本課題ではアナログ物質を
用いた脆性-延性の遷移の実験等を参考に物理的に妥当な形の構成則を開発する。また、より高温高圧
の実験を達成することで、実際の岩石における脆性-延性遷移のデータを取得する。

A4：間隙圧の強度に対する影響は、脆性域では、
「有効圧＝拘束圧−間隙圧」なる有効圧力の法則と
してよく確立されている。しかし 、プレート境界深部に存在すると考えられる蛇紋岩等では、延性変
形の効果によって大きなずれが生じることが考えられるため、高温高圧実験による拘束をめざす。

B. 理論的研究においては 、微視的素過程から摩擦構成則を構築し 、実験室データを断層に適用する
めに必要となるスケーリング則を調べる。そのために、断層スケールでの地質学的不均一性及び断層
面の不規則形状をモデル化し 、モデルの最小スケールにおいて摩擦則を与えて、より大きなスケール
での平均的な挙動を調べる。また、温度計を設置した自然断層において地震の発生を待ち、滑り域が

10-100m 程度のサイズの地震時の摩擦発熱量から地震時動摩擦の絶対値を推定する観測を継続する。
計画の後半では、最小スケールで与える構成則に時間依存性をもたせて、理論の拡張をおこなう。

C. 断層滑りシミュレーションでは、複数の変形メカニズムを滑りモデルにとりこむために摩擦構成則
の拡張を行ない、階層性を含めた構成則パラメータの不均質分布が地震発生パターンに与える影響や、
滑り速度や温度等で卓越する変形メカニズムが交替することの影響を明らかにする。素過程としては、
高速滑りによる動的弱化等、本課題での実験以外から知られているものも含めて、様々な素過程の競
合・共存を検討する。滑りによる発熱や断層周辺岩石の破砕と間隙流体の非線形相互作用に関しては、
ゆっくりとした流体移動から高速な断層滑りまでの一見多様に見える動的地震破壊を体系的に理解す
ることをめざす。また、不均質媒質中の地震破壊伝播計算手法の開発を行い、断層周辺の不均質構造
と地震断層破壊との力学的相互作用を取り入れた定量的モデルを構築する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
温度・岩種依存性を含めた岩石強度、摩擦強度の既存データ、地震波探査による構造、熱的モデルか
ら期待される温度分布などに関する出版された情報を組み合わせて、2011 年東北地方太平洋沖地震の
震源域を含むプレート境界の強度断面 (図 1) を作成した (Shimizu, 2014)。深部の M7 級宮城沖タイプ
地震、および浅部の M9 東北地方太平洋沖地震タイプの震源域に構造探査や重力異常からも存在が示
唆される沈みこんだ海山 (e.g., Miura et al., 2005; Matsubara and Obara, 2001) が 、高温でも塑性流動を
おこしにくいはんれい岩質であり、海山のない部分でのプレート境界物質となる石英質の海洋地殻表
層とのあいだに深部では強度コントラストをもち、浅部ではもたないことが 、両者のタイプの地震の
アスペリティの空間規模の差を生んでいることを提案した。本研究においては、石英質物質の脆性-塑
性遷移領域での強度が重要であるが 、直接のデータが乏しく、岩塩の脆性-塑性遷移データを参考に、

摩擦係数と凝着強度を適当に遷移させてみつもった。塑性に近づくにつれて、間隙流体圧が強度を下
げる効果が失なわれていくはずであること、温度 150 ℃以上では弱い粘土鉱物が存在しえないことを
考慮すると、剪断強度の絶対値は、東北地方太平洋沖地震の震源のである深さ 15km 程度から宮城沖
震源位置である深さ 40km 程度にむかって 100-300MPa という高い絶対値レベルで変化しているだろ
うと提案した。また、東北地方太平洋沖地震でみられた高い応力降下に海山の破壊が寄与している可
能性 (e.g. Kumagai et al., 2012) は本研究の強度分布からも支持される。
一方で、地震サイクルにおけるプレート境界の摩擦強度の変化を、プレート境界面での接触コンプラ
イアンスによる音響反射の観測からモニターし うるかの理論的検討を行った (Kame et al., 2014)。接触
境界反射が強度を敏感に反映するのは、摩擦強度と摩擦コンタクトの半径に依存して決まる特性周波
数の上下一桁程度の周波数の音波を用いた場合である。実験室での測定では、摩擦コンタクトの半径
として臨界滑り距離程度の値をとる (Nagata et al., 2008) ことから、プレート境界断層でのコンタクト
半径を 10cm とし 、摩擦強度を 100MPa とすれば特性周波数は 10Hz となり、フィールドでの反射法探
査等で実現しやすい値であると予想される。一方で、速度・状態依存摩擦則を用いて地震サイクルの
シミュレーションを行うと、地震前二年間に滑り速度がプレート運動程度の速度から 1mm/s まで加速
する間に摩擦強度 (Nakatani, 2001) が数十 MPa 低下することが予想される (Kame et al., 2012)。反射率
の低下量は、強度変化/初期強度レベルでスケールされるので、この強度低下による反射率の増加は、
断層の初期強度を 200MP とすれば 5% 、30MPa とすれば 50%程度となり (図 2) 検知を目指せるレベル
であると考えられる。また、プレスリップのほとんどが地震のごく直前に集中するが 、強度及び反射
率は、ほぼプレスリップの滑り速度の対数に応じて変化するので、前述の変化量は地震の数ヶ月前か
ら顕著な変化として見えることが期待される。
実験室の摩擦を地震現象に適用する際に、いつも大きな問題とされるのが臨界滑り距離 (Dc) である。
実験室でみらえるミクロンオーダーの Dc では、広大なロック部に長期にわたって滑り遅れをためるこ
とは、エネルギー的に無理があり (Kato,2012) 、何らかの理由で天然の大地震は、cm から m オーダー
の Dc をもった摩擦現象であると考えられる (e.g., Ohnaka, 2000)。我々は、低い法線応力でガラズビー
ズの層を用いて粉砕・熱的影響を排除して行った速度急変実験において、18m という超弩級の Dc をも
つ摩擦強度の遷移的変化をとらえており、これが 、速度の増加・減少にたいして可逆であること、剪
断集中帯よりも厚い粉体層を用いた場合にのみ顕著に観察されること、遷移の全過程において摩擦と
粉体層の厚味が正の相関をもつことから、粉体層内の背景領域における粒子の幾何学的再配置による
ものである (桑野ら , 2014a) と考え、さらなるメカニズムの解明を目指した。今年度は、この現象が 、
装置の軸ぶれ (剪断リングの回転に伴って剪断載苛面の位置が 0.1mm 程度上下する) によるものである
ことを、軸ぶれを抑えた実験 (図 3) によって見いだした (桑野ら 2014b)。境界条件の擾乱によって、粒
子の再配置が容易になることを示唆していると解釈できる。
また、摩擦則は、そもそも界面の不均質な内部構造をある領域内で平均化し 、領域の平均応力と平均
滑り量の関係を表すものであることを思いだせば 、地震スケールへの適用においては、不均質な内部
構造をマスクして粗視化するときに何が起るかを理解することが必要である。そこで、最も簡単な実
験として、固着?滑りをする一続きの不安定領域が安定滑り域に囲まれて存在するような系について、
この系全体を代表する単一の応力代表値と滑りの代表値の関係を記述する摩擦法則がどのようなもの
になるかを数値実験で調べた (Noda and Hori, 2014)。滑りの代表値としては、各位置での滑り量の空間
平均 Vavg をとり、応力の代表値としては、実験条件として与えやすい遠方応力値 (tau0) をとった。な
お、本実験の範囲内では後者も応力の空間平均と 0.1MPa 以内で一致する。実験では、微視的な摩擦則
として RSF 則 (Aging 版) を系内に十分細かくとったグリッド の各点に与え、その面が弾性体内に埋め
こまれているとして運動方程式を解いた。一定の tau0 で長期間載荷をつづけると、Vavg は不安定パッ
チの固着?滑りサイクルの周期をもって長期的な平均速度 Vss の周囲で振動する (図 4)。実験条件 tau0
を様々に変えて、Log(Vss) と tau0 の関係を調べてみるときれいな線形関係が得られ、その傾きは、微
視的に与えた (A-B) の空間平均に非常に近いものであった。実験で設定した固着パッチが系全体のス
ケールの 1/3 と大きなものであることを考えると、この一致は自明でない。一方、巨視的な摩擦の遷移

応答をみる目的で、tau0 をステップ的に変化させそのあと Vavg が Vss(tau0 before) から Vss(tau0 after)
に遷移する様子を、RSF 則の関数形でフィッティングすることを試みた。ステップを与えるタイミン
グが不安定パッチの固着−滑りサイクルのどこに位置するかで結果は変ってくるので、そのタイミン
グを変えた実験を 10 回行い、それらを平均的によくフィットする摩擦則を探索した。その結果得られ
た Amacro や Bmacro の値は微視的に与えた (A-B) の空間平均よりも数倍小さく、Lmacro の値は数倍
大きくなった (図 5)。さらに 、与える tau0 ステップの大きさによって最適な (A,B,L) macro の値が有
意に変化したので、粗視化された摩擦則は、関数形自体が微視的に与えたものと違っていることにな
る。なお、不均質な微視過程の粗視化の実験ということで「数値摩擦実験」という観点からまとめた
が 、実験の結果は、リピーターパッチを含む領域での余効滑り等の粗視的観測量から推定された摩擦
則の位置付けを考える上でも、同じように使うことができる。
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（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
脆性・塑性遷移領域におけるプレート境界構成則のために、熱水実験の準備を進める。また、微視的な
メカニズムに基づいて構成則をかきくだすための理論的検討を行う。粉体再配置効果については、具
体的メカニズムを明らかにするためにさらに実験を進める。応用シミュレーションについては、空間
不均質と時間的擾乱のもたらす影響を中心に研究を進める。
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図 1. 宮城沖のプレート境界強度の推定 (Shimizu, 2014 に加筆).

a) 間隙水圧分布。(b) 温度分布。(c) 剪断強度分布。

図 2. 地震前の二年間に予想される摩擦強度の低下量と、それによる反射強度変化のみつもり (Kame et al., 2014 に
加筆).
観測に用いる弾性波の周波数が 、断層面の接触コンプライアンスから予想される特性周波数の上下 1 桁の範囲で
異る 5 つのケースを示した。

図 3. 速度ステップ実験における摩擦の変化 (桑野ら、2014b に加筆).
直径 270um のガラズーズ 15 層からなる試料をリング剪断試験機で法線応力 30 kPa の下で剪断させた。軸ぶれの
ある回転プレートをもちいた場合 (a) には、速度ステップ後に明瞭な摩擦と層厚の遷移的変化があるが、軸ぶれの
ないプレートを用いたケース (b) では、そのような変化は認められない。

図 4. 256m 四方の周期的境界をもつ計算領域の中心に直径 80m の不安定なパッチ (A = 1.6 MPa, B = 2 MPa, L = 45

um) を置き、一定の遠方応力 (tau0 = 70MPa) で載荷しつづけたときの全領域の平均滑り量の時間記録.
赤丸は、不安定パッチの動的滑りのタイミング。パッチの外側の摩擦特性は A = 1.6 MPa, B = 1.2 MPa, L = 136 um.

図 5. tau0 を 68MPa から 70MPa にステップ的に増加させたあとの空間平均滑り量の時間記録.
実験はステップのタイミングを変えて 10 回行った (黄緑)。実験結果とを粗視化した構成則でフィット (赤点線) し
てえられるパラメターは、微視的に与えた摩擦パラメタの空間平均とは数倍ことなる。実際、空間平均パラメタ
でステップ実験をシミュレーションした結果 (青線) は、実際の結果 (多数の黄緑線) のどれにもみられない鋭い折
れ曲りをもっている。

平成 26 年度年次報告
課題番号：1508
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
地球物理・地球化学統合多項目観測および比較研究によるマグマ噴火を主体とする火山の定量化と
モデル化
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山
イ. 熱水系の卓越する火山

（ ４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
本研究では、国内外の火山の比較研究を行う．１）浅間山の研究に基づきマグマ供給系の深部から
浅部に渡る詳細なモデルを提案し 、他のマグマ噴火を主体とする国内外の火山で提案されているマグ
マ供給系モデルとの比較を行う。２）伊豆大島のデータから応力変化と地震発生の関係を表すモデル
を提案し 、地震学の分野での先行研究と比較し 、火山に適用できるモデルの確立を目指す。３）諏訪
之瀬島では火口近傍観測で観測された噴火直前の加速度的な傾斜変化が 、火道内マグマ上昇モデルに
より説明されている。諏訪瀬島において傾斜計を含む火口近傍多項目観測網を強化してモデルの精密
化を図るとともに、国内外の火山における観測データおよびモデルと比較する。
これらの比較研究を通じて、マグマ噴火を主体とする火山に共通する要素を抽出し 、モデルの高度
化を進める。これまでの噴火事象の分岐判断は経験的要素が強かったが 、モデルの高度化により、分
岐判断に物理的な根拠を与えることができる。それにより、噴火事象系統樹は経験則の段階から科学
的理解を基礎に置いた予測手法へ進化し 、経験則に近い現状に比べて予測精度が大きく向上する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
本課題は実施機関及び共同研究機関の運営費交付金に支えられる計画である。
平成 26 年度：浅間山、諏訪瀬島において観測網の高度化を開始する。また、伊豆大島においてはガス
観測準備のため、1000m 孔からのケーブル引上げを行う。桜島において空中時期観測および火口近傍
への観測装置設置を行う。
平成 27 年度：浅間山、諏訪瀬島においては高度化された観測を継続する。伊豆大島においてはガス観
測機器の開発を進めるとともに、地震・地殻変動観測網の高度化を進める。樽前山で空中時期観測を
行う。比較研究のための海外火山調査を行う。

平成 28 年度：浅間山、諏訪瀬島、伊豆大島においては高度化された観測を継続する。伊豆大島におい
てはガス観測機器の開発も継続する。桜島において空中時期観測および火口近傍への観測装置設置を
行う。観測対象火山においてモデルを構築し 、国内外火山との比較を進める。
平成 29 年度：浅間山、諏訪瀬島、伊豆大島においては高度化された観測を継続する。伊豆大島におい
てはガス観測機器の運用テストも行う。樽前山において空中時期観測を行う。比較研究のため、海外
調査を行う。観測対象火山においてモデルを構築し 、国内外火山との比較を進める。
平成 30 年度：浅間山、諏訪瀬島、伊豆大島での観測を継続するとともに 、比較研究に基づくモデル
の高度化を進める。桜島において空中時期観測および火口近傍への観測装置設置を行う。海外調査を
行い、観測対象火山と国内外火山とでモデルの比較をさらに進め、噴火事象系統樹の分岐判断へ応用
する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
浅間山においては、プロトンの増設による観測高度化のため、現地調査を実施した。また、火口周辺
において CO2 ガス観測を行った。伊豆大島においてはガス観測準備のため 1000m 孔からのケーブル
引き上げを試みたが 、途中でケーブルが切断し引き上げはできなかった。地震活動と地殻変動データ
からマグマ起源の揮発成分量を推定するための理論構築を行った。桜島においては、火口近傍への観
測装置設置を行った。霧島において空中磁気観測を行い、火口内にたまった溶岩の冷却過程を調べた。
諏訪瀬島では天候不良により新規傾斜計設置はできなかったものの、火口周辺観測を継続している。
有珠山において空中磁気探査を行った。2011 年の霧島データの解析を行い、微動や空振振幅とマグマ
噴出率の関係式を見出した。マグマ噴火を主体とする火山をターゲットとする SO2 ガス観測装置の開
発を進めた。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Nakamichi, H. 他 48 名, 2014, 2013 年桜島人工地震探査の概要と 2008 年探査の比較, 桜島火山における
多項目観測に基づく火山噴火準備過程解明のための研究 2013 年報告書, 27-39
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
浅間山においては、プロトンを設置することにより観測の高度化を進める。諏訪瀬島においては傾斜
計設置により観測の高度化を進める。桜島において、地震・地殻変動観測装置の回収と設置を行う。口
永良部島の山頂付近への地震計設置および空中磁気調査を試みる。伊豆大島においてはガス観測機器
の開発を進めるとともに、地震・地殻変動観測網の高度化を進める。マグマ噴火を主体とする火山を
ターゲットとする火山ガス観測装置の開発を進める。比較研究のための海外火山調査を行う。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
武尾実、森田裕一、大湊隆雄、上嶋誠、市原美恵、及川純、金子隆之、青木陽介、小山崇夫（ 以上
地震研究所）、橋本武志（ 北大）、本多嘉明（ 千葉大）、井口正人、中道治久、為栗健（ 以上
大防災研）、西村太志、三浦哲（ 以上

京

東北大）、野上健治（ 東工大）、松本聡、寅丸敦志（ 以上

九大）、森俊哉（ 東大院理）、八木原寛（ 鹿児島大）
他機関との共同研究の有無：有
浅間山：森俊哉（ 東大院理）
伊豆大島：松本聡（ 九大）、野上健治（ 東工大）、三浦哲（ 東北大）
諏訪瀬島：井口正人、中道治久、為栗健（ 以上 京大防災研）、西村太志（ 東北大）、八木原寛（ 鹿
児島大）
樽前山：橋本武志（ 北大）、本多嘉明（ 千葉大）
桜島：井口正人、中道治久、為栗健（ 京大防災研）、本多嘉明（ 千葉大）
モデル化：寅丸敦志（ 九大）

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：大湊隆雄
所属：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5810

FAX ：03-3812-6979
e-mail：takao@eri.u-tokyo.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1509
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
プレート境界すべり現象モニタリングに基づくプレート間カップリングの解明
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震

(4) 地震現象のモデル化
ア. 構造共通モデルの構築
イ. 断層滑りと破壊の物理モデルの構築

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(3) 地震・火山噴火の災害誘因の事前評価手法の高度化
4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備
ウ. 観測・解析技術の開発

(3) 関連研究分野との連携の強化
(6) 国際共同研究・国際協力

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
プレート間カップリングの多様性と相互作用を詳細に把握し，そのメカニズムを明らかにすることは，
巨大地震と他のプレート境界現象との相互作用の解明に資するとともに，プレート境界に対する理解
を深めることで巨大地震の発生予測の高度化に貢献する．そのため，スロースリップ イベントや深部
低周波微動を含むスロー地震等の多様な滑り現象を高精度に把握し，それらの現象の時空間発展等の

活動様式，とくに現象間の相互作用を明らかにするとともに，これらの多様なプレート間カップリン
グを規定する構造的要因を明らかする．また，相互作用によって発生する現象の誘発メカニズムを理
解し，シミュレーションによって現象の再現を試み，巨大地震との関わり合いに関する知見を得る．特
に，2016 年に発生が予想される豊後水道の長期的スロースリップ イベント (SSE) とそれに誘発される
様々な滑り現象などについて，多項目のモニタリングを集中することにより，相互作用を含めた一連
の現象のメカニズムを解明する．
（７）本課題の５か年計画の概要：
本研究計画は，以下のモニタリング，構造探査・シミュレーションから構成される．
１．モニタリング精度向上とプレート 境界すべり現象解明

1(1) 豊後水道における隣接すべり現象間の相互作用の解明
豊後水道で 2016 年（ 平成 28 年度）に発生が予想される長期的 SSE とそれによって誘発される多様
なスロー地震群を正確に把握し，その時空間発展に基づいて相互作用を解明するため，豊後水道の周
辺陸域に広帯域地震観測点，島嶼部に GPS 観測点，海域に海底地震計・圧力計を設置し，長期的 SSE
の滑りパラメタや浅部超低周波地震の検出精度を向上させる．また地震波干渉法による地下構造の時
間変化の抽出を試みるとともに，重力・電磁気観測の結果と比較し，すべりの時間発展と流体との相
互作用を明らかにする．
［ GPS 観測］
（ 平成 26 年度）
豊後水道周辺島嶼部の数か所に機動的 GPS 観測点を設置し，国土地理院 GEONET のデータを加え
て長期的 SSE のすべり分布の時空間発展を推定するためのモニタリング体制を構築する．
（ 平成 27〜30 年度）
機動的 GPS 観測点によるモニタリングを継続し ，長期的 SSE が発生した場合には，国土地理院

GEONET のデータを加えてすべり分布の時空間発展を推定する．
［ 陸域地震観測］
（ 平成 26 年度）
浅部・深部超低周波地震等を把握するための機動的広帯域地震観測点や，地震波干渉法による長期
的 SSE 震源域周辺の速度変化把握のための機動的短周期地震観測点の選定を行なう．
（ 平成 27〜30 年度）
機動的広帯域地震観測点を設置し，既存のデータ流通網を活用して防災科研にもデータ転送し，超
低周波地震・深部低周波微動について従来の処理システムを活用したモニタリング体制を構築する．そ
れに基づいて，長期的 SSE の発生に伴う浅部超低周波地震や深部低周波微動・超低周波地震の検出を
進める．また、地震波干渉法によるモニタリングを行なうとともに，過去データ解析を進める．
［ 海域観測］
（ 平成 26〜30 年度）
海域に海底地震計や圧力計を数台設置して観測を実施し，海域観測機器を交換してモニタリングを継
続するとともに，長期的 SSE 発生前の定常的活動及び長期的 SSE に伴う地殻変動や超低周波地震を検
出するためのデータ処理を行なう．
機動的 GPS・広帯域・短周期地震観測点については，長期的 SSE 終了後もその影響を見極めるため
のモニタリングを継続する．長期的 SSE が発生した場合には，海陸のデータを融合して各スロー地震
の発生源の時空間発展を正確に推定し，現象間の相互作用を明らかにする．また，1(5) によって得ら
れた重力変化や比抵抗変化，及び地震波干渉法による地下速度構造変化との比較から，すべりの時間
発展と流体との相互作用を明らかにするとともに，シミュレーションモデルの構築に資するデータを
提供する．

1(2) 東海地域における長期的・短期的 SSE の時空間変化の 推定手法の高度化とプレート 間すべりの
解明

東海地域は数年に及ぶ長期的 SSE と一週間程度の短期的 SSE が発生する場であり，これらの発生領
域の特性を解明することが重要である．このため，東海地域に展開している大学連合による GPS 観測
を維持・強化し，周期的に発生する短期的 SSE を把握して滑りパラメタを高精度に推定し，当該地域
における滑り収支を把握するとともに，長期的 SSE の発生も期待されるため，発生した場合にはその
滑りパラメタの高精度推定を行う．
（ 平成 26 年度）
伊勢湾付近を中心として機動的 GPS 観測点を数か所設置し ，既存の大学連合による GPS 観測点及
び国土地理院 GEONET のデータを加えて，東海長期的 SSE や微動に伴って生じる短期的 SSE のモニ
タリング体制を構築するとともに，短期的 SSE を自動的に検出する手法の開発を進める．
（ 平成 27〜30 年度）
モニタリングを継続するとともに，周期的に発生する短期的 SSE について自動検出結果との比較に
基づき，システムの改良を継続的に行う．長期的 SSE が発生した場合にはその滑りパラメタの高精度
推定を行う．前期の研究に基づき，短期的 SSE と長期的 SSE の特性を比較し，場の物理特性の違い等
を解明する．

1(3) 房総 SSE と群発地震活動との相互作用の解明
房総半島に展開している機動的 GPS・地震観測網や定常観測網を維持し，房総沖でこれまでも繰り
返し発生している SSE とそれによってトリガーされる小繰り返し地震を含む群発地震活動をモニタリ
ングし，発生した場合にはその時空間発展に基づきこれらの相互作用を解明する．
［ GPS 観測］
（ 平成 26 30 年度）
房総半島沿岸の機動的 GPS 観測点の維持を行なうとともに定常状態を把握し ，房総 SSE が発生し
た場合には，そのすべりの時間発展を正確に推定する．
［ 地震観測］
（ 平成 26 28 年度）
委託研究で維持されている房総半島内の MeSO-net（大大特）の地震観測データを活用し，既存の地
震観測データを含めて定常的な地震活動の把握を行なう．
（ 平成 29 30 年度）

MeSO-net 観測点を維持するとともに，房総沖 SSE が発生した場合にはそれに伴う群発地震活動の
高精度震源決定を行ない，SSE すべり域との時空間的関係を明らかにする．
小繰り返し地震解析から準静的すべりのすべり量を推定し，測地学的推定結果との比較を行う．

1(4) 西南日本スロー地震活動様式の解明
（ 平成 26 30 年度）
深部低周波微動等のスロー地震カタログを用いて、セグ メント構造・周期性・移動性・トリガリング
などのスロー地震活動様式の特徴を抽出し，巨大地震活動様式との類似性・相違性を明らかにし，活
動予測モデルを構築する．

1(5) 重力・電磁気観測に基づくすべりの時間発展と流体との相互作用の解明
南海トラフ等の長期的 SSE の生じている地域において重力観測及び電磁気観測を実施し，摩擦構成
則に関連する間隙流体圧の変動パターンを質量変化及び比抵抗変化を通じて捉えることにより，すべ
りの時間発展と流体との相互作用を明らかにする．

[重力観測]
（ 平成 26〜30 年度）
東海・四国・宮崎・房総等の SSE 発生域において年１回程度の絶対重力観測を行う．平成 29 年度に
豊後水道で絶対重力観測を連続観測に切り替え，SSE による重力変化の常時監視を行う．平成 30 年度
に SSE による重力変化データを GPS，地震，電磁気データと統合し，流体とすべりとの相互作用をモ
デリングする．

[電磁気観測]

（ 平成 26 年度）

1994-1995 年，2000-2001 年にわたって観測を実施した四国西部におけるネットワーク MT 法観測
データをコンパイルし，四国西部広域深部３次元比抵抗構造を推定する．得られた構造に対して比抵
抗構造の変化が予想される領域に対する地上電磁場観測点の感度を調べ，平成 27 年度からのモニター
的観測の最適な観測点配置を検討するとともに，ネットワーク MT・磁場観測点の選定，土地交渉等
を行う．
（ 平成 27 年度）
前年度に選定したネットワーク MT・磁場観測点において，それぞれ長基線地電位差観測・磁場 3 成
分観測を開始する．さらに，観測データの 1 次的解析（ 電磁場，磁場磁場間応答関数推定）を実施し，
得られた応答関数が平成 26 年度で検討した感度を勘案して著し くデータの質が劣る観測点に関して
は，観測の中止，ないしは移転を行う．
（ 平成 28〜30 年度）
電磁場モニター観測を継続し ，豊後水道長期的 SSE を含む応答関数変化の検出を試みるとともに，
平成 26 年度における感度検定のために用いた従来のネットワーク MT 法データに，本研究で得られる
ネットワーク MT 法データをあわせて 3 次元構造解析を行う．
得られた応答関数の変化について，3 次元構造解析に基づいた感度行列から，応答関数変化を担う
比抵抗変化領域と比抵抗変化値の決定を試みる．地震波速度構造の変化や，重力値変化から推定され
た密度構造変化をあわせ，SSE に流体移動の関与があったかど うかを定量的に検証し，SSE の時空間
発展メカニズムを考察する．

1(6) 海域観測に基づくスロースリップと誘発現象との相互作用の解明
既に沈み込み帯浅部において SSE または低周波微動・超低周波地震が検出されている領域直上で，
海底圧力計による上下変動観測をトラフ軸付近で実施し，浅部の SSE 活動を詳細に調べて，それによ
り誘発される多様な地震活動を既設のケーブル式地震計記録などから検出する．さらに，観測された

SSE の時空間発展と誘発される地震活動の時空間的特徴を比較し，SSE による誘発現象の物理プロセ
スを調べる．得られた知見に基づき，SSE により誘発される地震活動の予測，特に発生時期に関する
予測に向けた研究を行う．
（ 平成 26 28 年度）
熊野灘や室戸沖の海底ケーブル式観測網の周辺に海底圧力計を設置し 既存の観測データと併せて，
特に沈み込み帯浅部で発生する SSE とそれに誘発される地震やスロー地震の活動を把握する．
（ 平成 29 30 年度）
前年度からの観測を継続する. 熊野灘や室戸沖周辺で観測された SSE と誘発される地震・スロー地
震活動の時空間的特徴から，SSE による周囲への応力の載荷速度の変化と誘発される地震・スロー地
震活動との関係を明らかにする．また，東北日本や他地域で観測された SSE とそれに誘発される現象
も含めて，SSE とそれにより誘発される地震・スロー地震活動の予測モデルを構築する．

1(7) 余効すべりの物理モデルの構築と摩擦特性の推定
速度・状態依存摩擦構成則に従う余効すべりと地震時・地震後のすべりによるマントルの粘弾性緩
和の双方を考慮したプレート境界地震の余効変動の物理モデルを構築する．このモデルを 2011 年東北
沖地震等のプレート境界地震後の GNSS データに適用し，余効すべり発生領域の摩擦特性とマントル
のレオロジーを推定する．また，観測された余効変動に対する余効すべり及び粘弾性緩和の寄与を分
離することを試みる．
（ 平成 26〜30 年度）
弾性媒質を仮定して速度・状態依存摩擦構成則に従う余効すべりの物理モデルを構築する．このモ
デルを用いて，地震時のすべり分布や摩擦パラメータの分布が余効すべりに与える影響を調べる．こ
のモデルを基に，地震時・地震後のすべりによるマントルの粘弾性緩和を取り入れたモデルを構築す
る．弾性・粘弾性モデルを用いて，東北沖地震等のプレート境界地震後の GPS データを再現できるよ
うな余効すべり域の摩擦特性とマントルのレオロジーを推定する．

２．プレート 境界すべり現象メカニズム解明のための地下構造異常の抽出とスロー地震・巨大地震の
相互作用シミュレーション
想定東南海地震・南海地震震源域の境界域の深部延長上を含む紀伊半島中央部や深部低周波微動活動
が明瞭な北東部において，プレートの沈み込む方向に線状稠密アレイを展開し，地震波トモグラフィー
解析・地震波干渉法解析・反射法解析等を実施することで巨大地震破壊域の広がりや様々な滑り現象を
規定するプレートやマントルウエッジにおける構造不均質を抽出する．また，過去に実施された自然
地震の稠密観測データの再解析に基づき，スロー地震の滑り特性の違いに対応する構造変化，深部ス
ロー地震域セグ メント境界・上端・活動様式の深さ依存性を規定する構造の抽出を行う．また，ここ
で得られた地下構造異常に関する情報に基づいて摩擦パラメタを設定してシミュレーションを行ない，
１で得られた様々なプレート間すべり現象の発生様式や相互作用を説明するように，スロー地震活動
様式を再現することを試みる．また，スロー地震と巨大地震の同時シミュレーションに基づき，巨大
地震発生前後におけるスロー地震活動の長期的・短期的変化を抽出し，巨大地震の切迫度評価や発生
予測に資する知見を得る．

2(1) プレート 境界すべり現象メカニズム解明のための地下構造異常の抽出
（ 平成 26 年度）
紀伊半島で取得されている既存地震観測データの再解析を実施し，深部低周波微動の活動度が異なる
紀伊半島北東部と中央部における地下構造の特徴を明らかにするのに最適な地震観測測線位置の検討
を行う．既存地震観測データの再解析は，平成 29 年度に渡って実施し，微動発生域を含むプレートや
マントルウエッジの詳細な構造を明らかにする．
（ 平成 27 年度）
紀伊半島北東部の深部低周波微動が明瞭な領域を通る滋賀県甲賀市から三重県南伊勢町至る「甲賀‐
南伊勢測線」
（ 測線長

約 90 km ）で稠密自然地震観測を実施する．測線上の 60 か所に観測点を設置

し，6 か月間の連続観測を行う．
（ 平成 28 年度）
「甲賀‐南伊勢測線」沿いで既に取得されている制御震源探査データと平成 27 年度に取得した自然
地震観測データとの統合解析を実施し，深部低周波微動発生域を含むフィリピン海プレートやマント
ルウエッジの詳細な構造を明らかにする．
（ 平成 29 年度）
紀伊半島中央部の低周波微動の活動が不明瞭な領域を通る測線（串本-橋本測線，測線長 約 90km ）
に 60 か所の観測点を設置し，6 か月間の自然地震観測を行う．また，測線下の詳細な P 波速度構造を
得る為に，測線上の 3 か所で発破を実施する．発破を実施する際には，既存研究で明らかになってい
る地殻深部の明瞭な反射面の，プレートの沈み込む方向における深度変化を明らかにする為に，450
台のオフラインレコーダを設置する．
（ 平成 30 年度）
平成 29 年度に取得した「串本-橋本測線」の制御震源・自然地震データの統合解析を実施すると共
に「甲賀‐南伊勢測線」
・
「串本-橋本測線」と紀伊半島で既に取得されている観測データとの統合解析
を実施することで，巨大地震破壊域の広がりを規定するプレートやマントルウエッジの地下構造異常
を抽出し，地下構造異常が微動活動度に及ぼす影響を明らかにする．

2(2)

スロー地震・巨大地震の相互作用シミュレーション

（ 平成 26 30 年度）
深部低周波微動の分布や地下構造研究結果を考慮して長期的及び短期的 SSE 発生域における摩擦パ
ラメータ (a-b) や有効法線応力を設定し，カットオフ速度を考慮したすべり速度・状態依存摩擦則を用
いたシミュレーションを実施し，観測される SSE を再現するようにパラメータを調節しつつ SSE 発生
のモデル化を進めるとともに，巨大地震発生前後におけるスロー地震活動の発生間隔等の発生様式に
おける長期的・短期的変化を抽出する．また，豊後水道長期的 SSE に伴って発生する誘発現象につい

ても，パラメータ調節によって観測された現象を再現可能なモデル化を進め，2016 年に発生すると予
想される長期的 SSE の観測結果に基づいて，モデルの検証・改訂を行なう．
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 26 年度は，5 年間の計画期間中に予定している調査・観測のための地点調査・観測点整備を
実施したとともに，房総半島や豊後水道におけるスロー地震をモニタリングし，発生状況の把握を行
なった．
１．モニタリング精度向上とプレート 境界すべり現象解明

1(1) 豊後水道における隣接すべり現象間の相互作用の解明
豊後水道では６〜７年間隔で長期的 SSE が発生し ，深部低周波微動と浅部超低周波地震が SSE に
同期することが知られている（ 例えば Hirose et al., 2010 ）．これまでの発生間隔を踏まえると，次の

SSE の発生は 2016 年と予想されていたが，2014 年に入ってから深部低周波微動の活動度が通常より
も高くなり（ 図１），国土地理院 GNSS 観測でも夏ごろから僅かな変位が捉えられたことから，微小
な SSE が発生したものと考えられる．微動活動度や地殻変動量は 2003 年や 2010 年の SSE に比べると
小さいが，2006 年後半の現象に比べるとやや大きい．また 2010 年の SSE は，2009 年の初めに僅かに
微動活動度が増加してその後低調となり，一方 GNSS には同年の夏ごろから僅かな変化が現れ，2010
年 2 月からの活発な微動活動を伴う変位速度の大きな SSE（ Mw6.8 ）に発展したため，これらを一連
の活動とみなすこともできる．したがって，2014 年における微動活動及び地殻変動は，その後の標準
的な SSE に発展する前駆的現象である可能性がある．もし仮に，2015 年に標準的 SSE が発生する場
合，前回の SSE との間隔が 5 年となり，豊後水道 SSE における通常の繰り返し間隔６〜７年より若干
短くなる．この間隔の短縮化は，2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響と考えら
れる．東北沖地震の地震性すべりとその後の余効すべりにより，四国南西部のフィリピン海プレート
境界面に相当する深さ 30km でプレート沈み込み方向に圧縮応力が働き，そのため長期的 SSE の発生
を促進した可能性がある．
［ GPS 観測］
豊後水道周辺および島嶼部の 5 か所に機動的 GPS 観測点を設置し，国土地理院 GEONET のデータ
を加えて長期的 SSE のすべり分布の時空間発展を推定するためのモニタリング体制を構築した．
新設した 5ヵ所のうち 4ヵ所は，小中学校の屋上などにアンテナを設置し，階下の教室などに商用電
源を借用して受信機や UPS を設置した．また携帯電話端末を取り付けたモバイルルータを設置するこ
とで，外部から毎日定期的にデータを収録できるようにした．
残りの 1ヵ所は，豊後水道の中間付近にある水ノ子島に設置した．電源は太陽電池を使用し ，超低
消費電力型の GPS 受信機をステンレス筐体内に設置することで，長期間の運用を可能とすることがで
きるようになった．厳しい電力事情のため，テレ メータ装置を設置することができず，定期的に現地
を訪問してデータ回収するオフライン方式となっている．
回収されたデータは周囲の GEONET 観測点や海上保安庁のデータと一緒に精密単独測位法 GIPSY-

OASIS 6.2 を用いて解析した（ 図２，図３）．
観測開始からまだ半年程度で，明瞭な地殻変動を検出できるほどの観測期間に至っていないが，今
回設置した 5ヵ所のデータの精度は，GEONET と遜色ない安定性をもっていることがわかった．
［ 陸域地震観測］
当初 2016 年に発生すると予想していた長期的 SSE が早まって発生した可能性が生じたため，機動
的地震計の地点選定や設置作業を前倒しで実施した．まず，機動的広帯域観測点を愛媛県宿毛市沖の
島に設置したとともに，四国南西部の愛媛県宇和島市，及び高知県四万十市内にさらに 2 点設置すべ
く，複数箇所における地動ノイズレベル調査を実施し，観測候補地点選定を行なった．
［ 海域観測］
豊後水道でこれまでに発生した長期的 SSE すべり域南端付近に高精度絶対圧力計を搭載した長期観
測型広帯域海底地震計を設置し，観測を開始した（ 図４）．観測は，平成 25 年度に開始した文部科学

省委託研究「南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト 」と連携して行われ，2014 年 3 月に芙蓉海洋
開発株式会社（ 現，海洋エンジニアリング株式会社）所属の第五開洋丸にて設置を行った．2015 年 1
月に，海洋エンジニアリング株式会社所属の第七開洋丸にて，最初の回収・再設置作業を行い，現在
も同一地点で観測を継続中である．回収した広帯域海底地震・圧力計は全期間にわたりデータを取得
されており，2014 年 8 月 29 日に日向灘で発生した Mjma 6.0 の地震を始めとする多くの地震を記録し
ている．また，ノイズレベルは陸上観測点に比べ高いものの，豊後水道で発生した深部低周波微動を
記録できた（ 図５）．

1(2) 東海地域における長期的・短期的 SSE の時空間変化の 推定手法の高度化とプレート 間すべりの
解明
計画に従い，東海スローイベントの監視体制を強化するため，愛知県内に GNSS 観測点を６点選点
した．これらのうち，5 点について 2 月中旬に観測点を設置する予定である（ 図６）．また，これらの
観測点を含め，これまで静岡県内で観測を実施してきた 55 観測点のうち，36 観測点については観測
機器が老朽化したので，新たな受信機に取り換える作業を来年度にかけ順次実施する予定である．
データ解析については，昨年度に実施したひずみの時間変化の解析を１年分延長した．この解析で
は，2004 年以来の GPS 大学連合のデータと GEONET データを統合解析し，3 年ごとの時系列から変
位場を求め，これから最小二乗予測法を用いてひずみを求めるという解析を行っている．この結果に
ついて国際会議の於いて成果発表を行った（ 図７ ）．これらの他，東海から西南日本にかけての地域
におけるスローイベントの自動検出システムの開発の高度化と発生過程について調査を実施しており，
今年度は検出された短期スローイベントと深部低周波微動の空間分布の比較を行った．

1(3) 房総 SSE と群発地震活動との相互作用の解明
房総半島ではこれまで群発地震を伴う SSE が約 6 年間隔で発生してきているが，東北地方太平洋沖
地震以降，2011 年 3 月，その 7 カ月後の 2011 年 11 月，さらに 2014 年 1 月に SSE が発生したと考え
られ（ 図８），その発生間隔が東北沖地震の影響によって大きく乱された可能性がある．
［ GPS 観測］
東京大学地震研究所が千葉・茨城県内の太平洋沿岸で行っている GPS 連続観測を継続し，2013 年 12
月から 2014 年 1 月にかけて房総半島沖で発生した SSE とそれに伴う群発地震活動について，東大地震
研と国土地理院 GEONET の観測点における GPS 時系列データを用いて，フィリピン海プレート上面
におけるすべり・すべり速度の時空間発展を時間依存インバージョン解析により推定した．また，SSE
と群発地震活動の関係を明らかにするために，matched filter 解析により地震の検出を行った．
推定された 1 日毎のすべり速度を図９に示す．すべりは 12 月上旬から中旬頃に解析領域の東側でゆっ
くりと始まり，12 月下旬にかけて徐々に加速した．この期間のすべりの西方への伝播速度は 1 km/day
程度あるいはそれ以下だった．その後，12 月 30 日頃からすべりが急激に加速すると同時にすべりの
伝播も加速し，西方への伝播速度は約 10 km/day に達した．すべり速度は 1 月 3 日に最大に達し，1 月

9 日にかけて急激に減速した．
matched filter 解析により検出された地震の 1 日毎の震源分布を見ると，12 月上旬から下旬にかけての
すべり速度が比較的遅い期間には顕著な地震活動はなかったが，12 月 30 日頃に起きたすべり速度と
伝播速度の急激な増加に同期して地震活動も活発化した．12 月 30 日以降の地震活動はスロースリッ
プ域の深部に隣接した領域で発生し，すべり速度と地震の発生個数及びすべりの伝播と震源の移動の
間には強い相関が見られた．これらの結果は，群発地震活動がスロースリップによる応力変化によっ
てトリガーされたことを示唆する．
［ 地震観測］
東北沖地震の応力変化により誘発された房総スロースリップの検出を目指して，2011 年 3 月の連続波
形記録から既知のスロースリップ イベント時に発生した群発地震に類似するイベントの検出を行った．
その結果，3 月 12 日から群発的な地震活動が房総半島沖で始まり，13〜14 日にかけて活動の活発化が
見られた．この際，地震活動の移動と小繰り返し地震も検出されたことから（ 図 10 ），フィリピン海
プレート上面付近では非地震性すべりが起きていたと考えられる．2007 年，2011 年 11 月，2014 年に

発生した 3 つのスロースリップ発生期間中に発生した地震活動についても同様の手法で再解析を行い，
地震活動度・すべり量を比較した結果，2011 年 3 月の房総スロースリップの規模は，2014 年のイベン
トと同程度，もしくはそれよりも小さいことが予想された．

1(4) 西南日本スロー地震活動様式の解明
西南日本に発生する深部低周波微動は，プレート境界のスロースリップ イベントを反映していると
考えられ，その発生前後の周囲における地震活動との関係を明らかにすることは，巨大地震との関連
性を考える上でも重要である．そのため，微動カタログと通常の地震カタログとの比較から，微動と
その付近のスラブ内に発生する通常の地震との間には，弱い相関関係があることが分かった（ 図 11 ）．
とくに，M2.7 以上のスラブ内地震の直後に微動が発生することが多い．一方，微動の後に地震が発生
する例も僅かに認められる．地震によってトリガーされる微動の物理的メカニズムは，動的トリガリ
ングであると考えられる．

1(5) 重力・電磁気観測に基づくすべりの時間発展と流体との相互作用の解明
[重力観測]
スロースリップや微動に伴う流体移動の検出を目的として，絶対・相対重力観測を東海の３点（ 御
前崎・菊川・豊橋）及び豊後水道の１点（足摺岬）で，また超伝導重力観測を石垣島で行った．石垣島
及び西表島において，流体移動を独立したデータで裏付けるため，磁気観測点の設置を開始した．現
在，重力観測データの解析を進めている．観測された重力変化から流体の寄与を取り出す際に誤差と
なる，地下水や粘弾性変形に伴う重力変化を高精度に見積もる手法を開発した．

[電磁気観測]
1999 年-2000 年にかけて実施していた，NTT メタリック通信回線網を用いたネットワーク MT 観測
（ 図 12 ）の長基線地電位差観測データの再編集を行い，その当時の広域深部比抵抗構造を求めるため
の準備を行った．
当初は，上記のデータ解析を行なって，広域深部構造を求めたのちに感度検定を行ない，スロース
リップ域に最も感度のある配置でネットワークＭＴモニター観測を行う予定であった．ところが， 2014
年夏頃から SSE が起こり始めていたことが明らかにされたため，2014 年 12 月頃より，磁力計の検定
と磁場観測点の選定，及び電話会社との観測実施に向けての交渉を優先させることにした．前者は順
調に作業を終え，年度内に地域内の２観測点で磁場観測を開始する予定である．一方，後者について
は観測の実施方法について，交渉が難航しており，観測開始は来年度にずれ込む見込みである．

1(6) 海域観測に基づくスロースリップと誘発現象との相互作用の解明
スロースリップに伴う上下地殻変動を観測する目的で，２台の海底圧力計を熊野灘に設置した（ 図

13 ）．設置点は，海底ケーブル式観測網 (DONET) の海底圧力計よりも沖側で，一台は陸側斜面，もう
一台は沈み込むフィリピン海プレート上とした．機器の設置に際して東京大学大気海洋研究所の新青
丸を使用した．

1(7) 余効すべりの物理モデルの構築と摩擦特性の推定
摩擦構成則に基づく余効すべりの物理モデルの構築を進めた．モデルでは，三次元半無限弾性体の内
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．インバージョンにより推定された地震時のすべり分布から断層面上に
おける地震時の応力変化を計算し，これに基づいて初期条件を与え，その後の余効すべりの時間発展
を計算するものとした．
このモデルを 2011 年東北地方太平洋沖地震の余効すべりに適用した．簡単のため，摩擦パラメータは
断層面上で一様とした．モデルによる地震後 20 日間の計算結果と運動学的なインバージョンによって
推定された余効すべりの時間発展を比較したところ，これらの間には系統的な差があることが分かっ
た．この原因として，(1) 初期条件の誤差，(2) 摩擦パラメータの空間的な不均質性，(3) 粘弾性緩和等
の他の余効変動プロセスが考えられ，今後，これらを考慮できるようにモデルを改良することが必要
である．

２．プレート 境界すべり現象メカニズム解明のための地下構造異常の抽出とスロー地震・巨大地震の
相互作用シミュレーション

2(1) プレート 境界すべり現象メカニズム解明のための地下構造異常の抽出
深部低周波微動活動が明瞭な領域の紀伊半島北東部で実施する稠密自然地震観測の観測点配置を検討
するために，既存地震観測データの再解析を実施した．紀伊半島北東部では，2006 年に制御震源を用
いた地殻構造探査（ 図 14 ）が実施され，測線下の P 波速度構造が得られている (Iwasaki et al., 2008)．
プレート間の滑り現象を規定する構造不均質を明らかにする上で，Vp/Vs 構造は重要な知見である．そ
こで，探査測線上の観測点及び測線周辺の定常観測点で取得した発破の初動走時データに，定常観測点
における気象庁一元化処理検測値（ 2000/1/1―2014/7/31 ）を加えた走時データを用いて地震波トモグ
ラフィ解析を実施した．トモグラフィ解析には , プログラム simul2000 （ Thurber and Eberhart-Phillips,

1999 ）を使用し ，格子は水平方向 20km 間隔，深さ方向では ,-1, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150, 200
km の位置に設定した. また，得られた速度構造と低周波地震の活動度との対応関係を把握するために，
トモグラフィ解析により得られた定常観測点の観測点補正値と 3 次元速度構造を用いて, 気象庁一元化
処理震源の検測値を用いた低周波地震の震源再決定を行った. トモグラフィ解析で得られた Vp/Vs 構
造と低周波地震の分布を Iwasaki et al.（ 2008 ）によって示されたフィリピン海プレートの形状と比較
すると（ 図 15 ），沈み込む海洋性地殻下の上部マントル内には，モホ面と平行な北傾斜の震源分布を
確認でき，その近傍で Vp/Vs 値が大きくなる傾向が見られる．低周波地震は，沈み込むフィリピン海
プレートが島弧下のマントルウエッジと接する近傍で発生し，フィリピン海プレートのモホ面下に確
認できる北傾斜の震源分布とフィリピン海プレート上面との間で活動度か高くなっている．これらの
結果から，プレート間の滑り現象を規定する地下構造の異常が，微動発生域やその近傍に存在するこ
とが示された．

2(2)

スロー地震・巨大地震の相互作用シミュレーション

豊後水道で６〜７年間隔で発生する長期的 SSE に同期して，南海トラフ近傍の浅部超低周波地震
（ VLF ）活動も活発化することから，プレート境界面上における現象間の相互作用を理解する目的で，
これらの現象の同時発生を数値的に再現することを試みた．数値モデリングには，平板のプレート境
界及びカットオフ速度をもつすべり速度・状態依存摩擦則を用いた．長期的 SSE と浅部 VLF の震源域
はいずれも有効法線法力を低く設定し，また足摺岬沖と日向灘における浅部 VLF の活動度の違いを考
慮して，長期的 SSE 域のとなりに安定すべり域が存在するモデルも検討に加えたところ，これらのス
ロー地震の同時発生の特徴が良く再現された．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Kato,A., T. Igarashi, and K. Obara (2014): Detection of a hidden Boso slow slip event immediately after the
2011 Mw 9.0 Tohoku-Oki earthquake, Japan, Geophys. Res. Lett., 41, 5868-5874, doi:10.1002/2014GL061053.
Kato, T., A. Fujita, M. Satomura, R. Ikuta, and Y. Harada, Analysis of detailed crustal strains due to the dense
GNSS array in the Tokai region, central Japan, Abstract of the International Symposium on Geodesy for
Earthquake and Natural Hazards, Miyagi, Japan, 22-26 July, 2014
Fukuda, J., A. Kato, K. Obara, S. Miura, and T. Kato, 2014, Imaging of the early acceleration phase of the
2013-2014 Boso slow slip event, Geophys. Res. Lett., 41, 7493-7500, doi:10.1002/2014GL061550.
J. Han, J. Vidale and H. Houston, K. Chao, K. Obara, 2014, Triggering of tremor and inferred slow slip by
small earthquakes at the Nankai subduction zone in southwest Japan, Geophysical Research Letters, 41,
8053-DOI: 10.1002/2014GL061898.
K. Obara, 2014, Contribution of Slow Earthquake Study for Assessing the Occurrence Potential of Megathrust Earthquakes, J. Disaster Research, 9, 317-329.
Kazama, T., S. Okubo, T. Sugano, S. Matsumoto, W. Sun, Y. Tanaka and E. Koyama, 2015, Absolute gravity change associated with magma mass movement in the conduit of Asama Volcano (Central Japan),
revealed by physical modeling of hydrological gravity disturbances, J. Geophys. Res. Solid Earth, 120,

doi:10.1002/2014JB011563.
The effects of compressibility on the GIA in southeast Alaska, Tanaka, Y., T. Sato, Y. Ohta, S. Miura, J. T.
Freymueller, and V. Klemann, 2015, J. Geodyn., 84, 55-61.
Tanaka, Y., T. Hasegawa, H. Tsuruoka, V. Klemann and Z. Martinec, 2014, Spectral-finite element approach
to post-seismic relaxation in a spherical compressible Earth: application to gravity changes due to the
2004 Sumatra-Andaman earthquake, Geophysical Journal International 2014 200 (1): 299-321, doi:
10.1093/gji/ggu391.
Ide, S. and Y. Tanaka, 2014, Controls on plate motion by oscillating tidal stress: Evidence from deep tremors
in western Japan, Geophys. Res. Lett., 41, 3842-3850, doi:10.1002/2014GL060035.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
１．モニタリング精度向上とプレート 境界すべり現象解明

1(1) 豊後水道における隣接すべり現象間の相互作用の解明
［ GPS 観測］
機動的 GPS 観測点を 2 点増設することを検討する．既設の観測点によるモニタリングを継続し，長期
的 SSE が発生した場合には，国土地理院 GEONET のデータを加えてすべり分布の時空間発展を推定
する．
［ 陸域地震観測］
機動的広帯域地震計２点の設置を行ない，平成 26 年度中に設置した 1 点と既設の広帯域・高感度地震
観測点のデータを合わせて，超低周波地震活動のモニタリングを強化するとともに，長期的 SSE が発
生した場合には，それに伴って発生することが予想される超低周波地震の解析を進める．
［ 海域観測］
豊後水道南方に設置した広帯域海底地震・圧力計を用いた観測を継続する．2 回目の回収・再設置
作業を今年度中に行い，引き続き長期の広帯域海底地震・圧力観測を実施する予定である．また，平
成 26 年度に回収した広帯域海底地震・圧力計の解析を実施する．

1(2) 東海地域における長期的・短期的 SSE の時空間変化の 推定手法の高度化とプレート 間すべりの
解明
平成 26 年度に設置した新観測点を含め，東海地方に設置した GNSS 観測点の観測を継続する．ま
た，これまで静岡県内で観測を実施してきた 55 観測点のうち，36 観測点については観測機器が老朽
化したので，新たな受信機に取り換える作業を順次実施する．得られたデータの多面的な解析を実施
する．第一に，これまで継続してきたひずみ解析を実施すると共に，より詳細なひずみマップを作成
するためのツールを整備する．また，東海地方を含む西南日本におけるスローイベントの自動解析手
法の開発を進めると共に同定されたスローイベントについてその特性を詳細に調査する．

1(3) 房総 SSE と群発地震活動との相互作用の解明
［ GPS 観測］
今年度と同様のインバージョン解析手法を用いて 1996, 2002, 2007, 2011 年の房総スロースリップ イ
ベントにおけるすべりの時空間発展を推定し，各 SSE の時間発展の違いを明らかにする．
［ 地震観測］
委託研究で維持されている房総半島内の MeSO-net（大大特）の地震観測データを活用し，既存の地震
観測データを含めて定常的な地震活動の把握を行う．

1(4) 西南日本スロー地震活動様式の解明
これまでの深部低周波微動カタログには，微動活発時に波形が複雑となり検出されにくいという問題
点が存在するため，輻射エネルギーをより正確に推定するという観点から微動活動様式の再評価を行
ない，時空間分布などの全体像を明らかにするとともに，微動域のセグ メント構造，周期性，移動性，
トリガリングなどの微動活動様式の特徴抽出を進める．

1(5) 重力・電磁気観測に基づくすべりの時間発展と流体との相互作用の解明

[重力観測]
絶対・相対重力観測は東海・豊後水道・宮崎での実施を予定している．石垣島の超伝導重力観測と磁
気観測を継続し，スロースリップ時のデータを蓄積するとともに，観測データの誤差低減手法に取り
組む．スロースリップに及ぼす流体の効果を引き続きモデリングする．

[電磁気観測]
四国西部にて３成分磁場観測を継続，長基線地電位差観測を開始し，スロースリップ時のデータを
蓄積する．1999-2000 年に実施していたネットワークＭＴ法観測データの解析からその当時の広域深
部比抵抗構造を推定し，その構造に基づいて現観測点での電磁場間応答関数を計算して当時と現在と
の変化を検討する．

1(6) 海域観測に基づくスロースリップと誘発現象との相互作用の解明
平成 26 年度に２台の海底圧力計の回収および再設置作業を行う．回収される２台の海底圧力記録と
熊野灘の DONET の海底圧力計との併合処理により，スロースリップに伴う海底上下変動の検出に取
り組む．また，海底圧力変化と観測網周辺の地震活動との比較も行う．

1(7) 余効すべりの物理モデルの構築と摩擦特性の推定
適切な初期条件の与え方や摩擦パラメータの空間分布の導入方法について検討する．また，モデルと

GPS データを直接比較できるようにする．
２．プレート 境界すべり現象メカニズム解明のための地下構造異常の抽出とスロー地震・巨大地震の
相互作用シミュレーション

2(1) プレート 境界すべり現象メカニズム解明のための地下構造異常の抽出
紀伊半島北東部の深部低周波微動活動が明瞭な領域を通る滋賀県甲賀市から三重県南伊勢町至る「甲
賀‐南伊勢測線」
（測線長 約 90 km ）で稠密自然地震観測を実施する．26 年度の結果を受けて，微動
発生域を含むプレートやマントルウエッジの詳細な構造を得ることができるように，微動発生域周辺
では 1km 間隔で 50ヶ所に．その北側と南側では 2km 間隔で計 20ヶ所に観測点，合計 70ヶ所に観測点
を設置し，6 か月間の連続観測を行う．

2(2)

スロー地震・巨大地震の相互作用シミュレーション

各種スロー地震の相互作用を明らかにするため，他のサブテーマや課題などで得られた知見を取り込
みながら引き続きモデリングパラメタのチューニングを行ない，シミュレーションを継続する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
小原一成・岩崎貴哉・酒井慎一・前田拓人・篠原雅尚・望月公廣・山田知朗・田中愛幸・今西祐一・
大久保修平・上嶋誠・加藤照之・福田淳一・五十嵐俊博・酒井慎一・飯高隆・蔵下英司・加藤尚之
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図１．1996 年 3 月 21 日から 2014 年 10 月 18 日までの GNSS 基線長変化（ 基準点：国土地理院 GEONET 上対馬
観測点）
（ 黒点）及び 2001 年 1 月 1 日から 2014 年 11 月 11 日までの深部低周波微動発生数密度変化（ 赤線及び
青線）．

GNSS 基線長変化は GEONET の F3 解を使用し，直線フィッティングにより推定した 2006 年 1 月 1 日から 2008 年
12 月 31 日までのトレンド を差し引いてある．また，国土地理院が算出した時系列のオフセット補正量を用いて，
アンテナ交換など 人為的な要因によるオフセットを補正した．深部低周波微動活動については，浅部（ 赤）と深
部（ 青）の領域に分け，微動発生数密度（ 単位面積当たりの微動発生数）の積算時系列から，2006 年 1 月 1 日以
降の深部側微動数密度積算変化に対する直線フィッティングでトレンド を差し引いたものである．長期的 SSE 発
生期以外の通常期では，深部側と浅部側でほぼ水平になっていることから，いずれの領域でも微動の発生密度は
ほぼ一定であることを示している．G1〜G3, T1 T3 は顕著な長期的 SSE 発生期以外に GNSS, 及び微動活動に変化
が生じた時期を示す．150

図２．豊後水道およびその GPS 観測点で記録された地殻変動．
青色のベクトル点が，本課題において今回新設した GPS 観測点での結果を示す．

図３．求められた日々の座標値のグラフ．
今回新設の GPS 点のうち津久見越智小と水ノ子島の解析結果を示す．

図４．設置した広帯域海底地震・圧力計の位置（ 赤四角）．
逆三角は陸上高感度地震観測点，図中の灰色のコンターは 1968 年日向灘地震の 50cm 毎のすべり分布（ 八木・他，

1998 ）と 1946 年南海地震の 2m 毎のすべり分布（ Sagiya and Thatcher，1999 ）．緑・青・赤のコンターは 1997 年・
2003 年・2009 年豊後水道長期的 SSE の 10cm 毎のすべり分布（国土地理院，2014 ）を示す．赤丸は深部低周波微
動の震源（ Obara, et al.,2010 ），灰色の丸は 2014 年 3 月 12 日〜2015 年 1 月 8 日までの気象庁一元化震源を示す．

図５．広帯域海底地震計で取得した深部低周波微動（ 2014 年 05 月 11 日 09 時台）．
上段はランニングスペクトル，下段は 2-8Hz のバンド パスフィルターを通した波形で，全て上下動成分．波形ト
レースは一番上が海底地震計，残りは図１中の大きい三角形の陸上観測点．

図６．東海地域に設置された GNSS 観測網．
黒四角：国土地理院 GEONET，赤丸：GPS 大学連合の既設連続観測点，青三角：新規に設置する観測点

図７．2011-2013 年の 3 年間の東海地域の GEONET と GPS 大学連合による結果の時系列から推定した面積歪変化
（ 左）と最大ずり歪変化（ 右）．
同期間に発生した地震活動も示す．

図８．東北沖地震発生直後の新たに検出された SSE を加えた房総 SSE の発生履歴（ Kato et al., 2014 ）．
黒と赤のバーは，それぞれ Ozawa[2014] 及び Hirose et al.[2014] によって推定された SSE のモーメントマグニチュー
ド である．

図９．インバージョン解析により推定された 2013-2014 年房総 SSE の時空間発展．
フィリピン海プレート上面における 2013 年 12 月 11 日から 2014 年 1 月 9 日 (UTC) までの 1 日毎のすべり速度を
示す．紫色の丸は当該の日に発生した地震の震央を示す．

図 10．房総 SSE に伴って発生した群発的地震活動の時空間発展．
青は matched filter 解析により検出された地震で，赤星は小繰り返し地震である．横軸は時間経過，縦軸は E30N-

W30S の測線に投影した震央位置を表わす．赤線は累積滑り量の時間変化を示す．(a), (b), (c), (d) はそれぞれ 2011
年 3 月，2007 年 8 月，201 年 11 月，2014 年 1 月の期間に発生した群発的地震活動であり，(a) 中の赤破線は地震
の移動フロントのおおよその位置を表わす．

図 11．ランダムに作成された地震カタログと，実際のカタログを用いた場合の微動活動と相関した地震の比率の
震源距離依存性（ A ）と微動と相関する地震との時間差依存性（ B ）．

A では震源距離が 5 つの範囲に分けられ，時間差は 12 時間以内である．B では時間差が 4 つの範囲に分けられ，
震源距離は 11km 以内である．濃い灰色の水平線はランダムカタログにおける地震比率を表わす．エラーバーは
σ/N で計算され，N はランダムカタログから相関した地震数，σは標準偏差である．

図 12．1999 年-2000 年にかけて実施していた NTT メタリック通信回線網を用いたネットワーク MT 観測．
図中の各点は交換局の位置を示し ，交換局を結ぶメタリック局間中継線を用いた観測を行っていた（ 現在は，局
間中継線は，すべて光ファイバー化されているため，この当時の観測を再現することは不可能となっている）．

図 13．スロースリップに伴う上下地殻変動を観測するため熊野灘に設置した２台の海底圧力計の配置図．
いずれも海底ケーブル式観測網 (DONET) の海底圧力計よりも沖側で，一台は陸側斜面，もう一台は沈み込むフィ
リピン海プレート上とした．

図 14．震源分布図．2000 年 1 月 1 日から 2014 年 7 月 31 日までの期間で，気象庁一元化処理震源の検測値を用い
て再決定した震源（○：普通の地震，＋：低周波地震）．
青線は 2006 年地殻構造探査測線, 赤星印は発破点位置（ Iwasaki et al.，2008 ），＋はトモグラフィ解析で使用した
定常観測点の位置を示す．

図 15．トモグラフィ解析により得られた Vp/Vs 構造の 2006 年探査測線下における断面図と震源分布 (幅は± 10km
以内)．

2000 年 1 月 1 日から 2014 年 7 月 31 日までの気象庁一元化処理震源の検測値を使用して再決定した普通の地震を
○印，低周波地震を＋印で示す．橙色の線は，Iwasaki et al.（ 2008 ）によって示されたフィリピン海プレート（ 上
面とモホ面）と島弧モホ面の形状を示す．▼は 2006 年地殻構造探査における発破点位置を示す．PHS:フィリピン
海プレート．

図 16.

(上) 足摺岬沖の浅部 VLF と豊後水道長期的 SSE の同期発生を再現するためのすべり速度状態依存摩擦則に基づ
く摩擦特性モデル．左から，a-b，dc，有効法線応力の分布を示す．長期的 SSE と浅部 VLF の震源域はいずれも
有効法線法力を低く設定し ，また VLF のパッチ半径は 6km とした．長期的 SSE 領域の右側には，a-b>0 の安定
すべり域を設定している．
（ 下）すべり速度のスナップショット．45.81577 年で長期的 SSE に同期する浅部 VLF の活動が再現されている．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1510
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
相似地震再来特性の理解に基づく地殻活動モニタリング手法の構築
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震
イ. 海洋プレート内部の地震
ウ. 内陸地震と火山噴火

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ウ. 地震活動評価に基づく地震発生予測・検証実験

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通
ウ. 観測・解析技術の開発

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
本研究計画では、ほぼ同一場所で発生する相似地震を用いて、沈み込みプレート境界における固着状
態の時間・空間的変化をモニタする手法を改良・高精度化するとともに、プレート間相似地震以外の地
震や微動によるすべりモニタリングの可能性を検討し 、地殻活動および地震発生過程の理解を進める。
また、地震の再来を、地震の震源位置、発震機構解、波形の類似性等から総合的に検証するシステム
を開発し 、日本列島および世界で発生した小・中規模相似地震カタログの構築を行う。さらに、相似
地震に見られる再来間隔および規模の揺らぎの原因を、観測データの解析および数値シミュレーショ

ンによって明らかにする。異なる規模の地震を比較検討することにより、発生状況の類似性や相違を
明確にし 、大地震の発生・予測モデルの構築に役立てる。
（７）本課題の５か年計画の概要：

(a) 相似地震カタログの構築
平成 26 年度から 5ヶ年を通して、日本全国の定常地震観測網で観測された地震波形データを蓄積し 、
前計画までに各機関で構築された小規模相似地震抽出システムを継続運用する。また、伊豆・小笠原
海溝等島嶼部において地震観測を実施し 、観測体制を強化する。地震観測網内およびその周辺で発生
した地震については、地震の震源再決定、発震機構解の推定および地震のコーナー周波数の推定等を
行い、同一場所での地震の再来を確認する基礎資料を作成する。
さらに、日本周辺および世界のプレート境界域で発生した、微小地震から中規模地震までの相似地
震カタログを自動構築するシステムを新たに開発する。平成 26 年度は、データや解析結果等、入出力
ファイルの共通化に向けた仕様を策定する。平成 27 年度は、相似地震抽出法の改良方針を決定し 、プ
ログラムの基本部分を開発してテスト運用を行う。平成 28 年度は、結果の共有化およびモニタリング
システムへの容易な移行を進めるため、地震の震源位置、発震機構解、波形の類似性等のデータベー
スを構築し 、各種データを相互にリンクするシステムを追加開発する。平成 29 年度は、開発したシス
テムの実運用を開始し 、相似地震カタログの準リアルタイム構築を実施する。また、GPU を用いた高
速解析システムの開発を行う。平成 30 年度は、ホームページを作成し 、新たに作成されたカタログに
関する情報を発信する。

(b) 断層面固着状態の推定
平成 26 年度から 5ヶ年を通して、日本列島下に沈み込むプレート境界における固着状態のモニタリ
ングを行う。特に、東北地方太平洋沖地震発生前の固着状況変化および地震後の余効変動に着目した
解析や、この地震でその重要性が認識されたプレート境界浅部での固着状態の把握を、相似地震によ
る解析の特徴を生かして進める。南西諸島地域の固着状態の推定は、東北日本地域との類似性や違い
を意識しながら進める。
また、断層面固着状態の時間・空間変化をモニタする手法を高精度化する。平成 26 年度は、前計画ま
でに各機関で構築したモニタリング手法を適用する。また、各手法を比較検討し 、改善点を調査する。
平成 27 年度は、測地データから推定されるすべりの情報と比較し 、さらには統合して解析する手法の
開発を行う。平成 28 年度は、プレート境界周辺で発生する低周波地震・微動等、他の地震活動と比較
を行い、相似地震すべりモニタリングの適用範囲を把握し 、他の地震活動によるすべりモニタリング
への応用可能性を検討する。また、プレート境界地震を含む周辺の地震の応力降下量の推定や、変換
波振幅の時空間変動のモニタリングを通して、プレート境界の固着状態の時間・空間的変化を推定す
る手法を開発する。平成 29 年度は、地殻内やスラブ内で発生する地震のすべりが推定可能か検証を行
う。平成 30 年度は、モニタ結果を自動的にアップデートするシステムを構築する。

(c) 地震再来特性の解明
以下に掲げる相似地震活動予測、観測データ解析および数値シミュレーション解析を 5ヶ年にわたり
実施することにより、相似地震に見られる再来間隔・規模の揺らぎの原因を明らかにする。特に、相
似地震の階層性が生じる原因の解明を目指す。また、東北地方太平洋沖地震発生後に多数見られた新
たな相似地震群の発生および消滅、既存相似地震群の波形相似性が低下した原因について検討する。
観測データからは、釜石沖や東北地方太平洋沖地震震源域等において詳細な震源メカニズムを多数推
定し 、地震の再来間隔との関係を調べ、近隣でのすべりや応力変化による影響を検討する。また、小
地震の地震サイクルが大地震サイクルと共通の特徴を持つかど うか、規模の異なる繰り返し地震の性
質を比較検討する。さらに、統計モデルより相似地震活動の予測を行う。予測性能を統計的に評価し 、
予測手法の改良を図っていく。観測された地震の再来特性を速度−状態依存摩擦法則に基づく数値シ
ミュレーションにより再現し 、相似地震発生域で想定される摩擦特性を検討する。特に、巨大地震発
生後の応力不均質性による影響、地震発生深さへの依存性、プレート形状の影響等に着目した解析を

行う。また、様々な摩擦特性における地震間のすべりの時空間変化を調査し 、断層面固着状態の時間
変化の推定精度向上を図る。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
（ a ）相似地震カタログの構築
これまで東北地方で行われていた研究（ Uchida and Matsuzawa, 2013 ）と同じ手法で、南西諸島、日向
灘、伊豆−小笠原地域での小繰り返し地震を抽出した（ 図１）
。その結果、南西諸島中部では、東北日
本の福島県や岩手県沖と同様にプレート境界浅部（ 深さ約 15 km ）と深部（ 約 45 km ）に 2 列の繰り
返し地震の集中帯が見られた（ 図１ a, 図２ a ）
。一方、日向灘では、東北日本の宮城県沖と同様に深部
のみ（ 深さ 20-30 km ）に繰り返し地震の集中帯が見られた（ 図１ b, 図２ b ）。また伊豆−小笠原では
浅部のみ（ 深さ 0-20 km ）に集中帯があった（ 図１ c, 図２ c ）
。東北日本での繰り返し地震と大地震の
すべり域の分布の関係を参考に固着域の推定を試行すると、2 列の集中帯をもつ南西諸島中部はその
間に、深部のみの日向灘はその浅部側に固着域が存在する可能性が考えられる。
伊豆・小笠原島弧における地震観測の空白地域となっている伊豆鳥島での地震観測の強化を目指し
た。伊豆鳥島は北の青ヶ島から 230 km 、 南の小笠原父島から 420 km 離れた無人島であり、アクセ
スや電源、通信手段の入手が非常に難しい。2002 年より 2 Hz 上下動地震計によるトリガー観測が行わ
れ 、docomo 衛星携帯電話でデータ回収を行っていた。しかしながら衛星携帯電話の変更により 2014
年 3 月から従来の方法での接続ができなくなり、機器の更新が必要となった。本年度の予算で新たに

1Hz3 成分地震計による連続観測のデータを新しい衛星電話で送るシステムを開発し 、設置の準備を
進めた（ 図３）が 、今年度は設置上陸作業が都合により実施できず、現地収録方式で観測を継続して
いる。
日本列島および世界で発生した、小・中規模相似地震カタログの構築するシステムの開発を目指し 、

2002 年以降に日本の基盤地震観測網で観測された地震波形を活用して、世界で発生している相似地震
活動を検出した（ 図４）。その結果、2004 年スマトラ地震の余震域や、トンガ海溝周辺で波形の相似
性が非常に高い地震が多数存在していた。これらの地域は比較的すべり速度が速いと考えられている
地域である。さらに、解析期間を延ばすことにより、世界各地のプレート間すべりの比較が出来るこ
とが期待される。また、本解析の実施に際して、様々な通過帯域を持つフィルターを掛けて、各観測
点で得られる相関係数がどのように空間分布するかを調べることにより、仕様策定に用いる基礎情報
を蓄積した。
（ b ）断層面固着状態の推定

2014 年 4 月 1 日にチリ北部で発生した M8.1 の地震の発生前の地震活動を解析した。この地震に先行
して顕著な前震活動が既存の地震カタログ（ USGS 地震カタログ ）で報告されているため、連続波形
データに対して相互相関処理によるパターン検索を施し 、テンプレート地震の波形と類似のイベント
を新たに検出した（ 図５ ）。この新たな地震カタログを用いて、繰り返し地震の抽出を行った。各イ
ベントの P 波到達から S 波到達後までの時間窓で波形データを切り出し 、相関係数の最大値が 0.95 以
上の観測点が 4 点以上存在する場合の地震ペアを繰り返し地震と定義した。2014 年 1 月から 4 月上旬
までの連続波形データの解析により、本震発生前後において繰り返し地震の抽出に成功した。2014 年

1 月から活発化した地震活動に応じて繰り返し地震も検出された。特に、本震発生前の 2 週間前から
見られた顕著な前震活動中に繰り返し地震も活発化しており、前震による地震性すべりに加えて、ク
リープのような非地震性すべりもプレート境界面上で同時に進行していたことを明らかにした。本震
発生後も、多くの先行研究で指摘されているように、余効すべりに対応する繰り返し地震活動の活発
化が見られた。
日本列島周辺のすべりのモニタリングを継続して行った。2011 年東北地方太平洋沖地震発生の後、
震源域のまわりで急激に増加したすべりは、約 3 年を経過した現在まで、徐々に減少していく傾向が
続いている。
房総半島沖ではこれまで概ね 5〜7 年間隔でスロースリップが発生していたが、スロースリップは外

的な微弱な応力擾乱に対して誘発されるなど 外的要因に影響を受けやすいことが知られている。そこ
で、小繰り返し地震によるすべりの調査および 、既知の房総スロースリップ時に発生した群発地震と
類似したイベントの検出を行ったところ、東北地方太平洋沖地震直後にその応力変化によってスロー
スリップ イベントが誘発されたことが推定された。2011 年 3 月に続き、2011 年 11 月と 2014 年 1 月
にスロースリップは発生していることから、発生間隔は、東北地方太平洋沖地震によって短くなった
ものの、その後、発生間隔が少しずつ延びていると考える方が妥当と思われる。一方、この地域の相
似地震活動から推定されるすべり速度は、2007 年のスロースリップ発生を境にして、やや増加した様
子が見られる。今後のすべりの変化を注視する必要がある。

Brownian Passage Time（ BPT ）分布更新過程から拡張した時空間更新過程モデル（ Nomura et al,
2014 ）を用いて、2011 年東北地方太平洋沖地震までに観測された相似地震カタログからプレート境界
上の準静的滑りの時空間的変化を推定した（ 図６）
。推定結果より、福島県沖における 2008 年からの
長期的スロースリップのすべり分布とその時間推移が確認できる。また、2011 年東北地方太平洋沖地
震の半年程前から震源より北側で発生したすべり加速と、それが南へと伝播していく様子が捉えられ
ている。
（ c ）地震再来特性の解明
釜石沖の繰り返し地震活動が 、東北地方太平洋沖地震後から頻発し 、発生間隔のみならず規模や震源
域の空間分布も揺らぐ 現象について、速度状態依存摩擦構成則に基づく数値シミュレーションによっ
て再現することに成功した。その結果、通常発生している繰り返し地震は、摩擦不安定域の中心付近
を部分破壊しており、東北地方太平洋沖地震直後に発生した通常よりも規模の大きな地震は、その震
源域が摩擦不安定域に相当する、というモデルであれば 、整合的に説明出来ることを示した。また、破
壊域の空間的な揺らぎは、余効すべりの伝播方向に沿うことから、釜石沖における余効すべりは、東
南東から西北西へ移動したことが示唆された。また、部分破壊する現象は、slip-law では説明すること
が困難なことも数値シミュレーションから示された。以上のことから、繰り返し地震の揺らぎを解析
することによって、測地観測・岩石実験とは独立に、余効すべりの伝播方向・摩擦構成則を推定する
ことが示された。
孤立したアスペリティに一定速度のせん断をかけた場合でも、アスペリティで発生するすべりは周
期的にならず、カオス的な振る舞いをする場合があることを数値シミュレーションで示した。また、ア
スペリティの相互作用による複雑な地震サイクルを調べるために、３自由度のバネーブロックモデル
を用いた数値シミュレーションを行った。条件によっては、周期的な地震発生とカオス的な地震発生
とが不規則に繰り返す間欠カオス的な振る舞いが見られた。
日本海溝沿いで発生する相似地震の確率予測実験の一部結果（ 2006 年〜2010 年、全部で 528 回の
事前予測）について、天気予報の降水確率予報と予測成績を比較した。平均対数尤度などでは、７日
先の降水確率より予測成績がいくぶん劣るが 、ROC

（ Relative/

Receiver Operating Characteristic ）

での比較では、５日先の降水予報の成績と同程度であった（ 図７）
。
日本周辺で発生する中規模繰り返し地震の調査（ 気象研究所、2014 ）を継続し 、今後３年間に該当
地震が発生する確率を計算した。しかし 、大・中地震の繰り返し回数は非常に少ないケースが多いの
で、それらに対する更新過程モデルの予測を検証・評価するために、相似地震（ 小繰り返し地震）を
用いた調査を進めている。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Abe, Y. and N. Kato, 2014, Intermittency of earthquake cycles in a model of a three-degree-of-freedom
spring-block system, Nonlin. Proc. Geophys., 21, 841-853.
Ariyoshi K., T. Matsuzawa, N, Uchida, T. Hori, R. Hino, A. Hasegawa, S. Citak, and Y. Kaneda, 2014, Development of repeating earthquake analysis to extend large afterslip perturation, 34th General Assembly
of the European Seismological Commission, ID:2618.
Ariyoshi K., N. Uchida, T. Matsuzawa, R. Hino, A. Hasegawa, T. Hori, and Y. Kaneda, 2014, A Trial

Estimation of Frictional Properties and Propagation Process By Focusing on Temporal Aperiodicity Off
Kamaishi Just after the 2011 Tohoku Earthquake, 2014 AGU Fall Meeting, T11D-4588.
Ariyoshi K., N. Uchida, T. Matsuzawa, R. Hino, A. Hasegawa, T. Hori, and Y. Kaneda, 2015, A trial estimation of frictional properties, focusing on aperiodicity off Kamaishi just after the 2011 Tohoku earthquake, Geophys. Res. Lett., 41, 8325-8334, doi:10.1002/2014GL061872.
Igarashi, T., 2014, Inter-plate aseismic slip inferred from sequences of small repeating earthquakes after the
2011 great Tohoku earthquake, AOGS 11th Annual Meeting, SE30-A001.
五十嵐 俊博, 2014, 日本の地震観測網で捉えられた遠地相似地震活動, 日本地震学会講演予稿集, S09-

P10.
Kato, A. and S. Nakagawa, 2014, Multiple slow-slip events during a foreshock sequence of the 2014 Iquique,
Chile Mw 8.1 earthquake, Geophys. Res. Lett., 41, doi:10.1002/2014GL061138.
Kato, A., T. Igarashi, and K. Obara, 2014, Detection of a hidden Boso slow slip event immediately after the
2011 Mw 9.0 Tohoku-Oki earthquake, Japan, Geophys. Res. Lett., 41, 5868-5874, doi:10.1002/2014GL061053.
Kato, N., 2014, Deterministic chaos in a simulated sequence of slip events on a single isolated asperity,
Geophys. J. Int., 198, 727-736, doi:10.1093/gji/ggu157.
川上大喜・大久保寛・内田直希・竹内伸直・松澤暢, 2015, マルチ GPU コンピューティングによる並
列信号処理を用いた微小繰り返し地震識別法の高速化の一検討, 信号処理研究会.
小泉 貴広・大久保 寛・内田 直希・竹内 伸直・松澤 暢, 2014, 地震波データのコヒーレンス解析を用い
た相似地震識別法の比較評価, 第 29 回 信号処理シンポジウム.

Nomura, S., Y. Ogata, and R. M. Nadeau, 2014, Space-time model for repeating earthquakes and analysis
of recurrence intervals on the San Andreas Fault near Parkfield, California, J. Geophys. Res., 119, 9,
7092?7122, doi:10.1002/2013JB010558.
野村俊一・尾形良彦・内田直希, 2014, 相似地震の時空間更新過程モデルと東北日本沈み込み帯のスロー
スリップ , 日本地震学会講演予稿集, A31-05.

Nomura, S., Y. Ogata, and N. Uchida, N., 2014, Space-time renewal model for repeating earthquakes and
slow slip before and after the major earthquakes in the northeastern Japan subduction zone, 2014 AGU
Fall Meeting, S53C-4531.
Nomura, S., N. Uchida, and Y. Ogata, 2014, Space-time Renewal Model for Repeating Earthquakes and
Slip-rate History in the Northeastern Japan Subduction Zone, 2014 SCEC Annual Meeting, Hilton Palm
Springs, Palm Springs, CA.
岡田正実, 2015, 繰り返し小地震に対する予測能力評価, 地震予知連絡会会報, 93.

Shirzaei, M., R. Burgmann, N. Uchida, Y. Hu, F. Pollitz, and T. Matsuzawa, 2014, Seismic versus aseismic
slip: Probing mechanical properties of the northeast Japan subduction zone, Earth Planet. Sci. Lett.,
406, 7-13, doi:10.1016/j.epsl.2014.08.035.
田中昌之・勝間田明男・岡田正実, 2014, 中規模の繰り返し相似地震の結果検証と最近の活動について,
日本地震学会講演予稿集, S14-P04.

Uchida, N., K. Shimamura, T. Matsuzawa, and T. Okada, 2015, Postseismic response of repeating earthquakes around the 2011 Tohoku-oki earthquake: Moment increases due to the fast loading rate, J. Geophys. Res., in press.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
（ a ）相似地震カタログの構築
日本全国の定常地震観測網で観測された地震波形データを蓄積し 、各機関で構築された小規模相似地
震抽出システムを継続運用する。また、相似地震抽出法の改良方針を決定し 、日本周辺および世界の
プレート境界域で発生した、微小地震から中規模地震までの相似地震カタログを自動構築するシステ
ムの開発に着手する。伊豆・小笠原海溝等島嶼部においては、平成 26 年度に開発した新しい衛星携帯

電話を用いたテレ メータ観測装置を 8 月に設置し 、本格的な地震観測を開始する。現在現地収録して
いる地震データを回収して、相似地震カタログの構築に資する。
（ b ）断層面固着状態の推定
推定手法の改善を図りながら沈み込むプレート境界における固着状態のモニタリングを引き続き行う。
日本周辺の繰り返し地震の活動については、特にその時間変化に着目し 、地域間比較研究を行う。さ
らに、チリ北部における繰り返し地震の長期的な活動履歴を、2008 年から 2014 年までの長期間の波
形データを利用して明らかにする。
（ c ）地震再来特性の解明
東北地方太平洋沖地震をはじめとする大規模な余効すべり現象について、観測データ解析および数値
シミュレーション解析を実施することにより、相似地震に見られる再来間隔・規模の揺らぎの原因、特
に、相似地震の階層性が生じる原因の解明を目指す。繰り返し地震の震源域の揺らぎから伝播方向を
さらに解析すると共に、余効すべりの伝播速度を、摩擦構成則の理論解析に基づいて推定することを
試みる。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京大学地震研究所（ 五十嵐俊博、加藤尚之）
他機関との共同研究の有無：有
東北大学大学院理学研究科（ 内田直希、松澤暢）、九州大学大学院理学研究院（ 松島健）、鹿児島大
学大学院理工学研究科（ 後藤和彦、八木原寛）、弘前大学大学院理工学研究科（ 小菅正裕）、名古屋
大学大学院環境学研究科（ 加藤愛太郎）、防災科学技術研究所（ 木村尚紀、松原誠）、海洋研究開発
機構（ 有吉慶介）
統計数理研究所（ 尾形良彦）、東京工業大学（ 野村俊一）、首都大学東京（ 大久保寛）、UC Berkeley
（ Roland Burgmann ）、気象研究所（ 研究連携：田中昌之、勝間田明男、岡田正実）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：五十嵐俊博
所属：東京大学地震研究所
電話：03-5841-3833

FAX ：03-5689-7234
e-mail：igarashi@eri.u-tokyo.ac.jp

図１

南西諸島 (a) 、日向灘 (b) および伊豆-小笠原 (c) での繰り返し地震グループの分布

色はグループの平均の深さを示す。コンターは USGS Slab1.0 によるプレート境界深度を示す。解析期間は、南西
諸島は 2005 年 7 月 14 日〜2012 年 12 月 31 日、日向灘は 2003 年 4 月 18 日〜2012 年 12 月 31 日、伊豆− 小笠原
は、2003 年 3 月 8 日〜2012 年 12 月 31 日。

図２

南西諸島 (a) 、日向灘 (b) 、伊豆-小笠原 (c) および東北地方 (d) での繰り返し地震の深さごとの頻度分布

繰り返し地震の深さは、気象庁による地震の震央位置から、その場所でのプレート境界の深さを USGS Slab1.0 お
よび Uchida et al. (2010) のプレート境界モデルにより推定した。

図３

新開発した衛星携帯電話利用のデマンド 型テレ メータ地震観測装置

図４

日本列島の地震観測網で観測された遠地地震波形から計算された相互相関係数

図５

2014 年 M8.1 チリ北部地震の発生前後の地震活動の時空間発展図 (Kato and Nakagawa, 2014)
縦軸に海溝に平行方向の距離、横軸に時間を示す。青色と赤色の丸印は前震と余震、赤い星印は繰り返し地震を表
す。黒色・黄色・白色の星印は、本震、最大前震と最大余震をそれぞれ意味する。代表的な発震機構解（ USGS ）
を緑色のビーチボールで示す。右図内の赤色の破線は、地震活動の移動フロントの大まかな位置を表す。

図６

時空間更新過程モデルを用いた 2011 年東北地方太平洋沖地震前における準静的滑りの時空間推移

相似地震から推定された 2008 年から 2011 年東北地方太平洋沖地震前までの滑り速度分布の 3ヶ月おき推移。黒
点および星は、各時点の前後に発生した相似地震およびマグニチュード 6 以上の地震の震央位置を表す。

図７

相似地震（ 小繰り返し地震）と降水確率の ROC(Relative/Receiver Operating Characteristic) を用いた予測成

績比較

LN-Bayes と LN-SST はベイズ統計対数正規分布モデルと小標本論対数正規分布モデルによる小地震の予測。他は
東京の降水確率予測（ ２日から７日前、2006〜2010 年）
。この図では左上に位置する予測が優れている。

平成 26 年度年次報告
課題番号：1511
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
地震活動に基づく地震発生予測検証実験
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ウ. 地震活動評価に基づく地震発生予測・検証実験

（ ４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(3) 先行現象に基づく地震活動予測

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
日本における地震発生予測検証実験を通して，標準あるいは基準となる地震活動予測モデルを開発する．
（７）本課題の５か年計画の概要：
国際プロジェクトである Collaboratory for the Study for Earthquake Predictability (CSEP) と国際連携
をはかり，日本においての地震発生予測検証実験を運用し，日本標準あるいは基準となるような地震活
動に基づく地震発生予測モデルの開発を行う．検証実験のための地震カタログ等についてコンプリー
トネスマグニチュード などの性能評価を行う．また，地震カタログ生成などのシミュレーション手法
等のプロトタイプを開発する．この研究に関する研究集会等を企画する．
評価に必要な基盤ソフトウェアを，CSEP のテストセンターから入手し，アップデートを実施する．地
震発生予測検証実験の結果を，論文あるいはパスワードプロテクトされた Web ページにて，関連の研
究者に公開する．
（８）平成 26 年度の成果の概要：

1. はじめに
地震発生予測検証実験のグローバルプロジェクトである Collaboratory for the Study for Earthquake

Predictability (CSEP) に準拠した地震活動予測モデルの評価検証実験が，日本において 2009 年 11 月か
ら実施されている (Jordan, 2006)．日本においては，テスト領域として AllJapan, Mainland, Kanto の 3
領域が設定され，テスト期間としては，1 日，3ヶ月，1 年，3 年の 4 期間が設定されている．この実
験の大きな特徴は，テストセンターと呼ばれる地震研究所に設置されたセンターにより，モデル作成
者と評価者が分離され，厳密な評価が行われることにある．また，予測は事前予測であり，モデル作
成者は結果についての情報は知り得ない実験である．詳しい検証実験の詳細は，以下の Web に公開さ
れている．

http://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/ZISINyosoku/
テストセンターでは，GFZ より CSEP のソフトウェア開発者を招聘して，version 14.4.0 を導入した．
また，2014 年 7 月 10 日から 11 日にかけて，仙台において，CSEP-Japan に関する研究集会を開催し，

21 の研究発表に関して活発な議論を行った．
２．CSEP-Japan のルール

AllJapan テスト領域は，過去の気象庁一元化震源カタログから Completeness Magnitude を解析して
決定されている．地震活動の予測は，100km 以浅の地震に対して実施され，空間領域は，0.1 °x 0.1 °
に分割されたそれぞれのセルの地震発生数の期待値を予測する．すべてのモデルは，気象庁一元化震
源カタログを用いて予測が行われ，評価もそのカタログを用いるため，各モデル間の地震活動予測能
力を定量的かつ客観的に行うことができる．現時点の課題は，気象庁一元化震源カタログが確定され
るまでの時間遅れがあることである．
３．予測結果（ 1 日テストクラス）

1 日テストクラス，AllJapan テスト領域には，ETAS アルゴリズムを基礎とした 5 つのモデル (ERS,
ETES, ETAS, HISTETAS5PA, HISTETAS7PA)

がテストセンターに登録されている． L-Test の対数

尤度値の総和を地震数で割った値でモデルを評価すると，2009/11/1 から 2010/07/01 までにおいては，

HISTETAS5PA が，2011/03/01 から 2011/03/31 の期間においては，ETAS が一番良い成績を示した． 図
１には，2009 年 11 月から 2010 年 6 月までの一月ごとの 1 地震当たりの対数尤度値と 2011 年 3 月の
各日における L-test の地震当たりの対数尤度値をプロットしている．
４．3ヶ月および 1 年テストクラス結果について

2011 年 3 月の三陸沖地震を含むラウンドにおいては，Relative Intensity モデルによる予測で考える
と，広域の地震活動が活発化したことを反映して平滑化半径が大きいパラメータとするほうが対数尤
度が大きいことがわかった．
５．今後
地震発生予測検証実験を継続して行うことによって，地震活動予測モデルの高精度化を目指す．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：

CSEP に基づく地震発生予測検証実験を継続して進めるとともに，地震発生予測検証実験に関する研究
集会を開催する．テストクラス（ 1 日，3ヶ月，１年，３年）とテスト領域 (AllJapan, Mainland, Kanto)
の１２の組み合わせの結果を総合的にまとめる作業を試みる．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
担当者：鶴岡 弘・平田 直（ 東京大学地震研究所）
他機関との共同研究の有無：有
常磐大学（ 岩田貴樹）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：鶴岡

弘

所属：東京大学 地震研究所 地震火山情報センター

電話：03-5841-5691

FAX ：03-3814-5507
e-mail：tsuru@eri.u-tokyo.ac.jp

図１ (a) 2009 年 11 月からの地震当たりの対数尤度値．

図１（ ｂ）2011 年 3 月における地震当たりの対数尤度値．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1512
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
地震活動パラメターと地震発生場の応力の間に成り立つ定量的関係式
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ウ. 地震活動評価に基づく地震発生予測・検証実験

(3) 先行現象に基づく地震活動予測

（ ４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(1) 地震発生長期評価手法の高度化
(2) モニタリングによる地震活動予測
イ. 地殻ひずみ・応力の変動

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
地震活動パラメター群の時空変化を地震発生場の物理量の変化と結びつける定量的な関係式を、室内
実験・数値シミュレーションによって確立する。とくに、応力の絶対値およびその時空ダ イナミクス
と、地震活動の特性を数理的に結びつける。
（７）本課題の５か年計画の概要：
地震発生場の物理量の直接測定はご く浅部を除き不可能であるため、実際の地震活動を地震発生場の
物理過程から理解すること容易ではない。したがって本課題においては、地震活動と極めて類似した
振る舞いを示すいくつかの物理モデルを用いて、地震活動を動力学の観点から理解することを目指す。
室内実験で確立・解明された関係式は、実際の地震活動データを用いてその妥当性を検証する。
扱う物理モデルは主に以下の 3 つである：I. 粉体の準静的変形実験、II. 粘弾性体シートやアクリル樹
脂を使った摩擦実験、III. バネブロックモデルの数値実験。これらの実験に加えて、理論物理的研究も
並行して進める。

H26 年度
実験システムの準備と構築を行う。粉体中の音波放出（ AE ）検出システムおよびデータ処理システム
構築、およびアクリル樹脂を使った摩擦面可視化システムを準備する。
バネブロックモデル数値実験においては、離散化の度合いが破壊核形成過程のダ イナミクスに及ぼす
影響を調べる。

H27 ー 28 年度

粉体変形実験における AE データ収録。
アクリル樹脂摩擦実験において垂直応力の不均一性を導入し 、すべりの停止ダ イナミクスを観察する。
バネブロックモデル数値実験において離散化の度合いが系の固有地震に及ぼす影響を調べる。

H29 年度
粉体実験における AE の統計性について整理し 、応力絶対値と AE 統計パラメターの関係性を解明する。
アクリル樹脂摩擦実験において垂直応力の不均一性が地震サイクルに及ぼす影響を調べる。
バネブロックモデル数値実験において、摩擦法則を低速でより正しいと思われるものに変更し 、統計
パラメターや破壊核形成過程への影響を調べる。

H30 年度
前年度までに得られた定量的成果を、実際の地震活動データなどと比較し 、室内実験の妥当性やスケー
リングを解明する。
なお、本課題は主として科学研究補助金の事業に基づいた計画である。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
当初の計画において初年度は事前準備が主体であったが、その目的はいずれの項目においても達成し 、
予備的実験ではいくつかの興味深い発見をすることができた。その点で、きわめて有意義な年度であっ
たということができる。

I. 室内実験による粉体の準静的変形
「 イベント統計」と「摩擦構成則」という地震活動の理解において基礎となる性質についての実験準備
を行い、いくつか興味深い予備的結果を得た。
粉体層内に金属球を押し込んだ際に粉体層から放射されるバースト的 Acoustic Emission(AE) 信号のイ
ベントについて，特にイベント系列の発生時間に関わる統計的性質に注目して解析を行った．粉体 AE
バーストのイベントのサイズ頻度分布が地震活動におけるグーテンベルグ・リヒター則に類似のべき
分布となることは先行研究で明らかにされていたが，イベント発生の時間間隔や余震発生則について
はこれまであまり研究さていなかった．そこで，本研究ではイベント発生時間に関する分布特性に注
目して実験データの解析を行った．その結果，イベント発生間隔は（ イベントサイズ頻度分布と同様
に）常にベキ分布型を示すことが分かった．一方，余震発生の大森則に相当する統計性を粉体 AE バー
ストのイベント系列データで再現するためには実験パラメータを適切に調整する必要があることも明
らかとなった．これらの結果により，室内実験と天然の地震活動を比較するために注意すべき実験パ
ラメータ等の情報が明確となった．
同時に、粉体層中に針金を垂直に埋め込み，マイクロメーター毎秒程度で引き抜く際の摩擦挙動を実
験的に計測した．その結果，この系における粉体の摩擦挙動は，粉体の粒子サイズと引き抜く針金の
直径の比に強く依存することが明らかとなった．これまで，摩擦構成則が速度や待機時間に依存する
ことは様々な角度から研究されてきたが，このようなジオメトリ依存性についてはそれほど 注目され
てこなかった．すなわち，本研究の結果，普遍性の高い粉体摩擦構成則を確立するためにはジオメト
リの影響を考慮することも必要となることを明らかにできたと言える．

II. アクリル樹脂とシリコーンゲルを用いた摩擦実験
初年度においては，初期傾斜角とスティック‐スリップ挙動との関係を調べる実験を準備した．
平均垂直荷重を一定にしたまま初期傾き角を変化させることで，大域的に垂直応力分布をコントロー
ルする（ 図 1 参照）．初期傾き角を増加させていくと最大イベントサイズおよび最大イベント直前の
平均せん断応力が増加していくが，ある初期傾き角（ 臨界角）を境にそれらが不連続的に減少する様
子が観察された（ 図 2a ）．臨界角より小さな初期傾き角では，傾き角を増加させるにつれて局所的な
垂直応力が大きくなり，巨大イベントの破壊核形成を遅らせることによると予想される．他方，臨界
角以上に傾き角をつけると，アクリル‐ゲルが全面接触できなくなり，せん断応力を蓄積できる範囲
が限定されると予想される．さらに，臨界角は巨大イベント直前にブロック同士がちょうど 全面接触

する条件に対応している．このように，大域的な垂直応力の分布が，巨大イベントのサイズや発生過
程に多大な影響を及ぼすことがわかった．
並行して，多数アスペリティをもつゲル同士の摩擦実験も準備した．これは局所的な垂直応力の不均
一性が大域的なスティック‐スリップ挙動に及ぼす効果を調べることを目的としている．26 年度では
予備的実験として，試料作成や可視化実験の容易さから，アクリル樹脂に比べてやわらかいゲル材料
を用いた実験を行なった．金型を用いてゲル表面に形状・配置・数密度などが制御された多数アスペ
リティを作成し，同種ゲル同士の摩擦実験を行なっている．図 3a 参照．実験結果の一例として，図 3b
にアスペリティの数密度と配置のランダムネスをさまざ まに変えて作成したゲル試験片のすべり挙動
をまとめた相図を示す．このように，配置や密度によっては，不安定すべりだけでなく準静的すべり
も見られることが分かった．

III. 速度状態依存摩擦則に従う１次元バネ−ブロックモデルの数値シミュレーション
地震先行現象としての破壊核形成過程の物理を探査した．準静的な初期フェーズから非可逆的な加速
フェーズ，そして本震に対応する高速破壊フェーズに至るまでのダ イナミクスを，数値的および解析
的手法により精査し，初期フェーズの有無が摩擦弱化 b パラメータと弾性パラメータの関係によって
決まることを明らかにし，モデルの連続極限を考察することにより，速度状態依存摩擦則に従う一様
均質な断層においては，常に初期フェーズを伴う破壊核形成過程が先行することを示した．各フェー
ズの継続時間を評価し，先行すべりが観測にかかってから本震の到来まで，恐らく数時間程度の猶予
しかないと見積もった．また，破壊核形成過程を特徴づける２つの核形成長さの存在とその性質を明
らかにし，実際の断層を念頭に，その長さを評価した．また，速度状態依存摩擦則に従う１次元バネ−
ブロックモデルが，余効すべりやスロー地震等の「ゆっくり滑り」を示すことを数値シミュレーショ
ンにより明らかにした．特に，２つの摩擦則パラメータ a と b の大小関係において，a< b なら高速破
壊，a> b なら余効すべりを伴う高速破壊，a>>b なら高速破壊を伴わないスロ―地震が起きることを
見出した．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Y. Ueda, S. Morimoto, S. Kakui, T. Yamamoto and H. Kawamura, Europhys. Lett. 106, 69001 (2014). 山
口哲生，ゲルのすべり摩擦における巨大すべりの前駆過程，トライボロジー会議 2014 年秋盛岡

(2014) 姫野優，山口哲生，澤江義則，スティックスリップ摩擦における表面突起の相互作用，ト
ライボロジー会議 2014 年秋盛岡（ 2014 ）
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
「速度状態依存摩擦則に従う１次元バネ−ブロックモデル」については，その前駆（破壊核形成）過程，
本震の統計的性質，ゆっくり滑り等に関して一定の理解が得られたので，この知見を基に，２７年度
はより現実的な，速度状態依存摩擦則に従う２次元バネ−ブロックモデルについて，その前駆（ 破壊
核形成）過程，ゆっくり滑り，本震の統計的性質等に関して，順次，研究を進めていきたい．当然，計
算資源的なロードは１次元の場合に比べると各段に大きくなるので，アルゴ リズムの工夫，プログラ
ムの高速化を行いつつ計算を行っていく．まずは，比較的計算が容易な，初期フェーズや余効すべり伴
わない，摩擦不安的性が強い場合から計算をスタートさせる．論文としては未発表であるが，これま
でに既に得られている既得のデータをベースに，２７年度はこれを整備拡充する形で計算を行い，ま
ず第１段階として，本震時の破壊伝搬の様相，本震の再来パターンとクラス分け，本震のマグニチュー
ド や破壊域サイズ，再来時間の分布に伴う統計的諸性質，前震や余震のダ イナミクス，本震時の応力
降下量や変位量といった諸性質を精査したい．
「粉体の室内実験」では、平成 26 年度の実験に立脚した 1. イベント発生統計と 2. 準静的摩擦挙動の
研究を更に推進する．前年度の実験において不十分であったデータの追加取得や解析方法の改善に加
え，モデルの考察等にも着手する．1. については，平成 26 年度に行った粉体 AE（ Acoustic Emission ）
バーストのイベント発生時間統計に加えて，イベント発生順序に注目する Natural time の手法を用い

た解析を行う．Natural time は大きな地震の発生に系がどの程度近づいているか（どの程度臨界状態に
近いか ）を定量化する可能性のある手法として研究が行われており，本研究ではその手法を，粉体の
室内実験で得られたイベント系列データに適用することを試みる．解析結果を従前の先行研究で得ら
れている様々な系についての Natural time 解析の結果と比較し，粉体 AE バーストのイベント発生順序
の特殊性，統計的性質の詳細を明らかにする．2. については，粉体中に埋め込んだ針金の引き抜き実
験を引き続き行う．平成 26 年度に取得したデータの解析法を改善し，粉体層中での低速引っ張りにお
ける摩擦挙動のジオメトリ依存性について定量的関係を確立する．更に，この摩擦挙動のジオメトリ
依存性を理解するための簡単なモデルについても考察を進める．また，粉体層に振動等を加え，摩擦
挙動が振動等の擾乱にどのように影響されるかについて実験的に調べる．粉体系に弱い振動が加えら
れると粉体系全体のコンパクションが起こり地盤の締め固めのような現象が起こり得るため，摩擦挙
動が劇的に変化する可能性が高い．系に振動が加えられることにより摩擦挙動が影響を受けることは，
天然の地震活動等の性質を議論する上でも重要な基礎知見となり得ると考えられる．これらの研究を
推進して，粉体の室内実験を通して，地震発生等の物理の基礎に関連する知見を深めることを目指す．
「アクリル樹脂摩擦実験」においては、前年度の実験 1) と実験 2) を融合させ，表面に多数のアスペリ
ティを配置し，かつ初期傾き角を与えることで，局所的かつ大域的な垂直応力の不均一性を形成させ
た状態でのスティック‐スリップ実験を行なう．まず，アクリル樹脂を用いた摩擦実験も実施できる
ように，装置剛性の向上に取り組む．次に，前年度の実験で行なったように，初期傾き角を変化させ，
大域的なすべり挙動の変化を観察する実験を行なう．また，表面アスペリティを導入し，形状・配置・
密度・高さなどを精密に制御することで，さまざ まなすべり挙動を起こす実験に取り組む．ある初期
傾き角・アスペリティ密度の組み合わせにおいては，高速すべりの停止なども見られるものと期待さ
れる．本研究では，その動的過程の可視化に取り組み，メカニズムの解明に挑む．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
波多野恭弘、光藤哲也
他機関との共同研究の有無：有
桂木洋光（名古屋大環境学研究科）、川村光（大阪大理学研究科）、山口哲生（九州大学工学研究院）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：波多野恭弘
所属：東京大学地震研究所
電話：03-5841-1854

FAX ：03-5841-5693
e-mail：hatano@eri.u-tokyo.ac.jp

図1
実験装置の概略図．実験では，垂直荷重を一定に保ったまま，初期傾き角θを変えてスティック‐スリップ挙動の
違いを観察した．

図2
実験結果の一例．3 つの異なる垂直荷重における（ a ）左図

最大イベント直前の摩擦力（ 平均せん断応力）の初

期傾き角依存性，
（ b ）右図 最大イベントサイズの初期傾き角依存性．

図3

(a) 左図 実験装置の概略図，(b) 右図 アスペリティ個数（数密度）−ランダムネス相図．ランダムネス R[%] は，
相対するゲル表面のうち片方はアスペリティを周期的に配置し ，残りの片面の各アスペリティの位置を周期的な
配置からアスペリティ半径に対して R[%] だけランダムにずらしたときの大きさの程度を表す．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1513
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
歴史時代に発生した地震・火山などの災害に関する多角的な研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(1) 地震・火山噴火の災害事例の研究

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ア. 史料の収集とデータベース化
イ. 考古データの収集・集成と分析
ウ. 地質データ等の収集と整理

(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
ア. 史料，考古データ，地質データ及び近代的観測データ等に基づく低頻度大規模地震・火山
現象の解明

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
歴史資料などに基づき、歴史時代に発生した地震・津波・火山災害などに関して、当時の人々の対
応や教訓などを検討する。現代とは異なる社会状況の下で発生した災害時における対応や教訓、復興
過程などから、今後の防災・減災施策、復興施策などの検討に資する材料の提示を目的とする。また、
地震・津波・火山噴火に起因する災害だけではなく、気象災害や火災など 半ば人為的な災害について
も検討の対象とし 、日本列島における自然災害史の全体像の提示を目指す。
（７）本課題の５か年計画の概要：
［ 平成 26・27 年度］
歴史資料などに基づいて、歴史時代に発生した地震・津波・火山災害などについて、当時の人々の対
応や教訓、復興過程などについて検討する。特に、首都直下地震の発生が懸念される関東地方の歴史
災害を対象として研究を実施する。
［ 平成 28・29 年度］
歴史資料などに基づいて、歴史時代に発生した地震・津波・火山災害などについて、当時の人々の対
応や教訓、復興過程などについて検討する。特に、南海トラフ沿いでの海溝型巨大地震の発生が懸念
される東海・南海地方の歴史災害を対象として研究を実施する。
［ 平成 30 年度］

これまでの研究成果に、新たにデータベース化された史料・考古・地質データを加えて、関東地方や
南海トラフで発生した地震・津波・火山噴火などの歴史災害について再検討する。これらの再検討か
ら、自然災害における地震・津波・火山災害の特徴を解明し 、今後の防災・減災施策、復興施策など
の検討に資する材料の提示を目指す。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
本年度は，栃木県日光市山内に位置する日光東照宮について，江戸時代の被害地震における地震対
応について検討した．日光東照宮は，江戸幕府の初代将軍徳川家康を東照大権現として祀る神社であ
る．そのため，当時の幕府にとって日光東照宮は，徳川家の菩提寺である江戸の上野寛永寺や芝増上
寺とならぶ宗教上の重要施設であった．
日光東照宮に被害を及ぼした地震災害として，天和三年（ 1583 ）五月二十三日・二十四日と同九月
一日の地震が挙げられる．これらの地震について『旧記 教城院天全』に基づいて検討した．日光東照
宮や大猷院（ 徳川家光の廟所）での被害としては，境内での石燈籠の転倒や石垣の崩落が主なもので
あり，日光東照宮の本殿や拝殿に目立った被害はなかった．また，この被害地震の前後の期間は地震
の発生回数が多く，五月十七日から同三十日まで昼夜にわたり地震が 427 回あったとされる．日光東
照宮や大猷院での地震被害については，江戸へ報告されており，五月二十三日の地震発生から 2 日後
には被害見分のために江戸から使者が到来している．その後閏五月九日には，被害箇所の修復を目的
として，奉行や大工頭・被官・棟梁が被害見分に訪れている．これらのことから江戸の幕府は，地震
で被害を蒙った日光東照宮について，迅速に修覆工事を実施した様子がわかる．
また，
『 御番所日記』には，元禄十六年（ 1703 ）十一月二十三日に発生した元禄関東地震における日
光東照宮での被害が記されている．元禄関東地震の場合は，日光東照宮での被害は軽微であり，石燈
籠が破損して石鳥居の石がずれた程度で，東照宮の本殿・拝殿などの建物は無事であった．この地震で
は，江戸城や江戸市中で甚大な被害が生じていたにも拘わらず，地震発生翌日の朝には江戸から地震
見舞いの使者が日光東照宮へ到着している．一方，日光東照宮では，地震発生翌日の朝になって，よ
うやく江戸の門主（ 輪王寺宮門跡）へ御機嫌伺いの飛脚を遣わしている．そのため，日光東照宮への
幕府の対応は，江戸への日光東照宮の対応よりも迅速であった様子が窺える．
このような日光東照宮での地震時の対応には，東照宮内部での対応もみられるものの，多くは江戸
の幕府や門主との関係に基づくものであり，徳川家康を祀る幕府の重要施設としての特徴が如実に現
れていると言える．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
歴史資料などに基づき，歴史時代に発生した地震・津波・火山災害などの自然災害について，当時
の人々の対応や教訓，復興過程などについて検討する．特に，関東地方の歴史災害について研究を実
施する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京大学地震研究所

佐竹健治・西山昭仁

他機関との共同研究の有無：有
東京大学史料編纂所

佐藤孝之・他 5 名

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp

URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：佐竹健治
所属：東京大学地震研究所
電話：03-5841-0219

FAX ：03-3814-5507
e-mail：satake@eri.u-tokyo.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1514
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
首都圏に被害を及ぼす地震の解明およびその被害の実像
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(2) 地震・火山噴火の災害発生機構の解明

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震
イ. 海洋プレート内部の地震

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
首都圏地震観測網（ MeSO-net ）による観測を継続し 、これらの観測点で得られた地震データを用い
て、首都圏直下の速度構造や減衰構造に関する解析を進める。プレートの詳細な構造と地震活動との
関係を解明し 、将来発生が予想される首都直下地震の地震像を明らかにする。歴史地震の震度分布を
理解するために、MeSO-net で得られた観測値とモデル構造で計算した値とで比較することで、首都圏
の地盤の揺れの特性を解明する。MeSO-net で得られた観測値を利用して、災害の素因となる地域ごと
の揺れの特徴を明らかにする。
（７）本課題の５か年計画の概要：
本課題は、文部科学省委託研究「都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト（ 平成

24 年〜28 年、代表：平田直）」のデータや成果を利用して、研究を進める。
平成 26〜27 年度は、MeSO-net で得られた観測データを用いて、首都圏直下の速度構造および減衰
構造を詳細に求め、その構造で地震波の伝播をシミュレートする。MeSO-net 観測点の直上で測った
データをまとめて、地下の地震計と地表の地震計を比較し 、伝達関数を求める手法を調査する。
平成 28〜29 年度は、地下の地震計と地表の地震計の観測波形を比較して、伝達関数を求める。地震
計の観測波形とモデル構造によるシミュレート波形を比較し 、モデル構造を高度化する。
平成 30 年度は、伝達関数を利用して、首都圏直下で発生する地震に対して想定される揺れの分布を
明らかにする。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 26 年度、MeSO-net で得られた観測データをこれまでに国内で設置された既存観測点のデータと
併せ、解析・処理を行った。それらのデータを利用し 、震源決定法・地震波トモグラフィー法等の手

法を用いて、震源分布や地震波速度と非弾性常数の三次元的分布等の解析を進め、予察的な関東地方
のプレート構造を求めた。また、収集したデータ等を用いて、MeSO-net の観測点地表における震度相
当値の補正値等を求め、震度予測の高度化のための手法を検討した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
なし
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年度も、MeSO-net による観測を継続し 、そこで得られた観測データを用いて 、首都圏直下
の速度構造および減衰構造を詳細に求める。その構造を用いて、地震波の伝播をシミュレートする。

MeSO-net 観測点の直上で測ったデータをまとめて、地下の地震計の記録と地表の地震計の記録を比較
し 、伝達関数を求める手法を調査する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
酒井慎一、中川茂樹、平田直（ 東京大学地震研究所）
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：酒井慎一
所属：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5745

FAX ：03-5841-8265
e-mail：coco@eri.u-tokyo.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1515
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
堆積平野・堆積盆地における地震災害発生機構の解明
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(2) 地震・火山噴火の災害発生機構の解明

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(4) 地震現象のモデル化
ア. 構造共通モデルの構築

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(3) 地震・火山噴火の災害誘因の事前評価手法の高度化
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化
4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

(6) 国際共同研究・国際協力

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
地震災害に関する災害発生機構を重点的に解明する。特に、強震動が増幅され 、人口密度が高い場合
が多い堆積平野・堆積盆地などを対象にして、地震災害の素因と誘因の関係や災害発生機構を多面的
に分析し 、災害を制御する要件を明らかにする。
（７）本課題の５か年計画の概要：
平成 26〜28 年度においては、地震災害誘因の分析と、地震災害発生機構の解明に向けた地下構造モデ
ルの構築を行う。具体的には、地震動などの地震災害誘因の分析のため、国内外の堆積平野・堆積盆
地における強震記録データベースを増強し 、堆積平野・堆積盆地における地震動の増幅などの自然素
因への作用を定量化する。また、地震災害誘因の事前評価と即時推定に資する地下構造モデルを構築
する。
平成 29〜30 年度においては、地震災害誘因の自然素因への作用の解明と、地下構造モデル化手法の国
際展開を行う。堆積平野・堆積盆地における地震災害発生機構の解明には、強震記録を用いた地下構

造モデルの検証とチューニングの反復改良が不可欠であるため、災害誘因の自然素因への作用の分析
に使用する強震記録を逐次更新追加し 、参画機関で共有すると共に、本研究計画におけるデータベー
スの相互研究推進に資する。また、堆積平野・堆積盆地における地下構造モデル化手法の国際展開を
試み、国外の堆積平野・堆積盆地における適用妥当性を実地検証する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 26 年度は、地震動などの地震災害誘因の分析に向けて、国内外の堆積平野・堆積盆地における強
震記録データベースの増強を開始した。地震被害と関連が深い周期 1〜2 秒の地震波が卓越し 、高震度
に寄与する国内の堆積平野・堆積盆地として、足柄平野・諏訪盆地・甲府盆地などが挙げられる。平
成 26 年度は、諏訪盆地の観測記録の整理を行うと共に、地震波の増幅特性について検討を開始した。
その結果、盆地端上部と下部の近接距離のペア観測点の記録が 、地震動増幅特性の把握に効果的であ
ることが分かった。また、国外の堆積盆地に関して、ネパール国カトマンズ盆地を対象とした検討を
行った。マグニチュード 5 程度の地震動記録を収集・解析し 、既往の距離減衰式と調和的であること
に加え、S 波部分の速度フーリエスペクトルはいずれの地震においても，盆地内サイトは岩盤サイト
に対して最大で 10 倍程度の振幅を持ち，明瞭なサイト特性を有することを確認した。さらに、地震災
害誘因の事前評価と即時推定に資する地下構造モデルを構築に向けて、地震動の増幅等の自然素因へ
の作用効果が高い南海トラフ海域を対象として、数値シミュレーションおよび地震波干渉法による地
震動特性の定量化を開始した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Guo, Y., K. Koketsu, and H. Miyake, Effects of accretionary prisms on 3-D long-period ground motion
simulations, 2014 AGU Fall Meeting, Abstract S31C-4421, 2014.
Viens, L., H. Miyake, and K. Koketsu, Ground motion prediction of subduction earthquakes using the
onshore-offshore ambient seismic field, 2014 AGU Fall Meeting, Abstract S41A-4455, 2014.
Takai, N., M. Shigefuji, M. Aoki, S. Bijukchhen, T. Sasatani, Y. Dhakal, S. Rajaure, and M. Dhital, Strong
motion observations in the Kathmandu basin, Nepal, AOGS 11th Annual Meeting, Abstract SE33-A021,
2014.
三宅弘恵・宮川幸治・纐纈一起・田守伸一郎・坂上実, 諏訪盆地における強震観測と地盤震動特性, 日
本地震学会 2014 年度秋季大会, S16-P18, 2014.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年度は、引き続き国内外の堆積平野・堆積盆地における強震記録データベースを増強し 、地震
災害誘因の事前評価と即時推定に資する地下構造モデルを構築する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
三宅弘恵・纐纈一起・古村孝志・ほか
他機関との共同研究の有無：有
東京大学大学院情報学環・北海道大学・信州大学・福井大学・広島大学・高知大学・独立行政法人
建築研究所・ほか
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：

（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：三宅弘恵
所属：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5784

FAX ：03-5841-1765
e-mail：hiroe@eri.u-tokyo.ac.jp

図1
左：諏訪盆地において強震記録を収集した観測点。白は国や自治体による観測点、赤は大学による盆地内観測点、
緑は大学による盆地外観測点を示す。右：2011 年東北地方太平洋沖地震で記録された最大加速度。盆地内の最大
値は TYD 観測点における 100 cm/s/s。

平成 26 年度年次報告
課題番号：1516
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
広帯域・高解像度強震動シミュレーションに基づく大地震の強震動評価の高度化
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(3) 地震・火山噴火の災害誘因の事前評価手法の高度化

（ ４）その他関連する建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(1) 地震・火山噴火の災害事例の研究
(2) 地震・火山噴火の災害発生機構の解明
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化
(5) 地震・火山噴火の災害軽減のための情報の高度化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
大地震の複雑な断層破壊過程と、不均質な地下構造を適切に組み込んだ地震波伝播シミュレーショ
ンを実施し 、過去の被害地震の強震動と津波被害発生要因を検証して、将来の想定地震の強震動・長
周期地震動と津波の事前予測を行う。K-NET 、KiK-net 等の高密度地震観測網データを解析し 、強震動
と長周期地震動の生成過程の理解を深める。高速スパコンを用いた高精度シミュレーションを実施し
て、観測データの再現とモデルの検証を行う。短周期〜長周期地震動の高精度評価に向けて、シミュ
レーションモデルの高度化・精緻化をはかり、地震ハザード 評価手法の改良を進める。本研究では、工
学研究者と社会科学研究者との協働により、現代社会が有する多様な構造物の被害と社会影響に踏み
込んだリスク評価へとつなげる。以上の目的解決に向けて、a) 強震動および長周期地震動による地震
災害発生要因の研究、b) 強震動および長周期地震動予測の高度化に向けた研究、c) 将来の大地震の被
害事前予測の研究、の３つを進める。
（７）本課題の５か年計画の概要：

(a) 強震動および長周期地震動による地震災害発生要因の研究
東北地方太平洋沖地震の国内外の強震計記録を再解析し 、１ G を超える強い加速度を作り出した短周
期地震動、超高層ビル等に影響を与える周期数秒程度のやや長周期地震動、および超大型石油備蓄タ
ンクや将来の長大構造物に影響を与える可能性のある長周期地震動（ 周期 10〜20 秒以上）について、
それぞれの周期帯毎の震源放射特性、伝播特性、各地の地盤増幅特性を明らかにする【 H26・27 年度】
。
特に、関東平野での高密度観測データ（ K-NET・KiK-net 、首都圏強震総合ネット SK-net 、首都直下地
震観測網 MeSO-net 等) を統合的に処理し 、平野の３次元地下構造と短周期地震動〜長周期地震動の伝
播特性を詳細に把握する【 H28・29 年度】
。

M9 クラスの長巨大地震による長周期地震動の特性を明らかにするために、超巨大地震特有の断層運
動として期待される、浅部プレート境界の大滑りと、深部プレート境界のゆっくり滑りが 、長周期地
震動の生成に与える影響を、シミュレーションに基づき評価する。ここでは、震源の静的特性（深さ・
メカニズム等）と動的特性（ 滑り速度、応力降下量など ）の二つの震源パラメータの効果についても
検討する【 26 -30 年度】
。東北地方太平洋沖地震において、関東平野や大阪平野などで、やや長周期の
生成が地震規模に比べ小さかった原因を明確化するとともに、日本海溝〜千島海溝および相模トラフ
〜南海トラフ沿いでの M9 地震シナリオに対する長周期地震動の生成特性について検討する【 26・27
年度】
。
震源モデルのパラメータ設定の不確定性や、地震時の断層運動の再現性（ 不確実性）に伴う、強震動
予測の不確定性を、各種震源パラメータを用いたシミュレーションを多数行ない、強震動予測の不確
定性とそのバラツキの幅を調査する。具体的には、１）断層破壊方向に生まれる放射指向性（デ ィレ
クティビティ）効果が地震波放射指向性と周波数特性に与える影響、３）断層破壊過程の不均質性・揺
らぎによるデ ィレクティビティの抑制効果、３）断層破壊の時間差発生による強震動レベルと揺れの
継続時間の増長の問題等に着目した検討を行う【 H26-28 年度】。地震動評価のバラツキに対する、建
物被害・人的影響のバラツキを評価し 、予測誤差の拡大（ または縮小）の可能性を検討する。バラツ
キのある強震動予測に対して、被害と社会影響の側から見た巨大地震の「最悪地震シナリオ」とは何
か明確化する【 H27-29 年度】
。

b) 強震動および長周期地震動予測の高度化に向けた研究
短周期〜長周期の広帯域強震動予測の高度化に向け、地表・海底地形と、堆積層・地殻・マントル内
の短波長不均質構造（ 多層構造で表現できない物性値の揺らぎ ）を適切にモデル化し 、数 Hz 以上の
高周波数地震動の散乱を適切に評価することのできる高分解能シミュレーション法を整備する【 H26・

27 年度】。短波長不均質構造により地震波散乱が強い減衰を起こす過程、散乱による地震動の継続時
間の増長の問題、地震動の空間変動と局所的な増幅（フォーカシング現象）の発生可能性について検
討する。こうした、地下構造探査による直接推定が困難な短波長不均質構造の存在が 、強震動の予測
の不確定性に与える影響を定量的に評価する【 H27-29 年度】
。
震度に強く寄与する短周期地震動の高精度評価の実現に向け、表層地盤（ 数メートル以浅）における
地震動の増幅特性を、全国の K-NET・ KiK-net 強震観測データ、および自治体震度計データを用いて
評価する【 H26 年度】
。地盤応答の非線形性応答を考慮し 、強震時（震度５弱〜）のサイト増幅特性の
変化も調べる。得られたサイト増幅特性を用いて、緊急地震速報の震度予測への適用可能性・有効性
を、過去地震の強震記録を用いて検討する【 H26-29 年度】
。
広帯域を強震動シミュレーションの実現に向け、高精度かつ安定な吸収境界条件を整備する。複雑な
地表地形（ 空気／固体境界）と海底地形（ 海水／固体）を差分法（ FDM ）の直交格子に実装するため
に、適切な境界条件を整備する。地表付近の強い不均質性構造を組み込むことができる、マルチグリッ
ド FDM（ または、境界適合格子 FDM ）を開発する【 H26-29 年度】
。

c) 将来の大地震の被害事前予測の研究
巨大地震による強震動、地殻変動、津波の複合災害の予測に向けて、地震動シミュレーションから得
られた海底隆起・沈降の時空間的変動を適切に活用した、津波高・浸水シミュレーションを実施する
【 H26-29 年度】
。また、大地震の断層運動に伴う内陸の地殻応力の動的・静的変化（ただし 、地殻は弾
性変形を仮定）を評価して、大地震に伴う火山噴火や内陸地震の活発化、誘発地震の発生に与える影
響を、関連項目の研究グループとの協働により検討する【 H27-30 年度】
。
複数の地震シナリオに対する各地の強震動を迅速に評価するための仕組みとして、日本海溝、相模・
南海トラフ沿いの小断層（ 10km*10km ）毎に、各地の揺れ（グリーン関数）を計算して、地震動デー
タベースを構築する。そして、任意の地震シナリオに対する強震動をグリーン関数の重ねあわせによ
り合成する強震動合成システムを開発する【 H26-28 年度】。グリーン関数データベースは、震源イン
バージョンや地震波形解析のための基礎データとして公開する。これを用いて、大地震発生後すみや
かに震源モデルを推定し 、観測データのない地点を含む全国各地の強震動を面的に推定する手法を、

関連項目の研究グループと共同で開発する【 H28-30 年度】
。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
本研究の目的は，大地震の複雑な断層破壊過程と不均質な地下構造を組み込んだ地震波伝播シミュレー
ションと高密度地震観測網（ K-NET 、KiK-net 等）データ解析に基づき，過去の被害地震の強震動と
津波被害発生要因を検証して，将来発生が心配される想定地震の強震動・長周期地震動，及び津波の
事前予測の高度化をはかることである。高速スパコンを用いた広帯域（ 短周期〜長周期）地震動の高
精度評価の実現に向け，観測データとシミュレーション結果の比較を通じて，シミュレーションモデ
ルの精緻化をはかる。地震動と津波の予測結果は，工学研究者と社会科学研究者との協働により，現
代社会が有する多様な構造物の被害と社会影響に関わるリスク評価へとつなげる。以下，H26 年度の
成果を述べる。

(1)

関東平野の３次元盆地（ 基盤）構造と長周期地震動の生成条件

３次元的に不均質な基盤構造を有する関東平野では，平野への地震波の入射方位の違いによる，やや
長周期（ 周期３〜10 秒程度）表面波（ 長周期地震動）の増幅特性の違いが大きいことが考えられる。
たとえば ，2011 年東北地方太平洋沖地震は，M9.0 規模の超巨大地震であったが，都心の K-NET 強
震記録に見られる長周期地震動の振幅は，震源距離がほぼ等しい 1944 年東南海地震（ M7.9 ）におけ
る東大（ 本郷）地点の記録とほぼ同レベルであった。東北地方太平洋沖地震の地震規模に対し，長周
期地震動が小さかった原因として，まず，日本海溝から東北日本下に沈み込む太平洋プレートが急角
（約 30〜40 度）であるために，地震動を強く放射した滑り面が深く（約 30〜50km ）表面波の生成が小
さかったことが考えられる（ Furumura, 2014 ）
。しかし，この地震の余震を調べたところ，東北沖のプ
レート境界地震やスラブ内地震に限らず，プレートが日本海溝に沈み込む手前で起きる，震源の浅い
（ H<10 km ）アウターライズ地震においても同様に長周期地震動の振幅が小さいことがわかった（ 古
村，2014 ）
。これを説明するためには，１）震源から関東平野にかけての伝播経路における表面波の伝
播特性，２）関東平野への地震波の入射方向と長周期地震動の増幅特性の違いなど ，東北日本で起き
る地震一般に長周期地震動が小さくなるための，別メカニズムの評価が必要である。
本研究では，メカニズム２）の影響を調べるために，関東平野の周囲で発生した浅発（ H<15

km ）

M7 級の地震を選び，震央から都心にかけて K-NET 強震観測記録を並べて，震源近傍での表面波の生
成特性と関東平野に向けての伝播特性，関東平野での表面波の増幅特性を詳しく評価した。ここで用い
た地震は，(a) 2004 年新潟県中越地震（ M6.8；ｈ＝５ｋｍ），(b) 2011 年福島県東部の地震（ M6.6；ｈ＝
５ｋｍ），(c) 2007 年能登半島沖地震（ M6.7；ｈ＝８ｋｍ），(d) 2004 年紀伊半島南東沖地震（ M7.5；
ｈ＝ 11 ｋｍ）の４つである（ 図１）
。入射方位の異なる４地震のレコード セクションを比べると，関
東平野の中心（ 都心部）から見て入射方向が北東方向である福島県東部の地震を除いて，いつも関東
平野で表面波が S 波の数倍以上の大きな振幅に増幅され，その揺れが数分間以上にわたって平野内で
振動を続ける様子が確認できた。これに対して，福島県東部の地震においては，震源近傍で表面波は
生成するが，関東平野に入射しても強い増幅が起きず，長周期地震動が発達しないことが確認できた。
入射方向の違いによる表面波の増幅特性の違いの原因として，関東平野の基盤構造は非対称であり，北
東方向に向けて基盤深度の変化が緩やかなっていることが表面波の増幅に影響している可能性が高い
（ 図 1 ）。これに対して，長周期地震動が強く発達する方位では，平野を取り囲む周囲の山地から平野
内部にかけて基盤が落ち窪むように急激に深くなっており，表面波の増幅が起きやすい可能性がある
（ 古村，2014 ）
。
関東平野への表面波の入射方向の違いと，平野内での長周期地震動の発達の違いは，2004 年新潟県
中越地震の震源モデルを用いた地震動シミュレーションからも確認できた。中越地震の震源モデルを
福島県東部に置いた，仮想地震のシミュレーションにより得られた都心部（ 新宿地点）の長周期地震
動のレベルは弱く，新潟県中越地震の 1/3 以下であった（ 図２）
。３次元基盤構造と長周期地震動の生
成にかかるより詳細な物理的なメカニズムの検討のために，高分解能地下構造モデルを用いたシミュ
レーションと，平野内の波動伝播の３次元可視化を次年度引き続き進める予定である。

（２）速度ト モグラフィモデルを用いた地殻内 S 波（ Lg 波）伝播の地域性と地殻構造の評価
震源の浅い（ H<50km ）地殻内地震やプレート境界地震では , 地表とモホ面の間を S 波が広角反射
（全反射）しながら伝わる Lg 波が発生する。Lg 波は地殻内に閉じ込められ広がるため，マントルを伝
わる S 波に比べて距離減衰が小さく，大陸地殻を数千 km 以上にわたって遠地まで伝わる特徴がある。
いっぽう，地殻内の不均質性が比較的大きな日本列島では Lg 波の距離減衰は大きく，また地域性が大
きい。たとえば，大陸の地殻構造に類する西南日本では Lg 波が最大振幅を持つ地震動として観測され
るのに対して，東北日本から北海道では Lg 波の距離減衰が大きく地震波形には明瞭に見られない（図
３；Furumura and Kennett, 2001; Furumura, Hong, and Kennett, 2014 ）
。
西南日本と東北日本の Lg 波伝播の特性の違いと，その原因とである地殻構造の違いを詳しく調べる
ために，Hi-net データを用いて推定された高分解能速度トモグラフィモデル（ 図４ a; Matsubara et al.,

2008 ）を用いて地震波伝播シミュレーションを行い，Hi-net 観測記録との比較を行った。速度トモグラ
フィモデルの空間分解能を見るために，トモグラフィモデルを水平方向にずらして自己相関係数を求め
たところ，ラグとともに相関係数は単調減少し，およそ 50 km で最小値（ 0.3 ）をとることがわかった

(図４ｂ)。ただし，ここで求められた見かけの相関距離は，Hi-net の観測点間隔（ 20〜25 km ）やイン
バージョンのグリッド サイズ（ 5〜10 km ）で規定されるものであり，既往研究（たとえば，Furumura

and Kennett, 2005 ）から地下構造の不均質の，真の相関距離はこれよりもずっと小さい（ 数 km 程度）
ことが考えられる。そこで，トモグラフィモデルに，既往研究から予測される短波長不均質構造（ 水
平 (x) と鉛直（ z ）方向の相関距離が Ax/Az=10/0.5 km 程度で，揺らぎの標準偏差が e=1〜2%程度の大
きさを持つ von Karman 型のランダム不均質の分布特性）を作り，これをもちいて P 波と S 波速度に
揺らぎを与えた，
「トモグラフィ＋短波長不均質ハイブリッド モデル」を用意した。
トモグラフィモデルはモホ面深度の空間変動や，モホ面直下（ sub-Moho ）に緩やかな正の速度勾配
の存在を示唆している。この結果，最上部マントルを伝わる S 波エネルギーが地殻内に戻ることで振幅
の大きな Sn 波が生成され，さらにモホ面の凹凸に対応して Sn 波が地域的に大きくなる特色がシミュ
レーションから良く再現された（ 図５ a ）
。そして，短波長不均質構造を付加したハイブリッド モデル
の利用により，S 波が伝播過程で強い前方散乱を繰り返し起こし ，Hi-net 観測記録に特徴的に見られ
る紡錘形の Lg 波群が良く再現できるようになった（ 図５ｂ）
。
東北日本断面のトモグラフィモデルを見ると，最上部マントルの速度が遅く（ Vs=4.3 km/s ）, モホ
面における速度コントラストが小さい。この結果，地震波伝播シミュレーションではモホ面での S 波
の広角反射が比較的起きにくく S 波がマントルに抜け出す結果，Lg 波の振幅が比較的小さくなること
が確認できた。ただし，計算から求められた Lg 波は数百 km のわたって明瞭な振幅を持ち，Hi-net 記
録に見られる東北日本の弱い Lg 波と整合しなかった（ 図５ｃ）
。そこで，東北日本の背弧側（ 日本海
側）の地殻内にあると考えられる高減衰（ low-Qs ）構造に着目し，減衰トモグラフィ（関根，2001；中
村，2008 ）の結果を参考にして，東北地方の火山下の地殻に高減衰（ Qs=80 ）構造を置いた。その結
果，観測で見られたような Lg 波の強い減衰が説明できるようになった (図５ｄ )。
東北日本の特徴として，大陸地殻や西南日本では振幅が小さな Pg 波が Lg 波並みに大きな振幅を伴っ
て観測されることも特筆できる（ 図３―ｂ２）
。こうした大振幅の Pg 波は，地表下数キロメートルに
低速度（ Vs<1

km/s ）の表層を置くことにより良く再現できることがわかった。地表付近の低速度

層の存在により Pg―S 変換の振幅が弱まり，地表反射に伴なって発生する Pg 波のエネルギー減少が
押さえられるためである。
（３）2014 年 11 月 2 ２日長野県北部の地震（ 神城断層地震）の強震動特性

2014 年 11 月 2 ２日長野県北部の地震（ Mj=6.7; Mw=6.2 ）では，震源に近い長野県尾谷村，小川村，
長野市で最大震度６弱を記録した。
震源域に近い白馬（ NGN005;D=4km；震度５弱）, 信濃（ NGN002; D=30km；震度５強），戸隠（ NGNH28;

D=18km；震度５弱）の３地点における K-NET と KiK-net の強震波形の特徴を調べるとともに，速度
応答スペクトルを求めた（図６）
。その結果，３地点において木造家屋に被害を与える周期１〜２秒の
範囲で最大 50cm/s 程度の応答が見られたが，そのレベルは，たとえば 2004 年新潟県中越地震 (M6.8)

の小千谷（ 震度７相当）で観測された応答値に比べて 1/4 程度であった。
また，都心（ K-NET 新宿）で観測された長周期地震動の周期６〜８秒のレベルは，新潟県中越地震
における同地点の記録の 1/4 程度と小さく，その大きさは固有周期 8 秒において 5 cm/s 程度（減衰定数

h=5%を仮定）であった（図７）
。こでは，気象庁マグニチュード（ Mj=6.7 ）とモーメントマグニチュー
ド（ Mw=6.2) の乖離が大きい，周期数秒程度までの地震動のレベルから考えると，中越地震並み M6.7
は大きく，Mw=6.2 規模が妥当と思われる。
なお，Mj と Mw の乖離は西南日本で起きた地殻内地震（たとえば，2000 年鳥取県西部地震の Mj7.3/Mw6.
７；1997 年山口県北部の地震の Mj6.6/Mw5.8；1995 年兵庫県南部地震の Mj7.3/Mw6.9 など ）におい
て良く見られる。そして，Mj が過大となる原因として西南日本では表面波の生成が強く，遠地まで大
震幅の地震波が伝わることが指摘されている（ Furumura and Kennett, 2001 ）
。今回の長野県北部の地震
についても，Mj が大きくなった原因を，表面波の強い発生や特異な震源スペクトル特性の可能性を含
めて引き続き検討する。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Padhy, S., T. Furumura, and T. Maeda, Decoupling of Pacific subduction zone guided waves beneath central
Japan: Evidence for thin slab. J. Geophys. Res. 119(11), doi: 10.1002/2014JB011562, 2014.
古村孝志，関東平野の深部基盤構造と長周期地震動リスク，地学雑誌, 123(No4), p434-450, 2014.

Kennett, B.L.N., T. Fuirumura and Y.Zhao, High-frequency Po/So guided waves in the oceanic lithosphere:
II?heterogeneity and attenuation ,Geophys. J. Int. 199 (1): 614-630. doi: 10.1093/gji/ggu286, 2014.
Furumura, T., Radiation and development of short- and long-period ground motions from the 2011 Off
Tohoku, Japan, Mw9.0 Earthquake, Journal of Disaster Research, Journal of Disaster Research Vol.9
No.3, 2014.
Furumura, T., T.-K. Hong, and BLN Kennett, Lg wave propagation in the area around Japan: Observation
and simulation, Progress of Earth. Planet. Sci., 1:10, doi:10.1186/2197-4284-1-10, 2014.
Maeda, T., T. Furumura, and K. Obara, Scattering of teleseismic P-waves by the Japan Trench: A significant
effect of reverberation in the seawater column, Earth Planet. Sci. Lett., doi:10.1016/j.epsl.2014.04.037,
2014.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
（１） 関東平野での高密度観測データ（ K-NET・KiK-net，首都圏強震総合ネット SK-net，首都直下地
震観測網 MeSO-net 等) を統合的に処理し，平野の３次元地下構造と短周期地震動〜長周期地震動の伝
播特性を詳細に把握する。
（ ２） 短波長不均質構造により地震波散乱が強い減衰を起こす過程，散乱による地震動の継続時間の
増長の問題，地震動の空間変動と局所的な増幅（フォーカシング現象）の発生可能性について検討す
る。こうした地下構造探査による直接推定が困難な短波長不均質構造の存在が，強震動の予測の不確
定性に与える影響を定量的に評価する。
（ ３） 巨大地震による強震動、地殻変動、津波の複合災害の予測に向けて，地震動シミュレーション
から得られた海底隆起・沈降の時空間的変動を適切に活用した，津波高・浸水シミュレーションを実
施する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
古村孝志・他（ 参加人数６名程度）
他機関との共同研究の有無：有
東大情報学環、東大生産技術研究所、岡山大学理学部ほか
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先

部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：古村孝志
所属：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5777

FAX ：03-5841-0797
e-mail：furumura@eri.u-tokyo.ac.jp

図１

関東平野周辺で発生した M7 級の浅発地震と，関東平野内での周期３〜10 秒の表面波（ 長周期地震動）の

増幅過程の比較。

(a) 2004 年新潟県中越地震（ H=5 km, M6.6 ），(b) 2011 年福島県東部の地震（ H=5 km, M6.6 ），(c) 2007 年の
と半島沖地震（ H=８ km, M6. ７）,（ ｄ）2004 年紀伊半島南東沖の地震（ H=11 km, M7.5 ）(古村，2014 による)。

図２

関東平野での長周期地震動の生成シミュレーション。

(A)2004 年新潟県中越地震のシミュレーションから求められた速度応答分布（ 固有周期 6 秒，減衰定数＝ 5% ）と
新宿地点での速度波形 NS 成分の観測との比較，
（ B ）同じ震源モデルを宮城県沖に置いた場合のシミュレーション
結果。

図３

日本周辺の Lg 波伝播特性

(a) 日本周辺の Lg 波伝播地図（緑がは Lg 波が良く伝播する地域，赤が Lg 波が伝播しない地域）
（ Furumura, Hong,
and Kennett, 2014 による）
。(b) 滋賀県の地殻内地震における Lg 波伝播の地域性，
（ b1) 東北日本，
（ b2) 西南日本。い
ずれも地動 Z 成分の速度波形。

図４ 日本列島の高分解能速度トモグラフィモデル

(a) 速度トモグラフィモデル（ Matsubara et al., 2008 ）の例（深さ 20km, S 波速度変動）と，九州〜関東断面，(b) 速
度構造のモデルの空間自己相関（オフセット距離と相関係数の変化）
。

図５ 速度トモグラフィモデルを用いた２次元差分法による Lg 波伝播シミュレーション
(a) 西南日本測線に沿った速度トモグラフィモデルを用いた２次元差分法による Lg 波伝播シミュレーションと速
度構造の例（距離 320km 地点の Vp,Vs の鉛直変動）
。(b) 短波長不均質構造（ Ax/Az=10/0.5km, e=2% ）を付加した
ハイブリッド 不均質速度モデル。

図 5 （ 続き）

(c) 中部−東北日本測線のモデルによるシミュレーション，(d)Low-Qs（ =80 ）を地殻内に置いた場合のシミュレー
ション。

図６

2014 年 11 月 22 日長野県北部の地震の震源近傍強震動

K-NET 白馬，信濃，KiK-net 戸隠地点の強震動（ 南北動，地動速度波形）と，速度応答スペクトル（ 水平動，減
衰定数＝ 5% ）
。比較のため 2004 年新潟県中越地震の小千谷地点の応答スペクトル（ 点線）をあわせて表示する。

図７

都心（ K-NET 新宿地点）での長周期地震動

都心（ K-NET 新宿地点）での長周期地震動（ 東西動，地動速度）と速度応答スペクトルの比較。2004 年新潟県中
越地震（ 黒線）と 2014 年長野県北部の地震（ 赤線）
。

平成 26 年度年次報告
課題番号：1517
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
地震動・津波誘因の長期予測情報コミュニケーション
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(5) 地震・火山噴火の災害軽減のための情報の高度化

（ ４）その他関連する建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(2) 地震・火山噴火の災害発生機構の解明
(3) 地震・火山噴火の災害誘因の事前評価手法の高度化
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化
4. 研究を推進するための体制の整備
(3) 関連研究分野との連携の強化
(5) 社会との共通理解の醸成と災害教育
(6) 国際共同研究・国際協力

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
地震動誘因や津波誘因の不確実な長期予測情報が，災害軽減に有効に役立つためのコミュニケーショ
ン手法を確立することにより，長期予測情報の高度化に貢献する．
（７）本課題の５か年計画の概要：
平成 26〜28 年度には，サーベイ調査や海外調査などを行って，我が国におけるコミュニケーション手
法の問題点を明らかにする．その上で平成 29 30 年度に人文・社会科学分野の方法論などを援用しな
がら問題点の解決策を検討し，新たなコミュニケーション手法を確立する．
（８）平成 26 年度の成果の概要：
地震予測を行う専門家が評価の不確実性を述べることによって、住民の地震リスク認知や専門家に対
する信頼がどのように変化するか。この問題を実証的に検討するため社会調査を実施した。対象は調
査会社にモニター登録する名古屋市内在住の一般市民である。調査対象者に架空の地震予測を提示し 、
その際、予測するうえで回避できない科学の不確実性を専門家自身が明示する条件と、そのような発
言がない条件とを設け、地震リスク認知、地震研究の専門家に対する信頼、地震への備え、地震対応政
策への支持、等への影響がわかるようにした。また、イタリア及び米国において現地調査を行い、当

地における地震動の長期予測情報のコミュニケーション手法を、成功例だけではなくイタリアのラク
イラ地震のような失敗例も含めて調べた。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
纐纈一起・大木聖子, 2015, ラクイラ地震裁判 −災害科学の不定性と科学者の責任−, 科学技術社会
論研究, 11, 50-61.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年度は、26 年度に行った社会調査の解析を行う。また、ニュージーランドなどへの海外調査を
実施する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京大学地震研究所・災害科学系研究部門
他機関との共同研究の有無：有
慶應義塾大学，同志社大学，東京都市大学，東北大学，土木研究所など ．
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：纐纈一起
所属：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5782

FAX ：03-5841-8278
e-mail：koketsu@eri.u-tokyo.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1518
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
データ流通網の高度化
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備

（ ４）その他関連する建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
全国の陸域および海域に展開された地震・地殻変動・火山等の各種観測網から得られる大容量・多項
目のデータを、リアルタイムで効率的に流通させるためのシステムを構築・運用・高度化し 、全国の
観測研究をデータ流通基盤として支える。
（７）本課題の５か年計画の概要：
本課題で取り扱うデータ流通網は、基本的に実施機関および共同研究機関の運営費交付金によって運用・
維持されるものである。５ヶ年を通して、高速広域ネットワークを利用した観測データ流通網 JDXnet
の安定的な運用と機能の高度化を行う。その中で特に以下を進める。

(1) 災害時に強いデータ収集・中継システムの構築。
(2) 超大容量・多項目データ流通のための効率的な通信方式の開発。
(3) 観測メタデータの効率的なハンド リングシステムの開発。
(4) データ蓄積機能を包含するデータ流通システムの開発。
(5) 接続機関の拡大。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 26 年度を通して観測データ流通網 JDXnet を特段の障害なく安定的に運用した．その結果，全
国に展開された地震・地殻変動・火山等の各種観測網から得られる大容量・多項目のデータをリアルタ
イムで効率的に流通させ，全国の観測研究をデータ流通基盤として支えた．これに加え、災害時に強
いデータ収集・中継システムの構築については，2013 年 2 月から運用開始した東西 2 か所の SINET4
データセンタ内データ中継拠点の利用観測点数が平成 26 年度中に 13 点増加して 85 点に達した．観測
メタデータの効率的なハンド リングシステムの開発についてはチャネル情報管理システム CIMS の運

用を継続した．データ蓄積機能を包含するデータ流通システムの開発については，これまで蓄積され
た過去および近い将来のすべての地震データをオンライン利用できる，容量 1.3 ペタバイトの大規模
波形データアーカイブシステムを地震研究所に導入した．さらに大手町 TDX 拠点内の連続データ収録
装置を更新した．接続機関の拡大に関連しては，2015 年 1 月より DONET の海底 40 観測点 120 チャ
ネルを新たに流通開始した．このほか、JDXnet に関する情報交換やさらなる利用促進のため，毎年 3
月に「データ流通ワークショップ 」を東大地震研で開催している．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
引き続き観測データ流通網 JDXnet の安定的な運用と機能の高度化を行う。その中で特に以下を進
める。

(1) 災害時に強いデータ収集・中継システムの構築。
(2) 超大容量・多項目データ流通のための効率的な通信方式の開発。
(3) 観測メタデータの効率的なハンド リングシステムの開発。
(4) データ蓄積機能を包含するデータ流通システムの開発。
(5) 接続機関の拡大。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
卜部 卓・鷹野 澄・鶴岡 弘・中川茂樹・大湊隆雄・平田 直
他機関との共同研究の有無：有
地震、地殻変動等、火山の各観測データの流通協定に参加する各機関 (*) とそのデータ流通システ
ム担当者が共同研究に参加する。

(*) 北大・弘前大・東北大・東大・東工大・名大・京大・高知大・九大・鹿児島大・防災科研・気象
庁・JAMSTEC・産総研・国土地理院・地震予知総合研究振興会・国立天文台・北海道・青森県・東
京都・神奈川県・静岡県。
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：卜部 卓
所属：東京大学 地震研究所 観測開発基盤センター
電話：0267-22-0867

FAX ：0267-24-4444
e-mail：urabe@eri.u-tokyo.ac.jp

図１

SINET4 による JDXnet 概念図（ JGN-X 部分は省略）

平成 26 年度年次報告
課題番号：1519
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
研究成果共有システムの構築
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

（ ４）その他関連する建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
本計画で得られる速度構造モデルやソフトウェアを含む研究成果をデータベース化し，それらを容
易に共有できる仕組みを構築する．また，基礎データを自動解析し，解析結果を自動的にアップデー
トできるシステムを構築する．
（７）本課題の５か年計画の概要：

1. 研究成果を容易に共有できる仕組みの構築
クラウド サービス等を利用し，Web サーバ等に情報共有・成果共有の仕組みを構築する．震源過程解
析結果の可視化ツールを開発する．

2. 速度構造モデル共有に向けてのフォーマット等の作成
コミュニティーのなかで標準あるいは基準となるような速度構造モデルを目標に作成する．

3. 応用解析のための基礎データを作成するプログラムの開発
東京大学地震研究所の並列計算機システム (EIC) 上で動作可能な並列化されたプログラム群を開発する．
（８）平成 26 年度の成果の概要：
本課題で構築予定の研究成果共有システムは，ネットワークを通して観測研究計画に参加している多
くのユーザで共有されるシステムを想定しており，Web アプリケーションとして開発予定である．本
年度においては，Web アプリケーションの技術要素について既存サービスを調査することにより，そ
の長所や短所の洗い出しを行った．既存サービスについては，WIKI やコンテンツマネージメントシス
テム (CMS) およびプロジェクト管理 (Redmine) 等評価があるシステムについて実施した．また，大規
模な基礎データの共有等に対応可能とするため複数のクラウド サービスを契約してその使用感等の調

査を実施した． 大規模データへの対応については，容量無制限である Box というサービスを調査した
が，海外にサーバがあるために容量無制限であるが，サーバまでのネットワークの回線帯域に依存す
ることが大きな課題である．一方，国内サービスはそれなりに契約にはコストがかかるので，一長一
短である．ただし，Box については，文書の共有という面ではサムネールでの表示や検索等使いやす
いアプリケーションがクラウド サービス内に構築されていた．
東京大学地震研究所地震火山情報センターで管理・運用している，地震予知・噴火予知のための並
列計算機システムが本年度に更新となり，そのシステム上で動作するアプ リケーションの開発を行っ
た．今年度は，GUI を用いた ETAS 解析ツールを実装した．ETAS は，地震活動予測のための世界標
準のアルゴ リズムであり，今回のシステムでは，カタログを用意することによって，ほぼ自動で ETAS
の 5 パラメータを得るだけでなく，試行錯誤的にかつ直感的に解析ができるツールである（ 図１）．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
研究成果共有システムのプロトタイプの開発および震源過程解析結果の可視化ツールの開発を行う．ま
た，EIC で動作可能なプログラム群の並列化等の開発を引き続き実施する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
担当者：鶴岡 弘・中川茂樹（ 東京大学地震研究所）
他機関との共同研究の有無：有
山中佳子（ 名古屋大）
・大見士朗（ 京都大学防災研）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：鶴岡

弘

所属：東京大学 地震研究所 地震火山情報センター
電話：03-5841-5691

FAX ：03-3814-5507
e-mail：tsuru@eri.u-tokyo.ac.jp

図１．GUI を用いた ETAS 解析ツール．
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課題番号：1520
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
衛星赤外画像による噴火推移の観測と類型化に関する研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ウ. 地質データ等の収集と整理

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測
4. 研究を推進するための体制の整備
(6) 国際共同研究・国際協力

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
噴火推移の体系的分析は，噴火事象系統樹の全体像―多様性・タイプ等―の把握に密接に関係する
と共に，推移の違いを生む原因を探る上でも重要な鍵となるが，これまで基盤となる適当なデータセッ
トがなく困難であった．衛星を用いた広域観測により噴火推移データの効率的収集ができ，これらを
基にすることにより噴火推移の系統的な整理・検討が可能となる．本計画は，この衛星赤外画像データ
に基づく噴火推移解析を，次世代衛星データの導入と複合的解析方法の開発の両面から高度化し，そ
の多様性の把握と類型化に関する研究を進めることを目的とする．このような研究が進めば，リアル
タイム観測の変化から類型を推定し，イベント発生に先行して現れる特徴的な変化パターン−例えば
単純には，爆発的噴火に先行して現れる熱異常の低下等−を捉えることにより，噴火推移の予測に繋
げられる可能性もある．
噴火は，極論すればマグマや高温ガスが地表に噴出する現象と見做すことができ，この熱が地上に
もたらす温度変化やその空間的拡がりに関係する情報を高頻度型衛星赤外画像で観測することにより，
間接的にマグマやガスの放出状況とその時間変化パターンを捉えることができる．他方，静止衛星に
よる超高頻度観測により爆発的噴火の発生に関係する噴煙の発生状況等に関する詳しい情報を得るこ
とができる．両者を組合せることにより，マグマやガス放出状況の時間変化に対して，どの様なタイ
プ・規模の爆発的噴火がどのようなタイミングで発生しているのか―あるいはしていないのか―等を

比較分析し，噴火推移の特徴を抽出することが可能となる．これをベースに，独自の複数指標による
パラレルタイムラインチャートによる複合的解析手法の開発と高度化を進め，噴火推移のデータベー
ス化と類型化を行う．観測の結果はリアルタイムで公開し，観測網が乏しい東アジアの基盤的観測の
一翼を担えるようにする．
計画期間内の平成 27-28 年度に我が国の２つの新衛星―GCOM-C1 と次世代「ひまわり」―の運用
が開始される予定であり，これらを現在の衛星観測システムに導入することにより，観測能力の各段
の向上を図る．GCOM-C1 は JAXA の気候変動観測衛星で，新センサー SGLI が搭載されており，分解
能が現在主力の MODIS の 1?から 250m に向上する．SGLI データを観測システムに組込むことで，リ
アルタイムで火口位置や噴出物分布域等を知ることが可能となる． 同時に，Web ベースのシミュレー
ションツール（ 溶岩流，火砕流等）を開発し ，SGLI の観測結果と同サイトに置くことで，現地―東
アジア各地を含む―で，噴火状況に応じて災害域の予測を，直接かつ即時できるようにする．次世代
「ひまわり」も赤外バンドが分解能 2?，観測頻度 10 分毎となり，噴煙や爆発的噴火の発生状況等に関
する観測精度が格段に向上する．さらに，ALOS-2 等に小型赤外カメラ（ CIRC 等）が搭載され，これ
らの火山観測への応用について JAXA/EORC と共同で検討を進める．
（７）本課題の５か年計画の概要：
衛星赤外画像による東アジア活火山リアルタイム観測・情報発信システムを引き続き運用し，噴火
データの収集と解析を進めると共に，観測システムの高度化を図る．
研究は以下のように進める．平成 26-27 年度: 新衛星 GCOM-C1/SGLI，次世代「ひまわり」画像解
析ルーチンを開発し，システムへの組み込みを実施する．これにより，リアルタイムで細かな噴火情
報の収集が可能となる．得られたデータはアーカイブシステムに蓄積する. また，衛星搭載赤外カメラ
の利用検討を行う．平成 28 年度: 性質の異なる複数のインデックス−熱異常の強さや規模，噴煙の状
況−をパラレルタイムラインチャートとしてプロットし，時間変化パターンや相互関係から噴火推移
を多元的に推定する方法の開発を進める．平成 29-30 年度: Web ベースの火砕流・溶岩流のシミュレー
ションツールを作成しシステムに組込む．また，アーカイブを含め噴火データをパラレルタイムライ
ンチャート等により解析すると共に，噴火推移の類型化研究を進める．結果は関連データと併せデー
タベース化し，Web 上で公開する．国内噴火等観測データが豊富な事例を使って，マグマシステムと
の関係など 推移の違いを生む原因の検討を行う．なお，噴火が発生した場合はデータ収集のため，必
要に応じて現地調査を実施する．
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 26 年度は，
「 JAXA の次世代衛星 GCOM-C の SGLI 画像を利用した観測システムのプロトタイ
プの開発」および「サリチェフ 2009 年噴火を例とした 連発プリニー式噴火を主とする活動推移 の
解析とその特徴付け」の２つに取組んだ．
１．JAXA の次世代衛星 GCOM-C の SGLI 画像を利用した観測システムのプロトタイプの開発
本年 GCOM-C の暫定的な打上スケジュールが 2016 年秋と発表された．本年度はこの SGLI データ
の実際の利用に対応するために，処理解析システムのプロトタイプの開発を進めた．SGLI 画像を火山
で用いる利点として以下の点があり，これらを最大限利用できるようにシステムの設計を行った．1)
リアルタイム性能が高い．従来の MODIS では最新データ入手に数日を必要としていたが， SGLI では
データシステムの改良により，5〜6 時間程度に短縮される．2) 1.6um のチャンネルが搭載されている
ため，マグマの噴出といった高温現象の観測に有利である．3) 250m 分解能のリアルタイム観測によ
り，リアルタイムで溶岩流や火砕流堆積物の分布状況を知ることができる．

SGLI 画像用のプロトタイプ観測システムは， JAXA からの SGLI 画像ダウンロード，基礎的なデー
タ処理，熱異常の検出，結果の Web での公開，といったルーチンから構成される．SGLI 画像のダウ
ンロード は，JAXA 側のファイルシステムの仕様がまだ固まっていないため，いくつかのケースを想
定しアルゴ リズムの検討を行った．基本的なデータ処理は，フォーマット変換，データ変換，各火山

の切り出しを含むが，これらのルーチンについては開発を完了し ，JAXA から提供された SGLI のシ
ミュレーション画像を使って正常に動作することを確認した．熱異常の検出については，夜間のシミュ
レーション画像が存在しないため，指標の設定と吟味を行った．その 1 つとして，火口近傍域での最
も高い値を示す画素の輝度温度（ 輝度）を指標として用いる（ 1.6um，11um ）こととした．1.6 um の
指標は数 100 ℃を超える高温熱源の観測に利点があり，溶岩の噴出開始の検出等に有効と見込まれる．
また，11um の指標は 100 ℃を下回るような熱源でも画素内で広い面積を占める熱源の観測に向いて
おり火砕流堆積域等の検出等に適用できる．さらに，1.6um で熱異常を示す画素の数を指標として利
用することとした．この指標について溶岩流のシミュレーション結果を使って検討した結果，各噴出
率に応じて系統的なレベル変化を示すことが確認され，溶岩の噴出率変化の検出に有効であることが
わかった．解析結果の Web 上での公開については，プロトタイプシステムにおいては各指標の時間変
化と最新の 11um と 1.6um の赤外画像を表示することとした．
２．サリチェフ 2009 年噴火を例とした 連発プリニー式噴火を主とする活動推移 の解析とその特徴
付け

2009 年 6 月に千島諸島に位置するサリチェフ火山が噴火した．この噴火活動はプ リニー／準プ リ
ニー式噴火を短期間に繰返し発生するという特徴的推移を辿った．この爆発的噴火の発生状況や熱異
常の時間変化パターンを MODIS，MTSAT といった空間・時間分解能の異なる衛星赤外画像から抽出
し，噴火推移の解析を行った．さらに，ここで見られた「連発プリニー式噴火を主とする活動推移」を
「基本類型」の一つと考え，サリチェフ 2009 年の活動を用いてその特徴付けを試みた．
結果は以下の通りである．活動推移は４つに区分される．1 期（ 6/11 ）
：小規模な噴火が発生．熱異
常（ 3.9um ）は検出されるが低レベル． 2 期（ 6/12 − 16 ）
：プリニー／準プリニー式噴火が連続して発
生し，同時に熱異常（ 3.9um,11um ）も高いレベルを示す．噴煙柱の部分崩壊によって多数の火砕流が
発生．溶岩流も生じた（ clastogenic？）． 3 期（ 6/17 − 25 ）
：山頂火口から連続的な噴煙の放出が続く．
噴出物の表面温度はバックグラウンド より高い． 4 期（ 6/26-10/10) ）
：山頂火口からは低下しながらも
噴煙の放出による微小な熱異常が続く．
サリチェフ 2009 年噴火の熱異常（ 3.9um ）の時間変化は，急増漸減の非対称ピークパターンを示す．
このピークとプリニー／準プリニー式噴火が連続発生した時期が一致しており，このパターンは短期
間における大量のマグマ放出に起因すると考えられる．同種活動は他にもあり，似たパターンを示す
と推定されることから，この「急増漸減パターン 」は，
「 連発プリニー式噴火を主とする活動推移」を
特徴付けるものと考えられる．様々な推移パターンに関する情報の蓄積と整理が進めば，衛星リアル
タイム観測での噴火推移の識別・予測等に応用できる可能性がある．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年度は，次世代衛星である「ひまわり 8 号」搭載の新センサー AHI（ Advanced Himawari

Imager) 画像の処理システムの立ち上げと解析方法の検討に取組む．AHI では赤外画像の分解能が２
km と向上しており，これにより従来の MTSAT では難しかった熱異常観測にも広く利用できる可能
性がある． MODIS で熱異常が検出されている火山に対して，噴火がどのような規模，種類であれば，

AHI 画像で熱異常が検出できるのか，さらに時間的変動はどのように捉えられるのか等の検証を行う．
また，現在のシステムにおいて MODIS の 3.9um と 11um の輝度温度を時系列に並べたチャートを熱
異常の検出に用いているが，AHI の赤外チャンネル（ 1.6um，2.3um，3.9um，11um ）での観測データ
を同様のチャートを用いて比較・分析し ，どのような解析が可能なのかの検討を行う．例えば，AHI
の高い観測頻度により，ブルカノ式噴火において噴火イベント間の熱異常の詳細な時間変化等が捉え
られるはずであり，それらがどのような特徴をもち，噴火の発生とどのような関係をもつか等の検討
を行う．
噴火推移の解析については，連発プリニー式噴火の別タイプの事例として新燃岳 2011 年噴火の推移

の検討を行うと共に，溶岩ド ームを主体とする噴火推移の解析等についても取り組みを進める．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
担当者：東京大学地震研究所

金子隆之

分担者： 〃

安田

敦

他機関との共同研究の有無：有

JAXA/EORC （ GCOM-C/SGLI，ALOS-2/CIRC データの利用について）
ロンドン大学キングスカレッジ（データ解析について）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：金子隆之
所属：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5768

FAX ：03-3812-6979
e-mail：kaneko@eri.u-tokyo.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1521
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
海底での地震・地殻変動観測に向けた観測技術の高度化
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

(3) 先行現象に基づく地震活動予測

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
地震予知の基礎的観測研究を行う上で、海洋プレートの沈み込み帯でのプレート境界地震及びスロー
スリップ イベントが繰り返し発生している場の直上である海底での、地震・地殻変動観測は重要であ
る。陸域と同等な観測をこの海底で実現させるという基本的観点から、これまでにも長期高密度な機
動的地震観測、機動的強震観測、機動的で長期の広帯域地震観測、新方式のケーブルシステムによる
定常的地震観測、などをこの 10 数年で実現させてきた。海域での地震・地殻変動観測をより高度化さ
せるため、陸上と同等な広帯域地震観測を海域で機動的に行う技術開発、超深海域での機動的地震観
測の実用化、海底面での機動的な水圧 (上下変動) 観測と傾斜観測の面的展開技術の実用化、および定
常的な海域観測網の高度化、などを今後の技術開発の課題として取り組む。
これらの観測技術開発を進展させることで、研究基盤の整備を目指す。その結果として、海域での
地震・測地観測の高度化を図り、プレート境界の地震発生帯その場でのモニタリングを可能とさせて、
今後の地震発生の予測へ貢献する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
本研究課題では、明確な年度計画は設定せず、後述の開発項目のうち予算的裏付けと試験観測が可
能となったものを順次進めて行く。その理由として、これらの機器開発の予算はその大部分を科学研

究費や運営費交付金 (地震研内のセンター経費・所長裁量経費など ) で賄っていること、及び試験観測
には研究船利用 (潜水艇も含む) が必要であり、その実行には不確定要素が多いためである。
機動的観測での主たる開発項目は、
・次世代型広帯域海底地震計の自律展開設置・自己浮上回収方式への機能高度化、
・超深海域で長期 (広帯域) 地震観測の実用化、
・面的展開が可能な海底面での傾斜観測の実用化、
・長期安定した精密水圧観測への観測手法と次世代圧力センサーの開発、
とする。一方、定常的観測としては、
・高信頼性を保ちつつ、対費用効果をあげるケーブルシステムと海底孔内観測システムの統合的開発、
・研究の進展に伴い観測を高度化できる、また、大規模展開に適したケーブルシステムの開発、
・機動的観測を視野に入れたケーブルシステムの開発、
・GPS/A 等の地殻変動観測への拡張、
を開発項目とする。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
機動的観測での開発に関しては，昨年度から房総沖で開始した，(a) 海底面での広帯域地震・傾斜同
時観測，及び (b) 超深海域での海底地震観測，の機器・データ回収を 2014 年 4 月に実施した．これら
は図 1 に示す地点に 2013 年 4 月，なつしま・ハイパード ルフィン航海にて設置し ，起動確認したも
のである．(a) は底層流の影響を受け難い自己埋設型広帯域センサー方式の次世代型広帯域海底地震計

(BBOBS-NX) を利用したシステム (BBOBST-NX，図 2) で，今回の観測期間中である 2014 年 1 月に設
置点を含む領域でスロースリップ イベント (SSE) が発生した．本システムは無事に無人潜水艇を利用
して回収され，SSE を含む興味深い傾斜変動記録をほぼ 1 年間分取得することが出来た (図 3)．陸上
観測から決定された SSE 発生時期より 10 日程度早く傾斜変動が始まり，最大傾斜は 5 μ rad. 以上に
達している．本観測点は陸上データによる解析では解像度がほぼ無い領域であり，単純なシミュレー
ション結果からでも観測値に近い値が予想されること，および SSE 発生域のほぼ直上であることから，
妥当な観測結果と考えられる．なお，広帯域地震記録には傾斜変動開始時期での短周期の群発地震は
見られず，周期 60 秒付近でのノイズレベル増加だけが確認されている．一方の (b) に関しては，新方
式の超深海用海底地震計 (NUDOBS) からの応答が全く得られず回収出来なかった．この原因究明は

10000m 級潜水艇の利用機会を得て今後実施したい．
定常的な海域観測網の高度化については，東京大学地震研究所により，1996 年に岩手県釜石沖に設
置され，平成 23 年東北地方太平洋沖地震の津波により被災し，観測が中断していた三陸沖海底光ケー
ブル式地震津波観測システムの復旧を行った．陸上局舎の再建にあたっては，被災した津波と同規模以
上の津波でも流失しない強度を持つ鉄筋コンクリート製の平屋建てとし，陸上局設備は，現在の技術
を適用して，できるだけ小型でシンプルなシステムとした．陸上局舎は，2013 年 5 月に着工し，同年

12 月に竣工した．引き続き，陸上局設備の設置を行い，2014 年 4 月から連続観測を行っている．2014
年 7 月 12 日に発生した福島県沖の地震による微小な津波を観測することができた（図 4 ）．一方，この
領域での観測継続を目的として，新規開発したケーブルシステムの敷設を計画している．新規に開発
したケーブルシステムは，インターネット技術を用いた通信回線の冗長化による観測の信頼性の向上，
最新半導体技術を用いた観測装置の小型化などが特徴である．地震計と津波計を装備した観測点を 2
点，地震計と拡張ポートを装備した観測点を 1 点設置し，全長は約 105km となる計画である（ 図 5 ）．
拡張ポートには，PoE I/F を用いており，設置後，水中ロボットにより，新たなセンサーを接続できる．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
塩原 肇・篠原雅尚・中東和夫, 2014, 観測帯域拡大への高精度圧力計付き広帯域海底地震計の開発, 海
洋調査技術, 26, 2, 1-17.

D. Suetsugu, and H. Shiobara, 2014, Broadband Ocean Bottom Seismology, Annual Review of Earth and
Planetary Sciences, 42, 27-43.
一瀬建日・竹尾明子・塩原 肇, 2014, 観測記録を用いた海底地震計の時刻補正と刻時安定性, JAMSTEC

Rep. Res. Dev., 19, 19-28.
M. Shinohara, T. Kanazawa, T. Yamada, Y. Machida, T. Shinbo, and S. Sakai, 2014, New compact ocean
bottom cabled seismometer system deployed in the Japan Sea, Marine Geophys. Res., 35, 231, doi:
10.1007/s11001-013-9197-1-242.
篠原雅尚・山田知朗・酒井慎一・塩原肇・金沢敏彦, 2014, ICT を用いたケーブル式小型地震津波観測
システムと設置計画, 日本地球惑星科学連合 2014 年大会, S21-P02, 11 月 24 日.
塩原肇・篠原雅尚・伊藤亜妃・杉岡裕子, 2014, 海底面での機動的傾斜観測によって直上で捉えた 2014
年 1 月房総沖スロースリップ イベント時の傾斜変動, 日本地震学会 2014 年度秋季大会, C32-09, 11
月 26 日.
篠原雅尚・卜部卓・山田知朗・酒井慎一・塩原肇・金沢敏彦, 2014, 三陸沖海底光ケーブル式地震津波
観測システムの復旧と新規システムの設置計画, 日本地震学会 2014 年度秋季大会, C32-07, 2014,

11 月 26 日.
M. Shinohara, T. Yamada, S. Sakai, H. Shiobara, T. Kanazawa, 2014, New Ocean Bottom Cabled Seismic
and Tsunami Observation System Enhanced by ICT, OCEANS’14 MTS/IEEE St. John’s, 140325-059.
H. Shiobara, M. Shinohara, A. Ito, H. Sugioka, 2014, Possibility of tilt observation at the sea floor by using
the BBOBST-NX system, 2014 AGU Fall Meeting, S31C-4477, Dec. 15.
M. Shinohara, T. Yamada, S. Sakai, H. Shiobara, T. Kanazawa, 2014, Development of Compact Seafloor Cabled Seismic and Tsunami Observation System Using ICT and Installation Plan to off-Sanriku Region,
Japan, 2014 AGU Fall Meeting, S13C-4463, Dec. 15.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
機動的観測での開発に関しては，BBOBST-NX を用いた 2 年間連続観測を行い，最適な解析手法の
開発に向けたデータ取得を 2015 年 7 月に房総沖，および 9 月に宮城沖にて開始する計画である．ま
た，BBOBS-NX の自律展開設置・自己浮上回収方式への機能高度化については科研費 (基盤 A) を申請
しており，採択されたらプロトタイプの設計を開始する．他の開発テーマについては，高度化に向け
た検討を適宜進める．
定常的な海域観測網の高度化については，復旧した既設の三陸沖海底光ケーブル式地震津波観測シ
ステムを用いた観測を継続し，システムの保守および，必要であれば陸上部の改良を実施する．新規
に設置する更新システムについては，2015 年夏頃にケーブル敷設船を用いた敷設が予定されている．

2015 年 3 月末には，全長約 105km のケーブルシステムが完成し，システム試験を敷設まで実施すると
ともに，観測開始に備えて，陸上局設備の製作を実施する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
塩原肇・篠原雅尚・望月公廣・山田知朗・一瀬建日
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者

氏名：塩原

肇

所属：東京大学

地震研究所

海半球観測研究センター

電話：03-5841-8287

FAX ：03-3812-9417
e-mail：shio@eri.u-tokyo.ac.jp

図1

房総沖での海底面傾斜変動観測点の配置図

2013 年 4 月のなつしま・ハイパード ルフィン航海で，P1 地点に新型海底広帯域地震・傾斜計 (BBOBST-NX) を，
P2 地点には新方式の超深海用海底地震計 (NUDOBS) を設置し観測を開始させた．2014 年 4 月に回収航海を実施
し，BBOBST-NX は無事回収したが，NUDOBS は返答が得られず回収出来ていない．

図2

BBOBST-NX の海底での設置状態

手前にあるのが海面からの自由落下により海底面に突入させた広帯域センサー部，奥に見える球体の耐圧容器が
データ記録部である．2013 年 4 月の潜航作業で機器の展開完了時に撮られた映像．この視点後方の近傍に海底設
置の流向流速計も設置し BBOBST-NX と同期間の連続計測を実施した．

図3

海底面における 1 年間の傾斜変動記録

センサー出力の経時変化を取り除いて得られた 2 成分の傾斜変動，H1/H2 の実方位は N63 °E/N153 °E である．流
向流速計の水温計記録も表示してあり，H1 成分との強い相関があるように見える．深度計の圧力記録には水温記
録のような変動は見られない．陸上の傾斜観測から検出された SSE の期間を灰色の矩形，広帯域地震上下動のエ
ンベロープ (帯域 10-100 秒) を黄色の領域，として示した．

図4

復旧した三陸沖海底光ケーブル式地震津波観測システムにより観測された津波波形
2014 年 4 月から本観測システムは再稼働しており、同年 7 月 12 日 04:22(JST) に福島県沖で発生した地震 (深さ
33km，M7.0) に伴い発生した微小な津波も記録した．

図5

既存システムの更新として設置する，新規開発ケーブルシステムの予定位置

S-net ケーブル (紫色) と既存システム (黒線) を補完しつつ，設置から 20 年経過した既存システムを更新するもの
として新たなケーブル観測システム (赤線) を構築する．これは，ICT 利用の粟島システム (2010 年に運用開始) を
更に高度化した新規ケーブルシステムで 2015 年夏頃に敷設する予定．陸上局舎 (釜石) は既存システムと同一であ
る．新システムの 3 観測点の内，陸側 2 点には地震計と津波計が，先端に近い 1 点には地震計と PoE 仕様の拡張
ポートが備わる．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1522
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
光技術を利用した大深度ボアホール用地震地殻変動観測装置の開発
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
断層すべりや応力場など 地殻内で起こっている現象を観測結果に基づき定量的に理解するためには、
地下深部や断層近傍における観測手法の確立が不可欠である。地下深部の高温環境においても動作し 、
地殻活動にともなう地動変位を正確にとらえることのできる方法として、
「地震及び火山噴火予知のた
めの観測研究計画」では光技術を利用した広帯域地震計・傾斜計の開発を行った。この技術を高度化
し 、ボアホール内での試験観測を通じて、大深度における地殻活動の観測技術を確立し 、地震の予測
を行うための基礎観測データを提供する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」で開発された地震計・傾斜計に歪計・温度計を加
え、５年程度の期間で光ベースの大深度ボアホール用地震地殻変動観測装置の開発を行う。
平成２６年度においては、現状の高温対応地震計・傾斜計をボアホール型に改良する。
平成２７年度においては、ボアホール型地震計・傾斜計の高温試験および試験観測を実施する。
平成２８年度においては、さらに光ファイバー式温度計・歪計を組み込む。
平成２９年度においては、上記を統合し 、光ベースの大深度ボアホール用観測装置を試作する。
平成３０年度においては、既存の大深度ボアホールを利用し 、観測を実施する（１年程度）
。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」において，レーザー技術を利用した広帯域地震計
および傾斜計が開発された．変位センサーとしてレーザー干渉計を用いたものを製作し，所期の高い
検出性能を確認した．また，レーザー干渉計の高温試験を実施し，少なくとも 290 ℃までの高温環境
下で使用可能であることがわかった．

本年度は，観測井（ボアホール ）に設置可能な地震計を製作し，高温環境下で動作することを実験
室において実証した．電気炉内に高温用水平動地震計を設置し ，200 ℃の環境で約１ヶ月間維持した
（ 図１）．その間，電気炉外に設置された参照用地震計と微動の比較を行い，0.2〜10Hz の範囲でほぼ
一致していることを確認した（ 図２）．10Hz 以上は，電気炉の構造の影響で違いが生じていると考え
られる．0.2Hz 以下は，参照用地震計が電気炉の動作に伴う周囲温度の影響を受けてノイズレベルが
高温用地震計より増加したと推測される．当初予定していた傾斜計については，次年度に試験を実施
する予定である．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
新谷昌人, 2013, 共同プロジェクト研究「光ファイバーネットワークを利用した地震・津波・地殻変動
の面的な計測技術に関する研究」, 東北大学電気通信研究所研究活動報告, 19, 273-275.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年度においては，ボアホール型地震計の高温試験を継続し，ボアホール傾斜計の試験ととも
に，一定期間の連続試験観測を実施する予定である．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
新谷昌人、高森昭光
他機関との共同研究の有無：有
海洋研究開発機構 荒木英一郎ほか１名、宇宙科学研究所 白石浩章ほか１名、東北大学 中沢正
隆ほか２名
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：新谷昌人
所属：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5821

FAX ：03-5841-5693
e-mail：araya@eri.u-tokyo.ac.jp

図１

高温試験（ 200 ℃で１ヶ月間維持）のようす．

高温用地震計は電気炉内に設置され，電気炉上方の参照用地震計の出力と比較した．
（ 協力：倉橋護謨工業（株）／
測振事業部）

図２

200 ℃で１ヶ月間経過後の出力スペクトル．
高温用地震計（ 赤）参照用地震計（ 茶）の出力は 0.2〜10Hz の範囲でほぼ一致している．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1523
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
素粒子ミューオンを用いた火山透視技術の可用化プロジェクト
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測
4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
低雑音型ミューオン検出器として、すでに実績が上がっているカロリメータ方式の装置の可用性を
以下の項目を開発することで、大幅に向上させる。
（１ ）装置のモジュール化、マニュアル化、
（ ２）
自動解析ハード ウェアの開発、
（３）取得したデータの自動解析ソフトウェアおよび イメージャーの開
発。

ユーザー から プロバイダ

へのフィード バックを促し 、火山学者が必要とするミューオン

検出器を実用化する。
（７）本課題の５か年計画の概要：

1 年目においてはミュオグラフィ自動解析アルゴ リズム、自動画像生成アルゴ リズムを完成させる。2
年目においてはミュオグラフィ自動解析、自動画像生成ソフトウェアを完成させる。3 年目においては
活動的火山におけるミュオグラフィ長期観測点へのカロリメータ方式の導入・観測開始を行う。4 年目
においては火山学者によるミュオグラフィ測定装置の運用開始及び 、開発者へのフィード バック。ソ
フトウェアの改良を行う。5 年目においては４年目までの運用実績をもとに、最適化を行い火山学者
による観測を実現し 、ミュオグラフィ装置の実用化を実現するとともに、ミュオグラフデータベース
を構築する。

（８）平成 26 年度の成果の概要：
低雑音型ミュオグラフィ望遠鏡として、すでに実績が上がっているカロリメータ方式の装置の可用性
の向上を目指して、カロリメータデータの自動解析アルゴ リズム、自動画像生成アルゴ リズムを開発
した。その結果、これまで観測が困難であった、遠方（ 2?以上）の火山のミュオグラフィ観測が可能
となった。対象とした火山は 2011 年噴火した霧島新燃岳である。ミュオグラフィ望遠鏡は新燃岳山頂
から 5?南の位置に設置され 、現火口底直下のイメージングを行った（ 図１）
。その結果、2011 年の噴
火口直上において低密度領域が観測された。ミュオグラフィ観測の観測限界距離の向上は噴火中の火
山の実用的な観測を実現するにあたって、必須技術である。また、装置のモジュール化を進めること
で、移動時間を除き、48 時間以内に観測終了、撤去、設置、観測開始の一連の作業を完了できた。装
置の機動性は噴火後の迅速な観測開始に向けて、必須技術である。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年度は 26 年度までに開発したカロリメータデータの自動解析アルゴ リズム、自動画像生成ア
ルゴ リズムを発展させ、ミュオグラフィ自動解析、自動画像生成ソフトウェアを完成させる。桜島等
活動的火山にカロリメータ方式のミュオグラフィ望遠鏡を導入することで、ミュオグラフィによる噴
火中の火山内部のマグマダ イナミクスの検出を試みる。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京大学（ 地震研究所）
他機関との共同研究の有無：有
高エネルギー加速器研究機構（ 素粒子原子核研究所）
北海道大学（ 院理・地震火山研究観測センター）
名古屋大学（ 院理・物理学専攻）
産業技術総合研究所（ 活断層・火山研究部門）
京都大学（ 防災研究所）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：田中宏幸
所属：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5789

FAX ：
e-mail：ht@eri.u-tokyo.ac.jp

霧島新燃岳のミュオグラフィ透視像
霧島新燃岳のミュオグラフィ透視像がミュオグラフィ望遠鏡の設置位置（ 左下）、2011 年噴火の際の噴火口位置
（ 右下）が示されている。

平成 26 年度年次報告
課題番号：1524
（ １）実施機関名：
東京大学地震研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
日・米・NZ 国際協力によるスロースリップでのプレート境界面断層滑りメカニズムの解明
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(6) 国際共同研究・国際協力

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震

(4) 地震現象のモデル化
イ. 断層滑りと破壊の物理モデルの構築

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(3) 地震・火山噴火の災害誘因の事前評価手法の高度化
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
地震活動やスロースリップなど ，プレート境界における多様な滑り運動を詳細に把握し，プレート
境界の形状や物性などの構造的要因との関係を明らかにすることは，地震発生メカニズムや断層破壊
過程の理解に重要な貢献をなす．ニュージーランド 北島では陸上地震観測網に加えて，近年 GPS 観測
網が整備され，東海岸沖合いのヒクランギ沈み込み帯における通常の地震活動に加え，プレート間固
着強度分布や，スロースリップの発生が明らかとなってきた．特に本研究の対象地域であるヒクラン
ギ沈み込み帯北部では，〜2 年周期でスロースリップが発生しており，過去には M7 級津波地震による
被害も受けている．太平洋プレートの沈み込みが浅いため，地震波構造調査によって海山の沈み込み
など 詳細なプレート境界周辺の形状や反射強度が得られており，断層すべり運動とプレート境界の構
造的要因との関係について議論を行う上で，世界的に最適な場所である．

海底下深度掘削によって実際にプレート境界面周辺物質までを取得し，沈み込みに伴う脱水反応過程
や水の流路，およびその低周波イベントとの関係を明らかにすることを目的とした国際共同研究を計
画している．国際共同研究の枠組みの中で，日本の得意とする地震・海底地殻変動観測を，日・ニュー
ジーランド ・米の共同で多点展開することによって行い，ヒクランギ沈み込み帯で発生するスロース
リップ，およびそれに伴う多様な地震活動の推移を詳細に把握する．ここで得られた結果と地震波構
造断面と比較することによって，多様な断層滑り現象とプレート境界面周辺の構造的要因との関係を
解明する．
（７）本課題の５か年計画の概要：
ヒクランギ沈み込み帯では，〜2 年周期でスロースリップが発生しているが，このうち〜6 年に一度
程度の周期で大規模なイベントが起こっている．海底地震計や海底圧力計を用いて，海域においてこ
のスロースリップおよびそれに付随する地震活動をとらえ，プレート境界の性質と運動の関係につい
て解明を目指す．そのために我々は，日・米合わせて 10 台の海底地震・圧力計，5 台の海底地震計お
よび 17 台の海底圧力計を用いて，大規模なスロースリップの滑り過程の全体像をとらえることを目的
とした観測を，2014 年 5 月から 1 年間に渡り行うことを計画している． この観測で得られたデータに
ついて，日・NZ・米の共同で多面的な解析をし，議論・検証を行う．この 3 カ国共同観測後にも，複
数回のスロースリップを観測することを目的として，本研究計画による海域観測を続け，プレート境
界運動の詳細を把握する．
（ 平成 26 年度）
・日・ニュージーランド ・米共同による海底地震観測および海底圧力計を用いた海底上下変動観測を
開始する．
・東京大学地震研究所では，2012 年 4 月から 2013 年 3 月までの期間，同海域で 4 台の海底地震計を
用いたパイロット観測を行った．観測期間中に観測網の南方で発生した比較的大きなスロースリップ
について，その滑り過程を国際共同研究者が解析中である．スロースリップと地震活動との関係を把
握するために，海底地震観測記録の解析を進める．
・2013 年 3 月に設置した東北大学の海底圧力計 4 台の回収を行う．観測期間中の 2013 年 7 月に，少
〜中規模のスロースリップが発生した．このイベントにおけるプレート境界滑り分布について，解析
を始める．
（ 平成 27 年度）
・日・ニュージーランド ・米による海底多点観測網の回収を行い，解析を開始する．
・東北大学の海底圧力計については，回収後再設置を行い，引き続き観測を行う．
・これまでに得られた海底地震計，および海底圧力計の記録の解析を進める．
（ 平成 28〜29 年度）
・東北大学の海底圧力計の回収・再設置を行い，引き続き観測を行う．
・海底地震計のデータと陸上観測網のデータを合わせて解析し，地震活動やスロースリップに付随す
る低周波イベントの同定，および震源の決定を行う．
・震源決定の精度を上げるため，海域下の地震波速度構造モデルの改善を行う．
・震源メカニズムの決定を行う．
（ 平成 30 年度）
・東北大学の海底圧力計の回収を行う．
・精度よく決定された地震や低周波イベントの震源および震源メカニズムと地震波反射断面との比較
を行い，構造的要因との関係について検討を行う．
・日・ニュージーランド・米共同研究者によるワークショップを行い，結果のとりまとめに向けた検討
を行う．
（８）平成 26 年度の成果の概要：

平成 26 年 5 月 10 日から 19 日にかけて，ニュージーランドの共同研究機関である NIWA(National Institute

of Water and Atmospheric Ressearch) の研究船 R/V Tangaroa を用いて，日・NZ・米 3 か国共同の研究航
海を行い，本計画の予定通り，ニュージーランド 北島の Gisborne 沖合のヒクランギ沈み込み帯に海底
観測機器を設置した．その内訳は，東京大学地震研究所の海底地震計 5 台，海底圧力計 3 台，東北大
学の海底圧力計 4 台，海洋研究開発機構の海底電位差計 3 台，ラモント・ド ハティー研究所の海底地
震計 10 台，海底圧力計 5 台，およびテキサス大学の海底圧力計 5 台である．ここで設置した海底観測
機器は 2015 年 6 月に回収予定である．本航海では同時に，2013 年 3 月に設置した東北大学の海底圧
力計 4 台を無事回収した．また，回収した 4 台の海底圧力計のデータについては，現在解析中である．

2012 年 4 月から 2013 年 3 月まで行った海底地震計を用いたパイロット観測で得られたデータの解析を
行った．この観測期間中，2013 年 2 月から 3 月にかけて，観測域の南方でスロースリップが発生した．
まず，観測全期間にわたり，STA/LTA アルゴ リズムを適用して地震活動を抽出した．海域地震観測に
よって，これまでニュージーランド の陸上地震観測網 GeoNet でとらえられていた地震活動よりもは
るかに活発な活動があることが明らかとなった．2013 年 2 月から 3 月にかけて発生したスロースリッ
プに伴う地震活動を明らかにすることを目的として，その期間に発生した地震すべてに関して，海域
観測点 4 点に陸上 GeoNet 観測点 9 点を加えて，WIN システムを用いた手動による P 波および S 波の
到達時刻検測を行った．このほか，観測全期間中の M>2 程度の地震について，同様に手動による到
達時刻検測を行った．これらの手動検測された地震のうち，P 波検測 4 点以上，S 波検測 2 点以上の
地震について HYPOMH 震源決定プログラムを用いて震源と観測点補正値を求めた．さらに手動検測
された地震よりも規模の小さい地震もここで得られた震源について，さらに TOMODD3 次元トモグラ
フィー・プログラムを用い，海域―陸域観測網下の 3 次元地震波速度構造および震源の決定を行った．
現在，地震活動および速度構造との関係について，検討を進めているところである．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
特になし
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：

2015 年 6 月にアメリカの研究船 R/V Ravelle を用いて，2014 年 5 月に設置した日・NZ・米共同海域観
測の機器の回収を行う．本観測で得られた全データについては，観測参加機関で共有され，共同で解
析を始める．

2012 年 4 月から 2013 年 3 月にかけて海底地震計を用いて行ったパイロット観測のデータ解析を進め
る．特に，トモグラフィー解析による地震波速度構造と震源分布との関係，地震波反射断面から得ら
れるプレート境界面周辺の構造と震源分布との関係，さらに観測期間中に発生したスロースリップに
よるプレート境界面滑り過程と地震発生との関係について詳しく調べる．

2013 年 3 月から 2014 年 5 月まで観測された海底圧力計 4 台のデータについては，引き続き解析を進
める．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
望月公廣・篠原雅尚・山田知朗・塩原肇・小原一成
他機関との共同研究の有無：有
伊藤喜宏（ 京都大学防災研究所）、日野亮太・木戸元之（ 東北大学災害科学国際研究所）

Stuart Henrys・Stephen Bannister・Bill Fry・Charles Williams（ GNS Science, NZ ）Phil Barnes（ NIWA,
NZ ）
Laura Wallace（ UTIG, USA ）
Susan Schwartz（ UCSC, USA ）
Spahr Webb（ LDEO, USA ）
Anne Sheehan（ University of Colorado at Boulder, USA ）

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学地震研究所
電話：03-5841-5712

e-mail：yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：望月

公廣

所属：東京大学地震研究所

地震予知研究センター

電話：03-5841-5715

FAX ：03-5841-8265
e-mail：kimi@eri.u-tokyo.ac.jp

NZ 北島東海岸周辺のテクトニクス
北島沖合のヒクランギ沈み込み帯では，北島中央より北側でプレート間固着強度が強い場所（ 赤塗り部）が狭く，
その最下部でのプレート境界面の深度は 6 km 程度である．一方南側に向かって固着域は急激に広くなり，深さ 30

km 程度まで強く固着している．緑色コンターは，これまでに発生したスロースリップによるプレート境界面の積
算滑り量を表す．固着域最下部に沿ってスロースリップが発生してきた．そのスロースリップとともに，微動（赤
の網掛け部）や群発地震（ 黄網掛け部）も発生していることが報告されている．

日・NZ・米共同海域観測（ HOBITSS ）の観測網
平成 26 年 5 月 10 日〜19 日にかけて，NZ の研究機関である NIWA(National Institute of Water and Atmospheric

Research) の観測船 R/V Tangaroa を使用して行った研究航海で設置した観測機器の観測点．本航海では東京大学地
震研究所の海底地震計 5 台，海底圧力計 3 台，東北大学の海底圧力計 4 台，海洋研究開発機構の海底電位差計 3
台，ラモント・ド ハティー研究所の海底地震計 10 台，海底圧力計 5 台，およびテキサス大学の海底圧力計 5 台を
設置し，これらの機器は平成 27 年 6 月まで観測中である．

Matched-Filter 法による地震検出
2012 年 4 月から 2013 年 3 月までの 1 年間にわたって，図中赤逆三角の点に海底地震計を設置し ，海域地震観測
を初めて行った．観測期間中の 2013 年 2 月から 3 月にかけて，観測域南方でスロースリップが発生し，それに伴
う地震活動の把握を目的として，2013 年 2 月 1 日以降に発生した地震について，WIN システムを用いて P 波およ
び S 波到達時刻の手動検測を行った．またそれに加え，観測全期間中の M>2 規模の地震について手動検測を行っ
た．さらに検出した地震数を増やすために，これらの手動検測した地震をテンプレートとして Matched-Filter 法に
よって地震の自動検測を行った．

震源分布の比較
左側に陸上地震観測網 GeoNet によって観測された地震の震源分布を，右側には 2012 年 4 月から 2013 年 3 月に
行った海底地震観測によって得られた震源分布を示す．GeoNet の震源については，海域観測期間中の地震につい
て精度の高い震源情報が公開されていないので，2011 年 1 年間に発生した地震について示す．基本的に震央分布
に大きな違いは見られない．しかしながら，海溝に近い，すなわちプレート境界が浅い場所での地震の深さについ
て，GeoNet では 30 km と求めているものが，海域観測では深さ 10 km 程度と大きく変化している．海岸線に沿っ
て地震活動の境界がみられ，その海側で地震活動の低い帯状のギャップが認められる．海底地震観測網の南側では
地震活動も低いが，これは GeoNet でも共通して認められる．

トモグラフィー解析により得られた P 波速度構造断面

P 波検測値 4 点，S 波検測値 2 点以上ある地震を用いて，TOMODD によるトモグラフィー解析を行った．初期構
造としては，陸域観測網のデータ解析による陸域下の 3 次元速度構造 (Eberhart-Phillips et al., 2010) および海域で
の反射法地震調査で得られた速度構造を参照して作成した．陸域の解析では見られなかった，海溝軸に向かって
沈み込むプレートが浅くなっていく様子が確認できる．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1601
（ １）実施機関名：
東京工業大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
水蒸気爆発場の物理・化学状態の把握と火山流体の挙動
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
イ. 熱水系の卓越する火山

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
水蒸気爆発は、地下浅所に形成された火山ガス溜まりがガス圧に抗しきれなくなった時に発生する
ものであり，マグマの直接的な関与は必ずしも必要ではない。水蒸気爆発の準備領域では、熱水変質
した難透水性の蓋と、その直下に蒸気の卓越した気液二相が共存する熱水流体溜りが存在することが
明らかになりつつある。この熱水流体溜りの気相は噴気ガスとして、液相は温泉水や火口湖水として
火山体から常時放出されている。熱水流体溜りを構成する変質岩石は、火山体を構成する岩石が噴気
ガスや酸性熱水との反応によって生成し 、その変質プロセスは物理的・化学的条件に大きく依存する。
また、その形状は電磁気観測によってモニターできることから、水蒸気爆発の予測の高度化のために
は、爆発場を形成する活動火口下浅部の物理・化学状態の変動を火山性流体の挙動とリンクさせて捉
えることが不可欠である。本研究では、火山ガスや湖水・温泉水の地球化学的観測と地震・地殻変動
観測による力学的状態や地磁気観測に火口湖の水温や水位の精密観測を加えて、熱的状態を総合的に
解釈し 、草津白根山での活動火口下浅部の物理・化学状態の変動を捉えることを目指す。本課題は 、
課題番号 1003「多項目観測に基づく火山熱水系の構造の時空間変化の把握と異常現象の検知（ 代表機
関：北海道大学）」と関連しており、1003 で対象となる火山（ 十勝岳，吾妻山，阿蘇および口永良部
島）についても、本課題 1602 と同様に地球化学的観測、地磁気観測及び熱観測等を実施する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
本研究では、研究期間の 5 年間にわたり、草津白根山湯釜火口周辺に整備された活動火口観測システ
ムによる微小地震、GPS 及び傾斜変動の連続観測および火山ガス、湖水・温泉水などの化学組成など
の繰り返し観測を実施する
平成 26 年度においては、草津・湯釜火口湖の水温データを取得し 、既存のボーリングコアの変
質部分の二次生成鉱物組成について記載する。

平成 27 年度においては、草津・湯釜火口湖の水位データの分解能を向上させ、
変質部分の化学組成分析を実施する。
平成 28 年度においては、三次元地下比抵抗構造解析を行い、活動火口周辺の詳細な三次元地下
構造モデルを構築する。
平成 29 年度においては、空中赤外観測を実施して地表面放熱量を測定し 、平成 24 年度からの増減
を明らかにする。得られた地球化学・地球電磁気データから熱水系全体の物質・熱収支の推定を行う。
平成 30 年度には火山性流体の挙動と火山体浅部で発生する諸現象との関係性を解明する。十勝
岳などでも空中赤外観測や噴煙画像解析・等を行い、各火山からの地表面放熱量を計測する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
草津白根山は熱水系の卓越する活火山で，1939 年，1942 年，1976 年，1982 1983 年に水蒸気爆発が発
生している。水蒸気爆発の発生する火山では，草津白根山のように観光地化が進んでいるところが多
い。その結果，火口付近に人が集まるため，比較的規模が小さな噴火であっても、多大な犠牲をもた
らす。水蒸気爆発はマグマの直接的関与が無く，火山ガスによって起こる現象であるため，先行過程
のシグナルが限られ，且つ微弱であるため，水蒸気爆発を引き起こす火山性流体そのものの物性・物
質モニタリングが重要である。
水蒸気爆発発生場における火山性流体の挙動を把握する為に，既存の観測システムを用いて地震・
傾斜・熱・全磁力等の物理観測を実施した。また，湧水・湖水，火山ガス等を採取し，化学観測を実
施した。その結果，３月初旬から傾斜変動に変化が見られ，湯釜・水釜の境の地下 500m で膨張して
おり，１年を通じて膨張レート・膨張地点に変化は無いことが明らかになった。更に，膨張が始まっ
て２ヶ月後に地震回数が増加し，震源は膨張点の近傍に集中していた。この結果は，膨張点の近傍で
の傾斜計観測が火山性流体のモニタリングに有効である事，地震活動は歪みの解消として発生するた
め傾斜変動によりも遅延して起こることが判った。湯釜の水温は通年で気温よりも高く，湯釜に対し
て供給されている熱は現在も高いままで推移していた。全磁力観測では５月に３週間消磁が認められ
たが，現在は帯磁も消磁していない。5 月の消磁源は依然として高温な状態にあると考えられるもの
の、現在供給されている火山性流体は新たに消磁を起こすには十分な熱量を持っていないことが推測
され，熱的に釣り合っている状態にあることが判った。
火山ガス組成も４月の観測時に H２ S の割合が大きく減少していた。その後の繰り返し観測でもガス
組成には変化が認められない。湯釜湖水の化学成分，特に陰イオン成分のうちフッ化物イオンと塩化
物イオン濃度に顕著な上昇が見られた。これらの変化は，膨張が始まった頃から現在まで，草津白根
山浅部にはこれまでと異なった，より高温の火山性流体が供給されて続けていることを示唆する。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京工業大学

野上健治

東京工業大学

小川康雄

東京工業大学

神田

東京工業大学

寺田暁彦

径

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京工業大学火山流体研究センター
電話：0279-88-7715

e-mail：knogami@ksvo.titech.ac.jp
URL：http://www.ksvo.titech.ac.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：野上健治
所属：東京工業大学火山流体研究センター
電話：0279-88-7715

FAX ：0279-88-7717
e-mail：knogami@ksvo.titech.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1602
（ １）実施機関名：
東京工業大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
海底火山活動の評価手法開発に関する研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
イ. 熱水系の卓越する火山

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
海底火山は、その周囲が大量の海水に囲まれていることから、大規模な熱水活動を伴うことが特徴
であり、陸上の火山活動とは全く異なった様相を呈する。これらの火山で噴火が起これば 、海上・航
空交通に多大な影響を与えるだけでなく、場合によっては領土・領海、ひいては EEZ にまで影響が及
ぶため、その監視観測や火山活動の評価は我が国の国益に関わる、きわめて重要なミッションである
が 、それに資するべき試料の採取装置や分析方法には課題が多く残されている。
本研究課題は、海底火山活動の即時評価に資することを目的とし 、危険を伴う海底火山の観測装置
の開発に関する研究を行う。同時に、熱水と海水との反応による組成変化の実験を行い、薩摩硫黄島
など 、天然の熱水系で作成した観測装置を使用して観測を行う。更に、2011 年から大規模な海底火山
活動が始まっているカナリア諸島エルイエロ島で繰り返し観測を行う。これ以外に予知計画期間中に
海底火山噴火が発生した場合には、その観測も実施し 、研究成果の一部とする。
（７）本課題の５か年計画の概要：
平成 26 年度においては、海底火山活動のときに熱水と海水との反応によって発生する変色海水の再
現実験を行う。
平成 27 年度においては、海域火山での反応生成物の調査観測及び分析を行う
平成 28 年度においては、海域火山での調査観測・分析を繰り返し 、必要に応じて実験を行う
平成 29 年度においては、海域火山での調査観測・分析を繰り返し 、必要に応じて実験を行う
平成 30 年度においては、成果のとりまとめを行う。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
我が国にある 110 の活火山のうち，約３割は海域に存在する。琉球弧・伊豆マリアナ弧あわせて 14
の火山島に合計で３万人弱が生活しており，住民は火山災害のリスクを常に抱えている。また，海域
火山の噴火は海上・航空交通に多大な影響を与えるだけでなく、場合によっては領土・領海にまで影
響が及ぶため、その監視観測は我が国にとってきわめて重要なミッションである。
陸域の火山では 、地震活動や地盤変動など の連続観測が行われているが 、無人島や海底火山では 、
観測機器を常設する事自体が極めて困難であり、常時観測・連続観測は行われていない。海底火山活

動に伴って発生する変色域の規模や色調など ，海面上に現れる異変は海域火山活動の把握のために非
常に重要なシグナルである。
変色海水の組成は海底火山から湧出する熱水の組成を反映していることが解っており，その組成と
それを反映した沈殿物の色調が活動状態の判断の指標になっている。Silicic なマグマ活動の場合， 886
年の新島・832 年の神津島の噴火のように噴火の規模は猛烈に大きくなる。しかし，熱水中の Al 濃度
は高くなっても Fe 濃度が高くならないためにその色調には大きな変化は期待できない可能性があり，
その場合には化学組成変化から活動度を判断しなければならない。今年度は，熱水中には含まれてい
るけれども海水中にわずかに含まれるか，殆ど 含まれない成分であり，且つ，沈殿物に含まれる可能
性のある F に注目し，沈澱生成実験を行った。その結果，熱水中の F 濃度が高くなると沈澱する量は
増えること，F の沈澱量は熱水中の Al 量に比例するが，Fe 量には殆ど 影響を受けないことが明らかに
なった。これは，Silicic なマグマ活動による海域火山活動では沈殿物中の F 量が鍵になることを示唆
する。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京工業大学火山流体研究センター

野上健治

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京工業大学火山流体研究センター
電話：0279-88-7715

e-mail：knogami@ksvo.titech.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：野上健治
所属：東京工業大学火山流体研究センター
電話：0279-88-7715

FAX ：0279-88-7717
e-mail：knogami@ksvo.titech.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1701
（ １）実施機関名：
名古屋大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
古文書解読による南海トラフ巨大歴史地震像の解明
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
ア. 史料，考古データ，地質データ及び近代的観測データ等に基づく低頻度大規模地震・火山
現象の解明

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ア. 史料の収集とデータベース化

(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(1) 地震発生長期評価手法の高度化
3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(1) 地震・火山噴火の災害事例の研究

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
本研究では古文書を読み解き，南海トラフ巨大歴史地震の地震活動，地殻変動，津波，人的・建物
的被害状況などを地震毎に面的に整理し，情報量が多く地球物理的データも存在する昭和の南海，東
南海地震と比較することによって，南海トラフでの巨大地震を明らかにすることを目的とする．古文
書の解釈は人によってかなり異なることから，すでに解読がなされているものも含めて再検討し，南
海トラフで発生する巨大地震の特徴を明らかにする．まだ翻刻されていない史料もたくさんあること
から南海トラフ巨大地震に関する古文書調査，翻刻も並行して行う．近年，防災・減災のために自治
体等でも古文書史料の重要性が言われていることから，収集した情報について地域防災に役立てやす
いようなフレンド リーなデータベース化を目指す．
（７）本課題の５か年計画の概要：
本研究では地震史料から得られる情報と昭和東南海，南海地震の被害状況などを直接比較し，過去
の地震がど ういう地震であったか，次に起きた場合各地でどのような災害を想定する必要があるかに

ついて理学，工学，文学の研究者で協力しながら検討を行う．地震史料については過去に集められた
史料に新たに史料を追加し，これらの史料から地震活動，地盤沈下，津波，人的被害，建物被害の情
報を抽出し，地震毎に面的分布を求める．昭和の地震についてはこれまでに出されている資料を整理，
再調査を行い，これまで以上に詳細な被害分布，震度分布を求める．これと過去の地震の特徴を比較
することにより，それぞれの地震の相違点を明確化し，それぞれの地震像を検討する．

[年度毎の実施事項]：
平成 26 年度：史料収集および翻刻を行う．またすでに翻刻された史料の整理，郷土史（神社等の被害，
碑など ）の調査，神社明細帳の調査，古地図の収集を行う．
平成 27 年度：引き続き調査，整理を行う．また古文書情報地点場所の推定を行う．
平成 28 年度：引き続き調査，整理を行う．整理された史料から南海トラフ巨大地震の特徴を抽出する．
翻刻史料データベースの検討を行う．
平成 29 年度：引き続き調査，整理を行う．南海トラフ巨大地震および誘発地震の特徴を面的に検討す
る．翻刻史料データベースの構築を行う．
平成 30 年度：引き続き調査，整理を行う．これまでに得られた史料から南海トラフ歴史巨大地震の地
震像の推定を行う．
（８）平成 26 年度の成果の概要：
今年度も昨年度に引き続き名古屋大学所蔵の高木家文書の修復（ 弘化 4 年〜嘉永 6 年，安政 3 年〜
安政 4 年）を行った．徳川林政史研究所，蓬左文庫，岐阜歴史博物館，佐賀県立図書館，唐津図書館
や個人所蔵の新たな史料収集を行い，新しく見つかった史料については順次翻刻を行っている．神社
明細帳については高知県，和歌山県の調査を行い，海岸線沿いの市町村についてはほぼ完了した．ま
た高知県，和歌山県，愛知県，三重県，岐阜県，静岡県，長野県の地方史の収集を行った．
これまで「新収日本地震史料」および「日本の歴史地震史料」のどの巻にどのような史料が納めら
れているかは熟読している人でないとわからず，調査するときに不便を感じていた．そこでこれら史
料集に記載されている情報だけをエクセル化し，それらを検索できるシステムを構築した．エクセル
化したものは史料集に載っている古文書に記載されている年月日，史料名，被害を受けた場所，史料
の所在などである．たとえば年月日を入れるとその地震に関する史料がどの「新収日本地震史料」あ
るいは「日本の歴史地震史料」の何ページに載っているのかがすぐに検索できるようにした．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
特になし
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：

H26 年度に引き続き史料調査，収集，および翻刻を行う．高木家文書についても必要な年代の史料
があれば修復を行う．神社明細帳，地方史の調査についても引き続き行う．高知県については市町村
毎の調査が進んだことから収集した史料について時間軸での整理を行う予定である．データベースに
ついては H26 年度に研究者が検索するためのデータベースの基本ができたので，今後一般社会，減災
に活かせるデータベースにするためにど う発展させるかを検討する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
山中佳子，溝口常俊（ 名古屋大学大学院環境学研究科）
石川寛，羽賀祥二（ 名古屋大学文学部）
武村雅之，都築充雄，福和伸夫，虎谷健司（ 名古屋大学減災連携研究センター）
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先

部署等名：名古屋大学大学院環境学研究科地震火山研究センター
電話：052-789-3046

e-mail：sanchu@seis.nagoya-u.ac.jp
URL：http://www.seis.nagoya-u.ac.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：山中佳子
所属：名古屋大学大学院環境学研究科地震火山研究センター
電話：052-789-3046

FAX ：052-789-3047
e-mail：sanchu@seis.nagoya-u.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1702
（ １）実施機関名：
名古屋大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
地表地震断層および活断層の地表形状・変位量データにもとづく直下型大地震の規模・頻度予測手
法の高度化 − LiDAR 等の高解像度 DEM を用いた検討
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(1) 地震発生長期評価手法の高度化

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ウ. 地質データ等の収集と整理

(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
ア. 史料，考古データ，地質データ及び近代的観測データ等に基づく低頻度大規模地震・火山
現象の解明

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
本課題は、活断層の平均変位速度分布と地震時のすべり量分布を比較し 、地震発生繰り返しのばら
つきを評価して、固有地震のみではなく、実態に即した複雑性を有する断層発生モデルを検討する。中
越地震などのようなひとまわり小さな地震活動や、断層トレースが並走する場合の断層挙動、あるい
は複数の断層の連動・非連動など 、従来の固有地震説で説明できない複雑性を考慮した活動モデルの
構築が必要である。そのためには航空レーザー測量（ LiDAR ）等の最新の地形計測技術を用いた詳細
な変位地形分布調査と、課題検証のための戦略的なトレンチ調査が必要である。なお、LiDAR のデー
タ整備が全国的に進み、活断層研究に利用できる環境が整っている。
活断層による地震発生予測の高度化を実現することで、内陸地震の地震発生機構の物理モデル確立
に必要な活動間隔および規模のゆらぎに関する基礎データを提供する。また、防災・減災にとって内陸
地震が引き起こす災害誘因の高精度予測は想定外災害をなくすことに貢献するほか、歴史地震が人々
の暮らしに与えた影響についても視野にいれることで災害研究として歴史地震の全体像解明に貢献し
うる。
（７）本課題の５か年計画の概要：
平成 26 年度〜28 年度は航空写真判読との比較などから LiDAR データを用いた実体視判読手法の評
価をおこないながら、地表地震断層が現れたことがある根尾谷断層を中心に重点的に調査する。具体
的には地震断層の詳細地震断層地図の作成、高密度変位量分布図の作成、および活断層の累積変位量
分布の解明をまずおこなう。特に平成 27〜28 年度は二回前の地震時の活動トレースと変位量分布の解

明を目的とし 、トレース毎の活動履歴が解明できるような戦略的なトレンチ掘削調査、ボーリング調
査を実施する。
平成 29 年度以降は、根尾谷断層で補完的調査をする一方で、歴史地震を発生させた活断層や前回の
地震時の変位量が見積もりやすい活断層を中心に、活断層の累積変位量分布および地震時の変位量分
布の解明を目的とする戦略的なトレンチ掘削調査、ボーリング調査を実施する。その間に地表地震断
層が出現した場合はその断層調査も実施し 、活断層から発生する地震のゆらぎと変位地形の特徴にせ
まり、活断層地形のタイプわけを目指す。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
１．根尾谷断層北端部における航空レーザ測量データに基づく変位速度の高精度・高密度推定とその
変位地形形成と古地震との関連（ 千葉大）
濃尾活断層系のうち，黒津断層（図 1 ）について，航空レーザ測量（ LiDAR ）データを用いた断層変位
地形の再検討を行った．根尾西谷川をはさんだ黒津集落の対岸では，従前の空中写真判読により，根
尾谷断層沿いの L1 面（ 約 2 万年前に離水）に対比されると考えられる段丘面が上下に約 5.1 m 変位し
ていることが報告されていたが（ Kaneda & Okada, 2008 ），今回の詳細な判読の結果，この場所の断
層隆起側の段丘面は 2 面（ KZ-IIa 面および KZ-IIb 面）に細分されるとともに，低下側は新期の堆積物
に埋められて別の地形面（ KZ-IIc 面）を構成していることが明らかとなった（ 図 2 ）．航空レーザ測
量データによる断面図に基づくと，KZ-IIa 面は少なくとも 5.1〜5.7 m，KZ-IIb 面は少なくとも 3.7〜

4.0 m 上下方向に変位している（ 図 3 ）．今回，KZ-IIa，IIb，IIc の各面上で手掘りによるピット掘削
調査および採取堆積物試料のテフラ分析を実施した．その結果，断層低下側の KZ-IIc 面の地下には湖
沼性〜湿地性の堆積物が連続的に堆積しており，その中位には K-Ah 火山灰（ 約 7300 年前）降下層準
が，基底付近には AT 火山灰（ 約 3 万年前）降下層準が認められることが明らかとなった（図 4 ）．AT
火山灰降下層準のすぐ 下位には KZ-IIa 面が埋没していると考えられることから，KZ-IIa 面は Kaneda

& Okada（ 2008 ）が考えた約 2 万年前の段丘面ではなく，約 3〜4 万年前に離水した段丘面（ 根尾谷断
層沿いの M2 面に相当）と推定される．この場所における KZ-IIa 面の上下変位約 6.7 m（ 図 5 ）から，
黒津断層の上下平均変位速度は 0.17〜0.22 mm/yr と算出される．濃尾地震時の黒津における上下変位
（ 約 3 m ）が過去にも繰り返されてきたと仮定すると，黒津断層の平均活動間隔は約 13000〜18000 年
となる．これは，温見断層や根尾谷断層で推定されている活動間隔（それぞれ 2200〜2400 年および

2100〜5000 年）と比べて有意に長く，温見断層と根尾谷断層が連動するときにのみ黒津断層が活動す
る可能性がある．
２．阿寺断層における，マルチコプターと SfM（ Structure from Motion ）- MVS（ Multi-Video Stereo ）
技術を用いた変位地形の数値表層モデルの作成と変位量の計測 （広島大・名古屋大・国環研・東北大）
無人小型マルチコプ ター（ UAV ）を用いて空中写真を撮影し ，SfM（ Structure from Motion ）-MVS
（ Multi-Video-Stereo ）技術によるソフトウェアを用いて数値表層モデル（ DSM：Digital Surface Model ）
の作成を試み，変動地形学的な研究の適合性について，阿寺断層付知において，航空レーザにより
作成された 0.5 ｍ間隔の DEM（ 中田ほか，2008 ）を用いて検討を行った．UAV から撮影した空中写
真，1,100 枚から，6〜7 割程度撮影場所が重複した写真 350 枚を選びだし，ソフトウェア（ Agisoft 社

PhotoScanPro(1.04) ）を用いて地形モデルを作成し，Ground Control Point（ GCP ）を設定して 0.2 ｍ間
隔の DSM を生成させた．なお，GCP は RTK（ Realtime Kinematic ）-GPS 測量により得られた 5 点を
使用した．生成された DSM を用いて作成した地図（ 図 6 ）では，建物など 地表の地物を含む詳細な様
子が表現されており，国土地理院基盤地図情報の 5 ｍメッシュDEM に比べて解像度が高い．一方，航
空レーザ測量により得られた 0.5 ｍ間隔メッシュの DEM から作成した地図と比べると，地表の地物
の有無を除けば，畑の中の微細な起伏の表現に違いがある程度である．0.5 ｍメッシュDEM と 0.2 ｍ
メッシュDSM の差分を求めると，水田や地物のあるところでは 1 ｍ以上の差が認められるが，道路に
沿った場所では 0.5 ｍ程度の差となっているのが確認できる（ 図 7 ）．誤差を検証するために 12 点で
それぞれのモデルから標高を抽出すると，測点の高さの差は平均-0.3633 ｍ，標準偏差は 0.089m であ

り，誤差は RMSE（ root mean square error ）で 0.374m となった．同一測線上で地形断面計測を行って
みると（図 8 ），建物や道路などの人工構造物下の地表面の断面形態はかなり近接しているものの，1m
程度で標高値に違いがあるのが分かる．一方，標高値の違いは場所により大きく異ならないため，段
丘崖や断層崖の比高ではモデル間で大きな違いはない．図 7 を見る限り，断層変位量など 相対的な計
測では，モデル間の差分よりもはるかに小さな違いが認められるにすぎない．誤差を考慮に入れなが
ら，計測対象を適切に選べば，変動地形学的な研究では十分に利用可能な地形計測データと考えられ
る．したがって，SfM-MVS 技術を取り入れたソフトウェアを用いる手法は安価で容易に変動地形学的
議論に絶えうる三次元地表データの取得を可能とすることが明らかになった．
３．神城地震断層地表地震断層調査（ 名古屋大・鶴岡高専・信州大・法政大・千葉大・広島大・東洋
大・岡山大）
平成 26 年 11 月 22 日の長野県北部の地震時に，長さ約９ km にわたって地表地震断層が出現したこと
をうけ，重点的に調査する地点を根尾谷断層から神城断層へと変更した．本地震は南北方向に走る活
断層：神城断層（東傾斜の逆断層）が活動したものであり，東西圧縮の場を反映して東上がりの逆断層
という変位形態として出現した（図 9 ）．神城断層は，変動地形学的な手法によって詳細活断層図が作
成されていた（松多ほか，2006；糸静変動地形グループ，2007 など ）．我々は地表地震断層の位置，変
位様式，変位量を現地調査し，既存の詳細活断層図（ 松多ほか，2006；糸静変動地形グループ，2007 ）
の改訂作業を行い，地表地震断層出現位置と既存活断層線との関係を考察した．地表地震断層の多く
は東上がりの成分を持ち，既存の活断層の位置と概ねよく一致して現れた．これらは，東傾斜の逆断
層である神城断層の活動を反映したものと考えられる．北部の塩島と大出では，L2 面（ 4〜7 ka ）と

L3 面（ 1〜2 ka ）を 2〜8 m 東上がりで変位させる撓曲崖基部に明瞭な地表地震断層が出現した．塩島
に現れた東上がり 0.9 m の最大変位は，沖積低地上に新たに認定された比高 1 m 弱の東上がりの撓曲
崖の位置と一致する．研究地域北部では，変位基準が若いにもかかわらず既存活断層線と地表地震断
層の位置の一致が概してよい．また，大出南延長に位置する白馬駅南東方の L3 面の変位地形と地表
地震断層の位置もよく一致する．しかし変位地形の分布が断片的なため，それが無い部分では地表地
震断層は西方に湾曲する様に現れている．南部の神城付近では，L1 面（ 10〜20 ka ）を比高 10 m で東
上がりで変位させる明瞭な撓曲崖基部に，東上がり約 0.3 m の地表地震断層が現れ，既存断層線と地
表地震断層の位置はよく一致する．しかしそれより北の飯田，飯森に現れた地表地震断層は，既存の
変位地形から 70〜200 m ほど 西に離れた沖積低地上に出現した．最北部の野平では，M 面（ 50〜100

ka ）を西上がりで切る低断層崖と一致する位置に，西上がり約 0.4 m の明瞭な地表地震断層が出現し，
これは約 1 km 西方に位置する神城断層のバックスラストと解釈できる．糸魚川−静岡構造線北部で
は，断層変位地形から算出された平均変位速度分布に基いて，同区間が一括して活動した場合のモー
メントマグニチュードが 7.46〜7.55 と推定されている（ 鈴木ほか，2010 ）．今回の地震は，この様な
固有地震としての大地震よりも一回り以上規模の小さな地震がより短い区間で発生し，明瞭な地表変
位を出現させて変位地形を成長させ，最大震度６弱の強震動が生じ建物被害が発生したことは重要で
ある．神城地震断層を基準に，変動地形学的なより詳細な研究によって，固有地震とより小さな地震
の関係を検討する必要があり，長大な起震断層について，活動履歴以外の情報に基づいて起震断層を
分割する方法を検討することが必要である
４．神城地震断層における UAV による写真撮影と細密 DSM にもとづく変位量計測と検証（ 国環研・
東洋大・広島大・千葉大・山口大・名古屋大・法政大・東大地震研・岡山大）
上述の地震断層（ 神城地震断層）が出現したことを受け，地震直後の新鮮な地形の数値モデルを，

UAV と SfM- MVS 技術を用いて作成した．同時に従来の地震断層調査同様に，オートレベル，トータ
ルステーションなどを用いた計測も行った．UAV による写真撮影は，地震発生 1 週間後の 11 月 29 日
と 30 日に実施した．使用した機材は，いずれも DIJ 社の Phantom2 と F450 であり，搭載したカメラ
は RICOH 社の GR である．当初，地表に変位が認められた南北約 9.5 km の全域を撮影予定であった
が，時間と天候の制約により，約 7 割程度のカバー率に留まった．地上基準点（ Ground Control Point;

GCP ）の測量は地震発生 2 週間後の 12 月 3 日と 4 日に実施し ，リアルタイムキネマティック（ RTK ）

測量を行った．測量の結果，119 地点の緯度・経度・標高を得た．なお，RTK 測量に含まれるオフセッ
ト性の誤差は，GCP 測量時に四等三角点「二ツ屋」を計測する事により補正した．オートレベルおよ
び TS などによる断面測量結果と DSM による断面計測結果とを比較した結果，場所によっては 10 cm
内外の誤差が生じるが，より微細な高度変化も捉えていることが確認できる（ 図 10 ）．DSM の陰影
図からは，複雑に屈曲し，かつ分岐する地表地震断層のトレースと，幅数 m にわたってブロードに変
形する構造が明瞭に示されている．特に，比高 10 cm 以下の微細な変形は，現地での観察では認識す
ることができないものであり，この手法の優位性を確認でき，従来の断面測量では見落とされがちな，
活断層運動に伴う面的な地表変形の特徴を捉える可能性を指摘できた．この調査データをもとに断層
運動と変位地形の関係を引き続き検討する予定である．

5．数値標高モデルから作成した全国詳細ステレオペア画像を用いた地形判読 ─武蔵野台地とその周
辺の変動地形の再検討─ （ 広島大）
詳細な地形標高モデル（ DEM ）が整備・公開され，地形研究での利用が進んでおり，DEM から作成
されるステレオ画像（アナグリフ）は空中写真とは異なる特性を持った地形判読素材として注目され，
その有効性が検討されつつある（ 後藤・杉戸，2012；Lin et al., 2013 など ）．本研究は 2013 年 11 月に
国土地理院から 5m 間隔の DEM が広範囲に整備，公開されたのを受け作成された画像をもとに，空中
写真で判読が困難な都市部で長波長な変形が予想される，首都周辺の武蔵野台地とその周辺の変動地
形の再検討結果について報告する．陸上の DEM は，国土地理院整備の 5 ｍ間隔の DEM すべて，その
不足地域には 10 ｍ間隔の DEM を用い，海域の DEM は後藤（ 2013 ）の作成した M7000 DEM とした．
これらの地形データをフリーウエアの Simple DEM Viewer に読み込み，地形アナグリフを作成した．
地形表現には傾斜角をモノクロで表現したものに，陰影表現を補助的に加えたものとした．微細な地
形を読み解けるよう傾斜角 5 度以下の小さな起伏が強調されるように設定した．縦横 30,000 ピクセル
程度の画像ファイルを日本全国で 65 枚作成した．地形アナグリフでは武蔵野台地の北部に北西―南東
方向に連続する長波長の凸型斜面が認められる（図 11 ）
（ここでは武蔵野撓曲帯と呼ぶ）．武蔵野撓曲
帯は入間川から柳瀬川にかけての武蔵野面群や立川面で最も明瞭で，段丘面を跨いで凸型斜面が連続
する．武蔵野撓曲帯の斜面の傾斜角はその上流と下流の地形面のそれに比べて有意に大きい．上流側，
下流側ともに北東に傾斜しており，一連の扇状地性の地形面として対比されている（廣内，1999 ）．な
お，武蔵野撓曲帯は貝塚（ 1957 ）が断面図や等高線を用いた扇状地面の復元図から推定した変動地形
の位置とほぼ一致し，杉山ほか（ 1999 ）にある「傾動」の向きと位置が似ている．一方，これらの南
にある海成面の淀橋台，荏原台の東部は南東に傾斜しており，杉山ほか（ 1999 ）では「傾動」とされ
ている．地形アナグリフでは，これらの間に分布する河成面である目黒台の南東部で南東に傾斜を強
めていることが判読される．一方，本郷台や豊島台では淀橋台の北東延長付近で上流に比べ緩傾斜の
区間が認められ，逆傾斜させる地殻変動が示唆される．本郷台から下末吉面にかけて北東―南西方向
に延びる背斜状の変形が分布している可能性があることが明らかになった．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
廣内大助・杉戸信彦・清水龍来，2014，2014 年 11 月 22 日長野県北部の地震（ 長野県神城断層地震）
に伴う地表変位と活断層，活断層研究，41，口絵，i-ii．
廣内大助・安江健一・道家涼介・佐藤善輝・杉戸信彦・松多信尚，2014，阿寺断層帯中部における後
期更新世以降の断層運動−中津川市加子母二渡地区トレンチ調査−，日本地質学会第 121 年学術
大会講演要旨，R22-P-10．
後藤秀昭, 2014, 日本列島と周辺海域を統合した詳細地形アナグリフ─解説と地図─, 広島大学大学院
文学研究科論集特輯号・no.74 103p.，別冊 69p.
後藤秀昭, 2014, 日本列島と周辺海域を統合した DEM から作成した詳細地形アナグリフの作成とその
意義, 日本活断層学会 2014 年度秋季学術大会.
杉戸信彦・廣内大助，2014，2014 年長野県北部の地震（ 長野県神城断層地震）に伴って塩島地区に出
現した地表地震断層，活断層研究，41，表紙およびその説明．

鈴木康弘・渡辺満久・廣内大助，2014，長野県神城断層地震が提起する活断層評価の問題，科学 85,
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子・谷口 薫，2014，小型 UAV と SfM ソフトウエアを用いた断層変位地形把握の試み?根尾谷断
層水鳥断層崖を例に ?，活断層研究

40，35-42

Hirouchi, D. et al., 2015, Surface rupture associated with the 2014 Kamishiro fault earthquake, central Japan:
A preliminary report on field reconnaissance surveys, Hokudan International Symposium on Active
Faulting 2015, Abstract P12, Hyogo JAPAN.
Ishiguro, S. et al., 2015, Digital Surface Model for surface fault ruptures of the 2014 Kamishiro fault earthquake, central Japan, based on UAV and high-pole photography and SfM-MVS analysis, Hokudan International Symposium on Active Faulting 2015, Abstract P14, Hyogo JAPAN.
Sawa, H. et al., 2015, Surface rupture associated with the 2014 Kamishiro fault earthquake, central Japan:
Implications to tectonic geomorphology and long-term earthquake prediction, Hokudan International
Symposium on Active Faulting 2015, Abstract P16, Hyogo JAPAN.
Sugito, N. et al., 2015, Surface rupture associated with the 2014 Kamishiro fault earthquake, central Japan:
Comparison between pre- and post-earthquake aerial photographs, Hokudan International Symposium
on Active Faulting 2015, Abstract P-13, Hyogo JAPAN.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
「 LiDAR や UAV などの最新技術を活用し，変動地形学的に認められる活断層の位置・形状・累積変位
量分布やそのもう一回前の地震で現れたであろう変位の量分布を比較・検討し，地震−地表地震断層−
活断層地形の関係を再構築する．
」という本計画の目的を鑑み，平成 27 年度は計画予定通り（１）根尾
谷断層における微小変位地形と活動履歴の関連を掘削などの地質調査から解明．
（ ２）詳細 DEM デー
タを用いて根尾谷断層において，さまざまな変動地形の検出．
（ ３）引き続き，都市部における地形面
の長波長変形の検出．
（ ４）平成 26 年度に出現した神城地震断層において，最新測量技術を用いたさま
ざ まな変位地形の計測．
（ ５）神城地震断層とその変動地形を地震前後の空中写真を用いた写真計測か
ら計測．
（ ６）神城地震断層と神城断層との相違点に着目し，活断層が実際にどのような地震活動を繰
り返しているかについて検討するための活動履歴を明らかにするための掘削調査．を行う．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
鈴木康弘（ 名古屋大学）
他機関との共同研究の有無：有
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・岡山大学（松多信尚）
・信州大学（廣内大助）
・千葉大学
（ 金田平太郎）
・東大地震研（ 石山達也）
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平成 26 年度年次報告
課題番号：1703
（ １）実施機関名：
名古屋大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
南海トラフ域における巨大地震断層域の力学ナ儼粗胆

稜聴

（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震

(4) 地震現象のモデル化
イ. 断層滑りと破壊の物理モデルの構築

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(1) 地震発生長期評価手法の高度化
(2) モニタリングによる地震活動予測
イ. 地殻ひずみ・応力の変動

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(3) 地震・火山噴火の災害誘因の事前評価手法の高度化
4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備
ウ. 観測・解析技術の開発

(3) 関連研究分野との連携の強化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：

南海トラフ域を対象として，地震発生予測の基本となる海溝型巨大地震の理解のために本質的に不
可欠な（Ａ）プレート境界面の力学的特性の時空間変化の把握と，
（ Ｂ）海底地形やプレート形状も含
めた巨大地震断層形状の把握をめざす．そのため，測地学的データなどからプレート間固着の時空間
分布を把握し，そのプレート間固着の多様な振る舞いからプレート境界面上の力学特性を明らかにす
る．陸上のデータのみでなく，GPS/音響方式による海底地殻変動モニタリングを熊野灘沖の南海トラ
フ軸近傍の２ヵ所で実施し 、プレート境界浅部におけるプレート間固着の現状把握をめざす。またこ
れまでに設置した ACROSS 震源の運転を継続するとともに、プレート境界面で変換された地震波や，
トラップされた波の解析によるアプローチを試み，合わせてプレート境界の力学特性の時間変化検出
をめざす。
格段に詳細な海底地形データ等を新たに取得し 、従来の地形データとあわせて，海底活断層の位置
形状や活動履歴等を詳しく調べる。歴史地震の発生源や将来の巨大地震の断層モデルに関し 、地震学
的・測地学的視点とは異なる変動地形学的観点からの方法論を提示するとともに、巨大地震断層面と
海底地形との関連を検討する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
本研究課題では，
（ Ａ）プレート境界面の力学的特性の時空間変化の把握と、
（Ｂ）巨大地震の断層形状
の把握のために以下の６項目の研究を実施する：
１）過去の測地データの活用
平成２６年度〜平成２８年度において過去の測地学的データの整理・解析を行い、長期〜中期のプレー
ト固着の時空間分布を推定する。その後モデルの高度化とプレート境界の力学特性を推定する。
２）陸上での GPS 観測
平成２６年度〜平成２９年度で GPS 観測点の整備及びデータ蓄積を行い，GEONET と統合解析を行
い，プレート間カップリングや地殻の歪みを推定する。
３）海底地殻変動観測
期間中継続して，南海トラフ沿いに既に設置している観測点での測定を 1 回／年以上の頻度で行い，地
殻変動データを蓄積するとともに解析を逐次行う。以前の測定期間も通した観測を総合することによ
り，高精度の変位速度ベクトルを獲得する。
４）ACROSS による解析
期間を通して ACROSS 震源の連続運転を継続する。並行して過去のデータも統合しながら，震源と周
辺の観測点間での各種到達波の走時や反射波振幅の時間変化を監視する。課題の期間中に項目２）等
などからスロースリップが検出された場合には，それに伴う力学特性の変化の推定を試みる。
５）プレート境界面トラップ波・変換波解析
平成２６年度にデータ整理を行い，その後の年度で解析を行う。特にプレート境界面の形状や境界面
周囲の力学的特性を明らかにすることを目指す。
６）プレート境界周辺海底活断層の変動地形学的・古地震学的調査
平成２６年度〜平成２７年度は調査地を選定し，海底地形詳細調査を実施する。
平成２８年度以降は，それまでの成果に基づき、海底地形詳細調査と堆積物調査等を実施するととも
に，変動地形学的・古地震学的データの解析を行う．
期間終盤では，上記の項目の成果を統合しプレート境界の力学特性を把握するとともに，南海トラフ
沿いにおける統一的モデルの構築を目指す．また海底活断層が引き起こす津波のシミュレーションな
どもおこなう。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
本研究課題では、６つの小課題についてそれぞれ実施し 、総合してプレート境界面の力学的特性の時
空間変化の把握および巨大地震の断層形状の把握をめざす。まずは、以下にそれぞれの６課題ついて
の本年度の成果の概要についてまとめる。

１）過去の測地データの活用
過去の測地データとして、平成２６年度は過去１２０年間の水準測量のデータとして室戸岬の上下
変動に関するデータの整理を行った。源データには多くのエラーと思われる変化が含まれていたため、
修正をしてモデリングに用いることのできるデータとした（図１）
。またモデリングのためにはグリー
ン関数が必要であるが 、粘弾性・地形・球面効果・スラブ形状・モホ面形状をとりいれた有限要素法
を用いてモデル化をした。
２）陸上でのＧＰＳ観測
プレートが周囲に比べて盛り上がっているという特徴がある伊勢湾周辺に、本年度までに４箇所（本
年度分は２箇所）のＧＮＳＳ観測点を設置して観測を開始した。データは３Ｇ回線で自動的に名大に
まで送られて、自動的に解析される。
３）海底地殻変動観測
熊野灘の海底に設置した海底局の測定を、のべ１２回実施した。測定した観測点は７箇所で、その
うち２箇所はトラフ軸のすぐ 内側、１箇所はトラフ軸のすぐ 外側に設置されており、プレート境界浅
部の固着を検証するための測定が始まった（ 図２）
。
４）ACROSS による解析
東海地域に３箇所設置してある弾性波アクロス送信点の運転を維持・継続するとともに、土岐送信
点につての解析を進めた。豊橋の送信点については、インバータ老朽化対策として、後継のインバー
タへの交換作業を行い、モータの追随性が向上したことを確認した。土岐送信点については、プレー
ト境界の変化に付随する、あるいは、その変化をマスクしていると考えられる直上の地殻内部の変化
を明確化することを試みた。本年度は、東北地方太平洋沖地震（ 2011 年 3 月 11 日、M=9.0 ）およびそ
れ以降の土岐弾性波アクロス信号の走時変化について調査した。詳しく調べた、Hi-net 八百津、鳳来
ともに、東北地方太平洋沖地震による地震波速度の遅れが捉えられ 、その後は徐々に地震波速度が回
復しているように見える（ 図３）
。
５）プレート境界面トラップ波・変換波解析
本年度は、変換波および SP 変換波について、先行研究を精査するとともに、過去のデータの整理を
行った。本課題に関連した研究として、名大も含んだチームで科研費で研究を進めており、そちらの
結果でもプレート形状が静岡県の下でたわんでいることが明らかになってきている川崎・他、2014 ）
。
６）プレート境界周辺海底活断層の変動地形学的・古地震学的調査
本年度は、熊野灘において詳細な海底地形データを取得した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
國友孝弘・山岡耕春・渡辺俊樹・吉田康宏・勝間田明男・生田量野・加藤愛太郎・飯高隆・津村紀子・大久
保慎人（ 2014 ）弾性波アクロスによる東海地域地殻の P 波および S 波構造の推定．地震、67(1) 、

1-24.
Yamaoka K, MIyamachi H, Watanabe T, Kunitomo T, Michishita T, Ikuta R, Iguchi M. (2014) Active Monitoring at an active volcano: amplitude-dependence of ACROSS at Sakurajima Volcano, Japan. Earth
Planet Space, 66:32 doi:10.1186/1880-5981-66-32
杉戸信彦・中田

高・後藤秀昭・渡辺満久・鈴木康弘 (2014)1 秒グリッド DEM で 見る天竜海底谷出

口付近の海底活断層地形（ 予察），日本地震学会講演予稿 集，S10-P06，新潟，11 月．

Goto, H., N. Sugito, and T. Nakata (2015) Geomorphic evidence for active faulting on deep seefloor around
Japan islands, Hokudan International Symposium on Active Faulting 2015, Abstract P25, Hyogo JAPAN,
Jan. 13-15th.
Kumahara, Y., N. Sugito, H. Goto, Y. Suzuki, and T. Nakata (2015), Active faults along the Nankai Trough
as earthquake source faults, Hokudan International Symposium on Active Faulting 2015, Abstract P24,
Hyogo JAPAN, Jan. 13-15th.

生田領野・山岡耕春・渡辺俊樹・國友孝洋（ 2015) ACROSS による東海地方下の地震波速度変動の観
測.

日本地震学会講演予稿集

S19-P07, 新潟、11 月

國友孝洋・山岡耕春・渡辺俊樹（ 2014 ）東北地方太平洋沖地震以降の土岐弾性波アクロス信号の変化．
日本地震学会講演予稿集

S19-P05, 新潟、11 月

Yasuda, K., K. Tadokoro, R. Ikuta, T. Watanabe, S. Nagai, T. Okuda, C. Fujii, and K. Sayanagi (2014) Interplate locking condition derived from seafloor geodetic data at the northernmost of the Suruga trough,
Japan , Geophys. Res. Lett. , 41, 5806-5812.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
山岡耕春・鷺谷威・古本宗充・鈴木康弘・田所敬一・橋本千尋・伊藤武男（ 7 名）
他機関との共同研究の有無：有
静岡大学（ 生田領野），地震研究所（ 渡辺俊樹），気象研究所（ 勝間田明男，他１），岡山大学（ 松
多信尚，他１）広島大学（ 後藤秀昭、他１），高知大学（ 徳山英一），東洋大学（ 渡辺満久），法政
大学（ 杉戸信彦），東海大学（ 坂本泉），海上保安庁（ 泉

紀明），国立環境研究所（ 石黒聡士）

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山研究センター
電話：052-789-3046

e-mail：
URL：http://www.seis.nagoya-u.ac.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：山岡

耕春

所属：名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山研究センター
電話：052-789-3034

FAX ：052-789-3047
e-mail：kyamaoka@seis.nagoya-u.ac.jp

図１：過去１２０年間の水準測量のデータ整理例
室戸半島の隆起を示す水準測量データからエラーを取り除いた。

図２：平成２６年度に実施した熊野灘における海底地殻変動測定および解析結果
観測点の変位ベクトルの解析は、KMS 、KMN に関しては 2005 年以降、KME に関しては 2008 年以降の観測デー
タを用いた。

図３：土岐の送信点と Hi-net 八百津（ 11.3km ）および Hi-net 鳳来（ 56.9km ）における走時の時間変動
各図の右肩にある rR の様な表記は、小文字は観測点の成分、大文字は震源の成分を表す。ｚは上下動，r および
Ｒはラジアル成分、t およびＴはトランスバース成分を表す。

平成 26 年度年次報告
課題番号：1704
（ １）実施機関名：
名古屋大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
地震・津波被害に対する地域社会の脆弱性測定に基づくボトムアップ型コミュニティ防災・減災に
関する文理融合的研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(2) 地震・火山噴火の災害発生機構の解明

（ ４）その他関連する建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(1) 地震・火山噴火の災害事例の研究

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
「 脆弱性」という概念は 、ボトムアップ型コミュニティ防災・減災を考えるための基本的フレームに
とって中心的な位置を占める。しかし 、
「脆弱性」をど う捉えるかに関しては、様々な立場がある。本
課題の到達目標は、
「脆弱性」概念に関して、概念的整理を行うとともに、東日本大震災の被災地の状
況を参照しながら内容を明確化し 、最終的に尺度として洗練させることである。
（７）本課題の５か年計画の概要：
初年度（ 2014 年度）においては、地震・津波被災地、具体的には東日本大震災の被災地に関して、
避難行動等においてコミュニティがどのような防災・減災力を発揮したか /しなかったかを検証し 、脆
弱性とコミュニティ防災・減災力に関する作業仮説を構築する。

2015 年度〜2017 年度においては、南海トラフ巨大地震で被害が想定される中小都市、沿岸漁村、大
都市の 3 つの空間的・社会的特性の異なる地点を選定し 、作業仮説の検証を行う。
最終年度（ 2018 年度）においては、脆弱性尺度をより洗練させ、ボトムアップのコミュニティ防災・
減災を考えるための基礎的なフレームの構築に貢献する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：

2014 年度は、以下の 2 つ角度からアプローチした
1. 東日本大震災の被災地を調査対象とする脆弱性
高橋グループ：長期的土地利用の変化と被害から明らかとなる脆弱性
黒田由彦：女川町における防災意識・避難行動・Social Capital

から見えてくる脆弱性

2. 南海トラフ巨大地震の被災想定地域における脆弱性とボトムアップ型コミュニティ防災に向けた課題
室井研二：高知市と名古屋市南区における脆弱性と事前復興対策
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

自治体間支援研究会，2015，東日本大震災自治体間支援調査報告書，
「 東南海・南海地震に対する地域
社会の脆弱性とプ リペアード ネスに関する実証的研究」報告書（ 科学研究費・基盤研究（ B ）
研究課題番号

24330151 ）．

黒田由彦編，2015「
， 脆弱性とプリペアード ネス」研究会活動報告書，
「 東南海・南海地震に対する地域
社会の脆弱性とプリペアード ネスに関する実証的研究」報告書（ 科学研究費・基盤研究 (B)

研

究課題番号：24330151 ）．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
・脆弱性 vulnerability 尺度の検討・開発
前年度に引き続いて、過去の災害経験（とくに東日本大震災）および災害研究の成果をもとに、脆
弱性を測定する尺度を検討・開発する。同じ物理的外力、同じような地理的条件の下であっても、実
際に生じる被害の程度は地域によって異なる。それはコミュニティの防災力の差であったり、防災対
策の実効性の差であったりする。すなわち、物理的外力×地理的条件×社会的要因＝災害リスク と言
えるのであり、その社会的要因を本研究では脆弱性という概念で捉える。
・脆弱性診断
南海トラフ巨大地震が予想される地域を対象として、脆弱性尺度を使って脆弱性を測定する。脆弱
性を測定する地域の単位は、市町村という基礎的自治体のもう一つ下の単位を想定している。
・住民アンケート調査の実施
前年度に引き続いて、南海トラフ巨大地震が予想される地域の住民を対象として、地震・津波災害
に対するプリペアード ネスに関するアンケート調査を行う。アンケート調査の結果を脆弱性マップと
対照させることによって、予想される地震・津波に対する感受性をマッピングし 、災害感受性マップ
を作成する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
黒田由彦（ 名古屋大学環境学研究科）
高橋誠（ 名古屋大学環境学研究科）
田中重好（ 名古屋大学環境学研究科）
黒田達朗（ 名古屋大学環境学研究科）
室井研二（ 名古屋大学環境学研究科）
鈴木康弘（ 名古屋大学減災連携研究センター）
堀和明（ 名古屋大学環境学研究科）
山岡耕春（ 名古屋大学環境学研究科・地震火山研究センター）
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山研究センター
電話：052-789-3034

e-mail：
URL：http://www.seis.nagoya-u.ac.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：黒田由彦
所属：名古屋大学大学院環境学研究科
電話：052-789-3507

FAX ：052-789-3507
e-mail：krd@nagoya-u.jp

ボトムアップ型コミュニティ防災 空間の形態に現れる脆弱性

南海トラフ巨大地震被災想定地域の

アンケート調査の結果から一部を抜粋

平成 26 年度年次報告
課題番号：1705
（ １）実施機関名：
名古屋大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
精密制御震源システムの標準化と、ボアホール・海域への設置に関する研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震
ウ. 内陸地震と火山噴火

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
上記の研究成果の概要において利用したアクロス震源装置の仕様を基本的に見直した第二世代のア
クロス震源装置をすでに製作した。本研究では、
［１］第二世代アクロス震源の性能検証に加え、
［２］
海底掘削孔内震源の開発を行う。
第二世代アクロス震源装置は、様々な発生力の要求に対応できる柔軟性、故障への対応等メンテナ
ンス性、地盤への設置の迅速性の３点を向上させることをめざしている。本課題ではこの３点につい
ての性能向上の検証を行い、最終的には比較的低い運用コスト（ 科研費の基盤Ｂ程度）で誰にでも利
用できることをめざ す。また海底掘削孔内に設置するための震源については、５か年中に陸上のボア
ホール内で運用できる震源装置の開発をめざす。
（７）本課題の５か年計画の概要：
○平成２６年度：
［１］第二世代震源装置については、前年度（ 平成２５年度）中に試験運転実施場所
を確定し 、平成２６年度に設置工事を行う。また本体および周囲に加速度計を設置し 、本体の振動お
よび地盤との相互作用を解析する。
［２］海底掘削孔内震源の開発については、前年度までに作成して
いたプロトタイプの動作試験を引き続き行う．
○平成２７年度：
［１］第二世代震源装置については、長期連続運転試験を行い、耐久性について検証
する。
［２］海底掘削孔内震源については、平成２６年度は、プロトタイプを改良し 、ボアホールに設

置する１つ手前の装置を製作する。直径の大型化および長さを１ｍ程度に長くすることにより、おも
り落下による発生力を大きくする。
○平成２８年度：
［１］第二世代震源装置については、長期連続運転試験を継続するとともに、耐久性
の課題であるベアリングを確認し 、場合によってはベアリングの設計変更を行う。
［２］海底掘削孔内
震源については、前年度の大型化装置の動作実験を行い問題点を洗い出すとともに改良を行う．
○平成２９年度：
［１］第二世代震源装置については 、長期連続運転試験を継続する。この年度以降
は、実際の観測に用いることも想定する。
［２］海底掘削孔内震源については、孔内に設置するための
設計・製作を行う．
○平成３０年度：
［１］第二世代震源装置については、長期連続運転試験を継続する。
［２］海底掘削
孔内震源の開発については、前年度までの試験結果を基に、孔内に設置して動作試験を実施する.
（８）平成 26 年度の成果の概要：
本年度は，第二世代震源装置および海底掘削孔内震源の開発について次の成果を得た
［１］第二世代震源装置
当面の実験用の震源設置場所として，名古屋大学三河観測所を選定し 、震源を設置した（図１）
。震
源の性能評価のため、２方向の震源装置のうち１台のみを設置した。さらにユニットを分離して１ユ
ニットでも稼働できるようにした。また、震源の周囲に加速度計を設置して、発信周波数に対応する
基礎地盤の動きをモデル化した（図２）
。並進成分は垂直成分よりも水平成分の方が振幅が大きく、軸
と平行な成分は非常に小さい。回転成分は垂直軸の廻りの回転は小さく、回転軸の廻りの回転が最大
となっている．動作実験の結果、制御系に若干のトラブルが発生したため調整が必要である。
［ ２］海底掘削孔内震源の開発についてはプロトタイプ１とプロトタイプ２（ 図３）の実験を実施し
た。おもりの落下およびバネの反発をモデル化したところ，ガイドレールや脱着機構部の摩擦によって
落下のばらつきが生じることが明らかになった。また落下するおもりの位置をレーザ変位計で連続に
測定することで震源関数を求め、近くに設置した地震計との間の伝達関数を求めることができた（ 図
４）
。ただ、連続稼働実験の際、ときどき着脱機構が引っかかるというトラブルが発生したため、改良
が必要である。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
山岡耕春・鈴木和司・國友孝洋・渡辺俊樹（ 2014 ）仕様標準化をめざした新型アクロス震源装置の開
発．日本地震学会 2014 年秋期大会．S19-P04．
横井大輝・山岡耕春・鈴木和司・立花健二（ 2014 ）地震波モニタリングのためのボアホール型シング
ルフォース震源の開発．日本地震学会 2014 年秋期大会．S19-P06．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
［１］第二世代震源装置については、制御系のトラブルを改良し 、１−２ヶ月の長時間の運転実験を行
う。
［２］海底掘削孔内震源については、平成２７年度は、プロトタイプ２を改良し 、おもりの着脱機
能の信頼性を高めるとともに、地上に設置して長期連続観測実験を行う。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
名古屋大学環境学研究科

山岡耕春、前田裕太

名古屋大学全学技術センター
他機関との共同研究の有無：有
海洋研究開発機構（ 荒木英一郎）
・東京大学地震研究所（ 渡辺俊樹）
・静岡大学理学部（ 生田領野）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山研究センター

電話：052-789-3046

e-mail：
URL：http://www.seis.nagoya-u.ac.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：山岡

耕春

所属：名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山研究センター
電話：052-789-3034

FAX ：052-789-3047
e-mail：kyamaoa@seis.nagoya-u.ac.jp

図１．第２世代アクロス震源を名古屋大学三河観測所孔内に設置したところ
第２世代アクロス震源。回転軸を水平にして遠心力で力を発生させる。写真は２台のユニットを直列に連結した
ところ。

図２

真剣基礎の剛体運動

並進３成分および回転３成分を、基礎に設置した加速度計記録を用いてモデル化した。

図３：落下型の震源装置。プロトタイプ１とプロトタイプ２
プロトタイプ１の実験で明らかになった問題点を解決して，プロトタイプ２を製作した。プロトタイプ２にはレー
ザ変位計が組み込まれている。

図４：プロトタイプ２の震源による伝達関数
１ｍ離れた場所に上下動速度型地震計を設置し 、繰り返し発信をして記録をとった。１回毎のおもりの落下から
震源関数を求め、地震計記録を震源関数でデコンボルーションした後にスタッキングした。

平成 26 年度年次報告
課題番号：1801
（ １）実施機関名：
京都大学理学研究科
（２）研究課題（または観測項目）名：
地震サイクルシミュレーションの高度化
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(4) 地震現象のモデル化
イ. 断層滑りと破壊の物理モデルの構築

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

(4) 地震現象のモデル化
ア. 構造共通モデルの構築

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
速度状態依存の摩擦（ RSF ）則に基づく地震サイクルシミュレーションにより、過去の地震発生履
歴の再現がなされ 、地震発生予測に繋げようとする研究が進んできた。しかしながら、現行の地震サ
イクルシミュレーションの多くは、主として計算上の制約から、

1) 媒質の簡単化：均質半無限弾性媒質を仮定
2) 動的破壊過程の簡単化：準動的地震サイクルシミュレーション
といった現実とは異なる簡単化が行われている。本研究では、こういった簡単化に

対する地震サイ

クルシミュレーションの高度化に関して以下の研究課題を扱う。
本研究課題は２次元モデルを用いる基礎的研究であり、1) と 2) を扱う。これには商用有限要素法ソ
フトウェア ABAQUS を用いる。工学分野では広く用いられてきた商用ソフトウェアであるが、最近で
は ABAQUS は理学的な不均質粘弾性媒質中での地殻変動研究にも用いられるようになっている。し
かし 、ABAQUS の特徴である接触解析機能は、ほとんど 用いられていない。
本課題ではこの接触解析機能を用いた RSF 則に基づく、地震サイクルシミュレーションモデルを構築
する。1) の媒質の問題について、まず重力場における、沈み込むプレートおよび地殻・マントルウェッ
ジでの不均質粘弾性構造を考慮した２次元地震サイクルモデルを構築する。これにより、不均質弾性・
粘弾性媒質が地震サイクルに及ぼす影響を評価する。また、２次元断面としては、2011 年東北地方太
平洋沖地震を含む断面とし 、特に島弧地殻・マントルウェッジ内に不均質粘弾性構造を導入し 、東北
地方太平洋沖地震サイクルそのものおよびサイクル中における島弧変動に及ぼす影響を調べる。これ
らのモデルは陰解法による ABAQUS standard を用いて開発する。

なお、これまでの地震サイクルシミュレーションでは、すべり応答関数を用いた境界要素法による
ものが主流であった。ここでは、以下の動的サイクルへの発展性を考えて、有限要素法による領域解
法を試みる点が新規性に富む。また、プレートを一定速度で沈み込ませ、プレート境界をマスタース
レーブ法による接触問題として扱い、プレート境界でのすべり発展および上盤側の粘弾性応答を見積
もる点が大きな特徴である。ただ、予備的シミュレーションでは、プレートを一定速度で沈み込ませ
る方法では、一定角度で沈み込むプレートしか扱えず、また安定した接触解析を行う点で問題があり、
プレート境界深部例えば 150km 以深でプレート収束速度に対応するすべり速度を与えて、それより以
浅を接触解析とする解法への変更を考えている。
上記モデルは、準動的地震サイクルモデルである。ところが最近、平面断層ではあるが 、2) の動的破
壊過程を含むシミュレーションでは、準動的地震サイクルシミュレーションとは大きく異なる結果が
報告され 、地震サイクルにおける動的破壊過程の重要性が指摘されている。難しい問題となろうが 、

2) の問題すなわち波動放射を含む動的破壊過程を、上記不均質モデルに組み込んだ、動的地震サイク
ルシミュレーションに挑む。この動的破壊過程には、陽解法の ABAQUS explicit に切り替えてシミュ
レーションを行う。
（７）本課題の５か年計画の概要：

H26 年度においては、ABAQUS 粘弾性地震サイクル１次モデル（簡単な不均質構造で接触解析に重点
をおいて開発）を構築する。
・重力の与え方の検討
・沈み込むプレートの屈曲を扱うプレート相対運動の与え方の検討

H27 年度においては、ABAQUS 粘弾性地震サイクル２次モデル（実際の海底地形や弾性・粘弾性構造）
を構築し 、動的破壊過程組み込みの検討を行う。

H28 年度においては、動的破壊過程を含む、ABAQUS ２次元不均質粘弾性東北日本地震サイクルモデ
ルを構築する。また論文化に着手する

H29 年度においては、論文を出版する。ABQUS モジュールのマニュアルを作成する
H30 年度においては、ABAQUS 地震サイクルモデルのまとめを行う
（８）平成 26 年度の成果の概要：
・ABAQUS 地震サイクルシミュレーションコード の開発
商用ソフトウェア ABAQUS を用いて 2 次元粘弾性地震サイクルシミュレーションコード の作成を
目指して，今年度は，１）重力の与え方に伴うモデルの検討，２）沈み込むプレートの屈曲を扱うプ
レート相対運動の与え方の検討を行った．
１）重力の与え方に伴うモデルの検討
モデル（ 図 1 左図）を作成し，プレート境界要素は，マスターとスレーブ要素を用い，接触解析を
行う．重力をかけ定常になった状態で，右上図のようにプレートの下端部で応力集中が見られたため，
右下図のようにモデルの修正を行った．右下図で右下端に大きな応力集中が見られるが，プレート下
半分は地震サイクル計算に大きな影響はないと思われる．
２）プレート運動の与え方の検討
図 2 右図下の状態から，白矢印のプレート収束速度（ 9cm/年）を与えて，準静的地震サイクルを計
算したところ，固着―すべりが発生するが，安定したサイクルが得られず，徐々にプレート上盤側領
域が上昇する現象が生じた．これはプレート境界面傾斜角とプレート運動方向の角度が 2 度ずれてい
たため生じていたと判明して訂正したが，依然安定したサイクルが得られていない．現状ではプレー
ト運動を直接与えているが，これは曲がった境界面では与えることが難しいため，境界要素法で行わ

れているように，プレート境界の深部（ 深さ 100km 以深）にプレート定常沈み込み速度を与えること
に変更した (図 2)．
次に，Kato and Yoshida (2011) の摩擦分布を与え，composite law によるサイクル計算を行ったが，
メッシュサイズが 3km と大きいため，固着―すべりを起こさなかった．そこで，図３のような 500m
メッシュを作成した．来年度はこのメッシュで計算を行う予定である．
・スペクト ル要素法（ SEM ）による 2 次元動的・準動的地震サイクルシミュレーションコード の開発
もう一つの課題に，動的破壊シミュレーションコード SEM2DPACK (Ampuero,2002) を元に，地震
間における準動的過程を実現するようにコード を改良し ，動的・準動的地震サイクルシミュレーショ
ンコード の開発を加える．
１）動的破壊シミュレーション
まず，2011 年東北地方太平洋沖地震を再現する簡単なモデル（図 4 ）を構築し，動的破壊部分の動作
確認を行った．地表を持つ均質弾性媒質領域 (450x195km) を 17317 個の四角形要素に分割し，傾斜角

20 °のプレート境界を設定する (図 4 左図)．地表は自由表面，他の境界は吸収境界となっている．速
度状態依存摩則の摩擦パラメータとして，特徴的すべり距離（ L ）0.8m，a,b，および初期せん断，法
線応力および強度のプレート境界面上での分布（ 図４右図）を与えている．図 4 左図の星印で初期破
壊が開始し ，bilateral に破壊は伝播し ，地表部分は速度強化 (a-b>0) 域であるが，破壊は地表まで達
し，陸側に再び伝播する．地表では大きな変位が現れる．これらは新しい成果ではないが，動的破壊
シミュレーションがうまく働くことを確認した．
２）動的・準動的地震サイクルシミュレーション

Kaneko et al,(2011) による地震間を扱う準静的計算スキームに従い，コード を改良し ，地震サイク
ルコードを作成した．まず，彼らと同じ anti-plane 問題を計算し，作成したコード の確認を行った．次
に，沈み込み帯を扱うため，in-plane 問題を扱うコード の作成を行ったが，その際，断層法線方向の変
位を考慮し計算に組み込む必要があった．また，地震間は，Rice(1993) による放射減衰項を用いる準
動的地震サイクルスキームを採用した．
このコード により，Kaneko et al.(2011) の anti-plane 問題を in-plane 問題として地震サイクル計算
を行った．図 6 に示すように，領域（ 120x90m ）の中心 (x=0) に断層をおき，断層中央に速度弱化域

(a-b<0)，その両側に速度強化域 (a-b>0)，その外側域に定常すべり速度 2mm/年（黒矢印）を与え，地
震サイクルを計算した（ 図 6 左上図参照）．図６はｚ軸向きの粒子速度を示している．図 6 左上図で
は，断層中心部速度弱化 (a-b<0) 領域が固着しているが，3 年後すべりが速度弱化域に浸透し（ 左中
図），震源核が形成され（ 左下図），さらに 3 時間後動的破壊（ 右上図），波動伝播（ 右中図），余効
すべり（右下図）といった地震サイクルが実現されている．なお，4 年間の１サイクル中に断層に沿っ
て変位の食いは 8mm であるが，計算された断層に垂直な変位は，大きな部分で地震間に 0.5mm，地
震時に解消する方向に 0.8mm 程度の大きさを持っている，
動的・準動的計算では，地震の繰り返し間隔は 4.02 年であるが，準動的では 3.13 年と短くなる．こ
れは，動的・準動的計算では，地震時すべり速度およびすべり量が大きくなるためである．Lapusta and

Liu (2000) 等で指摘されていることであるが，動的破壊も含む地震サイクルシミュレーションンの重要
性が確認された．地表面をもつ媒質中でも対称性のある垂直断層での計算はうまくできている．しか
しながら，断層の上盤と下盤で非対称になる傾斜断層では準動的部分がうまく計算できておらず，改
良する必要がある．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Shimizu, H. and K. Hirahara, Two-dimensional spectral-element simulations of earthquake cycle at subduction zones, AGU 2014 Fall Meeting, S33B-4515, San Francisco, USA, 2014.
清水宏幸・平原和朗，2011 年東北地方太平洋沖地震サイクルの動的効果を含む 2 次元スペクトル要素
法シミュレーション，日本地震学会 2014 年秋季大会，S08-P04, 2014.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：

ABAQUS 地震サイクルシミュレーションコード，および SEM2 次元動的・準動的地震サイクルコード
の開発を継続する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
京都大学大学院理学研究科：平原和朗・宮崎真一
他機関との共同研究の有無：有
京都大学防災研究所：西村卓也
東京大学地震研究所：亀

伸樹

東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター：太田雄策
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学大学院理学研究科
電話：075-753-3946

e-mail：hrahara@kugi,kyoto-u.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：平原和朗
所属：京都大学大学院理学研究科
電話：075-753-3946

FAX ：075-753-3714
e-mail：hirahara@kugi.kyoto-u.ac.jp

図1
左図：2 次元 ABQUS メッシュ図（ 従来モデル ）?上部地殻，?太平洋スラブ：弾性，他の領域は粘弾性．プレート
境界では，速度状態依存摩擦則に従う摩擦が働き，深さ 5-45km で速度弱化，0-5km および 45-100km で速度強化
摩擦特性を与えている．
右上図：従来モデルによる重力を働かせ，定常になった後のモミーゼス応力，右下図：改良したモデルによる応力

図2
赤線で囲まれた部分にプレート定常すべり速度を与えるように変更

図３
深さ 100km までのプレート境界付近の要素を 500m メッシュに細分

図4
左図：モデル
右図

上：摩擦パラメータ a,b 分布，下：初期せん断，法線応力，強度分布

図5
左図：断層上のすべり速度の時間発展（ 横軸 0km は地峡）
右図：すべりの時間発展（ 色付きコンターは 5 秒間隔）

図6

Kaneko et al.(2011) の anti-plane 問題を in-plane 問題とした，動的破壊過程を含む地震サイクルの計算例．ある地
震サイクル中（ 繰り返し間隔 4.02 年）でのｚ軸方向の速度場を示している．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1802
（ １）実施機関名：
京都大学理学研究科
（２）研究課題（または観測項目）名：
阿蘇火山における水蒸気爆発の予測および火山災害軽減のための観測研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
イ. 熱水系の卓越する火山

（ ４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測
3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(5) 地震・火山噴火の災害軽減のための情報の高度化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
阿蘇火山において、浅部熱水系の状態把握を目的とした多項目観測を行ない、水蒸気爆発の事前評
価の手法開発へと展開させ、地域の防災・減災計画に貢献する。
活動的火口湖（ 湯だまり）を有する阿蘇火山では、台風や集中豪雨などに関連して活動状況が変化
する事態がしばしば観察されていることから、火山の活動状況を把握し水蒸気爆発の予測をするため
には、火山体浅部の流体（ 熱水やガス）の移動やそれに伴う熱移動を捉える事が非常に重要である。
そこで、本研究では比抵抗観測手法の一つである TDM 法に基づいた ACTIVE 観測システムを用い、
高時空間分解能の比抵抗モニタリングから火山活動の推移に伴う浅部熱水系の変化を直接観測する。
また、熱水の流入による湯だまりの表面変動を検出するための空振観測網を構築する。さらに、短周
期地震アレイや稠密広帯域地震観測により、浅部地震波速度構造の時間的・空間的変化を抽出する。そ
してこれらを統合して、どの深さにどれだけの流体が存在し 、それがどのように時間変化するのかを
高精度で捉え、噴火発生場の理解を目指すとともに高度な火山活動のモニタリングシステムの構築を
目指す。
近年の阿蘇火山では、1989 年-1993 年の噴火以来、マグマを放出するような噴火活動は生じていな
い。しかし 、2005 年、2009 年および 2011 年に小規模噴火が発生し 、また 2013 年 9 月および 12 月に
は噴火警戒レベルが 1 から 2 に引き上げられるなど 、静穏期から本格的な活動期に移行する段階を迎
えているとも考えられる。阿蘇では、火口近傍まで観光客が容易に立ち入れることから、小規模な水
蒸気爆発でも大きな被害が生じる可能性が高い。浅部熱水系の状態を把握するとともに、その情報を
気象庁や地元の防災機関と共有し 、有効な防災・減災対策に結びつける。
（７）本課題の５か年計画の概要：

地震及び火山噴火予知のための観測研究計画で構築された ACTIVE システムを増強して、高時空間
分解能での比抵抗モニタリングを行う。特に火口直下の熱水だまり周辺をターゲットとし 、数ヶ月〜
年単位のタイムスケールで生じる熱水系の状態変化に伴う比抵抗値変化、領域の拡大・縮小を捉える。
現在の観測網を増強し 、2-3 か月に 1 回の繰り返し観測を行う。

ACTIVE の観測に合わせ、年に 1 回、火口の西部および北部における短周期地震アレ イあるいは火
口近傍域における稠密広帯域地震観測を行なう。アレ イ解析による微動の発生源推定をおこなうほか、
散乱波解析や LOCADIFF 法の適用により、浅部地震波速度構造の時間的・空間的変化を抽出する。
阿蘇中岳第一火口湯だまりへは、常時、火山性流体の流入が起きており、この流入量あるいは流入
率が一定以上になると土砂噴出や水蒸気爆発が発生すると考えられる。水蒸気爆発の事前評価を行う
ために、湯だまり表面を変動させる程度の、規模が小さく発生頻度の高い流入現象のメカニズムを解
明する。そのため、火口周辺に空振観測網を設置し 、湯だまり表面の変動によって放射されるシグナ
ルを捉え、その発生時刻と継続時間とを明らかにする。併行して実施する地震観測や火口熱赤外観測・
湯だまり水位観測（ 別課題）の結果との比較から、火山性流体の物理量、移動プロセスについての定
量的な検討を行う。湯だまり消失時には、突発的な水蒸気爆発を誘引する火口閉塞 (微動停止) 過程の
モニタリングのためにも空振観測網が活用される。
こうして得られる結果から火口浅部熱水系の熱輸送・火山性流体移動モデルを構築するとともに 、
火口浅部の状態に関する情報を気象庁や地元の阿蘇火山防災会議協議会などと共有する。1990 年代に
頻発した水蒸気爆発の場合、前兆現象として数分前から小規模な地盤変動が観測されていた。このよ
うな観測結果を有効な防災・減災対策に結びつける方策を各機関と検討する。
年次進行を以下に示す。

26 年度 リアルタイム空振観測網の構築、ACTIVE ソース、レシーバー点の設置
27 年度

ACTIVE を二ヶ月ごとに実施する。そのうちの１ないし 2 回は稠密広帯域地震観測も同時に

実施する。

28 年度

ACTIVE を二ヶ月ごとに実施する。そのうちの１ないし 2 回は地震アレ イ観測も同時に実施

する。気象庁と水蒸気爆発前兆現象について検討

29 年度

ACTIVE を二ヶ月ごとに実施する。そのうちの１ないし 2 回は稠密広帯域地震観測も同時に

実施する。

30 年度 モデル化。気象庁や防災会議協議会と情報伝達方法についての検討
（８）平成 26 年度の成果の概要：
阿蘇火山の活動概況
近年の阿蘇火山では、1989-1993 年の噴火以来、マグマを放出するような噴火活動は生じていなかっ
た。しかし 、2013 年 9 月に二酸化硫黄の放出率が増え始め，火山活動に変化の兆しが見られた（ 2013
年 9 月 25 日-10 月 11 日噴火警戒レベル 2 ）、その後、短周期連続微動の活発化にともない、2013 年 12
月 27 日に再び噴火警戒レベルが２に引き上げられ 、2014 年 1 月には，中岳第 1 火口底に小火孔が開
いた．その後は、ごく小規模な噴火が繰り返し発生したが，3 月 12 日には噴火警戒レベルが 1 に下げ
られた。そして、6 月には火口底で水蒸気噴火（ 土砂噴出）が始まり，7 月には、3 回目の火口直下膨
張変動が発生し 、中岳第一火口の湯だまり（ 火口湖）が完全消失した。8 月下旬からは土砂噴出がと
きおり発生し 、8 月 30 日には再び噴火警戒レベルが２に引き上げられた。
その後、11 月 25 日にマグマ噴火が発生し 、現在（ 2015 年 2 月）も噴火は継続している。
阿蘇火山における全磁力連続観測
京都大学火山研究センターでは、阿蘇中岳第一火口周辺で 1991 年から地磁気全磁力連続観測を行っ
てきた。今年度はこの観測を継続実施し 、この観測から得られるデータについて、火山研究センター
内に設置されている磁力計データをリファレンスとして全磁力の単純差を求め、火山活動に関連する
地磁気変化、即ち地中温度により地殻岩石の磁化が変化することで生じる磁場時間変化をモニタリン
グしてきた。

その結果、2014 年 11 月の噴火の 1 カ月ほど 前から急激な磁場変化が観測された。この磁場変化の
センスは地中温度が急激に上昇した場合のものであり、解析 (グリッド サーチ) の結果、磁場変化源は
火口縁から地下約 150m 、第一火口・火口底から約 50m 深度に求まった。これは噴火活動に伴いマグ
マが浅部まで上昇し 、地中温度を急激に上昇させた事を示唆するものである。
一方、2014 年 11 月の噴火開始を受け、携帯電話によるテレメータが可能な観測機器を 2 点補充した。

ACTIVE 観測による比抵抗モニタリング
京都大学火山研究センターでは 、阿蘇中岳第一火口周辺で人工ソースを用いた繰り返し 電磁探査

(ACTIVE 観測) を実施し 、地下比抵抗のモニタリングを行ってきた。これまでの観測の結果、第一火
口の地下は表層付近で相対的に低抵抗、その下位で高抵抗、さらにその下位の地下 200〜300m 以深で
低抵抗の、低・高・低の構造を示す事が分かっている。
これは Kanda et al.(2008) の高密度 AMT 探査で求められた第一火口地下の比抵抗構造と調和的である。
特に Kanda et al.(2008) では第一火口直下に低抵抗域が局在する事が明らかになっており、その実体と
して地下から供給される火山性流体の一部がトラップされて形成された熱水だまりであるとするモデ
ルが提案されている。ACTIVE 観測で得られた第一火口地下の構造について、最下層 (地下 200〜300m
以深) の低抵抗層がこの熱水だまりに、その上の比較的高抵抗な層が熱水をトラップする不透水層に対
応し 、浅部の低比抵抗層が表層付近の低抵抗な水の層 (中岳第一火口の湯だまり) に相当すると考えら
れる。これまでの観測の結果、2011 年の小規模噴火などに際し 、熱水だまりに対応すると考えられる
低抵抗な最下層で比抵抗変化が観測された。
今年度においては、これまで行われてきた ACTIVE 観測を継続した。2014 年 11 月の噴火に際して
は、噴火前の 9 月の結果と、噴火直後の 11 月 (26 日) の結果を比べると、火口縁から地下 100〜150m
の領域で比抵抗が増加した事が観測された。比抵抗変化が見られた深さと地磁気変化源の深さは非常
に調和的である。これらの結果を総合すると、マグマが浅部まで上昇し 、地中温度を急激に上昇させ
地殻岩石が消磁され地磁気変化が生じた。また高温のマグマが上昇してきた事で地下水が押しのけら
れ比抵抗が相対的に高くなった、といった解釈が可能であると考えられる。
空振観測
第一火口周辺域に５点の整備が完了した。そのうちの 4 点のデータはテレ メータされており、第一
火口の噴火活動にともなう空振シグナルがモニタリング可能になった。
地殻変動観測

2014 年 7 月に火口直下のクラックが開口することに伴う地殻変動を観測した。これと同じ様な変動
は 2013 年 9 月と 2014 年 1 月にも観測されている。
地震観測
広帯域地震観測により、上述の地殻変動に伴う長周期微動（基本周期約 15 秒）の一時的な活発化が
捉えられた。その長周期微動の振幅および発生頻度は、ともに 2014 年 8 月から徐々に大きくなり、10
月 20 日以降は急増した。また、この長周期微動の活発化とともに、周期約 2 秒の連続微動の振幅も急
増した。この連続微動は Sassa(1936) などに示されている、第１種微動に対応するものと考えられる。
なお、2014 年 11 月の噴火をうけ、広帯域地震観測点を 2ヶ所に増設した。また、噴火前から火口の北
側において短周期地震計によるアレ イ観測を実施している。

2014 年 1 月の小規模噴火の前後には、短周期微動の振幅の急激な変化が観測されていた。そこで、
この噴火を対象にして、振幅比空間分布による連続微動の発生位置推定を行った。その結果、噴火開
始直前の微動位置は火口直下に推定され 、火孔形成に至る火道拡大過程を捉えることに成功した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
本課題は今年度で打ち切られ、本課題の内容と 1003「多項目観測に基づく火山熱水系の構造の時空
間変化の把握と異常現象の検知」のうちの阿蘇火山に関するものは、平成 27 年度より 1804「水蒸気

噴火後の火山活動推移予測のための総合的研究 −御嶽・口永良部・阿蘇−」で実施される予定である。
新課題では、阿蘇火山について以下の内容を実施する。

ACTIVE 観測による比抵抗モニタリング
現在は、中岳第一火口の北側に 1 点、西側に 2 点、南側の第三火口内に 1 点の計 4 点のレシーバ (誘
導磁場観測) 点を展開しているが、火山灰放出とストロンボリ式噴火を断続的に繰り返している現状で
は、特に火口北側及び第三火口内の点については安全性の面から繰り返し観測の継続が困難な状況に
ある。そこで比較的退避の容易な火口西側で、既存の 2 点に加え 1 点を追加し 、計 4 点での繰り返し
観測を継続する。
データ解析について、これまでは各観測データから比抵抗構造を求めその時間変化を議論してきた
が、本計画の観測点分布は西側に偏り空間的な情報が減ることとなる。そこで電磁応答関数 (レスポン
ス関数) の時間変化に着目し 、比抵抗構造が変化した領域のみをフォワード 計算を主として求める事と
する。
全磁力連続観測

26 年度に新設した地磁気観測点をテレ メータ化し 、噴火活動にともなう磁場変動をリアルタイムで
モニタリングする。
空振観測
オフライン観測点のテレ メータ化を図る。また、必要に応じて臨時のアレ イ観測を実施する。
地震観測
一部の観測点では火山灰や泥流の影響により観測が中断している。それらの代用となる観測点を設
置する。
空振波形も参照し 、第 1 種微動の発生機構をモデル化する。また、長周期微動の活動様式とマグマヘッ
ド の位置の関係などを考察する。
地質調査
火山灰の放出量の時間変化を明らかにするために、阿蘇カルデラ内外での降灰調査を実施する。そ
して、微動振幅の変化と放出量変化の関係を明らかにする。また、歴史時代を中心とした完新世の水
蒸気噴火発生履歴を解明することを目的として、中岳火口周辺域においてテフラ層序に関する調査を
行う。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設火山研究センター
他機関との共同研究の有無：有
東北大学大学院理学研究科（ 山本希）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設火山研究センター
電話：0967-67-0022

e-mail：
URL：http://www.aso.vgs.kyoto-u.ac.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：大倉敬宏
所属：京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設火山研究センター
電話：0967-67-0022

FAX ：0967-67-2153
e-mail：bonkura@aso.vgs.kyoto-u.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1803
（ １）実施機関名：
京都大学理学研究科
（２）研究課題（または観測項目）名：
実観測データに基づく断層面の摩擦パラメータと地殻活動の状態推定のためのデータ同化手法の構築
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(4) 地震現象のモデル化
イ. 断層滑りと破壊の物理モデルの構築

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
大地震の発生予測へとつながる地震サイクルシミュレーションを行うにあたっては、摩擦構成則に
現れる摩擦パラメータをどのように設定するかが重要である。観測データから摩擦パラメータを推定
する手法としてはいくつか候補が考えられるが 、データ同化の理論やアルゴ リズムの実際の問題への
適用可能性は，データとモデルの特性に強く依存する。そこで、複数のデータ同化アルゴ リズムを用
い、設定された物理モデルに対する各アルゴ リズムの特性や適用上の問題点を調査するとともに、そ
の結果に基づいてアルゴ リズムの改良を行う。
第１の課題として、豊後水道や八重山地域のように繰り返し発生してきたスロースリップを対象に、
速度・状態依存摩擦構成則に基づいて断層面上の摩擦パラメータおよびすべりの履歴を推定する手法
を確立する。基礎となる手法としてアジョイント法とアンサンブルカルマンフィルタ・粒子フィルタ
（特殊な例として SIS を含む）という２つのやや性質の異なるアプローチをとり，それぞれの手法の長
所・短所を調査する。それに基づき、摩擦パラメータやすべりの履歴を推定する上で最適と考えられ
る手法を構築する。また、数値シミュレーションの分野で利用されている階層型行列（ H-matrix ）を
データ同化にも適用し 、計算の高速化を図る。
第２の課題は、余効すべり域の摩擦パラメータ推定の問題である。余効すべりを扱う上では、観測
データに含まれる複数のプロセスから余効すべりの成分のみを抽出し 、摩擦パラメータの推定に用い
ることが肝要である。そこで本課題では、速度・状態依存摩擦構成則に従う余効すべりと、地震時の
すべり及び余効すべりによる上部マントルの粘弾性応力緩和の双方を取り入れたプレート境界地震の
余効変動の物理モデルを構築し 、GPS データを用いてプレート境界の余効すべり域における摩擦パラ
メータや初期条件、上部マントルの粘性率を推定するためのデータ同化手法を開発する。複数のアル
ゴ リズムを用いた結果に基づいてアルゴ リズムの改良を行い、GPS データを同化し 、余効すべり領域
の摩擦パラメータと上部マントルの粘性率を推定する。

摩擦パラメータの妥当な値を決めるためには、推定の信頼性や空間分解能を一層高めることが不可
欠である。そこで本課題の第３の課題として、地震活動をデータとした摩擦パラメータ推定を行う。解
析の枠組みとしては、Dieterich(1994) による摩擦構成則に基づく地震活動度モデルを用い、実際の地
震活動度に合うよう摩擦パラメータの推定を行う。計算アルゴ リズムとしては、マルコフ連鎖モンテ
カルロ法が 、まず考えられるが 、主に計算時間の面でのコストが高い。プレート境界のように、地震
サイクルシミュレーションの精度向上に寄与出来るような広い領域を扱うには限界があるため、特に
この点を考慮した解析手法の確立を目指す。例えば 、
「ラプラス近似」など 、統計科学で用いられる近
似手法の適用を検討し 、効率的なアルゴ リズムの開発を行う。そして、比較的小さな解析領域を対象
とした、人工的に生成したデータに基づく数値実験（いわゆる「双子実験」）から始め、地震サイクル
シミュレーション等から得られる結果との整合性を踏まえつつ、実データへの適用を行う。その状況
に応じ 、パラメトリックモデルの導入なども検討し 、最終的には、例えば 、2011 年東北地方太平洋沖
地震の余震データを解析することで、三陸沖全体のような広い領域での解析を行う。
（７）本課題の５か年計画の概要：
（ 平成 26〜28 年度）
スロースリップおよび余効すべりの課題では、粒子フィルタ、アンサンブルカルマンフィルタ、マル
コフ連鎖モンテカルロ法等の複数のデータ同化アルゴ リズムの計算コード を作成する。初めに、これ
らのアルゴ リズムを摩擦パラメータの空間分布が低解像度の比較的小規模なモデルに適用して数値実
験を行い、アルゴ リズムの特性や適用上の問題点を明らかにする。また、初期条件と摩擦パラメータ
を同時に推定する方法を数値実験により検討する。この結果を基にパラメータ推定が効率的に行える
ようにアルゴ リズムの改良を行い、改良されたアルゴ リズムを実データに適用する。
地震活動データ同化の課題では、計算コストの軽減化、特に計算速度の短縮に重点を置いたアルゴ
リズム開発、比較的小さな領域を対象とした数値実験、例えば 、2005 年宮城県沖地震の余震データを
用いるなどした、小領域における実データ解析を行う。
（ 平成 29〜30 年度）
スロースリップおよび余効すべりの問題では、摩擦パラメータ空間分布が複雑になり、モデルが比
較的大規模になった場合の同化アルゴ リズムの性能を数値実験により検討する。これらの結果を基に、
比較的大規模なモデルにも適用できるように同化アルゴ リズムを改良する。改良されたアルゴ リズム
を実データに対して適用する。
地震活動データ同化の課題では、広い領域を扱うためのアルゴ リズム拡張と、それに関連する数値実
験、そして、2011 年東北地方太平洋沖地震の余震データなど 、広い領域に対する実データ解析を行う。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
１． アンサンブルカルマンフィルタによるスロースリップ発生領域の摩擦パラメータ推定手法の開発
スロースリップ イベント（ SSE ）の発生領域の摩擦パラメータ手法としてアンサンブルカルマンフィ
ルタを採用し 、適用可能性について、八重山 SSE を模した数値実験を行った。最初に SSE が発生する
ような摩擦特性を与えて数値シミュレーションを行った。断層面を 2km 四方の 2000 個のメッシュに
区切り、パラメータ A と L は全体で一様とした。また、B を空間的に変化させ、半径 29km の円領域
を SSE 発生域、その外 29 33km を遷移領域、その外を安定領域とした（ 図１）
。そして、準動的な運
動方程式、速度・状態依存摩擦構成則、aging law を連立させ解き、発生間隔平均約６か月のＳＳＥを
再現した。ここで与えた摩擦パラメータのセットを真値と呼ぶ。真値は未知の量である。
次に、初期時刻に表１に示した第一推定値を与え、アンサンブルカルマンフィルタによってシミュ
レーション変数と摩擦パラメータを同時推定した。
図２に推定結果を示す。第一推定値は真値から大きくずらしていないので、パラメータの変動もそれ
ほど 大きくなっていない。顕著な点としては、L の推定値が 、SSE 発生に同期して変動を見せている
ことである。

現状として数値実験のためのシステムが完成した段階であり、本格的な数値実験は来年度に実施す
る予定である。
２．余効すべりに基づく摩擦パラメータと初期条件の同時推定手法の開発
逐次データ同化により速度・状態依存摩擦法則に基づく断層すべりのシミュレーションモデルの摩擦
パラメータと初期条件（シミュレーションの変数）を同時推定する手法の開発を行った．この目的の
ために，未知変数の確率分布を逐次推定するための粒子フィルタ/スムーザ及びアンサンブルカルマン
フィルタ/スムーザの計算コード を作成した．余効すべりに対するこれらのデータ同化手法の特性や問
題点を明らかにするために，模擬観測データを用いた数値実験を行った．数値実験では，シミュレー
ションによって作成した余効すべりに観測ノイズを加えたものを模擬観測データとし，上記 2 つの同
化手法を用いて 1 自由度モデルの摩擦パラメータとシミュレーション変数を推定した．
粒子フィルタ/スムーザを用いた場合，アンサンブルの退化（アンサンブルを構成する粒子のほとんど
が同じ値を持ってしまう現象）が非常に発生しやすく，多数の粒子を用いても未知変数の確率分布を
推定することは困難であることが分かった．一方，アンサンブルカルマンフィルタ/スムーザを用いた
場合は，粒子数が少なくても退化は発生せず，確率分布を推定することができた．
図３にアンサンブルカルマンフィルタ/スムーザを用いて推定されたシミュレーション変数の時系列と
摩擦パラメータの確率分布を示す．すべりとすべり速度については，真値に近い値が推定されている
が，状態変数については真値から大きく離れており，分散が大きい．摩擦パラメータについても分散
が大きく，L には偏りが見られる．この結果は，状態変数と摩擦パラメータの間にはトレード オフが
あり，余効すべりのみからモデルの全ての変数・パラメータを拘束することが困難であることを示す．
今後，定常摩擦を仮定した状態変数を含まないモデルを用いることにより，摩擦パラメータの真値を
再現することができるかど うかを検討する必要がある．
３．地震活動に基づく、派冊パラメータ推定・滑り分布推定手法の改良
本研究課題における計画の１つに、地震活動を元に摩擦パラメータ推定を行うための手法開発があ
る。この一環として、推定手法の改良を行った。
推定の概要は以下の通りである。応力変化と摩擦構成則から地震活動度を得るモデル [Dieterich, JGR,

1994] から期待される地震活動の空間分布が、実際に観測されたものと合うよう、摩擦構成則に含まれ
るパラメータ（ 即ち、摩擦パラメータ）と、必要な応力変化を引き起こす滑り分布を求める。滑り分
布には、その空間変化が滑らかであるという拘束を課し 、摩擦パラメータと合わせ、マルコフ連鎖モ
ンテカルロ法（ MCMC ）により推定を行う。
現段階では、この手法を余震分布データに適用することで、本震時の滑り分布と本震断層における
摩擦パラメータ推定を試験的に行っている。問題は、
「空間分布の滑らかさ」の重み（ 以下、w ）をど
う決めるかということである。これまでの経験から、w の値によって、推定した滑り分布に対応する
本震のマグニチュード（ M ）が変わることが経験的に分かっている。それゆえ、w の値をいろいろと
変え、計算を行うことで、実際の本震の M に合うような w を選んでいた。但し 、MCMC の計算時間
は多大なものとなることが往々にしてあり、このような計算コストの高いことを複数回行うことには
限界がある。
そこで、M の情報も確率分布（ 事前分布）として与えることで制約として課し 、w の確率分布（ 事
後分布）をベイズ的に推定することで、1 回の計算で済むよう、手法の改善を行った。ここでは、解析
対象とする余震の本震マグニチュード の事前分布は正規分布に従うと仮定した。そして、その平均は
グローバル CMT(GCMT) カタログによるものから、標準偏差は Kagan [2012, Tectoophysics] によって
求められた GCMT カタログ M の推定誤差から取得することとした。

2005 年宮城県沖地震へ適用した例を以下に示す。これまでのやり方では、図４に示す通り、例えば
7 つの異なる w の値に対して計算を行い、GCMT カタログにおけるこの地震の M（ 正確にはモーメン
トマグニチュード Mw ）7.2 に適合する w = 0.0004 を選択するに至った。しかし 、ベイズ的な推定によ
り、図５に示す通り、w の事後分布を得ると同時に摩擦パラメータと滑り分布の推定を行い得た。な
お、この w の事後分布平均は 0.000483 、標準偏差は 0.000148 で、w を点推定した図 x1 の結果と整合

的である。以上により、計算コストの軽減が計られ 、効率的な推定を行うことが可能となった。
一方、これと平行して、MCMC ではなく、
「ラプラス近似」と呼ばれるアルゴ リズムに基づくベイ
ズ推定手法の試みも行った。但し 、地震活動度データ・摩擦パラメータ推定への適用は簡単ではない
ので、比較的扱いやすい地震検知能力推定の問題への適用を、今後のアルゴ リズム開発へ資すること
を目的として行った。
４

余効変動のモデル化
東北地方太平洋沖地震の地震時および地震後の GEONET および海上保安庁の GPS/Acoustic データ

を用い、Fukahata and Matsu ura (2006) による Maxwell 媒質に対する粘弾性応答関数を用い、単純な
２層水平成層構造を仮定して、地震時すべり、余効すべり、粘弾性緩和を同時推定した。今後は余効
すべりの部分から摩擦特性の推定につなげる手法を開発予定である。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

(9) 平成 26 年度の成果に関連が深いもので，平成 26 年度の公表された主な成果物（ 論文・報告書
等）Iwata, T., and M. Kanao, A quantitative evaluation of the annual variation in teleseismic detection

capability at Syowa Station, Antarctica, Polar Science, doi:10.1016/j.polar.2014.10.002, 2015 (印刷中、
3 月出版予定)
Yamagiwa, S., S. Miyazaki, K. Hirahara, and Y. Fukahata (2015), Afterslip and viscoelastic relaxation following the 2011 Tohoku-oki earthquake (Mw90) inferred from inland GPS and seafloor GPS/Acoustic
data, Geophys. Res. Lett., 42, 66-73, doi:10.1002/2014GL061735.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：

(10) 平成 27 年度実施計画の概要
状態変数を含まないモデルを用いた場合に，余効すべりから摩擦パラメータを正確に再現できるか
ど うかを確認する．また，今年度と同様の数値実験を多自由度モデルを用いて複数のデータ同化手法
に対して行い，それぞれの同化手法の特徴や適性を明らかにする．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
京都大学大学院理学研究科：宮崎真一・平原和朗
他機関との共同研究の有無：有
京都大学防災研究所：西村卓也
東京大学地震研究所：福田淳一・長尾大道
海洋研究開発機構：堀高峰・日吉善久
常磐大学コミュニティ振興学部：岩田貴樹
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学大学院理学研究科
電話：075-753-3911

e-mail：miyazaki.shinichi.2m@kyoto-u.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：宮崎真一
所属：京都大学大学院理学研究科
電話：075-753-3911

FAX ：
e-mail：miyazaki.shinichi.2m@kyoto-u.ac.jp

図３ アンサンブルカルマンフィルタ/スムーザにより推定されたシミュレーションの変数の時系列と摩擦パラメー
タの確率分布．
（ 上）左からすべり，すべり速度，状態変数の時系列を示す．青線は全粒子，緑線は全粒子の平均値，赤線は真値
の時間変化を表す．
（ 下）左から速度・状態依存摩擦法則のパラメータ L, a*sigma, (a-b)*sigma の確率分布を示す．
赤線は真値を表す．

図４

2005 年宮城県沖地震を例として、滑りの「空間分布の滑らかさ」の
重み (w) を点推定した場合。この地震の Mw = 7.2（ 図の点線）に合う
w = 0.0004 が選択される。

図５
図４同様、2005 年宮城県沖地震を例とし 、ベイズ推定により

w の事後分布を推定した場合。事後分布の平均は 0.000483 、標準偏差は
0.000148 で、図 x1 に示した点推定の結果と概ね整合的である。

図１

八重山 SSE を模した数値実験で用いたモデル

表１

摩擦パラメータの第一推定値、真値、解析値（ 推定値）

図２
（ 左上）摩擦パラメータの推定値（ 解析値）の時間変化。
実線が推定値、破線が真値を表す。
（ 左下）SSE 発生域の中心におけるすべり速度の時間変化。

平成 26 年度年次報告
課題番号：1901
（ １）実施機関名：
京都大学防災研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
史料の収集・翻刻・解析による過去の大地震および自然災害の調査
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ア. 史料の収集とデータベース化

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
ア. 史料，考古データ，地質データ及び近代的観測データ等に基づく低頻度大規模地震・火山
現象の解明

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(1) 地震発生長期評価手法の高度化
3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(1) 地震・火山噴火の災害事例の研究
4. 研究を推進するための体制の整備
(3) 関連研究分野との連携の強化
(4) 研究者，技術者，防災業務・防災対応に携わる人材の育成

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
地震史料の収集、翻刻、解析により、過去の地震および関連する現象についての情報を得る。特に
南海トラフの巨大地震にともなう上下地殻変動の解明、および 、地震の本震・余震の分離や震源域の
確定、地震にともなう災害（ 強震動、地盤沈下、地すべり、洪水など ）の理解を目指す。地震が一定
の期間を置いて繰り返す性質があることから、過去の履歴をより詳細にとらえることで防災・減災に
貢献する。また、史料には地震そのものだけでなく、これによる被害状況やそれへの対応などの情報
も含まれており、研究計画のことばを借りれば「災害誘因」
「災害素因」を合わせた情報を得ることに
より、地域の防災・減災に貢献できると考えている。
（７）本課題の５か年計画の概要：

史料の収集および現地調査、史料の解読をおこない、得られたデータをもとに過去の地震の解析を
実施する。斜面崩壊や洪水などの災害、地変など 付随する諸現象にも着目する。対象は、史料の収集
状況にも依存するが 、たとえば南海トラフの巨大地震、内陸の大地震（ 特に斜面崩壊をともなったも
の。たとえば 、慶長伏見地震、寛文近江若狭、弘化善光寺地震、安政伊賀上野地震、寛政雲仙噴火、天
明浅間噴火）などである。
あわせて、歴史学の専門家の協力を得て、合宿形式等の研究会（翻刻を主とした史料解析の実践）を
開催するなどして、地震学のバックグラウンド をもちながら史料の解読もできる人材を育成する。
以上の研究については、5 年間継続して実施するが、平成 26 年度〜27 年度は内陸地震、、平成 28 年
度〜30 年度は南海トラフの巨大地震について調査・解析をおこなうこととする。合宿形式の研究会に
ついては毎年実施する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
史料の収集および現地調査と史料の解読をおこない，得られたデータをもとに過去の地震の解析を
実施した．今年度は特に，弘化四年善光寺地震，安政二年江戸地震，天明三年浅間山噴火，安政三年
の江戸風水害を対象とした．弘化四年善光寺地震および天明三年浅間山噴火については，京都大学が
所蔵する史料を中心に解読をおこない，既存の史料集に収録されている史料との比較検討をおこなっ
た．安政二年江戸地震および安政三年の江戸風水害については，史料の翻刻を実施した．
歴史学の専門家の協力を得て古地震に関する研究会を開催した．この研究会の内容は，翻刻を主と
した史料解析の実践および歴史学に関する話題の講演である．翻刻にあたっては歴史学の専門家の指
導および史料の背景の説明を受けた．また講演では，古文書解読の背景となる知識を得た．この研究
会は，地震学のバックグラウンド をもちながら史料の解読もできる人材の育成の端緒となっただけで
なく，歴史学，人文情報学，地質学，気象学，地震学といった幅広い分野の研究者および学生の研究
交流の場ともなった．
以下にこれまで解読した，あるいは解読中の史料について，名前，対象とする地震等をしるす．
・
「信越震漲録」，弘化四年善光寺地震
・
「弘化四丁未大地震御届書写」，弘化四年善光寺地震
・
「信州大地震前後天災之記事」，弘化四年善光寺地震
・
「見聞書写」，天明三年浅間山噴火
・
「浅間の記」，天明三年浅間山噴火
・
「浅間山焼候ニ付松平讃岐守見分候者届出ニ書付」，天明三年浅間山噴火
・
「浅間山焼大変記」，天明三年浅間山噴火
・
「浅間山焼一件」，天明三年浅間山噴火
・
「信州浅間山土砂降り所々書上并はなし 」，天明三年浅間山噴火
・
「信州大地震聞書」，弘化四年善光寺地震
・
「弘化四未年三月信濃国大地震ニ付同国在陣御代官届書写」，弘化四年善光寺地震
・
「丁未震災録」，弘化四年善光寺地震
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
京都大学に所蔵されている自然災害史料の解読と画像化―弘化四年善光寺地震と天明三年浅間山噴火
―，2014，加納靖之・服部健太郎・中西一郎・岩間研治・植草眞之介・五島敏芳・福岡浩・安国
良一・渡辺周平，京都大学防災研究所年報，57B，102-105．
京都大学学術支援室，2015，京都大学アカデミックデ イ 2014 報告書．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年度は，内陸地震を中心に，南海トラフの巨大地震についても一部調査・解析をおこなうこ
ととする．内陸地震はたとえば，慶長伏見地震，寛文近江若狭，弘化善光寺地震，安政伊賀上野地震，

寛政雲仙噴火，そのほか，天明浅間噴火についても史料の解読・調査・解析を実施する．合宿形式の
研究会（ 翻刻を主とした史料解析の実践）については継続して実施する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
京都大学防災研究所 加納靖之
京都大学大学院理学研究科 中西一郎
他機関との共同研究の有無：有
京都大学総合博物館 五島敏芳
新潟大学 災害・復興科学研究所 福岡浩
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所附属地震予知研究センター
電話：

e-mail：
URL：http://www.rcep.dpri.kyoto-u.ac.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：加納靖之
所属：京都大学防災研究所附属地震予知研究センター
電話：0774-38-4216

FAX ：0774-38-4239
e-mail：kano@rcep.dpri.kyoto-u.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1902
（ １）実施機関名：
京都大学防災研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
近代観測以降の大噴火時の観測データの整理と低頻度大規模噴火予知に寄与する情報の抽出
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
ア. 史料，考古データ，地質データ及び近代的観測データ等に基づく低頻度大規模地震・火山
現象の解明

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山
イ. 熱水系の卓越する火山

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
近代観測データが得られるようになった噴火事象の中で顕著な国内の噴火について観測データを網
羅して整理する．そして，噴火発生前後の地震活動，地盤変動などをから，現在の観測データから低
頻度大規模噴火予知に役立つ情報を抽出する．
明治・大正の日本の科学黎明期に発生した大規模噴火として，磐梯山明治噴火と桜島大正噴火を取
り上げ，文献事例調査と当時の観測データの再検討をする．
磐梯山明治噴火については，既存の研究結果を検証するために，水蒸気爆発時の地震動の聞き取り
調査結果から震度分布から震源位置とメカニズムを評価する．爆発発生源の位置と火山構造探査結果
との比較検討を行う．あわせて明治期の限られた火山の知識に基づいて推定された噴火メカニズムを
現代の火山学知見にて検証する.
桜島大正噴火については，地震と地盤変動の定常観測データを用いて，桜島におけるひずみ速度と
応力変化の構成関係を明らかにする．そして，大正噴火時の地震回数や規模からひずみ速度を推定す
る．大正噴火に至った時点での積算ひずみ速度を推定して，今後の噴火警戒レベル設定のおおよそ目
安（ 閾値）とする．また，大正噴火の時に発生した桜島地震の再評価を行う．気象庁と連携して，各
地の測候所の地震記録を入手して，震源とメカニズムを推定する．
本研究において大噴火の前兆現象の理解を進めることで項目２．
（ ４）事象系統樹の高度化による火
山噴火予測の研究に寄与できる．

（７）本課題の５か年計画の概要：
本課題は，地震・噴火予知協議会共同事業に基づいた計画である．
平成 26 及び 27 年度においては，磐梯山明治噴火については，水蒸気爆発時の地震動の聞き取り調査
結果から加速度分布（ 震度分布）を精査して，震源位置とメカニズムを評価する．
平成 27〜29 年度においては，桜島大正噴火の地震活動の再評価を行う．現在の観測から得られてい
る地盤変動と地震活動からひずみ速度と応力変化の関係を明らかにして，大正噴火当時の群発地震か
ら地盤変動を推定して評価する．桜島地震については，現存する波形記録を用いて震源決定とメカニ
ズム解推定を行う．また，磐梯山明治噴火については前兆現象についてその物理的背景を検討し , 低頻
度大規模噴火のメカニズムの知見の向上を目指す.
平成 27〜30 年度においては，前述の調査対象火山について観測データ・資料・論文などを収集して
整理する．そして，現在の観測データから低頻度大規模噴火予知に役立つ情報の抽出を行う．
（８）平成 26 年度の成果の概要：
磐梯山明治噴火についての実施内容は以下の通りである．磐梯山噴火時の小林栄の避難ルートの確
認，枇杷沢の土石流地の地形確認，並びに 1879 年 E.Naumann のスケッチ位置の同定，のための現地
調査を行った．東京大学文書館の検印録目次並びに官庁往復目録から明治２１年磐梯山噴火直後の関
係資料を収集し解読作業を行った. 横浜開港記念館にて当時のお雇い外国人教師の磐梯山関連の資料を
収集した.
桜島大正噴火についての実施内容は以下の通りである．噴火に前駆した地震活動を調べるために，
当時の鹿児島測候所（ 現鹿児島地方気象台）によるグレ イ・ミルン式地震計の煤書き記録の調査を開
始した．まず，当時の鹿児島測候所の正確な座標値を確認した．そして，煤書き記録の状態を把握し，
地震活動度を把握するためのパラメータ抽出を開始した．また，既存文献である Omori (1920) に記載
してある震度から地震エネルギー量を計算して噴火に至るまでの地震エネルギー量の変化をしらべた．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
浜口博之・植木貞人・中道治久, 2014, 1888 年磐梯山水蒸気爆発に関するノートー (3)1888 年の水蒸気
爆発論考に潜むジレンマー，火山，59, 287-298.
浜口博之・中道治久, 2014, 2014 年御嶽山水蒸気爆発；過熱水ジェットの危機的噴出, 日本火山学会講
演予稿集, UP-23, U25.
浜口博之・中道治久・植木貞人, 2014, 1888 年磐梯山水蒸気爆発 (7) 磐梯式噴火 の新しい解釈, 日本
火山学会講演予稿集, B1-29, 73.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
本年度は明治 21 年磐梯山噴火機構の解明関連する背景的な誤信の要因を徹底的に検討するとともに ,
現代の火山学知見にもとづき明治期の限られた火山の知識に基づく噴火メカニズムに修正をくわえる
とともに ,2014 年御嶽山や口之永良部島の水蒸気爆発明に寄与するモデル構築を行う. 桜島大正噴火に
ついては，前駆地震の煤書き記録からのパラメータ抽出をする．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
中道治久・井口正人（ 京都大学防災研究所附属火山活動研究センター）
他機関との共同研究の有無：有
浜口博之・植木貞人（ 東北大学大学院理学研究科），後藤和彦（ 鹿児島大学大学院理工学研究科）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所附属火山活動研究センター
電話：099-293-2058

e-mail：nakamiti@svo.dpri.kyoto-u.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：中道治久
所属：京都大学防災研究所附属火山活動研究センター
電話：099-293-2058

FAX ：099-293-4024
e-mail：nakamiti@svo.dpri.kyoto-u.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1903
（ １）実施機関名：
京都大学防災研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
プレート境界巨大地震の広帯域震源過程に関する研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

（４）その他関連する建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(3) 地震・火山噴火の災害誘因の事前評価手法の高度化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
プレート境界で起きる大−巨大地震の詳細な破壊過程を分析・比較することにより，巨大地震の発
生様式を解明し 、南海トラフ巨大地震の破壊様式の詳細を拘束することを目的とする。
（７）本課題の５か年計画の概要：

2011 年東北地方太平洋沖地震をはじめとして、プレート境界で起きた大地震〜巨大地震の震源過程
を広帯域地震動生成の観点で分析する。三次元速度構造モデルの利用や強震観測点のサイト評価を行
うことによって、近地のグリーン関数の信頼度を上げることにより，波形インバージョンの帯域を短
周期帯に拡張し 、広帯域でより信頼度の高いすべりの時・空間分布を求め、巨大地震の破壊様式の詳
細を解明する。また、過去に発生し既往研究があるイベントに関しては、遠地記録を用いたすべり分
布モデル、近地強震記録等を用いた強震動生成モデルをそれぞれ収集し 、解析周期帯域と時空間の解
像度を確認した上でコンパイルを行う。このようにして得られた複数の震源像を多角的に比較して大
地震〜巨大地震の発生・破壊進展過程の差異の有無を検討するとともに、将来発生する巨大地震の広
帯域震源モデルの構築と、発生様式の詳細を拘束する震源特性やパラメータを探る。
各年度の実施計画は以下を予定する。
平成 26 年度 既往震源モデル（ 長周期モデル、強震モデル ）の収集、震源モデリング
強震記録等の収集、強震観測点サイト特性評価
平成 27 年度 既往震源モデルの収集継続、周期帯別特性抽出、震源モデリング
強震記録等の収集、強震観測点サイト特性評価
平成 28 年度 広帯域震源モデルプロトタイプ提案、既往地震による検証
強震記録等の収集、強震観測点サイト特性評価
平成 29 年度 広帯域震源モデルプロトタイプの改良
発生様式特性分析，強震記録等の収集、強震観測点サイト特性評価

平成 30 年度 広帯域震源モデルの提案。
（８）平成 26 年度の成果の概要：

2011 年東北地震では海溝側の浅い領域では大すべりが起きたが，地震被害に直結する周期帯域（周
期 10 秒から 0.1 秒程度）の地震動は，震源域の深い側から生成されていたことが既往研究によって指
摘されている．この地震波放射特性の空間的な「棲み分け」が明らかであるのかど うかについて，強
震記録を周期帯別に同様の方法で解析し，それぞれの周期別震源モデルを比較することによって検討
した．
ここでは，周期５〜100 秒までの強震動を取り扱うこととした．グリーン関数は，三次元地下速度
構造モデル（ 全国１次地下構造モデル , Koketsu et al., 2012 ）を用いて計算した．解析周期帯における
三次元地下速度構造モデルの妥当性は，2011 年東北地震の震源域で発生した M6 クラスの地震の実地
震記録の再現を行うことにより確認した．解析周期帯の中での短周期帯である周期５〜10 秒では，三
次元速度構造モデルを用いることにより，一次元速度構造モデルより実地震記録の再現性がよくなる
ことを確認した．
震源過程解析にはフルベイジアン手法とマルチタイムウィンド ウ法（ Hartzell and Heaton, 1983 ）を
組み合わせた震源インバージョン手法（ 久保・他，2014 ）を用いた．震源断層面は全国１次地下構造
モデルの太平洋プレート上面の形状を参考に構築し，既往研究の 1 ／ 4 程度の面積の，約 16?× 16km
の大きさを持つサブフォルト 384 個を設定した．各サブフォルトの震源時間関数は 4 秒幅のスムーズ
ド ランプ関数を 2 秒ずらして 49 個並べることで表現した．
周期帯域としては周期５〜10 秒，10〜25 秒，25〜50 秒，50〜100 秒の４バンド とした．データは，
防災科学技術研究所 K-NET・KiK-net・F-net の 25 観測点における速度波形三成分を用いた．異なる
解析周期帯の震源モデル間の比較から，
（ 1 ）30m を超える大きなすべりを持つ宮城県沖浅部では長周
期（ 50〜100 秒）の地震波を強く励起したが，短周期（ 5〜10 秒）の地震波の励起は弱かった．(2) 宮
城県沖深部ではほぼ同じ場所で 40 秒の時間間隔をおいて二度の破壊が生じていた．この破壊の特徴は
全ての解析周期帯域で見られ，宮城県沖深部では短周期 (5〜25 s) 地震波のみならず，それより長周期
地震波も生成していたと考えられる．さらにこの２回の破壊の周期生成特性が，１回目の方が２回目
に比してより短周期を生成していたことを見出した．これらのことから，2011 東北地震の強震動生成
の「棲み分け」は単純ではないものの，地震被害に直結する地震動生成に関しては震源域の深い領域
から生成されているという震源モデル化の作業仮説としては 活用できると考えることができる．
また，最近起きた内陸地震の震源モデル構築に関する研究を進めた．具体的には 2014 年 8 月の米国
カリフォルニア州の南ナパ地震，2010 年ニュージーランド・ダーフィールド 地震，及び 2014 年 11 月
の長野県北部の地震の震源モデルを強震記録から推定した．
南ナパ地震（ Mw6.0 ）は，地震規模に比して地表地震断層を伴ったことや最大加速度１ g に迫る地
震動が観測されている。広帯域強震動シミュレーションによる震源モデルを構築した．経験的グリー
ン関数に用いることのできるイベント記録が採れている観測点が少ないため，強震動生成域は１つの
モデルを仮定した。破壊は北方向の浅い方に進んでいることがわかり，これによって震源近傍の地震
動の再現はできたが，震源域の南側での大加速度はこの震源モデルでは説明できず，複数のパッチを
設定する必要がある．

2010 年 9 月に起きたニュージーランド ・ダーフィールド 地震 (Mw7.1) は，余震分布や地表地震断
層，InSAR 解析結果から，複数の複雑な形状配置の震源断層が活動したと考えられる．特に破壊開始
点（ 震源）は横ずれの地表地震断層を生じた Greendale 断層から離れた位置にあり，余震分布からは
逆断層面上にあったと考えられる．強震記録を用いた波形インバージョンによる震源モデルを推定す
るとともに，最初の破壊が Greendale 断層の破壊を引き起こしたかど うかについての検討を，Tanaka

et al.(2014) の方法に倣って，最初の断層の破壊によって引き起こされる次の断層面上での応力変化 (Δ
CFF ）を時間関数として見積もることによって，ダ イナミックトリガリングの可能性を検討した．解
析の結果, 先行した破壊によって生じた地震波（ 応力変化）が , 離れた断層面上で引き起こした応力変

化によって破壊したと考えることができる結果を得た．

2014 年 11 月に起きた長野県西部の地震 (MJ6.7) の強震記録を用いた震源過程解析を開始した．こ
の地震でも，地震規模に比して食い違い量の大きい地表地震断層が生じていることや，局所的ではあ
るが，地震動によると考えられる地震被害が起きており，詳細な震源過程を検討することは地震被害
を検討するには重要であると考えられる．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
久保久彦・浅野公之・岩田知孝・青井 真, ベイジアンインバージョンとマルチタイムウィンド ウ法を
組み合わせた震源過程解析, 日本地震学会 2014 年秋季大会, A32-04, 2014 年 11 月.
田中美穂・浅野公之・岩田知孝・久保久彦, 強震波形を用いた 2010 年ニュージーランド Darfield 地震
の震源過程, 日本地震学会 2014 年秋季大会, A32-05, 2014 年 11 月.

Iwata, T., K. Asano, and H. Kubo, A source model of the 2014 South Napa Earthquake by the EGF broadband strong ground motion simulation, AGU 2014 Fall Meeting, S33D-4911, December 2014.
Tanaka, M., K. Asano, T. Iwata, and H. Kubo (2014).Source rupture process of the 2011 Fukushima-ken
Hamadori earthquake: how did the two subparallel faults rupture?, Earth Planets Space, 66, 101, doi:
10.1186/1880-5981-66-101.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 26 年度に解析を行った 2011 年東北地方太平洋沖地震の周期別強震動生成過程についての検討を
継続する．平成 26 年度に解析した内陸地震の震源モデルの整理を行い，既往の強震動予測のための震
源モデルとの関係を調べる．期間中に発生した被害地震等の震源モデリングを行う．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
岩田知孝
浅野公之
関口春子
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所地震災害研究部門（ 強震動）
電話：0774-38-4057

e-mail：iwata@egmdpri01.dpri.kyoto-u.ac.jp
URL：http://sms.dpri.kyoto-u.ac.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：岩田知孝
所属：京都大学防災研究所
電話：0774-38-4057

FAX ：0774-38-4053
e-mail：iwata@egmdpri01.dpri.kyoto-u.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1904
（ １）実施機関名：
京都大学防災研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
南海トラフ巨大地震の予測高度化を目指したフィリピン海スラブ周辺域の構造研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

(4) 地震現象のモデル化
ア. 構造共通モデルの構築

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
四国と南九州の下に沈み込むフィリピン海プレートとその周辺の構造をレシーバ関数解析や地震波
走時トモグラフィなどの地震学的手法により高精度に推定する。得られた構造をもとに、南海トラフ
巨大地震やマグマの発生場であるプレート境界面やマントルウェッジの物性や状態を明らかにする。加
えて、地震発生や強震動のシミュレーションに資する地震波速度構造モデルの開発を目指す。
（７）本課題の５か年計画の概要：
平成 26 年度においては 、四国東部において、フィリピン海スラブの傾斜方向とその直交方向に設
定された測線上に観測点を約 5km 間隔で配置する地震観測を計画し 、観測点候補地の選定と調査を行
う。適切と認められた観測点に地震計やデータロガー等を設置し 、観測を開始する。四国西部で行わ
れたアレ イ観測の既存データを用いて、レシーバ関数解析を行い、地震波速度不連続面の暫定的なイ
メージを得る。南九州において、前計画から行っている宮崎‐阿久根測線と宮崎‐桜島測線での同様
の観測を継続し 、データの蓄積を行うとともに、レシーバ関数解析によりフィリピン海スラブを含む
地震波速度不連続面のイメージングを行う。
平成 27 年度においては、四国東部において、地震観測を継続し 、地震波形データの蓄積を行う。必
要であれば 、追加の観測を開始する。前年度に得たデータに対して、レシーバ関数解析を行い、地震

波速度不連続面の暫定的なイメージを得る。その際、2002 年〜2004 年に行われた臨時観測のデータも
再解析し 、四国東部から山陰中部までのイメージを作成する。南九州において、観測を継続し 、デー
タの蓄積を行うとともに、レシーバ関数解析により地震波速度不連続面のイメージを更新する。地震
波の読み取り（ 外注）を行う。
平成 28 年度においては、四国東部において、地震観測を継続し 、地震波形データの蓄積を行う。レ
シーバ関数解析を行い、地震波速度不連続面のイメージを更新する。四国西部において、観測点候補
地の選定と調査を行う。適切と認められた観測点に地震計やデータロガー等を移設し 、観測を開始す
る。南九州において、トモグラフィ解析を行い、3 次元速度構造の暫定版を得る。
平成 29 年度においては、四国西部において、地震観測を継続し 、地震波形データの蓄積を行う。必
要ならば 、追加の観測を開始する。前年度に得たデータに対して、レシーバ関数解析を行い、地震波
速度不連続面の暫定的なイメージを得る。地震波の読み取り（ 外注）を行う。南九州において、トモ
グラフィ解析を行い、3 次元速度構造を更新する。
平成 30 年度においては 、四国東部と西部において、レシーバ関数解析を行い、地震波速度不連続
面のイメージを更新する。四国東部と西部のレシーバ関数解析の結果を併せて解釈し 、四国下に沈み
込むフィリピン海スラブの形状を推定する。地震波の読み取り（ 外注）を行う。四国において、トモ
グラフィ解析を行い、3 次元速度構造を更新する。これらと紀伊半島および南九州での結果を併せて、
紀伊半島〜四国〜南九州の広い地域において、南海トラフ巨大地震の震源断層であるフィリピン海プ
レート境界面近傍の物性や状態を解明する。地震サイクルシミュレーションや強震動予測に資する地
震波速度構造モデルを開発する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
本研究では，紀伊半島〜四国〜南九州の下に沈み込むフィリピン海プレートとその周辺の構造をレ
シーバ関数解析や地震波走時トモグラフィなどの地震学的手法により高精度に推定することを目標と
する．加えて，得られた構造をもとに，南海トラフ巨大地震の発生場であるプレート境界面やフィリ
ピン海スラブ周辺の物性や状態を推定や，地震サイクルシミュレーションや強震動予測に資する地震
波速度構造モデルの開発に必要な情報の抽出を目指す．平成 26 年度の成果の概要は以下のとおりで
ある．
紀伊半島では，前期 5 か年計画中に観測，解析がほぼ終了し，フィリピン海スラブ上面の 3 次元的
形状やスラブ周辺の 3 次元地震波速度構造が推定された．スラブ上面の深さが 30〜40 km になるあた
りで深部低周波イベント（ DLFE ）が発生するが，この発生域とその周辺の P 波速度（ Vp ）と S 波速
度（ Vs ）はともに -5 %程度の低速度異常を示した．Vp/Vs 比は 1.75〜1.8 とやや高い値を示した．海洋
地殻内の含水鉱物の脱水分解が進み，流体が放出されたためと考えられる．和歌山県北部の，上部地
殻に微小地震が多発する領域の下の下部地殻に Vp と Vs ともに -10 %にも及ぶ非常に強い低速度異常
域がやや東西に広がる形で存在することがわかった．ここに存在する流体が浅部の脆性領域に上昇し，
岩石中の間隙水圧を上げ，摩擦力を下げるため，この地域で微小地震が多発すると考えられる．和歌山
県北部の下部地殻の低速度域での Vp/Vs 比は 1.6 程度と低く，DLFE 発生域の高 Vp/Vs 比と対照的で
あることは興味深い．前者の流体はシリカに富んでいるのかもしれない．未解析波形データの読み取
りを業者委託により行った．この新しいデータを追加して，トモグラフィの再解析を行う予定である．
南九州では，前期計画から行っている宮崎−阿久根測線と宮崎−桜島測線での稠密リニアアレ イ観
測を継続し，レシーバ関数解析やトモグラフィ解析用の波形データの蓄積を行った．レシーバ関数解
析では，追加された波形データを解析し，レシーバ関数イメージを更新した．宮崎−阿久根測線のレ
シーバ関数イメージでは，昨年の報告でも述べたように，西北西に傾き下がるフィリピン海スラブ内
の海洋モホ面を深さ 120 km まで確認することができる．大陸モホ面は，測線の中〜西部では深さ 30
〜35 km にみられるが，東部のウェッジ域では不明瞭である．宮崎−桜島測線では，フィリピン海スラ
ブ内の海洋モホ面は深さ 80 km まで明瞭にイメージされている（図 1 ）．それとほぼ平行に低速度層の
上面を示す青い領域が帯状に深さ 60 km まで連なっている．大陸モホ面は，宮崎−阿久根測線と同じ

で，中部までは深さ 30〜35 km にみられるが，東部のウェッジ域では不明瞭である．両測線のウェッジ
部において大陸モホ面（ 高速度層上面を表す赤い部分）が不明瞭になるのは，ウェッジ部がスラブ起
源流体の影響で低速度化し，モホ面が高速度層上面ではなくなっているためと考えられる．このウェッ
ジ部には流体が存在するか，強度の弱い蛇紋岩に変成していると考えられ，ここに接するプレート境
界面は安定すべり域である可能性が高い．
四国では，東部において稠密リニアアレ イ観測を開始した．香川県綾川町から徳島県海陽町に至る
測線上に 7 点の臨時地震観測点を設け，2014 年 12 月から観測を開始した（ 図 2，写真 1 ）．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
澁谷拓郎，南海トラフ巨大地震の予測高度化を目指したフィリピン海スラブ周辺域の構造研究，日本
自然災害学会平成 26 年度学術講演会（ 鹿児島大学，鹿児島市），III-5-1，2014
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
紀伊半島では，今年度業者委託により行った未解析データの読み取り値のチェックを行い，この新
しいデータを追加して，トモグラフィの再解析を行う．
南九州では，稠密リニアアレ イにおいてデータが十分に蓄積されていない観測点の観測を継続する．
レシーバ関数解析では，追加された波形データを解析し，レシーバ関数イメージを更新する．トモグ
ラフィ解析用の近地地震の読み取りを業者委託により行う．
四国では，東部において東西方向の測線を設定し，観測点候補地の現地調査と地震観測装置の設置
を行い，稠密リニアアレ イ観測を開始する．今年度開始した南北方向の測線に関しては，観測を継続
し，蓄積されたデータを用いてレシーバ関数解析を行う．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
澁谷拓郎、寺石眞弘、山崎健一（ 地震予知研究センター）、井口正人、為栗
ンター）
他機関との共同研究の有無：有
京都大学理学研究科：大倉敬宏
東京大学地震研究所：小原一茂
名古屋大学環境学研究科：加藤愛太郎
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所

地震予知研究センター

電話：

e-mail：
URL：http://www.rcep.dpri.kyoto-u.ac.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：澁谷拓郎
所属：京都大学防災研究所
電話：0774-38-4192

FAX ：0774-38-4239
e-mail：shibutani.takuo.4r@kyoto-u.ac.jp

健（ 火山活動研究セ

図1
南九州の宮崎−桜島測線におけるレシーバ関数イメージ．レシーバ関数の振幅を共通の P → S 変換点で重合した
もので，S 波速度不連続面を表す．CM と OM を付した赤線は，それぞれ大陸モホ面と海洋モホ面の解釈線であ
る．黒丸と白丸はそれぞれ通常の地震と深部低周波地震を表す．

図2
四国東部における南南東−北北西方向の測線（ 赤線）と今年度設置した臨時地震観測点（赤＋）．青＋は定常地震
観測点，桃＋は 2002 年〜2004 年に行われた合同観測時の臨時観測点．水色の丸は気象庁による深部低周波地震．
緑線は活断層を示す．

写真 1

SL06 での観測の様子．露岩上に地震計を設置し，雨除けの笠と保護用の塩ビパイプをかぶせた．ソーラパネルを
載せたアングルの中段にデータロガとバッテリを収めてある．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1905
（ １）実施機関名：
京都大学防災研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
日本列島変動の基本場解明：地殻とマントルにおける物性、温度、応力、流動−変形
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震
イ. 海洋プレート内部の地震

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
地殻とマントルにおける変動現象の基本場（ 物質場、温度場、応力場、流動−変形場と、その複合場
としての地震発生場および流体−マグマ生成・上昇場）の理解を深化させ、同時に、それらを比較・
統合することで、地震発生場と流体‐マグマ発生・噴火場を統一的に理解することを目的とする。
（７）本課題の５か年計画の概要：
日本列島の物質場（ 特に 、地殻流体の分布と量）、温度場（ 地下温度分布、マントルポテンシャル温
度）、応力場（絶対応力とその分布）、流動―変形場（島弧地殻の粘弾性変形を含む）の定量的理解を、
地震波・電気伝導度に関する実験的および観測データの統合数値解析、火山岩・熱水・鉱脈の地球化
学組成解析、稠密地震観測結果の地震学的解析、および地殻変形データのインバージョン解析により
進める。それらの結果を統合して、地震発生場と流体‐マグマ発生・噴火場を統一的に理解すること
を目的とする。H ２６〜H ２７年度においては、特に有馬型塩水の採取、火山微量元素組成の定量的
解析手法の開発、含水岩石の地震波速度および電気伝導度の実験的測定に用いる試料作製、微小地震
データの整備、日本列島規模での流動変形場の数値フォワード モデルの構築を目指す。H ２８〜H ３
０年度においては、採取試料の化学・同位体分析とその定量的解析、含水岩石の地震波速度および電
気伝導度の実験的測定、微小地震データ解析による広域応力場の推定、数値フォワード モデルのパラ
メタースタデ ィを行い、物質構造、温度場、応力場、変形場の関係と、統合モデルの構築を目指す。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
日本列島の物質場・温度場、応力場、流動―変形場に関する下記研究を進めた。いずれもほぼ計画通
りに進行したといえる。

物質場・温度場：
日本列島下の流体の起源や分布を知る手がかりとして、構造線沿いに湧出する深部由来流体の調査、
分析、解析を行った。今年度は特に有馬温泉に産する有馬型塩水の起源について、下記の成果が得ら
れた。有馬型塩水は、非火山地域（マグマの関与やマグマ生成の場にない地域）であるにも関わらず、
火山性流体とほぼ同じ高い酸素―水素同位体比をもつ、高塩濃度の流体と定義される。これらの塩水
は、しばしば高いヘリウム同位体比を示し 、構造線沿いに見られる特徴があり、沈み込むスラブ由来
である可能性が指摘されている。そのタイプロカリティーである有馬温泉において、複数の泉源から
の試料の主成分組成、微量溶存イオン濃度、同位体組成（ 酸素、水素、ヘリウム、Sr-Nd-Pb ）を系統
的に測定した。特に、Sr-Nd-Pb 同位体比は、有馬温泉水にとってだけでなく、日本の温泉水にとって
（ 我々の知る限り）最初のデータとして注目される（ 図１）
。さらに、沈み込むスラブの温度−圧力経
路と、その脱水反応に由来する流体の酸素―水素同位体比の理論予測モデルを構築し 、予測値と観測
値を比較した（ 図２）。その結果、有馬地域の塩水は 、沈み込むフィリピン海プレートから直接的に
もたらされ 、構造線沿いにあまり組成を変えることなく上昇した可能性が高いことが分かった。西南
日本の前弧域に、温かいフィリピン海プレートから流体が供給されている初めての直接的証拠といえ
る。また、日本列島を含むグローバルな火山岩の Sr-Nd-Pb 同位体比のコンパイルとその統計解析に基
づき、沈み込み帯の脱水・加水過程が 、全地球規模のマントル不均質に影響を与えていることが議論
された。
応力場：
内陸域において発生した微小地震の発震機構解を整備し 、広域応力場の空間分布を列島規模で推定
した（ 図 1 ）
。得られた応力場とテクトニクスとの関係や活断層との関係についての議論を行った。そ
の結果、現在の応力場は日本列島の第四紀以降のテクトニクスと整合的であること、ほとんどの活断
層は現在の応力場に対して動き易い方向に形成されていることが明らかになった。
また、応力場と物質場の両方に関わる以下の実験的研究を進めた。クラックとそれを満たす流体量
の変化に伴うバルク岩石の弾性波速度及び電気伝導度の２つの物性の変化を解明するため，封圧，間
隙流体圧を制御して，含水岩石（ 花崗岩）の地震波速度と電気伝導度を測定した。これらの物性の理
解は、地震波速度・電気伝導度構造統合インヴァージョンにより、日本列島の地下の物性や応力状態
を解明するための基礎となると期待される。
１）間隙流体圧システムの改良
今年度は，間隙流体圧システムの改良を行い，有効圧（ 封圧―間隙流体圧）が最高 150 MPa の測定を
実現した。これまでの装置は，電気的絶縁のためにプラスチックの部品を使用しており，理論上では
有効圧 50MPa が限界であった。今回の改良ではプラスチック部品を極力減らし，ステンレスに置き換
えることでシステムを強化した。有効圧 150MPa で地震波速度，電気伝導度の同時測定可能なラボは
現在国内外問わず存在しないものと考えている。
２）加熱による岩石のクラック量の制御
平成２７年度から，加熱により人工的にクラック量を変えた試料を用いることを計画している。その
準備として，加熱によるクラック量の変化を調べた。花崗岩試料を加熱し最高温度で２時間保ち，室
温まで冷却した後，弾性波速度測定を行い，クラック密度パラメータを求めた (図４)。再現性は非常
に良く，クラック密度パラメータが最高温度とともに直線的に増加することが分かった。また，東京
都産業技術研究センター城南支所で X 線 CT 観察を行い，非加熱試料と比べて加熱試料の粒界が大き
く開いている様子を確認した (図５)。
３）有効圧増加に伴う地震波速度・電気伝導度の変化
非加熱試料および 600 ℃まで加熱した試料を用いて，地震波速度・電気伝導度の同時測定を行った（図
６）。ここでは，間隙流体圧を大気圧に保っているので，封圧を有効圧そのものである。非加熱試料，
加熱試料とも，封圧増加に伴って地震波速度は増加し，電気伝導度は低下している。これは封圧増加
に伴いクラックが閉鎖することによるものである。クラック量が大きいため，加熱試料の地震波速度，
電気伝導度は大きな変化を示しているが，低圧での電気伝導度減少率は小さい。高封圧において地震

波速度は岩石固有の値に近づくが，電気伝導度は依然として岩石固有の値よりも高く，流体が連結し
ていることを示している。これはクラックの閉じ残りが，連結した伝導経路を形成しているためと考
えている。電気伝導度をクラック密度パラメータの関数として図７に示す。なお，電気伝導度は流体
の電気伝導度で規格化している。まだ，データは十分ではないが，クラック量の少ないところで電気
伝導度が急増し，その後緩やかに増加していく様子を捉えることができた。この関係の物理モデルを
構築することが，地震波速度・電気伝導度構造統合インヴァージョンを進める上で重要であると考え
ている。対象領域の岩相を仮定すれば，地震波速度からクラック密度パラメータを推定することがで
きる。この図を用いれば，クラック密度パラメータから電気伝導度を推定することが可能であり，そ
れを観測された電気伝導度と比較すれば，対象領域の流体電気伝導度も推定できる。この流体電気伝
導度が非現実的な値ならば，仮定した岩相に修正を加えていけばよいだろう。これを繰り返すことに
よって，従来仮定してきた岩相，流体電気伝導度も制約できるものと考えている。そのため，条件を
変えた実験を行うことによって，この関係を理解していきたい。なお、１）に記述した装置の改造は
計画になかったものであるが，研究自体はほぼ計画通りに進んだ。
流動−変形場：
粘弾性の応答関数 (Fukahata & Matsu’ura, 2005, 2006) を用いて、海洋プレートの沈み込みに伴う島
弧の変形運動について考察し 、新たな知見を得た。これまで、断層面をはさむ変位の食い違いベクト
ルの大きさや向きが空間的に変化することが断層運動に伴う変形の本質的原因であると考えてきた。
例えば 、直線の横ずれ断層が無限遠まで伸びているとき（ 図８ (a) ）、その断層に沿う一様な大きさの
変位の食い違いはブロック的運動を引き起こすのみで、断層をはさむ双方のブロックに何ら変形（ひ
ずみ）は生じない。しかし 、非現実的な例ではあるが 、円形の断層面が深部まで続いている場合（ 図
８ (b) ）、その円形の断層に沿う一様な大きさの変位の食い違いは、断層内部の円柱とその周囲との間
に相対的回転運動を引き起こすものの、変形は生じないことに気付いた。こうしてみると、直線状の
断層（ 図８ (a) ）は、実は図８ (b) で曲率がゼロの特殊な場合にあたると理解される。要するに、曲率
の空間変化が断層運動に伴う変形の本質的原因であることが分かった。
これまで、沈み込み帯のプレート境界面形状として、簡単のためにリソスフェア内で曲率一定の面
をしばしば使ってきたが 、これは極めて特殊な例であったことになる。前述のとおり、曲率一定の面
に沿う変位の食い違いは、断層面をはさむ双方のブロックに直接的な変形は引き起こさずに回転運動
のみを生じさせる。しかし 、沈み込み帯では 、回転運動に伴う垂直変位が重力平衡状態を乱すので、
重力による二次的な変形が生じる。曲率一定のプレート境界形状の例では、この重力による二次的な
変形の効果だけを見ていたことになる。例えば 、左下に沈み込むスラブを考えると、重力がない場合、
プレート境界に沿う変位の食い違いにより、スラブを含む海洋プレートは時計と反対回りに、陸側プ
レートは時計回りに、全体的に回転することとなる。重力により両ブロックとも遠方では垂直変位が
ゼロの状態に戻されるため、プレート境界近傍では共に上に凸のたわみ変形を生じることとなる。島
弧地殻の変形速度はプレート境界の曲率に比例することが示されていたが（図２）、これは両ブロック
の回転速度が曲率に比例するためであると合理的に説明できる。以上のように、シミュレーションで
得られた計算結果、更には海洋プレートの沈み込みに伴う島弧地殻の変形メカニズムについてより正
しく理解できるようになった。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Agurto-Detzel, H., A. Rietbrock, K. Bataille, M. Miller, H. Iwamori, K. Priestley, 2014, Seismicity distribution in the vicinity of the Chile Triple Junction, Ays

n Region, southern Chile. Journal of South

American Earth Sciences, 51, 1-11.
Ikemoto, A. and H. Iwamori, 2014, Numerical modeling of trace element transportation in subduction zones:
implications for geofluid processes. Earth Planet and Space, 66, 26, doi:10.1186/1880-5981-66-26.
Kusuda, C., H. Iwamori, H. Nakamura, K. Kazahaya, and N.Morikawa, 2014, Arima hot spring waters as a
deep-seated brine from subducting slab. Earth, Planets and Space, 66:119.

Nakamura, H., Y. Fujita, S. Nakai, T. Yokoyama and H. Iwamori, 2014, Rare Earth Elements and Sr-NdPb isotopic analyses of the Arima hot spring waters, southwest Japan: Implications for origin of the
Arima-type brine. J. Geol. Geosci., 3:161, doi: 10.4172/2329-6755.1000161
Uno M., H. Iwamori, H. Nakamura, T. Yokoyama, T. Ishikawa, and M. Tanimizu, 2014, Elemental transport upon hydration of basic schists during regional metamorphism: geochemical evidence from the
Sanbagawa metamorphic belt, Japan. Geochem. J., 29-49.
Nakamura, H., T. Oikawa, N. Geshi and A. Matsumoto, 2014, Migration of a volcanic front inferred from
K?Ar ages of late Miocene to Pliocene volcanic rocks in central Japan 、Island Arc, DOI: 10.1111/iar.12073
Iwamori, H. and H. Nakamura, 2014, Isotopic heterogeneity of oceanic, arc and continental basalts and its
implications for mantle dynamics. Gondwana Res., doi:10.1016/j.gr.2014.09.003
Ueki, K. and H. Iwamori, 2014, Thermodynamic calculations of the polybaric melting phase relations of
spinel lherzolite. Geochem. Geophys. Geosys., 15, DOI: 10.1002/2014GC005546
Fukahata, Y., Y. Yagi, and L. Rivera, 2014, Theoretical relationship between back-projection imaging and
classical linear inverse solutions, Geophys. J. Int., 196, 552-559.
Shikakura, Y., Y. Fukahata, and K. Hirahara, 2014, Long-term changes in the Coulomb failure function
on inland active faults in southwest Japan due to east-west compression and interplate earthquakes, J.
Geophys. Res., 119, 502-518.
Funning, G., Y. Fukahata, Y. Yagi, and B. Parsons, 2014, A method for the joint inversion of geodetic and
seismic waveform data using ABIC: application to the 1997 Manyi, Tibet earthquake, Geophys. J. Int.,
196, 1564-1579.
Hashima, A., Y. Fukahata, C. Hashimoto, and M. Matsu’ura, 2014, Quasi-static strain and stress fields due
to a moment tensor in elastic-viscoelastic layered half-space, Pure Apply. Geophy., 171, 1669-1693.
Watanabe, T. and A. Higuchi, 2014, A new apparatus for measuring elastic wave velocity and

electrical

conductivity of fluid-saturated rocks at various confining and pore-fluid pressures, Geofluids, 14, 372378, doi:10.1111/gfl.12050
Yukutake, Y., T. Takeda, and A. Yoshida, 2015, The applicability of frictional reactivation theory to active faults in Japan based on slip tendency analysis, Earth Planet. Sci. Lett., 411, 188-198, doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2014.12.005.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
物質場・温度場：中部日本と東北日本をつなぐ 遷移地域である東北南部の火山について調査・サンプ
リング・分析を開始する。熱水については、火山岩のシステマティクスとスラブ由来流体の共同が比
較的良くわかっている中部日本について、火山のない前弧域（愛知県・静岡県の南部）の塩水の調査・
サンプリング・分析を進める。
応力場：2011 年東北地方太平洋沖地震後の列島規模の応力場を推定するために観測データの整備及び
メカニズム解の決定を行う。また 2000 年鳥取県西部地震域での稠密地震観測データの整備を行い、震
源断層周辺の詳細な応力場の空間分布を明らかにする。一部、当初の 5 か年計画よりもはやく進展で
きた内容もあり、今後は東北地方太平洋沖地震前後の応力場の時間変化や内陸大地震周辺の応力場の
詳細な分布に焦点を当てて研究を進める予定である。また、含水花崗岩試料（ 非加熱および加熱）の
地震波速度と電気伝導度を封圧を変えながら測定し，クラック密度パラメータと電気伝導度との関係
を調べる。空隙の物理モデルを作って，実験から得られる電気伝導度とクラック密度パラメータの関
係の理解を目指す。また，当初の５か年計画にはないが，クラックと異なる形状の空隙をもつ砂岩に
ついて有効圧変化に伴う地震波速度，電気伝導度の変化を調べ，主としてクラックを空隙としてもつ
岩石の理解を深めたい。
流動−変形場：今年度の成果を受け、粘弾性の応答関数 (Fukahata & Matsu’ura, 2005, 2006) を用いて地
表面だけでなく地殻全体の変形が，プレートの沈み込みによってどのように引き起こされるかを、東

北地方太平洋沖地震の粘性緩和の評価も含め、定量的に議論する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
京都大学防災研究所（ 飯尾 能久、深畑 幸俊）
他機関との共同研究の有無：有
富山大学（ 渡辺 了）
神奈川県温泉研究所（ 行武 洋平）
東京工業大学・海洋研究開発機構（ 中村 仁美、岩森 光）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所
電話：0774-38-3348

e-mail：
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：飯尾能久
所属：京都大学防災研究所地震予知研究センター
電話：0774-38-4200

FAX ：0774-38-4239
e-mail：iio@rcep.dpri.kyoto-u.ac.jp

図１
有馬温泉水（ 赤 X 印）の鉛―ネオジウム同位体比組成。背景は、中部日本火山岩の組成（ 丸印）および関連する
端成分組成を示す（ 詳細は、Nakamura et al., 2014, JGG を参照）
。

図２
有馬−宝塚温泉水（ 青・水色ひし形）の酸素―水素同位体比、および沈み込むスラブに由来する流体の同位体進
化曲線（ 赤：西南日本下のフィリピン海スラブ、緑：東北日本下の太平洋スラブ：Kusuda et al., 2014, EPS ）
。数字
ラベルは、流体が放出されるスラブ表面深度を表す。

図３
列島規模で推定された応力場の空間分布。棒の方向及び色はそれぞれ水平最大圧縮応力軸方向及び応力場のタイ
プを示す（ Yukutake et al., 2015, EPSL の Fig4 ）
。

図４
加熱処理した花崗岩試料のクラック密度パラメータと最高温度の関係。

図５

X 線 CT で観察した (a) 非加熱試料と (b) 加熱試料（ 最高温度は 500 ℃）
。加熱試料の方が粒界クラックが明瞭に見
えている。

図６
含水花崗岩の地震波速度と電気伝導度。非加熱試料および加熱試料（ 最高温度は 600 ℃）
。

図７
含水花崗岩試料の電気伝導度とクラック密度パラメータの関係。

図８

(a) 無限に伸びる直線の断層に沿う一様な変位の食い違い。(b) 円形の断層面に沿う一様な大きさの変位の食い違
い。共にブロック運動を生じるが 、変形は生じない。

図９
一定の曲率半径 R を持つプレート境界に沿って海洋プレートが沈み込むときの島弧地殻の変形速度場。 変形速度
はほぼ厳密に曲率に比例（曲率半径に反比例）している。リソスフェアの厚さは 35 km 、海洋プレートの沈み込み
速度は 50 mm/yr としている。図は垂直方向に２倍に拡大されている。

平成 26 年度年次報告
課題番号：1906
（ １）実施機関名：
京都大学防災研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
注水実験による内陸地震の震源断層の詳細な構造と回復過程の研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(4) 地震現象のモデル化
イ. 断層滑りと破壊の物理モデルの構築

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
イ. 地殻ひずみ・応力の変動

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
野島断層において第 2 回目の 1800m 深度注水実験を実施する。第 1 回注水実験（ 2013 年実施）と合
わせて、震源断層の透水性構造、および震源断層から分岐断層にいたる詳細な破砕帯（ 透水性）構造
を推定する。震源断層における透水性の経年変化を検出し 、野島断層（ 震源断層）の強度回復過程に
ついて検討する。1800m 深度注水に伴う誘発地震を検出し 、誘発地震の発生過程および詳細な断層構
造と地震発生特性について解明する。野島断層および他の活断層（ 震源断層）について、断層深部構
造（ 特に走向方向の構造不均質性）と本震時の破壊過程および回復過程に関する特性を抽出する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
野島断層での第 1 回目の 1800m 深度注水実験（ 2013 年 9 月）について、観測データの解析・モデ
リングを深化させる。まず、震源断層を深さ約 400m において貫通する 500m 孔での地下水位データ
について、注水に伴う微小な変動を抽出し 、拡散過程モデリングにより震源断層の透水係数を推定す
る。800m 孔底における歪み変動、地下水位変動、地表で測定された自然電位データについてもさらに
モデル化を進め、野島断層の震源断層から分岐断層にいたる断層帯全体の透水性構造、および注入水
の挙動を推定する。これにより、従来の 540m 深度注水に対して行った 800m 孔歪変動および地下水位
変動のモデリング解析（ 拡散過程モデル ）の改善・高度化へのフィード バックを行う。
第 2 回目の 1800m 深度注水実験を 5 年度目（ 平成 30 年度）に実施する。野島断層の震源断層（ 最
上部）の透水性構造の時間変化を検出し 、強度回復過程について検討する。

野島断層上盤側の地表岩盤に設置されたアクロス震源の連続運転を実施する（ 各年度約 2ヶ月間）。
これにより、従来検出されていたアクロス震源〜800m 孔底地震計間の地震波の走時・振幅の経年変化
についてさらに検証する。S 波偏向異方性の測定も合わせて行い、地震波の走時や振幅変動の要因と
なる野島断層近傍の構造特性について検討する。

1800m 深度注水に伴う誘発地震（極微小地震）の発生を検出する。1800m 孔地震計の高速（ 10kHz ）
サンプ リング波形の解析により、誘発地震の震源過程（ 震源パラメータおよびそのスケーリング、初
期破壊過程、等）を推定する。地表に設置する地震観測点も含めて高精度の震源決定を行い、断層ト
ラップ波の解析とも合わせて、断層破砕帯と誘発地震の位置関係を明らかにする。誘発地震および定
常地震活動について、800m 孔地震波形の相互相関係数等にもとづいて震源精度以上に高い精度の震源
分布特性（ 震源クラスター構造）を明らかにする。これらの結果に基づき、注水誘発地震および定常
地震活動について、震源過程および発生特性の違い、およびそれらと断層微細構造との関係を明らか
にする。
注水実験によらない地震学的な手法（ 地震波散乱係数や S 波偏向異方性の経年変化）からも地震発
生後の震源断層の回復過程を検出できる可能性がある。野島断層および最近発生した内陸地震の震源
断層を対象として、断層深部構造（特に走向方向の構造不均質性）、本震時の破壊過程と回復過程の関
係を系統的に調べる。
年度毎の計画概要は以下のとおり。

26・27 年度：1800m 深度注水実験（ 第 1 回）データの解析・モデル化、ボアホール連続観測・デー
タ解析（ 地震、地殻変動、地下水）、アクロス連続運転、野島断層等の深部不均質構造および回復過程
の地震学的解析

28・29 年度：ボアホール連続観測・データ解析（地震、地殻変動、地下水）、アクロス連続運転、野
島断層等の深部不均質構造および回復過程の地震学的解析

30 年度：1800m 深度注水実験（ 第 2 回）の実施および解析・モデル化、地震臨時観測・自然電位観
測、アクロス連続運転、ボアホール連続観測・データ解析（ 地震、地殻変動、地下水）、野島断層等の
深部不均質構造・回復過程の取りまとめ
（８）平成 26 年度の成果の概要：
１．これまでの注水実験（ 1800m 深度および 540m 深度）データの解析
昨年度実施した 1800m 深度注水実験（ 2013 年 9 月）において，地表での自然電位変動は明瞭では
なく，一部の電極では従来の 540m 深度注水実験とは逆センスの変動が観測された．この自然電位変
動について統一的に理解するために，従来の 540m 深度注水実験も含めた再検討を行った．1997 年，

2000 年，および 2003 年の注水実験では，注水に伴う自然電位変動には次の３つの特徴が見られた：
1) 注水の開始・停止に同期した変動，2) 注水孔（ 1800m 孔）周辺では電気的に負の変動，3) 変動の大
きさは注水孔からの距離が離れるほど 小さくなる．しかし ，2004 年以降，とりわけ 2006 年の実験で
は特徴の 2)，3) とは異なる変動が観測されるようになった．すなわち，注水孔から 30m〜50m 離れた
電極では変動の極性が逆（ 電気的に正）となった．これは，従来の 1800m 注水孔を線電流源とするモ
デル（ LSM ）では説明されないので，これに正の電荷が注水孔から一定の距離に環状に分布する環状
電流源（ CSM ）を重ね合わせるモデルを新たに検討した．その結果，以下のことが分かった：1) CSM
を注水孔の 540m 深度に配置した場合には注水孔からの距離に関わらず LSM が卓越し正の電位変動
は現れない，2) CSM を注水孔からの距離 50m，200m 深度に置くと注水孔から 30m〜50m の範囲内に
正の電位変動が現れる．また，正の電位変動が現れる場合に従来の電位変動の空間分布から総電流量
を求める方法を当てはめると総電流量を小さく見積もることも分かった．したがって，2006 年の注水
実験において推定された透水パラメータは，正の電荷の影響を受けているとすると，実際には小さく
なることが予想される（ 図 1 ）．540m 深度注水実験において 800m 孔の湧水量から推定された透水係
数の経年変化は，自然電位同様に 2003 年の実験までは減少し ，以後の実験ではほぼ一定になってい
る（ Kitagawa et al., 2007 ）．この透水係数がほぼ一定になった時期に自然電位変動の極性も従来とは

変わっている．深さ 540m に注入された水は，もともと浅い方向にも拡散していたはずであるが，注
水深度での透水係数が低下し，より浅部に拡散するようになった結果と解釈することもできる．この

CSM モデルだけでは 1800m 深度注水実験による自然電位変動を説明できないので，さらに統一的な
モデルの構築を目指すことが必要である．
その他，昨年度実施した 1800m 深度注水実験に関しては，極微小地震の活動変化の再検討，波形相
関を用いた極微小地震の震源クラスター構造の解析なども行った．
２．アクロス連続運転による野島断層近傍の地震波伝播特性の測定：

2014 年 12 月 26 日から 2015 年 2 月中旬にかけて，野島断層近傍の地表岩盤に設置されたアクロス
震源の連続運転を実施した（ 本成果報告後の 2 月 20 日に連続運転を終了する予定）．過去 12 回の連
続運転（ 1999 年 6 月〜2014 年 1 月の期間に各回 1〜2ヶ月間実施）と同じパラメータで運転し，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を推定した．
いずれの連続運転においても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〜2015
年にかけての経年変化を推定した（図 2 ）．なお，2013 年 7 月に地震計データの収録機器を更新したた
め，その特性変化を計測して補正した．図 2 を見ると，走時は各期間で± 1ms 程度のばらつきを持つ
ものの，全体として 1999 年〜2015 年にかけて約 2 ms（ 4 ‰）程度速くなる傾向が認められる．2011
年以降については，S 波走時の変化がほとんどないのに対して，P 波走時が速くなっているように見え
る．振幅については各期間で± 20 %程度のばらつきがあり，2011 年以降については P 波の振幅が大
きくなる傾向が見られる．後続波部分についても，上記と同じ伝達関数を用いて走時の経年変化を推
定した（ 図 3 ）．鉛直成分，水平成分ともに走時のばらつきが大きいものの，鉛直成分については変化
がなく，水平成分については数 ‰程度速くなる傾向が見られる．以上の結果は，長期的には，断層近
傍でのクラック密度の減少による地震波速度の増加（ 強度回復）を示唆している．1999 年〜2000 年，
および 2011 年以降の実験で，S 波走時の変化が小さい一方で P 波走時が速くなっていることは，例え
ば，これらの期間ではクラック密度は変化しないままクラックの水飽和率が増加した等，水の動きが
関与している可能性が示唆される．
３．その他
その他，1800m 孔，8000m 孔および 500m 孔における地震，地殻変動，地下水の連続観測を継続す
るとともに各種の基本的な解析を行った．また，野島断層および他の内陸地震の震源断層や活断層に
ついて，深部構造やその不均質性，本震における破壊過程等の検討を行った．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
村上英記，野島注水実験における自然電位変動モデル再構築，地球電磁気・地球惑星圏学会，R003-P007，

2014 年 11 月 2 日（ 松本）.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
野島断層での第 1 回目の 1800m 深度注水実験（ 2013 年 9 月）について，観測データの解析・モデ
リングを深化させる．震源断層を深さ約 400m において貫通する 500m 孔での地下水位データ，および

800m 孔底における歪み変動，地下水位変動，地表で測定された自然電位データについてモデル化を進
め，野島断層の震源断層から分岐断層にいたる断層帯全体の透水性構造，および注入水の挙動を推定
する．これにより，従来の 540m 深度注水に対して行った 800m 孔歪変動および地下水位変動のモデリ
ング解析（ 拡散過程モデル ）の改善・高度化へのフィード バックを行う．
野島断層上盤側の地表岩盤に設置されたアクロス震源の連続運転を実施する（約 2ヶ月間）．これに
より，従来検出されていたアクロス震源〜800m 孔底地震計間の地震波の走時・振幅の経年変化につい
てさらに検証する．S 波偏向異方性の測定も合わせて行い，地震波の走時や振幅変動の要因となる野
島断層近傍の構造特性について検討する．
注水実験によらない地震学的な手法を用いて，野島断層および最近発生した内陸地震の震源断層や
活断層を対象として，断層深部構造（ 特に走向方向の構造不均質性），本震時の破壊過程と回復過程

の関係を検討する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
西上欽也・大志万直人・吉村令慧・加納靖之（ 京都大学防災研究所）
他機関との共同研究の有無：有
東京大学地震研究所（ 山野

誠）

名古屋大学環境学研究科（ 山岡耕春・田所敬一）
静岡大学理学部（ 生田領野）
金沢大学理工研究域自然システム学系（ 平松良浩）
高知大学理学部（ 村上英記）
大阪市立大学理学部（ 山口

覚）

奈良産業大学情報学部（ 向井厚志）
産業技術総合研究所（ 北川有一・小泉尚嗣）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所地震予知研究センター
電話：0774-38-4195

e-mail：nishigami.kinya.3r@kyoto-u.ac.jp
URL：http://www.rcep.dpri.kyoto-u.ac.jp/idoi/kaibo/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：西上欽也
所属：京都大学防災研究所地震予知研究センター
電話：0774-38-4195

FAX ：0774-38-4239
e-mail：nishigami.kinya.3r@kyoto-u.ac.jp

図１
従来の 540m 深度注水実験における自然電位変動から推定された水理係数の時間変化（左から順に，1997 年，2000
年，2003 年，2004 年，2006 年実験）．正の電流源の影響を補正すると，2006 年注水実験では推定値は小さく修
正される（ 矢印）．プロットされたパラメータに含まれる誘電率，ゼータ電位の時間変動がないとすると，透水係
数の経年変化を示す．

図２

1999 年 6 月〜2015 年 1 月にかけてアクロス連続運転により測定された，野島断層近傍における直達波（ P 波およ
び S 波）の走時（ 上）および振幅（ 下）の時間変化．いずれも，2008 年 3 月を基準とした走時の遅れと振幅の比
を示す．赤，緑，青はそれぞれ，P 波，断層に直交する S 波，および断層に平行な S 波．

図3

1999 年 6 月〜2015 年 1 月にかけてアクロス連続運転により測定された，後続波部分の走時の時間変化．2008 年
3 月を基準とした走時遅れの割合を示す．赤，緑，青はそれぞれ，鉛直成分，震源方向の水平成分，および震源直
交方向の水平成分．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1907
（ １）実施機関名：
京都大学防災研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
横ずれ型の内陸地震発生の物理モデルの構築
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
イ. 熱水系の卓越する火山

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(1) 地震発生長期評価手法の高度化
(2) モニタリングによる地震活動予測
イ. 地殻ひずみ・応力の変動
ウ. 地震活動評価に基づく地震発生予測・検証実験

4. 研究を推進するための体制の整備
(6) 国際共同研究・国際協力

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
横ずれ型の内陸地震を主な対象として、断層への応力集中機構のモデル化、断層の強度低下のメカ
ニズム解明、地震活動変化のメカニズム解明等を行い、長期的な発生予測手法の改善につなげること
が本研究全体としての到達目標である。以下に手法毎の到達目標の概要を述べる。
跡津川断層周辺の変形パターンが断層走向方向にどのように変化するかを明らかにして、横ずれ型
の活断層のモデル化に反映させる。複数の微小地震活動域において、高精度の地下構造および応力分
布を求め、他のデータと合わせて総合的に解析し 、内陸地震の発生場の特徴を解明する。比抵抗構造
研究により、内陸地震の断層の端の状態を解明し 、断層の端に、地震の規模を規定する不均質構造が
あるのかど うかを検証する。四国地方を中心に基盤的な地殻・マントル上部の比抵抗構造研究を行い、
主にフィリピン海スラブ周辺の物性状態の解明、さらには、定量的内陸地震発生モデルの構築等に貢
献する。御嶽山周辺域で観測された高密度な地震データから、地震メカニズムトモグラフィー法によ
り三次元間隙流体圧場を推定し 、内陸地震の発生における間隙流体の役割を理解する。過去の歴史記

録等から明らかになっている南海トラフ巨大地震前後の西南日本における内陸地震活動の活発化につ
いて、現実的なモデルを用いた数値シミュレーションを通して活発化のメカニズムを考察することに
より、今後数十年間に内陸地震の発生可能性の高い場所についての検討を行う。近年発生した内陸地
震の前後の地震活動と地殻変動データの時間変化を詳細に解析し 、地震活動変化のメカニズムを解明
するとともに、確率予測が可能になるような統計モデルの提案を目指す。
（７）本課題の５か年計画の概要：
本課題においては、地震、地殻変動、電磁気観測・解析、数値シミュレーション 、地震活動解析等
など 、色々な手法を活用するとともに、個別に得られた結果を総合することにより、目標の達成を計
る。以下に、手法別に５カ年計画の概要を述べる。
・地殻変動とモデリング：
跡津川断層周辺を対象として GPS 観測と InSAR 解析を実施する。GPS 観測から得られた変位場を
用いて InSAR 干渉画像中の長波長ノイズを軽減することにより、高精度かつ高空間分解能の面的な地
殻変動分布を明らかにする。
・比抵抗観測とモデル化：
長野県西部地震震源域の南西端周辺において可聴域 MT 観測を行い、北東域の既存稠密観測データ
と統合して、震源断層全体を包括する領域について三次元比抵抗構造を推定する。基盤的比抵抗構造
研究として、主に四国地方の比抵抗調査空白域において広帯域 MT 観測を行い大局的な比抵抗構造の
地域特性を解明する。
・地震観測とモデル化：
近畿地方北部、山陰地域、長野県西部地震震源域等において実施中のオフライン臨時観測装置を用い
た稠密地震観測を継続し 、定常観測網の地震波形データと統合処理して、３次元地震波トモグラフィ、
レシーバ関数解析、反射波解析による地殻構造解析を行う。また、極微小地震をも含んだ大量のメカ
ニズム解を決定し 、それを基に詳細な応力場を求める。電気比抵抗構造や表層地質等の情報も合わせ
て、活断層の分布やそれによる内陸大地震、また常時発生す定常的な地震活動の地域差が 、どのよう
な物理的要因によって支配されているかを解析・考察する。
・間隙流体圧場の推定：
名古屋大学定常観測等の地震波形データから、詳細な地震の震源分布とメカニズム解を推定しデー
タを蓄積する。これらのデータから御嶽山周辺域のテクトニック応力場と間隙流体圧場を三次元的に
推定し 、内陸地震の発生や地震火山相互作用について考察する。
・西南日本活動期のシミュレーション：
計算機上で南海トラフにおける固着と滑りや東北日本と西南日本間の東西圧縮、内陸活断層におけ
るすべり相互作用を考慮して、大規模計算手法を用いた現実的な数値モデルを構築する。数値モデル
を用いて、西南日本内陸における応力場の変化や内陸活断層におけるクーロン応力を計算することに
よって、南海トラフ巨大地震と西南日本内陸地震の活発化・静穏化の因果関係を解明するとともに、現
在の地殻活動の再現と今後の予測を試行する。
・地震活動変化：
内陸大地震の発生前の地震活動変化はゆっくりすべりによる応力変化 (Δ CFS) に起因するという説
を、G ＮＳＳ観測データの解析や地下構造や応力場のデータも含めて検証する。北摂・丹波地域にお
ける地震活動と大地震との関係や活動変化の原因について、地震メカニズム解や地下構造等の解析に
より、解明を試みる。さらに、地震活動の異常性を業務的に捉えられるようなモデルとそのソフトウェ
アを開発し 、確率予測が可能になるような統計モデルの提案を目指す。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
・地殻変動とモデリング：

InSAR と GNSS 双方のデータを用いて跡津川断層近傍の地殻変動パターンを面的に把握するために、

GNSS 観測点 14 箇所において、受信機・アンテナの交換や観測点新設などの整備を行った。これと平
行して、人工衛星 ALOS 搭載の合成開口レーダー PALSAR が撮像した画像を用いて InSAR 時系列解
析を行い、2011 年東北地方太平洋沖地震前の跡津川断層近傍の平均的速度場を求めた。この速度場を

GPS データを用いて補正し 、長波長ノイズを大幅に削減することに成功した。跡津川断層の北を走る
牛首断層に沿って歪速度の大きな部分が見受けられる（ 図 1 ）
。しかし 、位相の標高依存成分や水蒸気
遅延に伴うノイズがまだ残っているため、これを結論とするには至っていない。
・比抵抗観測とモデル化：
四国地方の比抵抗調査空白域において大局的な比抵抗構造の地域特性を解明するために、経度及び緯
度方向に 10 分毎のメッシュを設定し 、基盤的比抵抗構造研究を開始した。本年度は 、自然界に存在
する微弱な電磁場変動を信号とする広帯域 MT 法観測では観測点周辺の電磁ノイズ環境の状況が観測
データの質を左右するため、観測候補地の選点は注意深く行った。その結果をふまえ、四国地方東部
から中央部にかけて 5 地点で、2014 年下旬から 12 月中旬にかけての約 2 週間、広帯域 MT 法観測を
実施した（図 2 ）
。

観測の結果得られた見かけ比抵抗探査曲線及び位相差曲線を図 3a 及び図 3b に示

す。その探査曲線の特徴から、見かけ比抵抗値の全体的なシフト成分を除けば 、全観測点で探査曲線
の周波数方向の変化の傾向は共通していることが明らかになった。
・地震観測とモデル化：
山陰地方の地震帯における３次元地震波速度構造、地震メカニズム解、電気比抵抗構造、火山の分
布や表層地質等の情報から 、活断層と内陸大地震、また常時発生する定常的な地震活動の地域差が 、
どのような物理的要因によって支配されているかを解析・考察した。特に、2000 年鳥取県西部地震の
余震域の北部に着目して、断層端部の特性を推定した。
鳥取県西部地震の余震域においては、南部では P 軸の空間分布が地震による応力変化と調和的なこ
とから絶対応力が小さいと推定されるのに対して、北部では断層近傍でも広域応力場と調和的なこと
から摩擦係数 0.4 以上の高応力状態にあると推定されていた (Yukutake et al., 2006)。しかしながら、図
４に示すように、北部 (C 領域以北) では P 軸は非常に良く揃っており、断層の極近傍でも乱れは見ら
れないこと、直後の余震はその領域には震源が決定されていないこと (Ohmi et al., 2002) 、InSAR でも
その付近に干渉縞は見られないこと (矢来・他,2002) などから、本震時にすべりが起こっていない可能
性の方が高いと推定される。図 5 に、単純な矩形断層で長さが短めである鷺谷・西村 (2000) の断層モ
デルによる応力変化に、広域応力場として差応力 20MPa を加えたものと P 軸の方位分布を比較した。
北部においては、このような低応力でも P 軸の分布を説明可能である。北部では、余震分布が断層面
から鉛直方向に拡がっており震源の深さも浅いことが知られているが 、そこは、大地震の破壊が侵入
しにくい領域である可能性がある。
そのことを各種のデータからより広域的に検討したものが図６である。深さ 5km における S 波速度
偏差の図に P 軸の方位分布を重ねた。第四紀火山および更新世前期に活動した火山の分布や活断層 (産
総研

地質図 Navi による) と Shiozaki et al.(2006) による下部地殻の低比抵抗領域も合わせて示した。

島根半島において第四紀火山付近を中心に海岸線と平行な低速度異常域 (N) が顕著であるが 、その南
に平行して、規模の小さな低速度異常域 (S) が伸びていることが分かる。鳥取県西部地震の余震域北
部はこの低速度域の中に含まれる。さらに、余震域から約 25km 西の誘発された M5.5 の活動 (黒線楕
円) は、この低速度域 (S) とさらに南のスポット的な低速度異常域に挟まれた部分に限られている。こ
の付近は横田の単性火山活動が活発な領域である。鳥取県西部地震の余震域の南端にも周囲よりやや
低速度の小さなスポットがあるように見える。
この低速度域 (S) と南の低速度異常のスポットの間の高速度域の直下の下部地殻には Shiozaki et al.(2006)
により低比抵抗異常域が２測線において見出されている。さらに、この領域付近ではメカニズム解の
逆解析から応力場の回転が推定されているが 、直下の下部地殻内にゆっくりすべりの断層運動を仮定
することで説明されている (Kawanishi et al., 2006)。1978 年の三瓶山の地震 (M6.1) の余震域でも同様
の特徴が見られ 、応力逆解析から、その付近において、鳥取県西部地域と調和的な応力場の回転が推
定されている。

ところで、高速度域付近の P 軸の分布が深部のゆっくりすべりによる応力集中 (回転) と調和的であ
ることは当然であるが 、図６では、北側の２つの低速度域 (N,S) でも P 軸の回転が見られる。この原
因は今後の検討課題であるが、有限要素法による preliminary なシミュレーションによると、上部地殻
内の幅を持ったやわらかい領域においても応力場の回転が作り出されることから、低速度域における
応力緩和を見ている可能性がある。これは、大地震の断層運動がこの低速度域に侵入しないことと調
和的である。
・間隙流体圧場の推定：
御嶽山周辺域では、1984 年長野県西部地震や 1984 年長野県西部地震などの内陸大地震、1976 年以
降継続活発中の微小群発地震活動、御嶽山直下の火山性地震など 多様な地震活動が観測される。本研
究では、地震メカニズムトモグラフィー法（ Terakawa et al., 2010 ）により、これらの多様な地震活動
を支配する地殻内の間隙流体の役割を明らかにすることを目指している。H26 年度は、従来の地震メ
カニズムトモグラフィー法を改良し 、地震のメカニズム解から間隙流体圧場の時間発展を推定する手
法（ Terakawa, 2014 ）を開発した（ 図７）
。
また、最近の地震活動の震源域の拡大を考慮して、既存の定常地震観測網に新たな観測点２点を設
置した。これにより、震源域を取り囲むように定常地震観測網が補強され（図８）、震源位置やメカニ
ズム解がより精度よく得られるようになった。
メカニズム解に関しては、 従来、P 波初動の押し引き分布をデータとして推定してきた（ Hardebeck

& Shearer, 2001 ）
。H26 年度は、P 波初動の押し引き分布に P 波と S 波の振幅比をデータに加えた解析
法（ Hardebeck & Shearer, 2003 ）を用いるようにデータ処理の改良を実施した。これにより、メカニズ
ム解が求まる地震数が 30%程度増加した。この効果は規模の小さな地震（ M 0 - M 1 ）で大きい（ 図
９）。また、2014 年 9 月 27 日の御嶽山噴火に伴う火山性地震についても、63 個 の地震のメカニズム
解が得られた。噴火前は、主として東西方向に T 軸を持つ正断層型地震が卓越するのに対し 、噴火後
は東西方向に P 軸を持つ逆断層型の地震が卓越することがわかった（ 図１０）
。
・西南日本活動期のシミュレーション：
現実的な内陸域断層帯におけるクーロン 応力を計算するためには 、ある程度単純でかつ現在の

GEONET データを説明する断層ジオメトリの設定が必要である。そこで、ブロック断層モデルを用い
て、西南日本の GEONET 速度場を説明する内陸断層のすべり・すべり欠損速度と南海トラフのすべ
り・すべり欠損速度の同時推定を行った。推定されたブロック間相対運動を図１１に、南海トラフに
おけるすべり欠損速度を図１２に示した。主な成果は以下のとおりである。
全般的に GNSS から推定された断層すべり速度は、地質・地形学的に推定されたすべり速度より大
きいが 、すべりの向きや種類はほぼ一致している。個々に見ると、中央構造線では測地学的なすべり
速度は地質・地形学的なものよりもやや大きいが 、四国に対して紀伊半島側のすべり速度が半分程度
なっている点などの傾向はよく似ている。一方、近畿周辺の活断層帯（ 琵琶湖西縁・花折・六甲・淡
路島・木津川・柳ヶ瀬断層帯など ）では、5-10mm/yr の測地学的なすべり速度が推定され 、地質学的
すべり速度の数倍から１桁大きい。九州の主要断層帯では、測地学的なすべり速度が地質学的速度よ
り１桁以上大きいだけでなくすべりのセンスも整合していない場所があり、ブロック分割や断層形状
などのモデルを修正していく必要がある。
測地学的、地質学的な速度すべり速度が異なる原因として、測地学的すべり速度は、単一の断層帯で
はなく、複数の平行する断層帯などを合算した速度であることや、時間スケールによる違い（ 例えば
山陰など ）、ゆらぎなどが考えられる。特に、測地学的には山陰や南九州に明瞭なブロック境界が見出
され 、ひずみ集中帯を形成しているが 、対応する断層帯は見られない。このような違いは、これらの
ひずみ集中帯が若い構造帯で長期的にはそれほど 変位が累積していないことを示唆している。
南海トラフ沿いの相対運動速度は、内陸での変形を考慮することにより、38-47mm/yr とグローバル
プレート運動モデル ( 60mm/yr) よりやや小さく推定される。アムールプレートとフィリピン海プレー
ト間の相対運動は、中央構造線や山陰ひずみ集中帯でも 2-3 割程度まかなわれていることを意味する。
南海トラフのすべり欠損速度は、四国沖で最大となり、固着域の下限は微動・SSE 発生域にほぼ対応

する。日向灘やトラフ軸近傍の固着の有無は陸域 GNSS からは分解能がなく、推定できていない。
・地震活動変化：
内陸大地震の発生前の地震活動変化はゆっくりすべりによる応力変化 (Δ CFS) に起因するという説
を検証することが本研究の主な一つである。近年発生した内陸大地震に関連した地震活動変化と G Ｎ
ＳＳ観測データの関連の検討を開始したが 、GNSS 観測データの小さな変化については注意深い検討
が必要であることが分かった。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
飯尾能久，2015, 内陸地震の発生過程に関する研究，地震被害の軽減に向けた研究者たちのメッセー
ジ -阪神・淡路大震災 20 年：地震関連科学の到達点と新たな決意-アブストラクト集.
前田裕太・寺川寿子・加藤愛太郎・山中佳子・古本宗充・山岡耕春・堀川信一郎・松廣健二郎・奥田
隆，2014, 2014 年御嶽山噴火に伴う地震活動および地震波の解析結果序報，日本火山学会 2014 年
秋季大会，UP-22.
塩崎一郎・宇都智史・吉村令慧・大志万直人・久保篤規・村上英記, 2014, 「中国・四国地方の比抵抗
観測研究の概要」, 日本地球惑星科学連合 2014 年大会 (ホ?スター発表),SEM36-P05.

Terakawa, T., 2014, Evolution of pore fluid pressures in a stimulated geothermal reservoir inferred from
earthquake focal mechanisms, Geophysical Research Letters, 41 (21), 7468-7476.
Terakawa, T., Nicholas Deichmann, 2014, Evolution of pore fluid pressures in a stimulated geothermal reservoir inferred from earthquake focal mechanisms, AGU 2014 Fall Meeting, S54A-07.
寺川寿子・Nicholas Deichmann, 2014, 地震メカニズムトモグラフィー法によるバーゼル地熱貯留層で
の間隙流体圧分布の時間発展解析, 日本地震学会 2014 年秋季大会，A22-02.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
・地殻変動とモデリング：
引き続き跡津川断層周辺において GNSS(GPS) 観測を継続する。InSAR 解析を GNSS データにより
補正する技術を高め、東北沖地震前の地殻変動パターンをより精度良く求め、物理モデルに拘束を与
える。また、昨年打ち上げられた ALOS2 のデータを用いて InSAR 解析を行い、東北沖地震後の地殻
変動パターンを把握する。
・比抵抗観測とモデル化：
長野県西部地震震源域の南西端周辺において可聴域 MT 観測を行い、北東域の既存稠密観測データ
と統合して、震源断層全体を包括する領域について三次元比抵抗構造を推定する。四国地方東部から
中央部における 基盤的比抗構造調査のための広帯域 MT 法観測を実施する。平成 26-27 年度の データ
を用いて四国地方東部から中央部における予察的な基盤的比抵抗構造を推定する。
・地震観測とモデル化：
近畿地方北部、山陰地域、長野県西部地震震源域等において実施中のオフライン臨時観測装置を用
いた稠密地震観測を継続し 、定常観測網の地震波形データと統合処理して、レシーバ関数解析等によ
る地殻構造解析を行う。また、極微小地震をも含んだ大量のメカニズム解を決定し 、それを基に詳細
な応力場を求める。これらに基づき、活断層の分布やそれによる内陸大地震、また常時発生する定常
的な地震活動の地域差が 、どのような物理的要因によって支配されているかを解析・考察する。
・間隙流体圧場の推定：
御嶽山周辺域の微小群発地震活動の北東麓への拡大を考慮して，既存の定常地震観測網に新たな観
測点１点を設置する予定である．また， WIN システムのイベント自動検出処理を利用した地震波形
の再検測処理（ 2012 年 5 月〜）の結果から， P 波初動の押し引き分布に P 波と S 波の振幅比をデータ
に加えてメカニズム解を再推定し（ Hardebeck & Shearer, 2003 ），データベースを構築する．これらの
高解像度のデータから，御獄山周辺域の広域応力場（ 可能なら間隙流体圧場も）を３次元的に推定し，
より大きな規模の地震データに基づく過去の結果（ e.g., Terakawa & Matsu ura, 2010; Terakawa et al.,

2013 ）と比較する．2014 年 9 月に噴火した御嶽火山の活動に関しては，山頂直下の地震活動の推移を
分析する．
・西南日本活動期のシミュレーション：

GNSS データを説明するブロック断層モデルの改良を行う。特に中部地方の活断層等を考
慮して西南日本のモデルを完成させる。さらに、弾性・粘弾性を考慮した西南日本の数値モデルにブ
ロック断層モデルの結果を反映させて、内陸活断層でのクーロン応力計算の試行に着手する。
・地震活動変化：
内陸大地震の発生前の地震活動変化はゆっくりすべりによる応力変化 (Δ CFS) に起因するという
説の検証、および 、北摂・丹波地域における地震活動と大地震との関係や活動変化の原因の解明を試
みる。
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図 1 InSAR 時系列解析による平均速度場 (mm/yr)
色は衛星からの距離変化を表し 、赤は衛星から遠ざかる変位速度（ 東向きまたは沈降）、青はその逆を示す。○は

GPS 観測点の位置、線は活断層を表す。

図２

四国地方の新たな広帯域 MT 観測地点（ 赤丸）分布図

既存の測点（ 青三角）を重ねて描いている．

図 3a

見かけ比抵抗探査曲線

南北方向の電場と東西方向の磁場変動から推定された見かけ比抵抗を青丸で示し 、他の組み合わせで推定された
それを赤丸で示す。縦軸は見かけ比抵抗（ Ωｍ）、横軸は周波数（ Hz ）を表し 、いずれも対数目盛りで表現されて
いる。上図から下図へかけて東から西方向に観測点を並べている。

図 3b

位相差探査曲線

南北方向の電場と東西方向の磁場変動から推定された位相差を青丸で示し 、他の組み合わせで推定されたそれを
赤丸で示す。縦軸は位相差（ 度）を表す。横軸は周波数（ Hz ）を表し 、対数目盛りで表現されている。

図４

鳥取県西部地震の余震域における P 軸の方位分布

鳥取県西部合同余震観測のデータによる。余震域北部の A C 領域においては、P 軸の方位は良く揃っており N か
ら E の間となるものはない。

図５

鳥取県西部地震の余震域周辺における応力場と P 軸の方位分布

深さ 5km における差応力 (白線で最大圧縮応力方向を示す) と 4 6km における余震の P 軸の方位分布 (ピンク)。用
いた震源モデルは鷺谷・西村 (2000) による１枚の矩形断層。広域の差応力場としては、N120 °E 方向の水平圧縮
応力として 10MPa 、N30 °E 方向の水平引っ張り応力として 10MPa を与えた。余震域北部で P 軸と最大圧縮応力
の方向が調和的である。

図６

山陰地方の地震帯における S 波速度偏差と P 軸の方位分布

2009 2011 の満点地震計による稠密観測データ等から推定された S 波速度偏差 (深さ 4km) と P 軸の方位分布 (全て
の深さ)。第四紀火山および更新世前期に活動した火山の分布、活断層も図示している (産総研 地質図 Navi によ
る)。Shiozaki et al.(2006) による下部地殻の低比抵抗領域 (赤の点線による矩形領域) と２つの測線位置 (灰色) も合
わせて示した。黒線楕円は 2000 年 10 月 8 日の M5.5 の地震活動域、黒点線楕円は 1978 年の三瓶山の地震 (M6.1)
の余震域。

図７

2013 年淡路島の地震 (M6.3) 前後の深 12.5km の差応力分布

兵庫県南部地震および淡路島の地震の余震のメカニズム解の解析による。

図８

淡路島の地震の発生過程の模式図

淡路島北部からの流体の供給が示唆される。

図９ バーゼル地熱貯留層の間隙流体圧場の時間発展（ 注水開始から約 10 日間）
カラースケールは間隙流体圧の静水圧からのずれを表す。黒線は注水井、黒点線は井戸の開口部を表す。赤丸は
表示された日時の半日以内に発生した地震、灰色の丸はそれ以前に発生した地震を表す。注水開始から 6 日後に
シャット インするまでの間は、間隙流体は注水井の周りから時間とともに広がり、主に井戸の南東方向へ伸びる。
シャット イン後は、主な流路の先端に形成された高圧流体域が孤立し 、そこで地震を起こしながら、間隙流体圧は
低下してゆく。

図 １０

御嶽山周辺域の地震活動（ 2014.1-2014.12 ）と観測点分布

赤線で取り囲んだ水色の四角印が H26 年度に新設した観測点。☆と青線の矩形は 1984 年長野県西部地震の震源と
震源断層。

図１１

メカニズム解が得られた地震のマグニチュード 度数分布（ 2014.8-2014.12 ）

(a) P 波初動の押し引きをデータとした場合。(b) P 波初動の押し引き及び P 波と S 波の振幅比をデータとした場
合。P 波と S 波の振幅比をデータに加えた場合、規模の小さな地震（ M0〜1 ）のメカニズム解をより多く推定でき
るようになることがわかる。

図１２

2014 年御嶽山噴火に伴う地震のメカニズム解
(a) 2014.9.1-2014.9.26 、(b) 2014.9.27-2014.10.31 、(c) 2014.11.1-2014.11.30 、(d) 2014.12.1-2014.12.31。 噴火前は、

主として東西方向に T 軸を持つ正断層型地震が卓越するのに対し 、噴火後は東西方向に P 軸を持つ逆断層型の地
震が卓越する。

図１３ ブロック間相対運動
地図上の範囲は 11 枚のブロックで構成され 、ブロック境界での相対運動速度を矢印で示した。

図１４

南海トラフのすべり欠損速度

網掛けの領域は、推定誤差が 30mm/yr の領域。

平成 26 年度年次報告
課題番号：1908
（ １）実施機関名：
京都大学防災研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
桜島火山におけるマグマ活動発展過程の研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山

（ ４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測
3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化
(5) 地震・火山噴火の災害軽減のための情報の高度化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
昭和火口における噴火活動過程において、多項目の 5 年にわたる長期観測に基づいてカルデラ下にお
けるマグマの蓄積に伴うその量の推移および桜島中央火口丘下へのマグマの移動の過程を把握した上
で、火山体構造とその時間変化をあわせ考慮して、桜島のマグマ蓄積・移動・上昇の変化を定量的・定
性的に把握することにより、地下のマグマの動態がどのように変化し 、今後の活動の活発化に繋がっ
ていくのかをモデル化する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
本課題は、
「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」事業に基づいた計画である。本研究
計画では、爆発が多発し 、将来、噴火活動が更に活発化する桜島を対象として、個々の爆発および一
連の活動期とそれらに前駆する諸現象を物質科学も取り込んだ最大限の多項目・長期観測により定量
化し 、両者の間の経験則を確立するとともに、その理論的背景について考察する。さらに、上記（ 4 ）
その他関連する建議の項目記述した上位項目において直接的に成果を活用する。具体的には、次の 5
つのテーマに基づいて研究をすすめる。

[1] 爆発現象に前駆する短期的マグマの蓄積過程及びマグマ放出過程の解明
[2] 長期的マグマ蓄積過程・放出過程の解明
[3] 火山体構造の時間変化に基づくマグマ供給系の発展過程の解明
[4] 先行マグマ物質の分析によるマグマ供給系の発展過程の解明
[5] マグマ挙動のモデリング

[1] では、個々の爆発について火山性地震、地盤変動、絶対重力、二酸化硫黄放出量観測、空気振動、
火山灰放出量に基づいて、前駆現象と噴火規模を定量化し 、噴火に前駆する発生様式や変動パターン
と後続する噴火の規模・様式を関連付けて噴火予測の基礎データを構築するとともに、蓄積および放
出過程を明らかにする。

[2] では、火山活動の 1〜2 年周期の活発化と縮退のサイクルに注目し 、長期的なサイクルを定量化
したうえで、浅部および深部の地震活動や地盤変動との関係を明らかにし 、長期的な予測の基礎デー
タとする。

[3] では、長期的なサイクルと深部および浅部の地下構造の変化の関係を明らかにする。地下構造
の時間変化把握には MT 、人工地震探査、地震波干渉法、地震波トモグラフィー、重力など 多様な手
法を駆使し 、マグマ供給系の発展過程を明らかにする。26 年度および 28 年度に人工地震探査を実施
し、
「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」実施時からの時間変化を抽出する。

[4] では、火山灰水溶性成分、火山灰・レキ等の噴出物の岩石学的分析、温泉ガス濃度などのマグマ
発散物の分析に基づいて、質的変化と長期サイクルとの関係を明らかにし 、火道の拡大や開口率など
のマグマ供給系の発展過程を明らかにする。

[5] では、上記 [1]〜[4] で得られる観測量の変化に対してマグマ溜まりや火道内のマグマ挙動を、混
相流の基礎方程式や実験などから得られる構成方程式をもとにして、数値計算を行い、マグマ挙動の
数値モデルを構築する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：

2006 年に 58 年ぶりに再開した桜島の昭和火口における噴火活動は 2009 年後半以降，ブルカノ式噴
火活動が活発化している状態が続いている．地震，地盤変動観測，重力測定，火山ガス放出量，噴出
物の分析を継続するともに，火山体構造の変化抽出のための調査を行った．
１．爆発現象に前駆する短期的マグマの蓄積過程及びマグマ放出過程の解明
昭和火口において発生する個々の爆発についてはブルカノ式噴火および噴煙高度 1000m 以上に達する
非爆発的噴火の約 90%について前駆する山体の膨張が捕捉され，噴火に伴って収縮が観測された．噴
火発生に先行する膨張時間は 1〜2 時間程度が最も多い．ひずみの時間変化は時間の経過とともに減速
し，停滞した後，直前に収縮に至る場合が多く，発生時刻の予測は直前の収縮に至るまでわからない
場合が多い．ひずみ計の変動が停止した場合，BH 型と呼ばれる 5Hz 程度の周波数が卓越する地震が
多発する場合がある．この場合，時間経過とともに，BH 型地震の頻度と振幅は増加し，噴火発生直前
には連続微動の様相を呈する（図 1 ）．すなわち，地震波のエネルギーは時間とともに加速度的に増加
するので，地盤変動が停滞していても噴火発生時刻の予測が可能となる．
噴火の発生とともに，地盤の収縮が始まり，その変動速度は時間の経過とともに減速し，停止する．

Nishimura (1998) は理想気体に満たされ，マグマ溜まりに繋がる火道の最上端の蓋が開口した場合のマ
グマ溜まり圧力の時間関数を提唱しているが，昭和火口において発生する噴火に伴うひずみ変化はこ
の時間関数によって説明できる．さらに，やや複雑なひずみ変化，例えば，火口方向のひずみでは噴火
発生直後にステップ的に伸張，その後，緩やかな収縮に転換，また，火口と直交方向のひずみでは噴
火直後に急速な収縮，その後，緩やかな収縮を示す場合でも，深さ 1km と 4km のソースの Nishimura

(1998) に従う圧力時間関数に基づくひずみ変化を足し合わせることにより説明可能であることが分かっ
た（ 図 2 ）．
２．長期的マグマ蓄積過程・放出過程の解明
桜島の地盤は，約 1 年周期で膨張と収縮を繰り返しているが，2009 年 10 月〜2010 年 5 月および

2011 年 11 月〜2012 年 2 月の地盤の膨張は，それまでの年周変化的な変動（ 0.4 μストレ イン ）をはる
かに超え，山頂から 2.7km 離れたハルタ山観測坑道の山頂方向のひずみ増加は，それぞれ，1.2 およ
び 1.1 μストレ インに達した（ 図 3 ）．また，これらの時期には GNSS により基線長の増加が同時に観
測され，マグマの貫入量が増加したものと考えられる．また，これらの時期には噴火活動が活発化し，
火山灰放出量も増加しており，マグマ貫入と同時にマグマ放出が起こる開口型火道系の特徴的な地盤

変動と噴火活動を示した．これらの時期の地盤変動は，GNSS 観測による基線長変化に桜島島内にお
ける傾斜・ひずみ変化を考慮することにより，姶良カルデラ下約 10km の増圧源，北岳下 4km の増圧
源，更に南岳下約 1km の減圧源により説明可能であることが分かった（ 図 4 ）．また，南岳下の減圧
源は水準測量によっても確かめられている．このことから，桜島島内の主マグマ溜まりは，主山体を
構成する北岳下にあり，これまで考えられてきた南岳下 4km のマグマ溜まりは比較的規模の大きい噴
火に伴う一時的なバッファーの役割を担うが現在の火山活動では長期的には顕著な圧力の変化がない
こと，さらに，噴火活動が活発化した時期には，昭和火口に近い浅部から減圧が始まっていることが
考えられる．
３．火山体構造の時間変化に基づくマグマ供給系の発展過程の解明

2008 年に桜島において初めて人工地震探査が行われてから，毎年，桜島の東部から北部にかけて反
射法探査を繰り返し，地下の構造変化の抽出を試みた．2014 年における反射法探査でも桜島東部にお
ける南北測線において 9 か所，北部における東西測線において 5 か所の爆破を行い，約 250 台の固有
周期 0.5 秒の地震計により人工地震波を観測した．2014 年探査の解析は進行中であるが，それと同時
に，これまでの反射法探査のデータの見直しを行い，地下の構造変化に解釈を加えた．

2009 年から 2013 年までの反射法探査で得られた反射断面を重合することにより，参照地震反射断
面を作成し ，これからの各年に得られた反射断面の差分を反射強度偏差断面とした（ 図 5 ）．反射強
度偏差断面において顕著な変化が現れたのは，北岳の北東部の深さ約 5km であり，2009 年の探査後，

2010 年の探査では反射強度が増加し，その後，低下した．さらに，深さ 5km の反射面に対応する地震
波の位相の振幅に注目すると，2009 年に比較して 2011 年では約 30 ％増加し，その後，現象に転じた
ことが分かった．そこでこの反射強度の増加を北岳下 5km にあるシル状のマグマ溜りにおけるマグマ
の速度変化と仮定して解釈を行った．その結果，シルの厚さを 50m と仮定すると 5%の速度低下によ
り反射強度の増加が説明可能であることが分かった．2009 年 10 月以降は，先に述べた最初のマグマ
貫入期に相当し ，それ以降噴火活動が激化しているので，2009 年 10 月以降の高温で新鮮なマグマ貫
入によりマグマ溜まりの速度が低下したものと考えられる．
人工地震探査に加え，地震波干渉法による地下構造の時間変化の検出にも着手した．また，姶良カ
ルデラ内の海域における海底観測を繰り返すことにより，特に海域における震源決定精度と 3 次元地
震波速度構造が高精度化され，震源と速度構造の精度のよい比較が可能となった．
４．先行マグマ物質の分析によるマグマ供給系の発展過程の解明
先に述べた 2009 年 10 月〜2010 年 5 月および 2011 年 11 月〜2012 年 2 月の 2 回の顕著なマグマ貫
入期に前後して様々な物質化学的な変化が検出された．2009 年のマグマ貫入期に先行して同年 4 月
〜5 月には昭和火口の東 4km にある黒神観測井の温泉ガス中の二酸化炭素および水素の濃度が急激に
増加した．これは，2009 年のマグマ貫入期に先行する唯一の減少である．また，マグマ貫入期には噴
出物量も増加したが，噴出物のガラス中の二酸化ケイ素の組成は低下し，玄武岩マグマの関与が指摘
されている．2011 年のマグマ貫入期には温泉ガス濃度や二酸化ケイ素の組成には大きな変化はなかっ
た．一方，2011 年のマグマ貫入期以降，二酸化硫黄放出率が増加し，噴火規模が拡大した．噴火規模
の拡大は噴火に伴う地盤変動量の平均値および分散の増加，噴煙高度の増加によって裏付けられてお
り，2013 年 9 月には噴出物中に火道角礫岩が見出され，火道の拡大が示唆された．
火山灰に付着するフッ素，塩酸，硫酸などは火山ガスに由来し，火山灰に付着する抽出液中の，例
えば，塩素イオンと硫酸イオンの比は火山ガス中の塩化水素と二酸化硫黄の比と等価であることから，
火山ガスに関連する水溶性成分の時間変化を 2006 年以降の昭和火口における噴火活動に対比して再検
討を行った．2006 年と 2007 年の噴火活動は 2-3 週間程度と短期間であり，活動初期には塩素イオン
と硫酸イオンの比は高い値を示すが，その後，徐々に低下した．短期的なマグマ貫入により熱水系が
消滅しつつある時期と解釈される．劇的に変わったのは 2009 年の後半であり，先に述べた 2009 年 10
月以降のマグマ貫入期に対応する．この時期は対照的に時間の経過とともに塩素イオンと硫酸イオン
の比は増加し続け（ 図 6 ），2010 年以降は，活発な噴火活動を反映して，塩素イオンと硫酸イオンの
比は頻繁に高い値を示し，熱水系に関わらないマグマ活動であることが示された．ただし，塩素イオ

ンと硫酸イオンの比は時間的に大きく変動し，短期間で頻繁なマグマ貫入が示唆されるので，地盤変
動等の地球物理学的データとの詳細な照合が必要である．
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ける多項目観測に基づく火山噴火準備過程解明のための研究，平成 25 年度分報告書，103-108．
為栗健・井口正人・園田忠臣・関健次郎，2014，桜島火山の 2010 年以降の A 型地震活動，桜島火山に
おける多項目観測に基づく火山噴火準備過程解明のための研究，平成 25 年度分報告書，11-16．
筒井智樹・他，2014，桜島火山における反復地震探査 (2013 年観測)，京都大学防災研究所年報，57，

138-149．
八木原寛・平野舟一郎・宮町宏樹・高山鐵朗・市川信夫・為栗健・井口正人，2014，鹿児島湾奥部に
おける繰り返し海底地震観測 − 2009 年度〜2013 年度−，桜島火山における多項目観測に基づ
く火山噴火準備過程解明のための研究，平成 25 年度分報告書，17-26．
山本圭吾・他，2014，水準測量によって測定された桜島火山および姶良カルデラ周辺域の地盤上下変
動―2013 年 10 月および 11 月測量の結果―，京都大学防災研究所年報，57，116-124．
山本圭吾・他，2014，桜島および鹿児島湾周辺における精密重力測定（ 2013 年 10 月および 11 月），
桜島火山における多項目観測に基づく火山噴火準備過程解明のための研究，平成 25 年度分報告
書，73-80．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：

平成 26 年度同様に，地球物理学的観測の高精度化・稠密化による力学過程観測，火山体構造の時間変
化，先行マグマ物質の分析を 3 つの柱として研究を進める．
１．地球物理学的観測・
・
・個々の噴火について短期プロセスを解明するために 地震，傾斜，ひずみ，空
振観測を継続する．また，噴火活動の消長に対しての長期プロセスを解明するために地震，GPS，水
準測量などをくり返し実施する．
２．火山体構造の時間変化・
・
・地震波干渉法の解析をすすめ，MT と絶対重力の連続観測及び相対重力
観測を繰り返す．
３．先行マグマ物質の分析・
・
・火山灰付着水溶性成分や火山灰等噴出物の組成・色などを分析する．
特にフラックスについては SO2 放出率に注目して観測を行う．温泉ガス濃度は連続観測を行う．火山
灰量を他機関のデータを用いて求める．FT-IR 観測を実施する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
井口正人、中道治久、山本圭吾、為栗健、大見士朗
他機関との共同研究の有無：有
北海道大学大学院理学研究科（ 大島弘光、中川光弘）
秋田大学工学資源学部（ 筒井智樹）
東北大学大学院理学研究科（ 西村太志、太田雄策、小園誠史）
東京大学地震研究所（ 大久保修平、及川純）
東京大学大学院理学系研究科（ 森俊哉）
東京工業大学火山流体研究センター（ 野上健治、神田径）
常葉大学環境防災学部（ 嶋野岳人）
名古屋大学大学院環境学研究科（ 山中佳子）
京都大学大学院理学研究科（ 大倉敬宏、横尾亮彦、宇津木充）
九州大学大学院理学研究院（ 清水洋、松島健、相澤広記）
鹿児島大学理学部（ 宮町宏樹、中尾茂、八木原寛）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所火山活動研究センター
電話：099-293-2058

e-mail：iguchi.masato.8m@kyoto-u.ac.jp
URL：http://www.svo.dpri.kyoto-u.ac.jp/default.html
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：井口正人
所属：京都大学防災研究所
電話：099-293-2058

FAX ：099-293-4024
e-mail：iguchi.masato.8m@kyoto-u.ac.jp

図1

噴火活動に先行する BH 型地震の活動

図2

2 つのマグマ溜まりの圧力変化モデルの規模の大きい噴火に伴うひずみ変化への適用

図3

ハルタ山観測坑道におけるひずみ変化

図4

2011 年後半の桜島山体膨張期に求められた圧力源

図5

水準測量により得られた上下変動分布から求められた桜島島内の圧力源

図6

2009 年における火山灰付着水溶性成分塩素イオンと硫酸イオンの比の時間変化

平成 26 年度年次報告
課題番号：1909
（ １）実施機関名：
京都大学防災研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
焼岳火山の噴火準備過程の研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
イ. 熱水系の卓越する火山

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
飛騨山脈の焼岳火山は、東北地方太平洋沖地震の直後に地震活動が非常に活発化するなど 、今後の動
向を注視する必要がある火山のひとつであると考えられることから、同火山において複数項目の観測
を行い、その火山噴火準備過程の理解に資する。本計画では、現状では手薄な地盤変動の観測研究を
中心に、すでに実施中の微小地震観測や、他機関によって実施されている赤外熱映像観測等のデータ
の集約と解析を行い、将来の火山防災に資するための基礎データとすることを目的とする。
（７）本課題の５か年計画の概要：
焼岳火山においては、大学、気象庁、国交省砂防部局、長野県等が各種観測機器を設置してデータを取
得しているが 、各データが有機的に集約されているとは言いがたいのが現状である。本計画では、既
存データの有機的な集約・統合を試みつつ、既存の観測で取得されていない地盤変動データを集中的
に取得することで同火山の噴火準備過程の理解に資する。地盤変動データは、噴火の直前過程におい
て微小地震観測データに先行して変化が現れる可能性があり、基礎データとして平常時のデータを取
得しておくことは特に重要である。以下、年度別の計画を記述する。
平成 26 年度：現計画で実施中の焼岳近傍での微小地震観測および解析を継続すると共に山体近傍へ地
震計の再設置を含めた観測点配置の再検討を行う。また、山体に傾斜計を設置するための地点選定と、
そのための各種許認可手続きを開始する。傾斜計観測点は、山体を囲むように、長野県側に２点、岐
阜県側に 1 点の計３点を計画している。1 点はボアホール型、他の２点は気泡型の予定である。平成

26 年度は気泡型傾斜計 1 点の設置まで行う。さらに、現在オフライン方式で継続している長野県側の
地震観測点の一部を、携帯電話サービスを使用した簡易的なテレ メータ観測点に改造することを試み
る。なお、傾斜計本体は別経費で調達する。

平成 27 年度：微小地震観測を継続するとともに、引き続き傾斜計設置のための許認可手続きを行う。
また、ボアホール型傾斜計１点の設置作業を行う。
平成 28 年度：微小地震観測を継続するとともに、引き続き傾斜計設置のための許認可手続きを行う。
また、気泡型傾斜計１点の設置作業を行う。
平成 29 年度：微小地震観測およびその解析の継続、さらには傾斜観測データの解析を行う。また、国
交省砂防部局が取得している赤外熱映像データの解析手法を開発し 、同データを有効利用する手立て
を検討する。
平成 30 年度：傾斜観測データの解析から、データの精度チェックおよび 2 年間の地殻変動の評価を行
う。微小地震観測および熱映像解析もあわせて行い、本計画の総括を行う。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 26 年度は，従来より継続している焼岳周辺での微小地震観測を継続し，そのデータの解析手法の
高度化をめざした．
従来の微小地震観測点は，京都大学のほか，気象庁，防災科研，国交省砂防部局等の複数機関の運用
するテレ メータ点と京都大学が運用するオフライン点からなり，長野県側にはテレ メータ観測点が皆
無であるという欠点があった．そのため今年度は長野県側の 2 点のオフライン観測点をテレ メータ化
する作業に着手した．許認可等の関係で，機器の仮設置の段階で現場の積雪を見たため，実際の機器
調整は平成 27 年度に持ち越しとなったが，平成 27 年度の早い時期には長野県側の 2 観測点でもテレ
メータ機能が稼動の予定である．
データ解析機能の高度化としては，飛騨山脈南部で頻繁に発生する群発地震活動のデータを効率的に
処理するために，Matched Filter Method を使用した自動処理システムを実装した．これには，地震の
検出および震源決定を自動的に行う機能を含む．このシステムで，2013 年 10 月の穂高岳近傍の群発
地震を解析し，従来の STA/LTA 論理による検出システムよりも多数のイベントを検出できること，気
象庁の公式カタログと比較しても遜色ないカタログができることなどが確認され，自動処理システム
として有効に機能していることが確認された．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
大見士朗，2014，Matched Filter Method による群発地震の解析の試み ―2011 年飛騨山脈山麓旗鉾付
近の群発地震活動の例―，京都大学防災研究所年報，57B，70-75．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 26 年度に引き続き，微小地震観測の継続およびその高度化を目指す．26 年度に完了しなかった
長野県側の 2 点のテレ メータ化の作業を最優先で行う．これに加え，焼岳周囲で手薄な観測項目であ
る，地盤変動データを得るために，最低 1 点の傾斜計観測点を設置し，データの取得開始をめざす．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
京都大学防災研究所：大見士朗、加納靖之
他機関との共同研究の有無：有
京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設：横尾亮彦
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所地震防災研究部門
電話：

e-mail：
URL：

（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：大見士朗
所属：京都大学防災研究所地震防災研究部門
電話：0774-38-4236

FAX ：0774-38-4239
e-mail：ohmi@rcep.dpri.kyoto-u.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1910
（ １）実施機関名：
京都大学防災研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
短スパン伸縮計等を活用した西南日本における短期的 SSE の観測解析手法の高度化
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
イ. 地殻ひずみ・応力の変動

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化
4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
南海トラフから沈み込むプレート境界深部で発生する短期スロースリップ イベント（ SSE ）を新たな
観測と解析手法の高度化によって詳細にモニタリングする手法を構築する。
（７）本課題の５か年計画の概要：

GNSS（ GEONET ）データと既存および新設する観測網による地殻変動連続観測データを併合処理
して、西南日本に発生する短期的スロースリップ イベント (SSE) を時空間的に精度良く検出する手法
を開発し 、南海トラフ沿いのプレート境界深部における滑りのモニタリングを高度化する。そして、検

出された短期的 SSE の発生頻度や規模からプレート境界深部における滑り特性を把握する。さらに、
併合処理によって明らかにされる短期的 SSE 発生時の地殻変動の大きさや時定数をふまえて、長期間
のデータの蓄積がある地殻変動連続観測データの再解析を行い、過去の短期的 SSE の発生状況を明ら
かにして南海トラフの巨大地震の発生サイクルの中で SSE の発生が時間変化しているのかど うかを調
査する。
短期的 SSE の稠密観測を実現するために、短スパン伸縮計（ 基準尺が 50 cm〜1.5 m ）を開発し 、地
殻変動観測の新たなツールとする。開発にあたっては、アレ イ観測や臨時観測に用いることを念頭と
し 、ひずみ地震動や火山などでの地盤変形計測にも対応することを目指す。また、従来の横坑式伸縮
計の補正や置き替えの可能性についても検討する。
短期的 SSE は、巨大地震発生域に隣接した深部延長領域で数ヶ月に一度発生しており、巨大地震震
源域への応力蓄積過程を理解する上で重要な現象である。また、大地震発生サイクルの数値シミュレー
ションから、地震サイクル中に短期的 SSE の発生頻度が変化することや、短期的 SSE の準静的滑りが
巨大地震の動的滑りにまで成長することがあることが予想されており、短期的 SSE と巨大地震の発生
は密接に関連していると考えられる。よって本課題は、南海トラフの巨大地震を対象としたプレート
境界滑りのモニタリング手法の高度化に資することを目的とする。具体的な実施項目の年次計画は 、
以下の通り。
平成２６年度：基準尺 1.5 m の短スパン 3 成分伸縮計の仕様の確定と計器の完成。紀伊半島での稠密
アレ イ観測を開始。GNSS データを用いた短期的 SSE 推定手法の改良。地殻変動連続観測データにお
ける短期的 SSE に関連するシグナルの抽出。
平成２７年度：基準尺 50cm の超短スパン伸縮計開発の開始と紀伊半島における短スパン伸縮計での
観測の継続。GNSS データと地殻変動連続観測データの併合処理による短期的 SSE 推定手法の開発。
地殻変動観測データの整理（ 潮汐・気象擾乱の補正、デジタイズ ）
。
平成２８年度：基準尺 50cm の超短スパン伸縮計開発の完成と紀伊半島における短スパン伸縮計での
観測の継続。GNSS データと地殻変動連続観測データの併合処理による短期的 SSE 推定手法の開発。
地殻変動観測データの整理（ 潮汐・気象擾乱の補正）
。
平成２９年度：紀伊半島における短・超短スパン伸縮計での観測の継続。過去の地殻変動データを用
いた SSE 発生履歴の推定。地殻変動観測データの整理（ 潮汐・気象擾乱の補正）
。
平成３０年度：紀伊半島における短・超短スパン伸縮計での観測の継続。短期的 SSE 発生の発生状況
の総括と地震サイクルにおける考察。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
短スパン伸縮計の開発及び観測網の構築に関しては，紀伊半島において基準尺 1.5m の短スパン伸縮
計（ 3 成分）の既設点（ 和歌山県田辺市中辺路町）での観測継続と新規観測点（ 田辺市大塔町）の設
置を行った．2012 年 9 月から観測を開始した中辺路観測点では，順調にデータが蓄積されている（ 図

1 ）．これらの観測点は使わなくなったトンネルを利用している．当初，トンネル内の温度変化の影響
が大きかったことから，伸縮計全体を断熱材でおおう，間仕切りを増強するなどの対策をおこなった．
そのほか，従来の伸縮計と同じく，降雨の影響も受けている．大塔町のサイトでは商用電源が確保で
きないことから，ソーラーパネルおよびバッテリからの電力供給によって，変位検出器およびデータ
ロガーが動作するように改良をおこなった．この方式をとると，一定の日照を確保できる地点であれ
ばよく，設置場所の制約を受けにくくなる．また，電気ノイズが小さいので，基準尺を短くすること
により犠牲にしたひずみについての分解能がいくぶん緩和されることも長所である．いっぽ う，電力
不足による欠測が起こりうるという短所もある．
これまでの観測により，紀伊半島での低周波地震活動に合わせて生じる 5 × 10−9 程度の伸縮変化を
観測している．2013 年 3 月上旬に発生した低周波イベントの際に，伸縮変化も観測された（図 2 ）．低
周波イベントの移動にともなって伸縮変化も時間変化しているのが観測された．
短期的 SSE の解析手法の高度化に関しては，GNSS データ単独での短期的 SSE 断層モデル推定手法

の改良を行い，九州から南西諸島の GNSS(GEONET) データに適用して，この地域での短期的 SSE の
発生状況を初めて系統的に明らかにした（図 3 ）．また，GNSS データから短期的 SSE の継続時間を推
定する手法のプロトタイプを作成し，大きな短期的 SSE に関しては GNSS データからでも継続時間を
推定できることを示した．
九州から南西諸島にかけての短期的 SSE については以下のような新たな知見が得られた．九州では
四国の SSE 発生域の延長（ 深さ 30〜40km ）で SSE が発生しているが，その数は南西に行くにつれて
少なくなる．琉球海溝沿いでは，種子島沖，喜界島沖，沖縄本島南部沖，八重山諸島において短期的

SSE の活発な領域が見られ，八重山諸島を除いた３領域の SSE 発生深度は 10〜30km と浅い．南海ト
ラフ沿いでは短期的 SSE の発生深度は 30〜40km に限られているが，琉球海溝沿いではそれより浅い
領域でも SSE が発生していることが明らかになった．これらの短期的 SSE の発生分布から，沈み込む
海洋プレートの地形と関連性があることや，過去の大地震の震源域とは重ならないことが示唆される．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Kinoshita, C., Y. Kano, and H. Ito, 2015, Shallow crustal permeability enhancement in central Japan due to
the 2011 Tohoku earthquake, Geophys. Res. Lett., 42, doi:10.1002/2014GL062792.
Nishimura, T., 2014, Short-term slow slip events along the Ryukyu trench, southwestern Japan, observed by
continuous GNSS, Prog. Earth Planet. Sci., 1:22, doi:10.1186/s40645-014-0022-5
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
短スパン伸縮計の開発及び観測網の構築に関しては，引き続き観測点の増設を行い，紀伊半島西部
において，既存の伸縮計観測点も含め，深部低周波微動の発生域をとり囲むような観測網を構築する．
これらのデータから，深部低周波微動にともなって発生する地殻変動の時空間分布を把握し，その発
生様式について調べる予定である．平成 27 年度は 2 か所程度の増設を予定している．さらに簡易性
を高めるために，基準尺が 50cm の超短スパン伸縮計の開発もおこなっている．この大きさであれば，
吊り枠は不要となり，固定端と自由端のそれぞれが，基準尺と変位検出装置と一体となる構造とする
ことができる．これらを同時に埋設することにより，設置および調整を簡単にするなどの工夫が可能
になると考えられる．
短期的 SSE の解析手法の高度化に関しては，引き続き GNSS データを用いた短期的 SSE の継続時間
推定手法の開発と伸縮計データと GNSS データを併合処理して短期的 SSE の断層モデル推定を行う．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
京都大学防災研究所

西村卓也、加納靖之、山崎健一、伊藤喜宏

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所

地震予知研究センター

電話：

e-mail：
URL：http://www.rcep.dpri.kyoto-u.ac.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：西村卓也
所属：京都大学防災研究所地震予知研究センター
電話：0774-38-4230

FAX ：0774-38-4190
e-mail：nishimura.takuya.4s@kyoto-u.ac.jp

図 1．2012 年 9 月から 2014 年 1 月までの中辺路での観測データ．
上から，低周波イベントの時空間分布，短スパン伸縮計 3 成分，坑内温度，大気圧，降雨量．低周波イベントに
ついては気象庁による．

図 2．2013 年 2 月 25 日から 3 月 15 日までの中辺路での観測データ．
上から，短スパン伸縮計 3 成分，坑内温度，大気圧，降雨量，低周波イベントの時空間分布．低周波イベントに
ついては気象庁による．

図 3．GNSS データから推定された南海トラフ西部〜琉球海溝沿いの短期的 SSE 分布
矩形領域及び矢印は，短期的 SSE の断層モデルの位置とスリップベクトルの方向を表す．網掛けの領域は GNSS
データの解像度がないため，短期的 SSE の検出を行わなかった領域．C1〜C6 は顕著な SSE のクラスターの領域．
黄色い領域は，過去の大地震の発生域．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1911
（ １）実施機関名：
京都大学防災研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
プレート境界巨大地震等の広帯域強震動予測に関する研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(3) 地震・火山噴火の災害誘因の事前評価手法の高度化

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震
ウ. 内陸地震と火山噴火

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
プレート境界巨大地震や内陸地殻内地震等を対象として、広帯域強震動生成のための震源モデル 、
地殻構造モデルおよび大阪盆地等の堆積盆地構造モデルの高度化を行い、長周期地震動を含む広帯域
強震動予測手法の構築を目指す。
（７）本課題の５か年計画の概要：
地震災害誘因の事前評価としての広帯域強震動予測を行うために、震源モデル、震源から観測サイ
トまでの地殻・地盤速度構造モデルの高度化を進める。震源モデルに関しては、担当者らを含むグルー
プがこれまで行ってきた広帯域の震源不均質モデルをベースに、研究課題「プレート境界巨大地震の
広帯域震源過程に関する研究」の研究成果も導入する。地殻・地盤速度構造モデルの高度化は、全国
一次地下構造モデルのような全国レベルのモデルを含む既往モデルに対して、そのモデルの妥当性の
検証を進めることによって問題点を発見し 、モデルの修正・高度化を行う。速度構造モデルの妥当性
の検証には、各観測網によって得られている中規模地震の波形記録を活用した波形モデリングを行う。
また、適切な観測記録が少ない地域においては、微動連続記録の地震波干渉法解析により観測点間グ
リーン関数を求め、地下構造モデルに基づく理論的グリーン関数と比較する。大阪盆地等の大規模堆
積盆地において、地震動特性把握のための臨時の強震観測や微動観測を行い、速度構造のモデリング
に利用する。南海トラフ等を震源域とするプレート境界巨大地震の震源域および大阪平野等での地震
動評価を行う。
各年度の研究計画を以下に示す。
平成 26 年度

既往広帯域震源モデルの整理と問題点抽出
強震記録・連続地震記録等の収集、観測点グリーン関数構築，強震観測

平成 27 年度

広帯域震源モデル問題点の改良

地下構造モデル妥当性検証、強震観測
平成 28 年度

広帯域強震動予測手法プロトタイプ提案。既往地震による検証。
地下構造モデル妥当性検証継続・モデル改良、強震観測

平成 29 年度

広帯域強震動予測手法プロトタイプの問題点の改良
地下構造モデル妥当性検証・モデル改良継続、強震観測

平成 30 年度

広帯域強震動予測手法の提案
南海トラフ地震等の広帯域シミュレーション 、強震観測

（８）平成 26 年度の成果の概要：
既往広帯域震源モデルの問題点を抽出するため、モデル化において仮定されている設定の検討を行っ
た。Sekiguchi and Yoshimi(2010) では、事前情報から設定された長波長が卓越する震源モデルに様々な
空間スケールで不均質を付加することにより、広帯域化を実現している。具体的には、すべり量と破
壊伝播速度という 2 つの震源パラメータの分布に同時に不均質を追加している。すべりの不均質分布
については、多くの既往研究で示唆されているフラクタル分布を用いているが 、破壊伝播速度の不均
質分布については有力なモデルが無いため、暫定的に全てのスケールで同じ強さで、つまりホワイト
ノイズ的に与えている。また、この 2 つのパラメータを変動させるに際して正の相関を持たせている
が 、これは、局所的にすべり量が増加することはおよそ、そこでの応力降下量が増加することを意味
し 、破壊伝播速度も増加する傾向になるだろうという定性的な期待による。正しくは、破壊伝播速度
が増加するのは、応力降下量が高い場所が破壊した後になるはずだが、その空間的なずれがあっても、
この 2 つのパラメータ間の正の相関は生じるだろうという考えである。これらの仮定を、同様のすべ
り不均質を持つよう作成された広帯域動力学震源モデル（ 加瀬・関口、2013 ）における両パラメータ
間の相関を見ることにより検討した。その結果、破壊伝播速度の不均質分布は波数の逆数に比例する
スペクトルとなった。また、破壊伝播速度とすべり量、および 、応力降下量の間には、ほとんど 相関
が見られないことがわかった。震源パラメータに関するこれらの性質は、動力学モデルに依存する可
能性もあるが 、以前の仮定よりより説得力のある仮定として、広帯域震源モデルの改良に活かせると
考える。
大阪堆積盆地構造モデルの検証を進めるため，大阪盆地北西部に位置する尼崎観測点（ 関西地震観
測研究協議会）での記録に現れる特徴的な後続波群についての分析をはじめた．この地点では，直達

S 波の後，数秒後に繰り返し孤立的な波群が現れる場合があることがわかっている．観測開始から 20
年間くらいのトリガーデータを見なおすと，100 程度のイベント記録に，同様の特徴的な波群が現れ
ていることがわかった．また、これらの後続波群の震動方向や波群間の時間差の変化を震央方位に対
して見てみると，波の到来方向によって系統的な差異があることがわかった．後続波群は，堆積盆地
と地震基盤間の境界面と地表との多重反射波であることを作業仮説として，今後、この波群のモデル
化を進め，地下構造モデルとの関係を調べていく予定である。
堆積盆地構造の地震応答を実測し 、地盤構造モデルの改良に用いるため、いくつかの地域で、地震
観測を実施している。京都盆地では、既設強震観測点での観測を継続し，周辺の強震観測点等で得ら
れている地震記録の収集を行った．関東平野の中川低地では、既設観測点のうちの数点について連続
観測システムへの移行を行った。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
田中宏樹・岩田知孝・浅野公之，2014，阪神地域（ 尼崎〜東灘）での地震記録に見られる特徴的な後
続波, 日本地震学会講演予稿集, S16-P20.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
前年度に実施した、既往広帯域震源モデルの設定方法に関する検討結果に鑑み、これを改良する。ま
た、前年度に引き続き、観測記録に基づく盆地地盤応答特性の抽出をさらに続け、既往の地下構造モデ

ルの有効性を検討する。引き続き、強震観測を行い、地盤応答特性把握のための記録の取得に努める。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
関口春子
岩田知孝
浅野公之
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所社会防災研究部門（ 都市防災計画）
電話：0774-38-4286

e-mail：sekiguchi.haruko.6u@kyoto-u.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：関口春子
所属：京都大学防災研究所
電話：0774-38-4286

FAX ：0774-38-4304
e-mail：sekiguchi.haruko.6u@kyoto-u.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：1912
（ １）実施機関名：
京都大学防災研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
強震動によって発生する地すべり現象の発生ポテンシャル評価と事前予測手法の高度化
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(3) 地震・火山噴火の災害誘因の事前評価手法の高度化

（ ４）その他関連する建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(1) 地震・火山噴火の災害事例の研究
(2) 地震・火山噴火の災害発生機構の解明
(5) 地震・火山噴火の災害軽減のための情報の高度化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
斜面の地すべり現象（ 地すべり・崩壊・土石流を総称）は、地震による最も大きな災害要因の一つで
あり、山間地とともに都市域の造成地でも発生している。2011 年東北地方太平洋沖地震時には、事前
降雨が極めて少なかったため、発生数、発生域ともに限られていたが 、近い将来大規模な地震が予測
される南海トラフの地震や首都直下地震、およびその他の内陸地震では，それとは比較にならないほ
ど 広域かつ甚大であると考えられる。これらの地震による地すべり現象の発生には，地質，地質構造，
地下水，地震波の斜面内部での挙動など ，様々な要因が関与するが，地震による地すべり発生のメカ
ニズムと発生場についての研究は極めて立ち遅れているのが現状である。本研究では，これらの要因
と地震時地すべり現象発生との関連を事例研究および観測研究によって明らかにし，地震動に伴って
発生する地すべり現象の発生ポテンシャル評価と事前予測手法の高度化を行う。
（７）本課題の５か年計画の概要：
本研究では、地域的多様性を考慮したハザード 評価手法の構築と観測・実験・シミュレーションによ
る災害発生メカニズムの検討（ 二次災害のハザード 評価を含む）の二つのサブテーマをセットとして
推進する。
１）地域的多様性を考慮したハザード 評価手法の構築−過去の事例の地質・地形的要因の調査・分析
とハザード マップ作成手法の構築−
地すべりと地震との関係を、有史前までさかのぼって野外調査と室内分析によって分析し，地すべり
発生事前予測のための指標を明らかにする。特に航空レーザー計測による詳細地形の活用を図る。さ
らに，地すべりと震源断層との関係，地すべりに先行すると考えられる斜面重力変形地形の特徴，お
よび，地震に弱い岩石の風化帯構造や谷埋め堆積物の構造を解明し，地質・地形的にみた地震時ハザー
ド マップ作成手法を，科学的にも実用的にもレベルの高いものとして構築する。

２）観測・実験・シミュレーションによる災害発生メカニズムの検討−斜面内での地震動の観測、及
びそれが引き起こす地下水と斜面変位への影響の解明−
現在、地震計・強震計の多くは、比較的平坦で堅固な地盤に設置されているため、斜面での地震動
の観測は不十分なままである。本研究では、サブテーマ１で抽出した不安定候補斜面と過去に発生し
た地すべり斜面と堆積物（ 天然ダムを含む）において、以下の三点を実施する。

1. 斜面内に地震計の多点アレ イを設置し，地震波の斜面内の挙動を明らかにする。
2. 斜面内に観測孔を掘削し，地震計，間隙水圧計，傾斜計を設置し，地震動が引き起こす間隙水圧の
変化と斜面の変動への影響を明らかする。

3. 上記の成果を基に、室内実験とシミュレーションを組み合わせ、今後予測される地震の斜面の安定
性への影響を評価する方法を構築する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
地震によって火山地域で発生した地すべりの調査，およびレビューを行い，それらに共通な特徴を
抽出した．もっとも甚大な被害を発生したのは，降下火砕物の崩壊性地すべりである．いずれも，傾
斜 10 °から 25 度の緩斜面で発生し，斜面下方を流広がり，広範囲に被害を発生した（ 図 1 ）．地震に
よるこのような地すべりは，我が国では従来多数発生し，甚大な被害を発生してきた（ 図 1 ）．すべっ
た物質は，降下火砕物である軽石やスコリア，火山灰土で，すべり面は粘土質の火山灰土（古土壌）あ
るいは強く風化して粘土質になった軽石に形成されていた．層構造の共通的な特徴として，地表付近
にやや硬い層があり，その下の粘土質な層にすべり面が形成されることがわかった（ 表 1 ）．これらの
知見は，火山地域で地震によって発生する地すべりで特に広域に被害を及ぼす場所を地質的に抽出で
きる見通しを与えている．
地震発生時に生じ うる多様な地すべりに対応するため、受け盤の大規模な岩盤地すべりを起こし う
る斜面、深層崩壊・大規模地すべりの発生後に取り残され不安定化が促進されたブロック、固結度の
弱い後期白亜紀の砂泥互層における海岸、軟弱な埋め立て物が崩壊する危険性がある人工盛土斜面を
ターゲットとし 、地震計・間隙水圧計・伸縮計などの設置、観測保守をおこなった（ 図 2 ）
。これらの
地すべり地において、近地地震の波形、および 、S 波部分、コーダ部分のスペクトルを用いて地震波
の増幅特性を見積もった。特に、東京都目黒区の盛土においては、S 波上下動に顕著な増幅が見られ
（図 3 ）、スペクトル解析から、10 Hz 前後の増幅が原因であることがわかった。また、横浜市における
観測から、崖際における盛土の揺れが地山に比べおよそ 3 倍増幅することがわかった（ 図 5 ）
。厚岸に
おいては伸縮計記録と比較し 、最大速度 0.11 cm/s の地震時には 0.3 mm 以上の変位が認められなかっ
たことがわかった。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Chigira, M., 2014. Geological and geomorphological features of deep-seated catastrophic landslides in tectonically active regions of Asia and implications for hazard mapping. Episodes, 37, 284-294.
Chigira, M., Nakasuji, A., Fujiwara, S., Sakagami, M., 2014. Soil-Slide Avalanches of Pyroclastic Fall
Deposits Induced by the 2011 Off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake. In: H. Kawase (Ed.), Studies
on the Off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake. Springer, Tokyo, pp. 65-86.
千木良雅弘, 2014. 地震による深層崩壊. 地震ジャーナル , 58, 28-35.

Doi I., S. Matsuura, T. Shibasaki, and H. Osawa, 2015. Seismic observation in the mudstone landslide area,
Proceedings of 10th Asian Regional Conference of IAEG, abstract accepted.
Doi I. and T. Kamai, 2015. Characteristics of seismic motions and pore pressure response in the filled slopes,
Proceedings of 10th Asian Regional Conference of IAEG, abstract accepted.
土井一生・王功輝・末峯章 (2014):斜面における地震観測による斜面内部構造推定の試み，2014 年地
震学会秋季大会予稿集, S16-P10.
土井一生・釜井俊孝 (2014): 盛土斜面における地震動・間隙水圧応答の特徴，第 53 回地すべり学会研

究発表会予稿集, 12.

Matsuura, S., T. Shibasaki, H. Osawa, T. Shibasaki, H. Sato, and I. Doi， 2015. Displacement properties
of a costal landslide during a winter season, Proceedings of 10th Asian Regional Conference of IAEG,
abstract accepted
松浦純生、柴崎達也、大澤 光、佐藤北斗,2014. 冬期間における海岸地すべりの移動観測、雪氷研究大
会 (2014・八戸) 講演要旨集、93．

Nakano, M., Chigira, M., 2014. Geomorphological and geological features of the collapsing landslides induced by the 2009 Padang earthquake, Japan Geosciences Union Meeting 2014, Yokohama pp. HDS0510.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
火山地域における地震時崩壊性地すべりのケーススタデ ィを継続し，火山灰層序学および土質力学的
な知見を加えて，発生危険個所の抽出手法の論理立てを図る．また，主に西南日本の非火山地域の地
震時崩壊のレビューとケーススタデ ィを継続する．各地すべりにおける地震観測を継続する。解析と
して、１）地すべり地での地震動増幅特性の評価、２）コーダ波による斜面応答の方位依存性の推定、
３）斜面内部構造推定法の開発を進める。また、現地調査や取得データの検討を通じて、強震動を経
験する確率が高く、斜面内部が一部塑性し うる斜面があれば 、間隙水圧計を埋設するとともに、電源
について検討したうえで強震計を併設し 、高時間分解能同時観測を新たに開始する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
千木良雅弘（ 京都大学・防災研究所・教授）
：総括、サブテーマ１（ 主査）、サブテーマ２
釜井俊孝（ 京都大学・防災研究所・教授）
：サブテーマ１、サブテーマ２（ 主査）
松浦純生（ 京都大学・防災研究所・教授）
：サブテーマ２
松四雄騎（ 京都大学・防災研究所・准教授）
：サブテーマ１
王

功輝（ 京都大学・防災研究所・助教）
：サブテーマ１、サブテーマ２

土井一生（ 京都大学・防災研究所・助教）
：サブテーマ２
他機関との共同研究の有無：有
西山賢一（ 徳島大学・環境防災研究センター）
：サブテーマ１
山崎新太郎（ 北見工業大学・工学部・社会環境工学科）
：サブテーマ１
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所地盤災害研究部門
電話：0774-38-4097

e-mail：
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：千木良雅弘
所属：京都大学防災研究所地盤災害研究部門
電話：0774-38-4100

FAX ：0774-38-4105
e-mail：chigira@slope.dpri.kyoto-u.ac.jp

図1

2011 年東北地方太平洋沖地震による白河の崩壊性地すべり（ 左）と，類似した地すべりの発生個所と地震
名（ 右）
写真撮影は国土技術政策総合研究所・
（ 独）土木技術研究所．

表1

地震による降下火砕物の崩壊性地すべり一覧

図2

地震観測概要と地震波形記録の例

加速度波形は，東京都目黒区の地山（ 上図）と盛土斜面（ 下図）における 2014 年 5 月 5 日の伊豆大島近海でのや
や深発地震による記録。盛り土では，上下方向の加速度が増幅されていることがわかる．

図3

台地地山と縁辺盛り土における加速度波形の違い

2014 年 5 月 5 日の伊豆大島近海でのやや深発地震に対する台地（ 下末吉面、左図）と台地の縁辺部に貼り付けら
れた盛土斜面（右図）における加速度波形記録（ 神奈川県横浜市）．崖際における盛土の揺れが地山に比べおよそ
3 倍増幅している．

平成 26 年度年次報告
課題番号：1913
（ １）実施機関名：
京都大学防災研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
桜島火山におけるマグマ活動発展過程の研究−火山灰拡散即時予測
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(5) 地震・火山噴火の災害軽減のための情報の高度化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
火山噴火により多量の火山灰が噴煙として大気中を上昇し 、浮遊拡散するとともに、火山周辺に多
量に降下する。浮遊火山灰は航空機の運航に障害を与え、最悪の場合はジェットエンジンを停止させ
る。また、降下火山灰は、農林水産業被害、健康被害、地上交通網の停止と噴火活動静穏化後も繰り
返される泥流等の土砂災害を引き起こす。本研究では、レーダー、ライダー観測や GNSS を用いて火
山灰浮遊推定量をする技術を開発するとともに、シミュレーションを用いて大気中を浮遊拡散する火
山灰粒子密度分布と降下する火山灰の堆積分布を予測する。レーダー観測で得られる大気中の噴煙イ
メージは、噴火して噴煙柱が成長した結果であるので、さらに即時性を高めるために、地盤変動量、噴
火微動振幅を用いた火山灰噴出率をリアルタイムで把握する手法とそれに基づくシミュレーション技
術を開発する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
本課題は、
「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」事業に基づいた計画であり、以下
の 5 つのテーマに沿って研究を行う。

[1] 降下火山灰のリアルタイム観測および大気中火山灰粒子密度のその場観測による把握
[2] レーダーおよびライダー観測による噴煙高度等の外形情報の把握、噴煙柱形成、移流・拡散過程の
把握および GNSS による搬送位相遅延量を用いた大気中火山灰粒子密度のリアルタイム推定手法開発

[3] 火山灰量の地上および大気中実測との照合によるリモートセンシング観測に基づく火山灰量の推定
[4] シミュレーションによる火山灰拡散範囲と粒子密度および降下火山灰堆積量の予測と観測データと
予測値の照合による拡散シミュレーションの高度化

[5] 地盤変動、地震観測データに基づく、火山灰噴出率と噴煙高度のリアルタイム評価手法の開発と拡
散シミュレーションのさらなる即時化
平成 26 年度はレーダー観測により噴煙柱の形成、移流・拡散過程の把握する。また、GNSS による
搬送位相遅延量を用いて大気中火山灰分布をリアルタイムで把握できる手法を開発する。降下火山灰
のリアルタイム観測および大気中火山灰粒子密度のその場観測による火山灰粒径分布を明らかにする。
平成 27 年度はライダー観測も含めて、降下および浮遊火山灰量の実測値との照合によってリモート
センシング観測に基づく火山灰量の推定方法を確立する。
平成 28 年度はシミュレーションに基づいて火山灰拡散範囲と粒子密度および降下火山灰堆積量の予
測し 、観測データと予測値の照合によって拡散シミュレーションのパラメータのチューニングおよび
シミュレーション論理の改良を行う。
平成 29 年度は地盤変動、地震観測データに基づいて、火山灰噴出率と噴煙高度のリアルタイム評価
手法を開発し 、拡散シミュレーションのさらなる即時化を図る。
平成 30 年度は上記の [1]〜[5] の結果を検討して最良の即時予測システムを構築する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：

2009 年以降，ブルカノ式噴火の発生頻度がきわめて高い桜島を対象に，噴火に伴う噴煙の早期検知を
目的とした火山観測および噴煙中の火山灰粒子密度その場観測と地上観測を実施した．
桜島周辺ではすでに国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所により，X バンド MP レーダーが
設置されている．これまで，概ね噴煙高度が火口上 3000m であれば，確実にレーダー画像として噴煙
を捉えることができた．小型 X バンド MP レーダーは雨滴であれば，直径 0.5mm 以上のものを捉える
ことができるので，火山灰でも同様に直径 0.5mm 以上の粒子の反射・散乱を捉えていると考えられる．
一方，このような電波の反射・散乱はより波長の長い GNSS 衛星からの電波にも伝搬遅延として表れ
ている． 2012 年 7 月 24 日に桜島南岳において発生したブルカノ式噴火では，噴煙高度が 8000m に
達したが，LC (電離層フリー線形結合) 搬送波位相残差 (単位：cm) を衛星と観測点毎の組み合わせに
注目してみてみると，位相残差の大きい伝搬経路は南岳上空の 4000m までの高さにおいて交差するこ
とが分かった．しかも，その交差点は，時間とともに西方へ移動し ，爆発発生から約 20 分後には南
岳 5km 西方に達した（ 図 1 ）．この爆発では噴煙は東風によりゆっくりと西へ流されており，噴煙に
よって伝搬遅延が起こったものと推定される．噴煙高度が昭和火口上空の 5000m に達した 2013 年 8
月 18 日の爆発でも同様の位相残差の増大が検出された．同様に，位相残差の大きい伝搬経路の交差点
は，噴煙が移流した北西方向に移動した．山頂の北西 2.7km にある観測点では位相残差の大きい状態
が 10 分程度継続しており，噴煙が上空を通過したことを強く反映する結果が得られた．20km 離れた
観測点では位相残差の大きい仰角は 15 度と，火口上空の噴煙高度におよそ一致した．さらに，LC 位
相残差を SNR データと比較した．2012 年 7 月 24 日の爆発では，SNR の減少と LC 位相残差の増大が
両方とも検出された伝搬経路は 1 つだけであることから，それぞれが異なる媒質を検知している可能
性が高いことが推測できた（ 図 2 ）．
また，噴火によって放出され，大気中を浮遊する火山灰の粒子密度のその場測定を実施した．観測
対象とした粒径は 10 ミクロン以下の微粒子である．簡易型粉じん計を用いて，全粒子，10 ミクロン，

2.5 ミクロン，1 ミクロン粒子の密度を測定するとともに，吸引するポンプを用いてフィルターに吸着
させて，全粒子，10 ミクロン，2.5 ミクロン粒子の重量を測定した．桜島から風下の微弱な噴煙が漂
う大気中で測定したところ部分的に高濃度の粒子密度領域が検出できた（ 図 3 ）．
さらに，連続測定を桜島の地上において実施した．これら粒子状物質の中では粗粒のものが卓越する
こと，また，粒子状物質の濃度と放出火山灰量や風向との相関が認められることから（図 4 ），桜島に
おいて観測される粒子状物質の多くは，火口から放出された火山灰起源であることが分かった．粒子
状物質のうち，PM2.5 の濃度は 1 日平均の環境基準値である 35 μ g ／ m3 を超える日が約 2 カ月の観
測期間中，15 日あった．

（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Eliasson, J., Yoshitani, J., Weber, K., Yasuda, N., Iguchi, M. and Vogel, A., 2014, Airborne measurement
in the ash plume from mount Sakurajima - analysis of gravitational effects on dispersion and fallout,
International Journal of Atmospheric Sciences, doi: 10.1155/2014/372135
太田雄策・井口正人，2014，GNSS データにもとづく噴煙柱検知方法の開発（その２）−精密単独測
位法により求めた搬送波位相事後残差の時空間発展?，桜島火山における多項目観測に基づく火山
噴火準備過程解明のための研究，平成 25 年度分報告書，69-72．
味喜大介・吉谷純一・Eliasson, J.・井口正人，2014，桜島における粒子状物質連続地上観測，京都大
学防災研究所年報，57，150-153．
吉谷純一・Eliasson, J.・味喜大介・安田成夫・桃谷辰也，2014，桜島での火山噴煙濃度航空機観測，京
都大学防災研究所年報，57，1-8．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 26 年度と同様に，X バンド MP レーダー観測，GNSS を用いた LC 位相残差および SNR の現象
の検出，大気中における火山灰粒子密度のその場測定，および地上における連続測定を実施し，観測
事例を増やすことにより，より定量的な議論に向けてデータを蓄積する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
井口正人、吉谷純一、中道治久、味喜大介
他機関との共同研究の有無：有
鹿児島大学地域防災教育研究センター

眞木雅之

防災科学技術研究所 藤田英輔
東北大学理学研究科 太田雄策、小園誠史
気象研究所
気象協会

高木朗充
桃谷辰也

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所火山活動研究センター
電話：099-293-2058

e-mail：
URL：http://www.svo.dpri.kyoto-u.ac.jp/default.html
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：井口正人
所属：京都大学防災研究所
電話：099-293-2058

FAX ：099-293-4024
e-mail：iguchi.masato.8m@kyoto-u.ac.jp

図1

LC 位相残差が大きい伝搬経路

図2

火山爆発に伴う LC 位相残差と SNR データの時間変化

図3

大気中の微小火山灰の濃度

飛行経路に沿って時刻が進む．

図4

火山爆発の発生と地上観測に基づく微小粒子状物質の濃度の関係

平成 26 年度年次報告
課題番号：1914
（ １）実施機関名：
京都大学防災研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
桜島火山におけるマグマ活動発展過程の研究−地域との連携
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(5) 地震・火山噴火の災害軽減のための情報の高度化

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測
3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
本研究では，桜島火山をモデルケースとして，地方自治体の防災担当者，一般住民，報道機関など
様々な層を対象に，これまでの火山噴火予知研究の成果を知ってもらうためのセミナーを定期的に開
催する．そのうえで，これまでの予知研究の成果を，自治体の地域防災計画や住民の防災意識へ反映す
ることの可能性を検討するとともに，よりよい地域防災計画策定や危機的状況における住民行動の改
善のためにはどのような研究成果や火山活動に関する情報が必要であるか，予知研究の要求調査を行
う．さらに，火山現象理解のための研究や噴火規模の即時評価の研究の成果を年次ごとに公表し，防
災対策の視点から研究の仕分けを行う，また，必要とされる研究項目を推進するため，フィード バッ
クをかける．
（７）本課題の５か年計画の概要：
本課題は、
「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」事業に基づいた計画である。年 2
回のセミナーと検討会を実施し，火山噴火予知研究の成果を地域における防災対策等に反映すことを
検討する．検討項目は以下の通りである．

[1] 避難計画における火山噴火予知研究成果の活用
[2] 様々な噴火シナリオに基づく避難計画の多様化の研究
[3] 現状の避難計画の問題点と予知研究による解決の可否の検討

[4] 火山噴火による経済への影響評価と BCP や個人の生活支援策への予知研究成果（噴火活動推移）の
活用
平成 26 年度はこれまでの火山噴火予知研究成果をレビューするセミナーを開催するとともに，その
成果の現状の避難計画を含めた防災対策にどのように活用できるかを検討する．
平成 27 年度は噴火事象系統図にリストアップされる個々の噴火の規模と様式について，前駆活動及
び火山噴火推移の事象の発現に沿った避難計画策定の可能性について検討する．
平成 28 年度は火山噴火予知研究から想定される今後の噴火活動に対する現状の防災対策の問題点と
予知研究によってその問題が解決可能であるかど うかを検討する．さらに，どのような予知情報が必
要であるかを明らかにしていき，予知研究の課題としての解決策を探る．
平成 29 年度は噴火活動の推移予測と事業継続，生活継続の問題について検討する．
平成 30 年度は以上の検討を踏まえ，火山噴火予知研究からみた地域防災計画や支援策などへの提言
を取りまとめる．
（８）平成 26 年度の成果の概要：

2006 年に噴火活動が昭和火口において再開し ，2009 年以降，噴火活動が激化している桜島におい
て，火山噴火予知研究成果をレビューするセミナーを開催するとともに，その成果の現状の避難計画
を含めた防災対策にどのように活用できるかを検討した．セミナーは鹿児島市内において一般向けに
開催した．また，特定の団体から講演を依頼される場合も多い．聴講者の関心事は噴火発生時期に関
するものが多く，依然として火山噴火予知の 5 要素「いつ（ 時期）」，
「どこで（ 場所）」，
「どれくらい
（ 規模）」，
「どのような（ 様式）」，推移・終息のうち，時期の問題が十分に解明されていない現状がわ
かった．一方，規模に関する認識はあまりなく，
「 大きい・小さい」噴火といった表現が使われ，地震
のマグニチュード のような指標が定着していないことが浮き彫りとなった．また，100 年前の桜島大
正噴火にまつわる証言から大正噴火に至る前駆過程を考察し，それに基づいたシナリオに沿って鹿児
島県，鹿児島市など 自治体の机上防災訓練が行われた．
また，噴火災害時における事業と生活を継続させるための早期の復旧計画についても検討した．2011
年霧島新燃岳噴火は，多量の火山灰・軽石が噴出し，火山体の東麓から都城市にかけて火山灰が堆積
した．火山灰の堆積により，いくつかの道路が閉鎖され，交通網に長期間の影響が出た．降灰量と道
路における通行規制の有無の関係を機能的フラジリティ曲線で近似し，降灰量に対する通行規制の確
率分布を求めた（ 図 1 ）．これを用いて，噴火による交通量の初期低下率を把握することが可能とな
る．これをもとに，最適な交通ネットワークの復旧分析を行った．分析する目的関数は道路の清掃時
間，交通量，交通量の低下率の積をすべての道路について足し合わせたものであり，その最適解を求
めることができた (図 2)．ここで得られた機能的フラジリティ曲線は他の火山にも応用可能であり，噴
火発生前のハザード 評価に活用できる．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
玉置哲也・多々納裕一，2014，降下火山灰による道路機能障害評価とその復旧順序決定法の提案，自
然災害科学，33，165-175．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年度は噴火事象系統図にリストアップされる個々の噴火の規模と様式について，前駆活動及
び火山噴火推移の事象の発現に沿った避難計画策定の可能性について検討する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
井口正人，中道治久，多々納裕一
他機関との共同研究の有無：有
北海道大学大学院理学研究科（ 大島弘光，中川光弘）

秋田大学工学資源学部（ 筒井智樹）
東北大学理学研究科（ 西村太志）
東京大学地震研究所（ 大久保修平）
東京大学大学院理学系研究科（ 森俊哉）
東京工業大学火山流体研究センター（ 野上健治）
常葉大学環境防災学部（ 嶋野岳人）
京都大学大学院理学研究科（ 鍵山恒臣）
九州大学大学院理学研究院（ 清水洋）
鹿児島大学理学部（ 宮町宏樹，中尾茂，八木原寛）
鹿児島大学地域防災教育研究センター（ 眞木雅之）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所火山活動研究センター
電話：099-293-2058

e-mail：
URL：http://www.svo.dpri.kyoto-u.ac.jp/default.html
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：井口正人
所属：京都大学防災研究所
電話：099-293-2058

FAX ：099-293-4024
e-mail：iguchi.masato.8m@kyoto-u.ac.jp

図1

降灰量による交通規制に関する機能的フラジリティ曲線

図2

効率的な道路復旧順序（ 高速道路を除く）

平成 26 年度年次報告
課題番号：1915
（ １）実施機関名：
京都大学防災研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
歴史記録の電子化
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ア. 史料の収集とデータベース化

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
東南海・南海道震前の地震活動や応力状態を知るために、過去の地震データは最も重要な情報の一つ
である。劣化しつつある歴史地震記録を電子化し 、データベースを構築することが本研究の主な目的
である。
（７）本課題の５か年計画の概要：
京都大学では、阿武山・別府・阿蘇・上賀茂等で記録された一世紀以上におよぶ地震の観測データお
よび約半世紀にわたる地殻変動連続観測データを保有している。これらのうち、阿武山観測所のウィ
ヘルト地震計および大震計の大部分と上賀茂観測所の大森式地震計の一部は電子化されているが 、そ
れ以外のデータは依然として紙媒体のままであるため、管理および活用に困難を極めているし 、デー
タは年々劣化している。これらの貴重な観測記録を電子化し 、データベース化をはかり、全世界の地
震・火山研究者の利用に供する。加えて、阿武山観測所においては、これらのデータを記録した歴史
的な地震計を動態保存し 、電子化した記録とともに、サイエンスミュージアムとしてのアウトリーチ
活動に活用する。
平成 26〜27 年度においては 、阿蘇のウィヘルト地震計のデータを電子化する。平成 28 30 年度にお
いては、上賀茂観測所の大森式地震計の未処理分および 、別府のウィヘルト地震計のデータを電子化
する。

（８）平成 26 年度の成果の概要：
阿蘇の火山研究センターで保管されているウィーヘルト地震計の煤書き記録は，記録されてから８
０年以上を経過しており，劣化が激しいため，煤書き記録をスキャンして電子媒体に保存することが
必要不可欠である．
阿蘇火山では 2014 年 11 月 25 日から本格的な噴火が始まった。この噴火に先立ち、1930 年代に観測
されていた微動と同じような周期・振幅をもつ微動（ Sassa,1936 の分類による第 1 種微動）が 、2014
年 10 月 20 日ころからウィーヘルト地震計・上下動で捉えられている。1930 年代は最近 100 年間で、
阿蘇火山が最も活発であった時期であり、今後の阿蘇火山の活動推移を予測する上で、当時の記録を
精査することが重要である。
そこで今年度は、観測所において整理・選別した 1931 年〜1934 年に記録された煤書き記録 500 枚
をスキャンして、ハードデ ィスクに格納することとした。
阿武山観測所では耐震改修工事の開始前の７月まで、歴史的な地震計を動態保存し 、サイエンスミュー
ジアムとしてのアウトリーチ活動に活用した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
矢守克也, 2014, 阿武山観測所サイエンスミュージアム構想, DPRI Newsletter, 74, 10-11.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年度においては、引き続き、阿蘇のウィヘルト地震計のデータを電子化するとともに、阿武山
観測所の耐震改修工事が終了するので、７月４日のリニューアルオープン以降、サイエンスミュージ
アムとしてのアウトリーチ活動をより一層強化する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
京都大学防災研究所・理学研究科
他機関との共同研究の有無：有
地震予知総合研究振興会、松浦律子
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：京都大学防災研究所
電話：0774-38-3348

e-mail：
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：飯尾能久
所属：京都大学防災研究所地震予知研究センター
電話：0774-38-4200

FAX ：0774-38-4239
e-mail：iio@rcep.dpri.kyoto-u.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：2001
（ １）実施機関名：
鳥取大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
自治体震度計を用いた地震速報の高度化
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

（ ４）その他関連する建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(5) 地震・火山噴火の災害軽減のための情報の高度化
4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通
ウ. 観測・解析技術の開発

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
自治体震度計の波形データは，近年の更新によりリアルタイムにデータを取得できるようになってい
る。鳥取県を例とすると，現状では事後の震度情報が地震動分布の把握に活用されているのみだが，リ
アルタイム観測かつ高密度な観測網の利点を活かし，より速く精度良く地震発生を検知し，観測記録
を用いて現地地震動を推定する精度を向上する手法を開発する。
気象庁が緊急地震速報に用いている地震計よりも高密度に展開されている利点を活かし，緊急地震速
報が間に合わない領域の狭小化，速報の高精度化を図るためのパイロット・システムを開発する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
平成 26 年度においては，検討対象地域である鳥取県域の全計測震度観測点を調査し，主に常時微動を
用いて震動特性を把握する。県の防災業務に支障を及ぼさずに，情報ハイウェイを介して計測震度計
から地震発生に関するデータを取得する手法を開発する。
平成 27 年度においては，県内に比較的高密度に展開された観測網を用いて，震源を推定せずに地震発
生と各地域の揺れの規模を推定する新たな方法論に基づくシステムを構築する。
平成 28 年度においては，実際の観測記録を用いて揺れの予測を補正して予測パラメータを自動更新
し，精度を上げる仕組みを新たに開発する。得られた結果を関係機関に伝達，表示する仕組みについ
て，気象業務法に配慮しつつ検討する。
平成年度においては，試作したパイロット・システムの運用を通じて課題を抽出し，それらを解決す
ることを通じて信頼性の向上を図る。他地域の自治体における実施可能性を調査し，ネットワークの
広域化を検討する。

平成 30 年度においては，パイロット・システムの運用を通じてシステムの信頼性を向上させ，成果と
課題をとりまとめる。
（８）平成 26 年度の成果の概要：

(1) 県の防災業務に支障を及ぼさずに，情報ハイウェイを介して計測震度計から地震発生に関するデー
タを取得する手法を検討する。 鳥取県は H27 年度に即時地震被害推定システムの構築を進めている。

H26 年秋に総合評価方式で業者が決定し，震度計からの計測震度データ（震度計から通報）と J-ALERT
による震源情報を組み合わせた手法を用いることになった。このシステムに支障を与えないように，リ
アルタイム震度と最大加速度値を１秒パケットで送信する機能を自治体震度計に持たせることをメー
カーと交渉。H26 年度はシステム変更の基本設計を委託した。

(2) 検討対象地域である鳥取県域の全計測震度観測点を調査し，主に常時微動を用いて震動特性を把握
する。鳥取県が独自に管轄する観測点は 34 点，合併前の旧市町村役場の敷地内に計測震度計が設置さ
れている。この他に，智頭町，岩美町の 2 点は気象庁管轄の観測点であり，鳥取市 (TTR002)，倉吉市

(TTR005)，米子市 (TTR008) の 3 点は K-NET 観測点である。これら鳥取県管轄の 39 点以外に，鳥取
県内にある K-NET 地点，TTR004(鹿野)，TTR003(用瀬)，TTR007(江府)，TTR009(日南) の 4 地点も対
象とした。自治体震度計設置地点で常時微動３成分単点およびアレー観測を実施し，H/V スペクトル
比による卓越周期，および位相速度分散曲線を介した速度構造モデルを構築した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
野口竜也・香川敬生，2014，微動探査による鳥取県内の強震観測地点における地盤震動特性の把握お
よび地盤構造の推定，第 14 回日本地震工学シンポジウム，PS2-Fri-7.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：

(1) 県の防災業務に支障を及ぼさずに，情報ハイウェイを介して計測震度計から地震発生に関するデー
タを取得するため，リアルタイム震度と最大加速度値を１秒パケットで送信する機能を自治体震度計
に持たせる機能を実装し，併せてパケットを受信して解析をおこなうシステムを鳥取大学に構築する。

(2) 検討対象地域である鳥取県域の全計測震度観測点について，揺れ易さを周波数毎に評価（増幅スペ
クトル ）し，それをリアルタイム評価するためのフィルターを構築する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
鳥取大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻

教授

香川敬生

鳥取大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻

助教

野口竜也

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：鳥取大学大学院工学研究科
電話：0857-31-5183

e-mail：en-syomu@adm.tottori-u.ac.jp（ 庶務係）
URL：http://www.tottori-u.ac.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：香川敬生
所属：鳥取大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻
電話：0857-31-5641

FAX ：0857-31-6097
e-mail：kagawa@cv.tottori-u.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：2201
（ １）実施機関名：
九州大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
地震・火山相互作用下の内陸地震・火山噴火発生場解明およびモデル化の研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
ア. 史料，考古データ，地質データ及び近代的観測データ等に基づく低頻度大規模地震・火山
現象の解明

(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
本課題においては、大きく二つのカテゴ リで研究を進める。ただし 、相互はデータから解析まで密接
な連携を持って進める。

A) 地震発生場と火山の作用
i) 応力・ひずみ速度場のモデル化
・応力・ひずみ急変域での 15 ｋｍ程度の分解能の空間的特性把握（ 九州地域）
・背景構造（ 速度、減衰、D90 等）の推定（ 九州地域）
・対象領域外からの場の擾乱の検出
・カルデラを含む活動的火山地帯である北海道東部において GNSS 観測・地殻弾性層厚調査等による
地殻不均質場とひずみ集中のモデル化を実施する．
・5 カ年で九州地域において 15 ｋｍ程度の分解能を持つ、弾性体としての地殻応答モデル構築と、下
部地殻の作用検出を進める。それとともに北海道東部でのモデルとの比較から、伸張場・圧縮場にお
ける火山の力学的作用についてモデル化を行う。

ii) 地震活動・間隙流体
・九州中部地域において 10km 分解能での比抵抗構造を推定
・発震機構解の高精度推定による応力場、間隙水圧の推定
３）１) 、２）で得られる成果と合わせた地震発生様式のモデル化（有限要素法等の数値シミュレーショ
ンによる観測データのモデル化）

B) 噴火発生場
前項で得られる背景構造より詳細な、阿蘇、九重、姶良、洞爺、屈斜路地域での構造推定。
・地殻深部から火山体浅部におけるマグマ供給系モデル化
・深部供給系の時間変化抽出可能性の検討。
（ 阿蘇）
・流体の熱力学的状態と、振動を特徴づける振幅・周波数の関数としての無次元数を用いて、系の不
安定性を評価できる「トリガリング・ダ イアグラム」の作成
（７）本課題の５か年計画の概要：

A) 地震発生場と火山の作用
ひずみ集中領域の形状を把握することが 、力学的モデル化をするうえで必須である。このため、別府
島原地溝帯において GNSS のオンライン観測を行う。これによって、定常変形（５年のタイムスパン
での）を明らかにできる。また、現在９年周期で起こっている豊後水道スロースリップを適切な配置
で観測し 、数か月程度の時定数での変動に対する応答特性を検出する。
地殻不均質構造とひずみの集中が見られる北海道東部で GNSS 観測を実施し詳細なひずみ場を求める
とともに，地殻熱データ等から弾性層厚を推定し，ひずみが集中するメカニズムのモデル化を試みる．
応力場については、応力・ひずみ急変域での 15 ｋｍ程度の分解能の空間的特性把握（九州地域）を行
うために、別府島原地溝帯に現在の定常観測網を補完する臨時地震観測点を設置する。さらに、発震機
構解を精度良く求めることが重要となるため、規模の大きな地震に対しては機動観測を実施する。こ
れらの観測によって、現在 20km 程度の分解能の応力場・地震発生層厚分布は別府島原地溝帯で 15km
程度が実現できる。
比抵抗構造については、鹿児島県、福岡県を除いた九州中心部で広帯域 MT 観測を行い、空間解像度

10 ｋｍの比抵抗構造を 30 ｋｍの深度まで求める。阿蘇−九重周辺域においては、阿蘇周辺の既存の
データを利用しつつ、さらに高密度なＭＴ探査を行い、空間解像度を 3km の比抵抗構造を得る。構造
解析においては電場と磁場の測定場所が離れていることを考慮した 3 次元インバージョンを行う。
以上のひずみ速度場、応力場、地震発生層厚、背景構造を用いて広域のモデル化を進める。これらは
次のステップで進める。

1. 地震発生層厚・背景構造を取り入れた弾性体モデルによるひずみ速度場・応力場の再現
2. プレート境界のカップリングを取り入れたモデル化
3. 火山下の異常構造を取り入れた地殻応答のモデル化
基本的には中国・四国・九州全体での GNSS 解析をもとに初期モデルを作り、期待される応力場と比
較する。１では定常変形や東北地方太平洋沖地震時の応答再解析データを中心とする。２ではプレー
ト間カップリングが一様でなく、九州へのローデ ィングが一様でないことから、これらを導入して外
的な境界条件に拘束をあたえる。３では、豊後水道スロースリップ（ 過去のデータも併せて）を用い
てモデル化する。北海道地域では屈斜路カルデラを中心としたモデル化を行うが 、領域は広くないた
めに、１＋３を進める。両地域で得られたモデルを比較することで、地震発生場に対する火山の作用
の一般的なモデル化につなげる。

B) 噴火発生場：
噴火発生場は有珠火山（ 洞爺カルデラ）、阿蘇火山（ 阿蘇カルデラ）、桜島火山（ 姶良カルデラ）を対
象とする。レシーバー関数解析あるいは走時トモグラフィにより上部マントルまでの地震波速度構造
を明らかにする。求められた地震波速度構造と比抵抗構造から上部地殻および下部地殻における流体
の存在範囲およびその存在様式を明らかにする。
噴火発生場については、GNSS 観測や水準測量などの地殻変動観測により、マグマ蓄積の位置とマグ
マ蓄積率の時間変化を把握するとともに、大規模噴火のポテンシャル評価を行なう。さらに、すべて
のカルデラの研究結果を比較検討することにより、カルデラにおけるマグマ供給系の理解を深める。
一方、地震による噴火への作用も重要な要因のひとつである。強制力が働いたときの流体の挙動は 、
その温度圧力条件によって大きく左右されるだけでなく、その振動の振幅と周波数によっても影響さ

れる。そのために、アナログ物質を用いた実験による気泡挙動の基本的理解を行う。すなわち１）気
泡の離脱条件に対する振動の振幅と周波数の影響の定量的理解。２）発泡を伴うクラック上昇に対す
る振動の影響の解明。マグマの地表付近の移動と遠地地震の関係についてモデル実験を通して明らか
にする。
年次計画としては以下のとおりである
平成 26 年度

九州：GNSS 観測点設置
臨時地震観測点設置
広帯域 MT 観測（ 熊本―大分、九重）

GNSS 観測（ 阿蘇）
・地震観測（ 阿蘇、加久藤（ 霧島））
RF 解析＠阿蘇、加久藤、姶良北海道：GNSS 等の観測・調査や地殻熱関係データ等収
集を開始

RF のためのデータ収集（ 屈斜路）
室内実験：アナログ実験装置作成
平成 27 年度

GNSS 観測・広域地震観測およびデータ解析（ 九州）
広帯域 MT 観測（ 大分−熊本−宮崎）

GNSS 等の観測・調査や地殻熱関係データ収集を継続（ 北海道）
RF 解析＠阿蘇、屈斜路
RF のためのデータ収集 洞爺（ 有珠）
各種既存構造資料の収集・整理
室内実験
平成 28 年度

広域地震観測およびデータ解析（ 九州）

GNSS 観測（ 阿蘇）地震観測（ 阿蘇、霧島）
広帯域 MT 観測（ 宮崎―鹿児島）

GNSS 等の観測・調査を継続するほか地殻弾性厚推定等を実施（ 北海道）
RF 解析 洞爺（ 有珠）
減衰構造推定
地下構造・力学構造モデル化
室内実験
平成 29 年度

広域地震観測およびデータ解析（ 九州）

GNSS 観測（ 阿蘇）地震観測（ 阿蘇、霧島）
RF 解析＠阿蘇、姶良、加久藤
GNSS・地震等観測・調査およびデータ解析
地下構造・力学構造モデル化
ひずみ・応力・地殻変動場のモデル化
噴火に伴う地震に関するひずみ・応力場の検討
広帯域 MT 観測（ 長崎―佐賀―福岡、阿蘇）
室内実験：地下流体の熱力学状態についての観測結果の吟味
平成 30 年度

GNSS・地震等観測・調査およびデータ解析
広帯域 MT 補完観測およびモデリング
阿蘇水準測量
ひずみ・応力・地殻変動場のモデル化
トリガリング・ダ イアグラムの作成

（８）平成 26 年度の成果の概要：
地震発生場・噴火発生場：

九州内陸においては臨時地震観測点を展開し，発震機構解推定の高精度のための観測態勢を充実した．
また，1993 年から 2013 年 7 月までのＭ＞１の地震，約 40000 個の震源データを 3 次元速度構造で再
決定し，D90 の推定を行った．グリッド 間隔を 0.15 °
（ 緯度経度）として推定し，別府地域，鹿児島県
北西部地震や霧島地域における顕著な地震発生層の薄化が見出された．これらはせん断ひずみの大き
い地域に対応しており，地震発生層厚がひずみ速度場に相関を持つことが示された．また，発震機構
解の再決定，0.15 °グリッド 間隔による応力場推定を行った．これらによると，九州は北部，別府島
原地域を含む中央部，南部に大きく分けられ，中央部と南部の境界は中央構造線の九州延長部に対応
している．ここでは活断層にほぼ垂直な伸長応力が見出された（図 1 ）．これはこの境界においてせん
断応力を開放している可能性を意味し，地質学的なせん断帯であるこの境界が非弾性的に変形してい
る可能性を示唆している．また，主ひずみ速度と主応力の方向は東側において特に異なっていて，Ｐ
ＨＳ沈み込みによる短期的な影響を応力場が受けていない可能性を示唆する．
比抵抗構造については，開発中の電位差ロガーが完成し，これまで観測困難だった火山地域でも広帯
域のインピーダンスが得られるようになった．今年度の九重地域における観測では，Zxy（ 南北電場）
の長周期で９０ °を超える異常位相がみられ，強い３次元性（ 例えば低比抵抗体がＬ字型をするよう
な）を示唆する結果が得られた（ 図 2 ）．また，2 − 3 月には九重の南東部地域で観測実施する．
地殻変動については，ひずみ速度場計算の基準点を吟味した．九州の GNSS 観測点の座標を決める際
に日本周辺の IGS 観測点を基準にするため，日本周辺の IGS 観測点は 2011 年東北地方太平洋沖地震の
余効変動の影響により，モデル化されたプレート運動とは異なった変動をしている可能性がある．た
とえば，九州の 2011 年東北地方太平洋沖地震に対する余効変動を議論するときに基準点が変動するこ
とに起因する見かけの変動が存在すると余効変動を過大にあるいは過小に見積もる可能性がある．そ
こで，世界に展開された IGS 観測点の 2004 年から 2014 年までのデータを Bernese5.2 で解析し，座標
値の時間変化を得た．その結果，BJFS（北京）の座標値の時間変化からモデル化された BJFS のプレー
ト運動を差し引いた時間変化を推定した（ 図 3 ）．2011 年３月ごろ（ 地震直後）から数ヶ月間余効変
動によるものと考えられる変動があることがわかる．
噴火発生場については，阿蘇カルデラおよび霧島火山周辺域（ 加久藤，小林カルデラ）における地震
観測を継続し，これらのデータを RF 解析に備えて整理した．また，姶良カルデラ構造を GA インバー
ジョンによって決定すべく，過去の RF 解析結果を整理した．
阿蘇火山噴火に伴い，霧島の RF 解析，屈斜路のデータ収集は次年度以降に行なうこととした．
阿蘇カルデラの RF 解析では，中央火口丘の下，9〜16km の深さに S 波低速度領域があることが分
かった．
（ 図 4 ）これは，GPS 観測で捉えられている変動源や深部低周波地震発生域の直上に位置する．

P 波速度が求められていないため，低速度領域に含まれる流体の性質や量は正確には決定出来ない．そ
こで，Takei [2002] にしたがい，流体をメルトと仮定した場合の含有量を求めたところ，この領域には
最大で 15 ％（体積）のメルトが含まれていることが明らかになった．この解析に用いられている地震
波形は，最短で 2009〜2012 年の 3 年分である．2013 年以降も地震観測を継続しているので，本計画
中に期間のことなるデータセットでの解析が可能である．低速度領域の構造の時間変化の有無を検証
できると思われる． また，阿蘇火山における GNSS 観測を継続した．阿蘇火山では 2014 年 11 月に
本格的なマグマ噴火が発生した．この噴火に先立ち，2014 年のなかばころから，一部の基線（ 草千里
の下 6km の深さに存在する浅部マグマ溜まりをはさむ基線）で，伸びが観測されていた．これは，こ
のマグマ溜まりへの深部からのマグマ供給量が（ 火口からのガス放出に伴う）マグマ消費量を上回っ
たことを意味している．2014 年以前は，ガス放出量が増加していたにもかかわらず，基線の短縮量が
徐々に小さくなってきていたことから，すでにこの時期には深部からのマグマ供給量が徐々に増加し
ていたと考えられる．
（ 図 5）
一方火口近傍では，2014 年の 8 月末から周期約 2 秒の連続微動の振幅が増大し，10 月 20 日以降に急増
した．この微動はその卓越周期から，1930 年代以降の噴火で観測されていた，第一種微動（ Sassa,1936 ）
と同一のものであると考えられる．吉川（ 1957 ）は，第一種微動の振幅と草千里〜火口近傍における
地盤の上下変動量に相関があることを報告している．2004 年以降の微動振幅変化と基線長変化量の関

係にも同じ様に相関があることが分かった．近年の水準測量と GPS 観測の結果，草千里〜火口近傍に
おける地盤の上下変動量は GPS の基線長変化とよい対応があることが分かっており，過去 80 年間に
わたり，同一のマグマ供給系が保たれていることが示唆される．
北海道においては，全国的に見ても顕著なひずみ集中が見られる屈斜路カルデラ地域で，ひずみの空
間不均質を明らかにするため GNSS 機動観測を 17 観測点で実施して変位場の推定を行った．周辺の

GEONET 点のデータを含め，海溝軸に直行する方向へのプロファイルを作成したところ，変形の集中
を示唆する速度勾配の変化が屈斜路カルデラで認められた（ 図 6 ）．この地域では 1938 年以降 M6 ク
ラスの地震が 4 回発生しているものの，地表には地震性活断層は認められていない．堆積環境にある
湖底ではより変動地形が保存されている可能性があると考え，音響反射法による湖底の変動地形調査
を調査した．1938 年の地震の震源域と見られる南側を中心に探査を実施し，10m 程度の堆積構造を把
握することができたが，地震性の変動地形を確認することはできなかった（ 図７ ）．この結果とこれ
まで実施してきた地上部の調査から，この地域には累積性を示すような活動的な断層が存在する可能
性は低いことが明らかになった．熱構造から地震発生層の厚さを推定するため，地熱勾配データの収
集を実施した．10 °/100m を超える高い値を示す井戸が複数確認され，地震発生層が周辺部に比べて
薄くなっている可能性が示唆される．また，周辺で発生している地震を用いてローカルな 1 次元速度
構造を推定し震源の再決定を行った結果，カルデラの北東部では 12km 程度であるが，マグマ溜まり
の存在が示唆されるカルデラ中央部では 5km 以浅であった．再決定できた地震数は限られるが，カル
デラ内でも地震発生層の下限が空間的に異なっている可能性がある．これらの成果は，地震発生層厚・
背景構造を取り入れた弾性体モデルによるひずみ速度場・応力場の再現を行うための境界条件として
利用される．
実験：
本年度の 5 か年目標内での位置づけ：実験装置の試作．5 か年目標は，試作した実験装置を用いて，地
震動による気泡の離脱条件を調べ，離脱した気泡の上昇による増圧過程や誘発地震の発生機構につい
て理解すること．本研究ではアナログ物質として炭酸水と炭酸ガス気泡を用いた加振実験によって，気
泡の離脱条件を調べる．
本年度の研究成果：鉛直振動の振動数と振幅を制御できる実験装置を試作した (図 8)．水にエタノール
を加えることで，表面張力を制御し，気泡の形状（ 接触角）が離脱条件に及ぼす影響を調べた．エタ
ノール濃度が 10wt%まで増加すると，水を挟む気泡と基盤の接触角は，約 65 度から 49 度に減少する
ことがわかった．これらの接触角の値は，シリケイト鉱物を基盤とする場合のシリケイト メルト中の

H2O 気泡の場合に相当する．エタノール濃度を 0，5，10wt%の場合に対して，付加する振動の振動数
と振幅を変化させて，気泡の離脱条件を調べた．その結果，エタノール濃度が増加し基盤に対する気
泡の濡れが悪くなるに従い，離脱のための浮力が獲得しやすく，付加する振動の振幅や気泡サイズが
小さくても気泡は離脱できることがわかった (図 9)．
このことは，マグネタイトやヘマタイトのような酸化物鉱物よりもシリケイト鉱物を基盤とする場
合の方が 、気泡が離脱しやすいことを示している．さらにシリケイト鉱物の中でも，メルトと構造が
似ている鉱物を基盤とする場合により気泡が離脱しやすいことがわかった．例えば，玄武岩質メルト
では，カンラン石や輝石，安山岩・デ イサイト・流紋岩質となるに従い，長石類を基盤とする方が離
脱しやすい．このような離脱しやすい条件下では，地震による振動の振幅が非常に小さくても，もし
気泡が存在すれば，その気泡は離脱することを意味しており，気泡の離脱・上昇による移流増圧の仕
組みが実際に働いている可能性が示唆される．
今後の展望：現実的な振動数に対して実験できるように装置を工夫する．気泡の観察精度を向上する．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
九州—————-

地震発生場
地震観測：
現在の臨時観測を含む地震観測網によるデータの蓄積を行い，減衰構造などの推定，発震機構解の詳
細推定を進める．
地殻変動：ＧＰＳの臨時観測を継続し，地震発生層変化を取り入れたひずみ速度場のモデリングを進
める．
電磁気：

H27 年度は，内陸地震活動と比抵抗構造の関係解明に重点を置き以下の観測を行う．
７〜８月にかけて熊本県中部，南部で広帯域 MT 観測を行う．
１〜３月にかけて上記の補完観測および，鹿児島県北部で広帯域 MT 観測を行う．
これらの観測においては，現在の地震活動にかかわらず対象地域を面的にカバーするよう観測点を設
置する．
噴火発生場：
現在展開している観測を継続する．霧島のＲＦ解析を行う
Ｈ２６年度九重山ＭＴ観測の補完観測，および鶴見−伽藍岳周辺で広帯域 MT 観測を実施する．
北海道—————-

GNSS 観測を継続しひずみの空間分布データを取得する．弾性層厚や地下構造モデルの推定に必要な
地温勾配データの収集や構造調査を実施する．
屈斜路カルデラのＲＦ解析
実験——————画像データ取得の技術開発．
離脱条件の振動数依存性の決定精度のよい実験データを出す．
実験データを説明することのできるモデルを考える．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
九州大学大学院理学研究院附属・地震火山観測研究センター
他機関との共同研究の有無：有
京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設火山研究センター
北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター
鹿児島大学大学院理工学研究科地球環境科学専攻
九州大学大学院理学研究院地球惑星科学専攻

中尾茂

寅丸敦志

北海道立総合研究機構地質研究所（ 岡崎紀俊ほか４名）
（ 電磁気観測および噴火発生場観測は全国連携研究）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター
電話：0957-62-6621

e-mail：hshimizu@kyudai.jp
URL：www.sevo.kyushu-u.ac.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：松本

聡

所属：九州大学大学院理学研究院附属・地震火山観測研究センター
電話：0957-62-6621

FAX ：0957-63-0225
e-mail：matumoto@sevo.kyushu-u.ac.jp
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圧電型加速度ピックアップ

外形寸法 (単位：mm)

周波数特性 (Typ.)

S-131E

MODEL2300A

仕様
電荷感度

：5pC/(m/s2)±10%

静電容量

：850pF±20%

共振周波数

：約 30kHz

絶縁抵抗

：1,000MΩ以上

最大加速度

：16,000m/s2

耐衝撃加速度

：20,000m/s2

使用温度範囲

：-40～150℃

検出構造

：圧縮型

ケース材質

：SUS

質量

：約 29g

平成 26 年度年次報告
課題番号：2301
（ １）実施機関名：
鹿児島大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
海域と島嶼域における地震・地殻変動観測による南西諸島北部のプレート境界域テクトニクスの観
測研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(4) 地震現象のモデル化
ア. 構造共通モデルの構築

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(1) 地震発生長期評価手法の高度化
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
南海トラフの巨大地震

（６）本課題の５か年の到達目標：
当該領域においては、陸域が海溝軸から 100〜200 km 離れた島弧軸に沿って直線状に配列する島嶼に
限定されるため、プレート境界付近の微小地震活動等の時間空間的変化の詳細な把握に限界がある他、
プレート境界の 3 次元形状も十分には把握できていない。一方で、当該領域のテクトニクスの解明に
おいては、東北日本弧や南海トラフとは異なり、背弧活動（ 沖縄トラフの拡大）の影響を無視できな
い。本課題は、精度を向上させて推定するプレート境界の 3 次元形状と沖縄トラフ拡大の寄与を考慮
した地殻変動のモデリング、及び繰り返し地震の解析から当該領域のプレート間の固着域、固着率、固
着状態の推移を明らかにする。また当該領域では、短期的スロースリップ イベントや超長周期地震の
発生が最近明らかになったことから、本課題では非火山性微動等も含めたプレート境界周辺域で発生
する現象の理解を進める。これらの結果を基に、当該領域のテクトニクスについて考察し 、日向灘や
南海トラフとの連続性や相違点について比較する。
（７）本課題の５か年計画の概要：

本課題は、平成 26〜30 年度において、海底地震計を同一位置に繰り返し投入し 、無人島を含む島嶼域
での地震観測点と併せて、島弧軸に直交する方向にも拡がりをもつ継続的な地震観測網を構築する。
また、限定された陸域を最大限に活用するために、無人島や未設置の有人島における GNSS 観測を積
極的に行い、平成 26 年度から 5ヵ年を通じて地殻変動データを蓄積する。これらの海域及び島嶼域の
臨時観測点データ、常設観測点データのデータを併合処理することにより、以下の項目についての観
測研究を実施する。

(a) プレート境界の 3 次元形状：平成 26 年度から 5ヵ年において、海域及び島嶼域で得られた地震観測
データにトモグラフィ解析を適用し 、速度モデルを推定する。平成 26 年度の 1 次元速度モデルの推定
から開始し 、観測データの蓄積状況に応じて、3 次元速度モデルの推定に拡張する。これらの速度モ
デルを適用した震源決定に基づき、海溝軸付近における反射法探査による浅部構造の先行研究と比較
考察しながら、プレート境界の 3 次元形状について、精度を向上させて推定する。データの蓄積に応
じて、速度モデルと 3 次元形状モデルを逐次修正する。

(b) GNSS 観測データの解析：平成 26 年度は、当該領域における剛体としてのプレート運動を求める。
平成 27 年度は 、観測データからプレート運動を除去することにより、当該領域の弾性変形を解明す
る。一方、過去に実施された構造探査の結果を用いて、地殻−マントル境界の形状モデルを生成する。
平成 28 年度は、(a) のプレート境界の推定形状をモデルに取り込み、3 次元有限要素モデルを構築す
る。平成 29〜30 年度は、3 次元有限要素法を用いたフォワード モデリングを行い、沖縄トラフ拡大率、
フィリピン海プレートの境界面の固着域、固着率を推定する。GNSS 観測データの蓄積による精度向
上を図り、かつ (a) の形状モデルの修正に応じてフォワード モデリングを繰り返すことにより、モデル
の改善を行う。

(c) 繰り返し 地震解析、非火山性微動等の現象の理解：島嶼域及び海域で継続的に得られる地震観測
データを用い、平成 26 年度から 5ヵ年を通じて、繰り返し地震の解析から固着域、及び固着率の推定
を継続して実施する。この結果を、(b) で得られる固着域、固着率と比較考察する。また、平成 26 年
度から 5ヵ年を通じて、非火山性微動等のプレート境界周辺域の現象について、発生位置の推定、活
動様式を明らかにし 、固着域、固着率との関係、短期的スロースリップ イベント、超長周期地震との
時間的空間的関係を比較考察する。
平成 30 年度は、以上の (a)〜(c) の結果を基にし 、当該領域のテクトニクスについて考察する。また、
推定された固着の状態、非火山性微動等のプレート境界周辺域における現象の活動様式の視点から 、
隣接する日向灘や南海トラフとの連続性や相違点について比較考察する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 26 年度は，トカラ列島東方海域において，3 台の短期観測型海底地震計を 4 月 13 日〜14 日に投
入し，海域における短周期地震観測を実施した．これらの海底地震計を 7 月 4 日〜5 日に回収するとと
もに，長期観測型海底地震計を同一位置に再投入した．これらの投入及び回収作業の実施は，長崎大
学水産学部附属練習船・長崎丸の教育関係共同利用による．回収された短期観測型海底地震計にトラ
ブルは発生しておらず，解析に使用できるデータを取得できた．一方，島嶼域における短周期地震観
測については，既設の現地臨時観測点での観測を継続して実施し，データ回収及び保守作業を行った．
島嶼部における GNSS 観測については，平成 26 年度に女島，黒島，及び横当島に観測点を新設した．
このうち無人島（ 女島，横当島）では現地収録方式で観測を行い，平成 26 年秋期に 1 回目のデータ
回収及び保守作業を実施した．この時点において両観測点ともにデータが順調に収録されていること
を確認した．有人離島の黒島においては，携帯電話を用いたダ イアルアップ収録観測方式を採用した．
遠隔でのデータ収録は概ね順調である．また，既設の宇治島，口之島，臥蛇島，悪石島，及び宝島で

GNSS 観測を継続した．
当該領域のプレート（ スラブ上面）形状推定の第一段階として，1 次元速度モデルと観測点補正値を
推定し，震源再決定を行った．現時点では地震数が限られるため，深さ方向にのみノードが配列する

1 次元のグリッド モデルを適用し ，震源要素，観測点補正値を含めて同時に決定した．短期観測型海

底地震計と島嶼域地震観測点の両方で観測された地震を解析に用いるため，短期観測型海底地震計の
観測期間中に当該領域で発生した M3.0 以上の地震 67 個を用いた．また初期モデルとして，これまで
ルーチン的な処理に用いてきた角田・他（ 1991 ）の 1 次元モデルを基に 2 つのモデル（ 遅めのモデル
と速めのモデル ）を仮定して与え，各々解析を行った．得られた 2 つの速度モデルの収束解は，深さ

100km 以浅の範囲で速度値が概ね一致した．また，P 波速度，S 波速度いずれも，角田・他（ 1991 ）に
対して全般的に速い速度分布が得られた．さらに，得られた速度モデルと観測点補正値を適用し，震
源再決定を行った．その結果，稍深発地震面の傾斜角がトカラ海峡の北東領域の約 60 °に対して南西
領域の 50 °で少し異なり，スラブ上面の形状の違いが示唆された．

GNSS 観測の解析においては，当初，IGS 観測点：BJFS(北京），MCIL（ 南鳥島），PIMO（フィリピ
ン ），YSSK（ユジノサハリンスク），GUAM（グアム），SHAO（ 上海）の座標を既知として，当該
領域の陸側プレートの剛体的な運動を推定する計画であったが，これらの IGS 観測点が東北地方太平
洋沖地震による広域の変動を受けていることが分かった．先ず IGS 観測点の位置決定を全地球的に行
う必要があるため，現在解析中である．
前 5ヵ年の計画から継続して，日向灘から奄美大島にかけての領域における繰り返し地震の解析を行っ
た．相似地震の活動域を 16 領域に分割し，それぞれの領域の準静的すべり速度の時間推移を継続して
求めた．領域毎に推定される準静的すべり速度は，2013 年と 2014 年との間に有意な相違は認められ
なかった．なお，2009 年に M6.8 の地震が発生した奄美大島の北東海域で，準静的すべり速度が M6.8
の発生後に有意に低下したことについて前 5ヵ年の計画中に報告済みである．当該領域の準静的すべ
り速度は，2014 年に入っても低下した状態が継続していることが分かった．
一方で，新しい知見として，奄美大島に設置された短周期臨時地震観測点（ 6 点）において，低周波
が卓越する波群が記録されていることが分かった．短周期地震計の観測波形における卓越周波数は概
ね 0.5〜4Hz と推定される．またこの波群が観測された時間帯に対応して，短期観測型海底地震計 1 台
（地震計の固有周波数は 1Hz ）で，エンベロープ振幅の有意な増加とランニングスペクトルの有意な変
化を観測した．最近，南西諸島北部のプレート境界域においても発生していることが分かってきた超
低周波地震（ 浅野・他，2014 ）や浅部低周波微動（ 山下・他，2014 ）と密接に関係する現象と推測さ
れる．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Shigeru NAKAO, Hiroshi YAKIWARA, Shuichiro HIRANO, and Kazuhiko GOTO, 2014, Continuous GPS
Observation in the Northern Part of Nansei-Shoto, Southwestern Japan,International Symposium on
Geodesy for Earthquake and Natural Hazards (GENAH2014),Group 1, Session 2, P-10
八木原寛・平野舟一郎・中尾茂・馬越孝道・中東和夫・内田和也・清水洋・山下裕亮・山田知朗・篠原
雅尚・後藤和彦，2014，南西諸島北部の海域及び島嶼域における地震観測によるプレート境界面
形状の推定（１），日本地震学会 2014 年秋期大会講演予稿集，S09-P07
浅野陽一・後藤和彦・八木原寛・平野舟一郎・針生義勝・檜森茂・上野友岳・木村武志・松澤孝紀，2014,
臨時地震観測によって捉えられた南西諸島北部域の浅部超低周波地震活動，日本地震学会 2014 年
秋期大会講演予稿集，D21-11
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
トカラ東方海域で観測中の長期観測型海底地震計の回収，及び同一位置への再投入を行うとともに 、
島嶼域の地震観測を継続する．海域及び島嶼域地震観測データの蓄積が進むため，速度モデルや観測
点補正値の修正と精度向上を図る．これらの速度モデルと観測点補正を適用して得られる震源分布に
より，島弧軸方向のプレート形状の変化を調べる．また，島嶼域における GNSS 観測を継続し，基準
点の余効変動などによる見かけの変動を含まない地殻変動の決定を行う．さらに，南西諸島北部の有
限要素モデルの構築に着手する．相似地震については従来の解析を継続して行う．低周波地震は，臨
時地震観測データを用いて，過去にどの程度の活動があったかを調べる．できれば震源決定を目指す．

（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
八木原

寛、中尾

茂、後藤和彦

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：鹿児島大学大学院理工学研究科附属南西島弧地震火山観測所
電話：099-244-7411

e-mail：yakiwara@sci.kagoshima-u.ac.jp
URL：http://leopard.sci.kagoshima-u.ac.jp/noev/home.htm
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：八木原

寛

所属：鹿児島大学大学院理工学研究科
電話：099-244-7411

FAX ：099-244-0145
e-mail：yakiwara@sci.kagoshima-u.ac.jp

図 1．南西諸島北部の海域と島嶼域における短周期地震観測点，及び GNSS 観測点の配置（ 平成 26 年度）
短周期地震観測点の配置図（ 左）には，海底地震計（ OBS ），島嶼域の気象庁観測点（ JMA ），及び鹿児島大学
（ NOEV ）の観測点の位置を示した．島嶼域における GNSS 観測点は，限定された陸域を最大限に活用するために

GEONET 観測点が設置されていない無人島や有人離島に設置された．

図２．島嶼域の短周期地震観測点で観測された低周波が卓越する波群
各観測点における 2 時間の観測波形を示す．各トレースの左端に付された番号はそれぞれ，観測点配置図（右）の
番号に対応する．黄色の時間帯に低周波が卓越する波群が観測された．上向きの矢印は，図 3 に示された波形の
時刻を示す．

図３．低周波が卓越する波群の観測波形（ 拡大），及びバンド パスフィルター出力
図２の上向きの矢印で示された時刻に観測された波群について示す．各観測点の枠の右上に付された数字は，図
２の観測点分布に示された番号に対応する．

圧電型加速度検出器

MODEL-2366

外形寸法 (単位：mm)
仕様
電荷感度

：0.04pC/(m/s2)±20%

静電容量

：250pF±20%

共振周波数 ：60kHz 以上
絶縁抵抗

：1,000MΩ以上

最大加速度 ：25,000m/s2
耐衝撃加速度：50,000m/s2
使用温度範囲：-50～+160℃
検出構造

：3 軸シェア型

ケース材質 ：チタニウム
取り付け方法：接着
質量

：約 1.2g
(ケーブル、コネクタ含まず)

周波数特性 (typ.)
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平成 26 年度年次報告
課題番号：2401
（ １）実施機関名：
立命館大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
南アフリカ金鉱山の地震発生場における応力・強度・ひずみ変化の現位置計測
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
イ. 地殻ひずみ・応力の変動

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震
イ. 海洋プレート内部の地震
ウ. 内陸地震と火山噴火

(4) 地震現象のモデル化
イ. 断層滑りと破壊の物理モデルの構築

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(3) 先行現象に基づく地震活動予測
3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(3) 地震・火山噴火の災害誘因の事前評価手法の高度化
4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

(3) 関連研究分野との連携の強化
(6) 国際共同研究・国際協力

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
５か年の間に，これまでの取り組みを更に進め，地質構造の情報も多い南アフリカ大深度金鉱山の
地震発生場において，震源と周囲の応力や強度，歪変化の原位置実測データを増やす．現位置測定結
果に基づく較正によって，計算機応力モデリングを高度化し ，地震ハザード 評価の高度化も目指す．

その上で，自然地震の研究で用いられている地震の切迫性の間接推定手法（ 例えば ，空白域，ｂ値，
潮汐応答敏感性），あるいは ，応力の間接推定手法（ 地震みかけ応力，モーメントテンソル逆解析な
ど ）を，よりよく拘束された応力や強度と比較することによって評価する．
（７）本課題の５か年計画の概要：
平成 26 年度：これまでに，ド リリングは大型科研費に頼っていたが，2013 年度で終わる．次の大
型科研費に申請ができるのは，地球規模課題対応科学技術協力の JST の支援の最終年度（ 2014 年度）
である．このため，2014 年度は，次のステップに進むために非常に重要な年度となる．
これまでの取り組みによって技術移転され，構築された体制によって，年に２〜３点の応力測定が，
複数の鉱山において鉱山自身によって行えるようになっている．これらは坑道から十数ｍ以内の測定
である．また，すでに埋設されている石井式歪計の付近の地震活動がピークを迎える．これらに基づ
き応力モデリングを較正し始める．
後述する他の大型予算の獲得の成否に関わらず，上記については５年間続ける．５年間の研究期間
の後半は，較正された応力モデリングの結果と，応力の間接推定手法や地震の切迫性の間接推定手法
と比較し評価する．
平成 27 年度以降，大型予算を獲得することを目指し ，もし獲得できた場合は，震源を貫通する，も
しくは，きわめて近くを通る，坑道から数十ｍのド リリングを行って応力分布を実測する．本課題で
はこのような測定が可能な候補地を平成 26 年度〜平成 27 年度に見つけ，準備を進める．
（８）平成 26 年度の成果の概要：
本年度の成果は，上述の本課題の 5 か年計画の概要と一致した．
南アフリカ金鉱山の地震が発生した場所の応力レベル（ 以下、地震発生場レベルの応力）を確認す
ることができた．昨年度より前は，大深度の金鉱山の作業条件下で，この地震発生場レベルのその場
応力を確実に測定できる技術・経験・体制がなかった．昨年度にこの問題を解決し，本年度はある金
鉱山の最深部 (地下約 3.2km) や地震発生場レベルの応力の測定事例を増やすことができた．

3 台の石井式ひずみ計で岩盤変形を観測していたド リーフォンテイン鉱山の地下約 3km のサイトに
おいて，採掘による岩盤の変形と応力場の時空間変化と付近で発生した地震を計算機上で再現し，地
震発生場の強度を評価するための準備 (9 本の孔の掘削コアの室内試験や，地震や採掘のデータ入手)
が完了した．サイトから 100m 以内に発生した M2 の地震のうち，4 個の M2 地震の発生を計算機上で
再現し応力と強度を評価することができる．
山口ら (2010) が開発した地殻変動データベースシステムを搭載した小型 PC を，南アフリカの３つ
の鉱山会社に設置してローカルに運用することを始め，日本からも準リアルタイム監視・解析がより
容易にできるようになった．
そのような中，2014 年 8 月 5 日に M5.5 の左横ずれ型地震が発生した．この地震は，南アフリカの
鉱山地域で過去に発生した地震の中で最大で，その震源断層までの距離は，ある鉱山の地下約 3km に
設置した我々の地震・ひずみ総合観測サイトから数百ｍ以内であった．DC 側で，広帯域地震計より
もよい応答特性を持つ石井式ひずみ計 8 台の記録だけでなく，南アフリカ資源省と JST-JICA 地球規
模課題対応国際科学技術協力で増強された地表の国立強震観測網 (約 200 平方 km に約 20 点)，鉱山の

Geophone 観測網 (地下 2〜3km の数十平方 km の範囲の約 30 点）でもデータが得られたため，(6) に
示した目標を達成するために，国際ワークショップや会議などを行い，総合解析を行う準備を始めた．
地下約 3km で、この M5.5 震源断層から数百 m 以内の地点で測定された応力は，この鉱山地域で発生
する地震の代表的なメカニズム解である正断層的応力場と調和的であったが，M5.5 の地震の左横ずれ
とは矛盾する．また，M5.5 の断層は，鉱山の採掘レベルよりも有意に下に位置し，震源が深いこと、
および 、メカニズム解が横ずれ型であることは，数 km 北方で 2005 年に発生した M5.3 地震と大きく
異なっている．鉱山 (地下 3km) からのド リリングで，この M5.5 断層付近の地質・岩盤力学特性・応
力を調べ，地震・ひずみデータと比較することが可能である．これらの調査により、この M5.5 地震の

理解を深めることは地震発生場の応力状態やその不均質を理解する上で非常に重要である．
地下 1km であるが震源で予想されるレベルの応力が測定された現場の直近で，2014 年 10 月 21 日
に M2.8 の地震が発生した．この地震発生場でも研究を進めるべく準備を始めた．M5.5 の研究結果と
比較することによって，スケール依存性についても議論ができると期待される．
これらの研究を進めるための資金獲得準備を進め (科研費および ICDP 計画)，米国地球物理学協会
秋季大会で計画案の紹介と参加の呼びかけを行った．3 月のスイスの AGIS 誘発地震ワークショップで
も紹介と参加呼びかけを行う予定である．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Ogasawara, H., T. Katsura, G. Hofmann, Y. Yabe, M. Nakatani, M. Naoi, H. Ishii, D. Roberts, S. Nakao,
M. Okubo, J. Wienand, P. Lenegan, and A.K. Ward, 2014, In-situ monitoring of rock mass response
to mining in South African gold mines using the Ishii strainmeters, Proc. 6th South African Rock
Engineering Symposium 2014, Southern African Inst. Mining Metallurgy, Johannesburg, 21-34.
Ogasawara, H., H. Kato, G. Hofmann, D. Roberts, P. Piper, T. Clements, A.K. Ward, Y. Yabe, H. Yilmaz,
and R.J. Durrheim, 2014, BX CCBO in-situ stress measurements at earthquake prone areas in South
African gold mines − a summary of mini-workshop on 13 Feb 2014, Proc. ARMA2014, Minneapolis,
on CD-ROM, paper no. 14-7438.
Okubo, M., H. Ogasawara, S. Nakao, O. Murakami, and H. Ishii, 2014, Dynamic strain in a South African
gold mine by the 2011 Tohoku earthquake’s surface waves, Int. Symposium Geodesy for Earthquake
and Natural Hazards, Matsushima, 22-26 July 2014.
Ogasawara, H., M. Nakatani, R.J. Durrheim, M. Naoi, Y. Yabe, H. Moriya, G.F. Hofmann, C. Stander, D.P.
Roberts, P. de Bruin, J. Oelofse, H. Kato, A. Cichowicz, D. Birch, D. Ngobeni, A. Milev, T. Kgarume,
T. Satoh, S. Horiuchi, H. Kawakata, O. Murakami, N. Yoshimitsu, A.K. Ward, J. Wienand, P. Lenegan,
H. Yilmaz, S. Mngadi, P.S. Piper, T.N. Clements, S. Nakao, M. Okubo, H. Ishii, and A.V. Visser, 2014,
Observational studies of the rock mass response to mining in highly stressed gold mines in South Africa,
Proc. 7th Int. Congr. Deep and High Stress Mining, Australian Centre for Geomechanics, 123-137.
Ogasawara, H., G. Hofmann, H. Kato, C. Stander, T. Clements, P. Piper, D. Roberts, Y. Yabe, M. Naoi,
and M. Nakatani, 2014, The stress and strength at hypocenters at Tau Tona and Mponeng gold mines,
Abstract AGU 2014 Fall Meeting, T33A-4643.
Ogasawara, H., G. Hofmann, L. Scheepers, H. Kato, Y. Yabe, M. Nakatani, M. Naoi, A. Cichowicz, R. Durrheim, H. Moriya, and SATREPS research group, 2015, Stress and strength at seismic event hypocenters
in deep South African gold mines and the M5.5 Orkney Earthquake, SED-AGIS Workshop on Induced
Seismicity, Davos, 2015.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
基本的に上述の本課題の 5 か年計画の概要に沿い，本年度の成果を踏まえて計画を進める．JST-JICA
地球規模課題対応科学技術協力が来年度 8 月に終了するため，M5.5 や M2.8 の地震発生場のド リリン
グによる研究の進捗は，他の大型予算獲得の成否による．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
立命館大学・理工学部

小笠原宏

他機関との共同研究の有無：有
東北大学 矢部康男（ 理学研究科）
・森谷祐一（ 工学研究科）
・坂口清敏（ 環境科学研究科）
・伊藤高
敏（ 流体科学研究所）
（ 公益社団法人）地震予知総合研究振興会 石井 紘・大久保慎人
鹿児島大学・理学研究科 中尾 茂

京都大学・工学研究科 石田 毅，直井

誠

北海道大学・理学研究院 山田卓司・山口照寛
（ 独）防災科学技術研究所 小村健太郎
（ 独）産業技術総合研究所 今西和俊
東京大学・地震研究所 三宅弘恵
名古屋大学・環境学研究科 加藤愛太郎
京都大学・防災研究所 Jim Mori
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：立命館大学

研究部

リサーチオフィス（ BKC ）ＰＪ管理担当

電話：077-561-2802

e-mail：t-taka-a@st.ritsumei.ac.jp
URL：http://www.ritsumei.ac.jp/research/center/sci eng/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：小笠原宏
所属：立命館大学・理工学部
電話：077-561-2660

FAX ：077-561-2661
e-mail：ogasawar@se.ritsumei.ac.jp

図

2014 年 8 月 5 日に南アフリカのある金鉱山付近で発生した謎深い M5.5 左横ずれ地震

南アフリカのある金鉱山の地下約 3km の我々の観測サイト (ピンクの四角；応力測定とひずみ変化観測が行われ
ている) の近くで，M5.5 の地震が発生した．左横ずれ型であることと震源が鉱山よりも有意に深い点が通常の鉱
山誘発地震と大きく異なる．図中の緑の丸は本震と余震の震央 (Council for Geoscience のデータに Horiuchi et al.

2011 の自動波形読み取りアルゴ リズムを適用して決定)．地上の強震計 (水色三角) や地下約 3km の石井式ひずみ
計 (図中波形) などで貴重なデータが得られた．M5.5 の震源断層は地下 3km の坑道 (白の細長い四角は一例) の数
百 m 以内にあるため，複数本のド リリングができれば，豊富な地震やひずみのデータと合わせて地震発生の物理
の理解を促進したり地震ハザード 評価を高度化するのに役立つ研究ができると期待される．

平成 26 年度年次報告
課題番号：2402
（ １）実施機関名：
立命館大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
大規模地震・破壊に先行する極微小な前震活動の発生様式の特徴の解明
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(3) 先行現象に基づく地震活動予測

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

(4) 地震現象のモデル化
イ. 断層滑りと破壊の物理モデルの構築

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ウ. 地震活動評価に基づく地震発生予測・検証実験

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
近年、海外のグループや我々（ 上述）によって、大規模地震に先行する極微小な前震活動が日本を
含む世界各地で発見されている。自然地震における前震活動の存在は、地震計によるリモート・セン
シングが可能な現象であり、地震発生予測の確度を上げるための鍵となりうる。高感度連続地震観測
のおかげで、日本においてその検出は可能であるが 、カタログに記載されないほどの極微小な地震で
あるため、現段階ではその特徴が把握できるほどには検出事例は多くなく、その発生機構や発生条件
も明らかにされていない。
一方で、岩石試験時に観測される極めて小規模（マグニチュード −８〜−７）の破壊（地震）は、本
震に相当する主破壊に先行して数多く観測されている。実験においては、我々の新たな計測技術によ
り、微小破壊の震源特性を調べられるようになったことに加え、実験後に回収された試料の内部観察
も可能である。
そこで本課題では、定常地震波観測記録を用いた内陸地震における極微小な前震活動の有無を調べ、
検出事例の増加を目指す。また、室内実験から得られる主破壊に先行する微小破壊の特徴を踏まえ、
前震の発生様式の解明を目指す。そして、室内実験から推定された前震の発生様式を適宜参照しつつ、
これまでに確認されている前震活動を用いて、本震発生前に前震が前震であることを予測できるか否
かを検討し 、検出モニタリングのアルゴ リズムの確立を目指す。

（７）本課題の５か年計画の概要：
前項で挙げた、
「定常地震波観測記録を用いた内陸地震における極微小な前震活動の検出事例の増
加」、
「室内実験から先行する微小破壊の特徴の把握」、
「前震の発生様式の解明」、
「本震発生前に前震
が前震であることを予測する手法、検出するためのモニタリング・アルゴ リズムの検討」を以下の手
順で実施する。
平成 26 年度においては、高感度地震観測網整備後に日本の内陸で発生した中大規模地震のうち、数

km 以内の震央距離に定常観測点が存在するものを対象に、Doi and Kawakata (2013) の手法を用い、カ
タログには掲載されていないような極微小な前震の検出を試みる。並行して、内陸地震発生層に相当
する封圧下において岩石破壊試験を実施し 、その際に Kawakata et al. (2011) による技術を応用し 、微
小破壊の高感度・連続・広帯域・多点観測をおこなう。微小破壊について、前震・本震・余震系列と
して、その発生形態を見直し 、発生パターン 、従来の計測波形では正しく解析できていなかった規模
別頻度分布、応力パラメタなどを推定する。
平成 27 年度においては、平成 26 年度の成果を参考にしつつ、引き続き前震の検出と室内実験の実
施、微小破壊の解析を実施する。必要に応じて、破壊試験だけではなく二軸せん断試験も実施する。
平成 28 年度においては、内陸地震について、前震が検出されるか否か、検出された場合にはその個
数について、震央距離や本震のマグニチュードに関する依存性を明らかにする。また、室内実験後に
回収された岩石試料の高分解能 X 線 CT スキャン画像を取得し 、室内実験の観測波形データを用いた
解析結果と併せて検討することによって、前震活動の特徴を明らかにする。封圧や載荷速度などの条
件を変更しつつ、岩石破壊試験・せん断試験を継続して実施する。
平成 29 年度においては 、自然地震における前震活動の特徴を考慮に入れ 、室内実験から推定され
た前震の発生様式を適宜参照しつつ、前震を自動的に検出できるようにするアルゴ リズムを Doi and

Kawakata (2013) の方法を応用することにより検討する。また、中大規模な地震発生の前後の期間以外
にも解析期間を広げ、本震が発生したという情報を与えずとも、これまでに検出された前震を検出で
きるように検討を進める。
平成 30 年度においては、データ解析を進めるとともに、研究成果のとりまとめをおこなう。
ただし 、平成 27 年度以降の計画については、成果と進捗状況を照らし合わせながら適宜見直しをお
こなう。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
日本の内陸で発生した数多くの中大規模地震について、高感度地震観測網の記録を用いてカタログ
には掲載されていないような極微小な前震を探索する場合、100 Hz サンプリングの波形記録では、高
周波帯域を充分に合わせることができない。そのため、スプライン補間により 1 kHz サンプリング相
当の波形記録にしたうえで相関を求める必要がある。しかし 、連続波形記録のすべてを補間すると、
処理時間が長くなりすぎるため、前処理によってデータ量を削減しなければ 、前震発生のモニタリン
グには利用できない。そこで、周波数領域での相関を利用した、前処理のアルゴ リズムの検討を開始
した。
並行して、岩石の三軸圧縮破壊試験の連続波形記録から、主破壊に先行して発生した微小破壊の中
から、互いに高い相関を示す波形を有する微小破壊クラスタの探索をおこなった。その結果、主破壊
面に沿う位置に２つのクラスタを検出した（ 図１ ）。これらクラスタに属する微小破壊は、自然地震
と同様のスケーリング則に従い、自然地震解析における応力降下量等の推定に利用できることが示さ
れた。
また、平成 27 年度に予定されていた二軸せん断試験のデータ解析を前倒しして一部実施した。防災
科学技術研究所と共同で二軸せん断試験を実施しているが、途中で試験装置の改変をおこなったため、
剛性の異なる二種類の装置を用いた試験を実施することができた。この時に記録された連続弾性波記
録を精査した結果、剛性の高い装置を用いた場合には、動的な大すべりイベントに先行する前震の発
生がほとんど 確認されなかったのに対し 、剛性の低い装置を用いた場合には加速的に前震が多発する

ことが明らかにされた（図２）
。また、累積すべりの増加にともない、断層内のガウジが蓄積されるこ
とによっても前震の発生頻度が高くなることが示された。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Yoshimitsu, N., H. Kawakata, N. Takahashi, 2014, Magnitude -7 level earthquakes: A new lower limit of
self-similarity in seismic scaling relationships, Geophys. Res. Lett., 41, 10.1002/2014GL060306.
Kawakata, H., N. Yoshimitsu, E. Fukuyama, F. Yamashita, K. Mizoguchi, T. Togo, I. Doi, 2014, Foreshock
Activity during Laboratory Friction Tests using Meter-scale Rock Specimens Inferred from two Apparatuses with Different Stiffness, AGU 2014 Fall Meeting, S21D-02 (Invited), San Francisco.
Fukuyama, E., F. Yamashita, S. Xu, H. Kawakata, K. Mizoguchi, 2014, Foreshocks and Premonitory Slip
during Large Scale Friction Experiments, AGU 2014 Fall Meeting, T11D-4600, San Francisco.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年度は、平成 26 年度の成果を参考にしつつ、引き続き前震の検出のための前処理アルゴ リ
ズムの開発を進める。さらに、封圧を上昇させた三軸圧縮破壊試験の実施、微小破壊波形の解析を実
施する。二軸せん断試験の微小破壊波形の解析も進め、前震の発生とシステムの剛性、ガウジ量の関
係について考察を深める。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
立命館大学 理工学部

川方 裕則

他機関との共同研究の有無：有
京都大学防災研究所

土井 一生・加納 靖之

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：立命館大学

研究部

リサーチオフィス（ BKC ）ＰＪ管理担当

電話：077-561-2815

e-mail：t-taka-a@st.ritsumei.ac.jp
URL：http://www.ritsumei.ac.jp/research/center/sci eng/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：川方 裕則
所属：立命館大学

理工学部

電話：077-561-2660

FAX ：077-561-2661
e-mail：kawakata@se.ritsumei.ac.jp

田中

図１．岩石試料の X 線 CT スキャン像（ 断面）と検出された２つの微小破壊クラスタの震源位置（ Yoshimitsu et

al., 2014 ）
。

図２．剛性の低い装置を用いて実施された二軸せん断試験時に記録された前震と本震（ 動的な大すべりイベント ）
の波形記録の例。

平成 26 年度年次報告
課題番号：2501
（ １）実施機関名：
東海大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
電磁気的地震先行現象の観測と統計評価による他種の先行現象との比較
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(3) 先行現象に基づく地震活動予測

（ ４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ウ. 地震活動評価に基づく地震発生予測・検証実験

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

(5) 社会との共通理解の醸成と災害教育
(6) 国際共同研究・国際協力

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
観測研究では、時間的・空間的相関が極めて高い結果が得られていたが 、当時のデジタル計測技術
の限界で中断していた VLF 帯パルス電磁波の新たな観測システムを構築し 、VLF 帯における先行現
象の有無について一定の結論を得る。VHF 帯の観測研究では、既存の観測網を良好に維持し 、ケース
スタディを積み重ねる。それ以外の DC-ULF 帯等の観測についてもシステムを良好に維持し 、先行現
象の抽出を試みる。必要に応じて観測点周辺の比抵抗構造を測定し 、現象発現の発現・伝搬メカニズ
ムの理解を進める。
先行現象の統計評価に関する研究では、従来の研究で地震発生との時間・空間的相関が示唆されて
いる力学的現象（ GPS 地殻変動、地震活動度変化）、電磁気学的現象（電離層全電子数 (GPS-TEC) 、地
磁気・地電位差変化）などについて、統計的評価を強化し 、それぞれの先行現象の地震との相関を定
量的に評価する。さらに，各々の現象を利用した地震発生予測法の予測能力を定量的に表現・比較で
きるような指標を開発する。また，異常の抽出や地震発生の予測の手法において客観性を確保し 、第
三者が評価可能なデータベースのプロトタイプを作成する。このため、先行現象研究が行われている
ロシア、キルギス、フランス、中国、台湾、ギリシャ等の研究者と連携し 、既存のデータの発掘・再
解析を実施する。
（７）本課題の５か年計画の概要：

平成 26 年度は、VLF 帯パルス電磁波の新たな観測装置の試作を行ない、予備観測を開始し最初の
データの取得を行なう。さらに既存の DC-ULF 帯および VHF 帯の観測網を良好な状態で維持する。ま
たこれまで電磁気観測の空白域となっている南海トラフ沿いの地域に、新規複合的電磁気観測点構築
を開始する。統計評価に関する研究では、予測マップの形式を定義することから開始し 、それを地震
カタログと比較して算出される種々の統計量を算出するシステムの構築を開始する。一方で、いくつ
かの先行現象と目されるものを選定し 、試行評価のための予測マップ作成に必要な基礎データとプロ
グラム群を用意する。
平成 27 年度は VLF 帯パルス電磁波の本観測を開始するとともに、それ以外の観測網を良好な状態
で維持する。VLF 帯パルス電磁波観測については、先行現象候補と雷放電を判別するためのソフトウ
エアの開発を開始する。統計評価に関する研究では、試行評価のための予測マップを作成し 、さまざ
まな評価指標を算出する。また東北地方太平洋沖地震の前に観測された GPS-TEC の変動について、観
測データの存在する世界中の巨大地震についての解析を終了し 、本現象に関する知見をまとめる。
平成 28 年度はすべての観測網を引き続き良好な状態で維持する。VLF 帯パルス電磁波観測につい
ては、先行現象候補と雷放電との判別ソフトウエアを完成させる。統計評価に関する研究では、試行
評価を複数の現象に対して行い、さまざ まな指標の長所・短所を検討する。
平成 29 年度も引き続き観測網を良好な状態で維持するとともに、各々の先行現象から予測マップに
変換する作業におけるチューニングによって、さまざ まな指標による成績がどのような影響を受ける
かを検討する。また、指標値の計算において、地震カタログのデクラスタ等の影響を検討する。
平成 30 年度も引き続き観測網を良好な状態で維持するとともに、本研究で観測・収集・コンパイル
された先行現象のデータベースを作成する。統計評価に関する研究では、統計モデルによる予測との
性能比較を行い、成果をとりまとめる。
（８）平成 26 年度の成果の概要：

VLF 帯パルス観測装置の試作
平成２６年度はこれまで中断していた VLF 帯パルス電磁波観測装置（ Asada, T. et al., 2001 ）の試作
を実施した．VLF 帯パルス観測で，浅田らは地震発生数日前から震央方向から到来する特徴的なパル
スの抽出に成功していた．この成功の要因の一つが，彼らが使用したアンテナの特性が先行的な現象
の同定に極めて効果的な周波数特性であった可能性が存在する．そのため観測用アンテナについては
極力 Asada et al., (2001) の特性を再現するよう作成した．現在機器チェックと予備観測を実施中である．
図１は今回試作したアンテナと浅田らが使用したアンテナの周波数特性比較である．
南海ト ラフ沿いへの新規地震電磁気複合観測点の設置
南海トラフ沿いの新規複合電磁気観測点については，内閣府による発表で，最悪の場合，最も到来
津波高が高いと発表された高知県・黒潮町内に２ヶ所の民有地を借り上げた（ 図２）．平成２６年度
中にはそのうちの１ヶ所に ULF 帯地磁気および VHF 帯電磁波観測装置を設置した．残りの１ヶ所は，
商用電源の引き込み工事が大規模となり，その開通が平成２７年４月中旬以降となる事が四国電力よ
り説明されたため，電気引き込み工事が終了し次第，観測点を構築する事となった．
えりも観測点での VHF 帯電波伝播異常と地震活動との関係についての統計的検討
地震の先行現象として，地電流の変化，電離圏の電子数変化，VLF 帯や VHF 帯の電波の伝播異常
などが観測されており)，観測される先行現象とその後発生する地震との関連性について統計的な検討
が行われている．FM 放送波を含む VHF 帯の電波は，観測点周辺で発生する地震の発生前に，普段で
あれば電波が届かない遠くの放送局からの FM 放送波の散乱波が観測されることがある（ Kushida and

Kushida, 2002, Moriya et al. 2010 ）．北海道大学では 2004 年よりえりも地域で VHF 電波伝播異常観測
を行っている．この観測を基に，Moriya et al. (2010) では，2004 年から 2005 年の間に観測された地震
に伴う電波伝播異常について，電波強度の受信波形は特有の形状を有すると主張されている．しかし，
その形状の定量的定義はあいまいであり，それによる客観的議論は困難である．従って，このような
現象により生じる伝播強度の異常の定義やそれに基づく地震活動との関係性についても，これまでに

定量的な議論はなされていない．そこで，本年度の研究では，まず，2012 年 1 月 1 日〜2013 年 12 月

31 日までの 2 年間における，えりも観測点での VHF 帯電波の見通し外にある FM 放送局からの受信
強度について，FM 放送波の強度が異常に大きく観測された時間とその後の地震発生との関係を調べ，
異常強度観測後 15 日以内に発生した地震に対する適中率 (電波伝播異常全体のうち特定の日数以内に
地震が起こった確率) と予知率 (地震活動全体のうち発生以前の特定の日数内に電波伝播異常が起こっ
ていた確率) (宇津，1977) を算出し，VHF 帯での電波伝播異常と地震活動との関係について統計的調
べた．さらに，これらの値をランダムに発生する地震の場合と比較し，電波伝播異常と地震との関連
が有意であることの検証を試みた．
ちなみに宇津 (1977) による適中率および予知率は以下の言葉で定義されている．
適中率＝

異常があって予報を出した後に地震が起った回数／予知の回数，

予知率＝

異常があって予報を出した後に地震が起つた回数／地震の総数．

えりも観測点で受信されている広尾 FM 局からの受信強度データから，季節変動など 長周期の変動
を除き，全データの中央値を求め，それからの強度の変化の大きさを定義するために強度値の偏差の

2 乗平均値の平方根をσとして，中央値から 2 σまたは 3 σを越えた時に異常値とした．その結果の
例として３σを異常値としたときにえりもから震央距離 100km 以内に発生した M>3 以上の地震に対
して適中率と予知率とを求めた（図３）．その際，特に夏季に多いスポラディック E 層による広域に発
生する異常強度の影響を除去するために，約 300km 離れた道北の下川観測点でほぼ同時に異常強度が
観測された場合は，この影響によるものと判断して除外した．
これらの値は，異常強度観測後からの日数が長くなるほど ，また，数の多い M が小さい地震ほど 大
きな値をとる．これらの値の有意性を調べるために，ランダムな地震発生の場合と比較を行った．ラ
ンダムデータとしては 2012 年と 2013 年とを入れ替えた地震発生データを用いた．この場合の異常電
波強度データに対する適中率，予知率を求めた（ 図４）．
通常の地震発生に対する適中率，予知率とランダムな地震発生に対するこれらの比をそれぞれ適中
率ゲイン，予知率ゲインと名付け，それを図５に示した．
この結果によると，適中率ゲインは M4 以下の地震では異常強度観測からの日数によりあまり変化
はないが，M>4.5 の地震では 11 日目に最大値 2.8 をとることが示された．その時の適中率は M>4 で
約 30 ％，M>4.5 で 15 ％であった．予知率は 8 日目から 11 日目に大きいゲインを示している． 異常
判定の閾値を 2 σにすると異常発生が 8-11 日目の間に大きい値を示し，最大値は 2.0 であった．また，
震央距離 150km 以内に発生した地震に対しては，適中率ゲインは 3 σでは 11 日目で最大となるが値
は 1.9 であり，2 σでは日数によらず 1.3 以下であった．
統計評価による他種の先行現象との比較に関する研究
様々な先行現象に基づいて出される予測の成績を可能な限り統一的に評価するためのスキームを検
討した．このタイプの予測は組織的実験によって行なわれるものではなく，予測する地震の大きさや
発生時期の絞り込みは千差万別であるし，また，閾値等を系統的に変えるといったいわゆる Molchan
ダ イアグラムのような調査も伴わないことが多い．しかし，ほとんどの場合において，この予測は，時
空間を「 A:危険度が相対的に高い領域」
「 B:危険度が相対的に低い領域」
「 C:(観測がない等の理由で )
予測の対象とならない領域」の三種に塗り分けていると解釈できる．したがって，実際に発生した地
震が B の時空間より A の時空間を選好しておこる傾向の強さ (情報ゲイン )，とそのようなゲインが得
られたことが偶然でない確率はいくらか，の二つを算出すること (Molchan ダ イアグラム上の一点を評
価することに相当) はどのような予測に対してもできるはずであり，これを基本的な評価スキームとし
て採用することとし，現在，いくつかのタイプの予測を，この形式のマップに落とし込む作業を進め
ている．
また，先行現象に基づく予測は，新たなデータが得られるにつれて版が更新されていく．原理的には

(多くの場合実際にも)，更新の間隔 U は，ある版の予測有効期間 L より短いのが普通であり，その場
合，同一の時空間に対しての予測値 (A,B, C) が予測マップの版によって異なるということが起りうる．
これ自体は，観測データに基づく予測としてまっとうなことであり，評価スキームの方で対応すべき問

題である．やり方としては二つ考えられる． 第一の方法は，各版での予測をそれぞれ独立に評価する
ことである．この場合，例えば，ある時空間に対する予測が初期の版では B であったのに，後の版で

A に改訂され，実際に地震が起こったとする．この評価法では，後の版で「予測が修正」されたにもか
かわらず，先の版の「はずれ」は残ってしまう．第二の方法は，その時空間に対して，もっとも後から
だされた予測をつなぎあわせて一枚の予測マップをつくり，その一枚を評価することである．
「 後から
出された (改訂された) ものの方が，手法の実力をよく反映する」と考えれば，この手法をとりたくな
る．しかし，この場合，予測期間が長くても (つまり，その観測データがかなり先のこともセンスする
という主張)，実際に成績評価されるのは，更新間隔分だけの短い期間の予測だけということになる．
以上を踏まえて考えなおすと，第一の方法は，0-L 日先を予測する能力の評価であり，第二の方法は，

0-U 日先を予測する能力の評価をしているとみなすことができる．そこで，検証対象を「 (予測を出し
た日から ) I-J 日先をみる能力」と指定することで，予測の更新の問題に公平な対処ができる．例にあ
げた二つのやり方は，この観点でのエンド メンバーにすぎない．また，これは，
「 長期に強い方法」
「短
期に強い方法」といった特徴をあぶりだすことにもなり，予測評価スキームでは，予測者の主張する
有効期間に拘らず，さまざまな I-J 予測クラスを設定して，全ての版を独立に評価して成績を出すこと
が適当であると結論した．I-J 予測クラスは，検証時に検証者側で勝手に設定できるので，予測者に対
する負担増にはならない．
先行現象評価に資する海底地震観測
東海大学が実施している駿河湾内における OBS による海底地震観測（気象研との共同研究）におい
て，駿河湾内では極めて多くの微小地震観測が発生している事が判明した．地震活動度研究にとって，
駿河湾は伊豆と御前崎の陸上からの観測で，十分サイスミシティーの監視がなされていると思われて
いる可能性が高いが，実は陸域の観測網からは検知できない，微小地震が数多く発生しており，地震
活動度変化を用いた先行現象の評価にとっても，
「 想定東海地震」の地震活動度変化を追跡・評価する
上でもボトルネックになる可能性が高く，リアルタイム監視が必要な事が明白となった．予察的な成
果であるが，一元化地震カタログと OBS を加えた解析による地震カタログでは同一期間・空間で，検
知率に約１０倍の差のある事が判明した．
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（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
広帯域電磁現象の観測的研究

VLF 帯パルス観測
平成 26 年度に試作した観測装置を本格稼働させるほか，さらに改良した観測装置の開発を実施する．

VHF 帯電波伝搬異常の観測
新規に設置した高知県内での観測を本格化させるとともに，既存の観測点（ おもに北海道）を良好
な状態で維持する．平成 27 年は，えりも観測点等で蓄積されている 10 年間位のデータで検討を進め
るほか，新設の高知観測点の観測データの解析を開始する．

ULF 帯地電位差・地磁気観測
新規に設置した高知県内での観測を本格化させるとともに，既存の観測点（北海道，伊豆諸島等）を
良好な状態で維持する．
駿河湾内における海底地震観測
東海大学所有の小型観測船を用いて，３ヶ月に１度の割合でデータ回収を実施し，駿河湾内での微
小地震活動を継続的に監視する．
統計評価による他種の先行現象との比較に関する研究
検証スキームのコーデ ィングを進め，実際の評価を試行する．
世界の巨大地震発生前の電離層全電子数 (GPS-TEC) ついての統計的評価を推進する．
臨界現象・地震活動静穏化を用いた地震先行現象の研究
現在複数観測例のある規模依存性静穏化がダ イラタンシーによると考えた場合の地震発生に至るセ
ルラーオートマトンモデルの研究を推進する（ Sacks and Rydelek, 1995 の発展版）．RTM 法（ Nagao

et al., 2011 ）による地震活動静穏化について，先行現象としてどの程度の確率利得が期待されるのか，
また静穏化と GPS 地殻変動の関連性についての基礎研究を開始する．
引用文献
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図１
本研究で試作したアンテナと浅田らが当時使用していたアンテナの周波数特性比較．感度は高くなっている
が，特性はよく再現されている事が判明した．

図２
高知県内の観測点配置図

図３
震央距離 100km 以内に発生した地震に対する適中率（ 左図）と予知率（ 右図）

図４
ランダムな地震発生に対する適中率（ 左図）と予知率（ 右図）

図５
震央距離 100km 以内の地震に対する適中率ゲイン（ 左図）と予知率ゲイン（ 右図）

平成 26 年度年次報告
課題番号：2601
（ １）実施機関名：
東京大学史料編纂所
（２）研究課題（または観測項目）名：
文献史料による歴史地震に関する情報の収集とデータベースの構築・公開
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ア. 史料の収集とデータベース化

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
イ. 考古データの収集・集成と分析

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(1) 地震・火山噴火の災害事例の研究
4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
低頻度大規模地震の実態把握のためには、近代以前の被害地震についての調査・研究が必要である。
本研究計画では、近代以前の文献史料を対象にして、過去の被害地震に関する記録を収集し 、そのデー
タベース構築と公開を実施する。
近代以前に日本列島周辺で起きた地震（ 以下、歴史地震と呼ぶ）に関しては、東京大学地震研究所
の編集などによって、既に計 33 冊（ 約 27,000 頁）に及ぶ地震史料集が刊行されている。しかし 、こ
れらの地震史料集は幾度もの増補を重ねているため、現状では地震研究者・歴史研究者の双方にとっ
て利用しにくい状態にある。本研究計画では、この既刊地震史料集に収録された文献史料を分析して、
地震の発生した年月日や場所の情報によって検索可能なデータベースを構築する。また、既刊地震史
料集には収録されていない地震関連の新史料の調査・収集を実施し 、その成果を情報化して公開する。
公開にあたっては東京大学地震研究所と連携する。
上記の取組によって、近代以前に起きた被害地震の規模や震源の推定、低頻度大規模地震による災
害の実態を解明し 、その将来的な予測に寄与するための基盤的なデータベースの構築が期待できる。
（７）本課題の５か年計画の概要：

［ 平成 26 年度］
既存の 17 世紀以前の地震・火山噴火史料データベースを活用して、近代以前の地震史料について総
合的に検索できるデータベースの設計を行う。また、
『増訂大日本地震史料』
（ 3 冊）、
『日本地震史料』
（ 1 冊）、
『新収日本地震史料』
（ 21 冊）、
『日本の歴史地震史料拾遺』
（ 8 冊）に収録された地震史料の編
年的整理（ 綱文・出典史料のデータベース化）を実施する。更に、既刊地震史料集に未収録の地震関
連史料の調査・収集を行う。
［ 平成 27 年度］
『新収日本地震史料』
（ 10 冊分）の収録史料の解読と地震に関する時間・空間情報及び被害情報を
抽出する。また、既刊地震史料集に未収録の地震関連史料を調査・収集し 、成果の情報化を実施する。
更に、文献史料から抽出した情報を順次データベースに搭載する。
［ 平成 28 年度］
『増訂大日本地震史料』
（ 3 冊）、
『新収日本地震史料』
（ 11 冊分）の収録史料の解読と地震に関する
時間・空間情報及び被害情報の抽出を行う。また、既刊地震史料集に未収録の地震関連史料を調査・収
集し 、成果の情報化を実施する。更に、文献史料から抽出した情報を順次データベースに搭載する。
［ 平成 29 年度］
『日本の歴史地震史料拾遺』
（ 8 冊）の収録史料の解読と地震に関する時間・空間情報及び被害情報
の抽出を行う。また、既刊地震史料集に未収録の地震関連史料を調査・収集し 、成果の情報化を実施
する。更に、文献史料から抽出した情報を順次データベースに搭載する。
［ 平成 30 年度］
平成 26〜29 年度の成果を踏まえ、必要な補充調査を実施するとともに、研究成果をまとめて、近代
以前の地震史料に関して総合的に検索できるデータベースを構築する。構築されたデータベースを学
界や社会に向けて公開し 、データベース活用の研究集会を開催する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：

26 年度には 、
『増訂大日本地震史料』に収録されている史料を中心に 、そのデータの構造を検討し 、
「日本歴史地震関連史料データベース」として、データベースを設計した。本データベースでは、史料
名だけでなく史料本文も対象とするなど 、利用者は地震に関する史料情報を多角的に検索できる。こ
のデータベースに搭載するデータとして、既刊史料集（『増訂大日本地震史料』
『新収日本地震史料』）
収録史料を対象に、タグ付けおよび入力作業を実施した。なお、当初計画では綱文・出典史料のデー
タベース化としたが 、利用の利便性等を勘案して全文データ化に変更した。併せて、東海地方にあっ
て長期間に亙る日記が残存する三河国田原藩（ 愛知県田原市）の「田原藩日記」の調査・撮影も実施
した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
榎原雅治、2015 、歴史地震資料情報の集約と共有化、第 10 回人間文化研究情報資源共有化研究会「人
文科学における災害情報の共有化に関する研究会」、京都リサーチパーク、
（ 予定）
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：

27 年度には、前年度に引き続き、既刊史料集（『増訂大日本地震史料』
『新収日本地震史料』）収録
史料を対象に、全文データ化のためのタグ付けおよび入力作業を鋭意実施する。入力作業を終えデー
タ化した史料を点検し 、データ形式を洗練し 、
「日本歴史地震関連史料データベース」への搭載を進め
ることとする。また、前年度に着手した「田原藩日記」の調査・撮影を継続するとともに、既刊史料
集に未収録の地震史料の調査・収集に当たることとする。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
東京大学史料編纂所

佐藤孝之・他 5 名

他機関との共同研究の有無：有
東京大学地震研究所

佐竹健治・西山昭仁

京都大学地域研究統合情報センター

原正一郎

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京大学史料編纂所
電話：03-5841-5997

e-mail：
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：佐藤孝之
所属：東京大学史料編纂所
電話：03-5841-5977

FAX ：
e-mail：sato@hi.u-tokyo.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：2701
（ １）実施機関名：
新潟大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
日本海沿岸地域を中心とした地震・火山噴火災害関連史料の収集と分析
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ア. 史料の収集とデータベース化

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
イ. 考古データの収集・集成と分析

(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
ア. 史料，考古データ，地質データ及び近代的観測データ等に基づく低頻度大規模地震・火山
現象の解明

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(1) 地震・火山噴火の災害事例の研究

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
南海トラフの巨大地震

（６）本課題の５か年の到達目標：
各地の文書館・図書館等の史料保存機関に所蔵されている歴史資料を調査し，日本海沿岸を中心とし
た地震・火山噴火に関連する前近代の史料を収集して翻刻を行う。重要な史料については , 理系の研究
者等にも理解しやすいように丁寧な校訂者注を付ける。収集・翻刻した新たな地震・火山噴火災害関
連史料については，地震別に整理し , それをさらに藩領等地域別に分類し , 活用しやすいように編集し ,
データベースを構築する。このデータベースを活用し，歴史時代における日本海沿岸地域の地震活動
について, 地形等の地域的特徴を分析した上で，近代的な観測データとの統合を目指す。日本海沿岸の
地震関連の考古データも収集し , 分析・検討の材料とする。災害絵図については , 絵図に記された文字
を読み込みトレーズ図に文字情報も組み込み, データベースに収める。また，既刊地震・火山噴火災害
関連史料集所収史料のうち，総家数・倒壊家屋数・即死者数が記載され , 家屋倒壊率・即死者率が導き
出すことができ, 近代的な観測デ―タとの比較・検討が可能な良質の史料については，原本調査と校
訂作業を行い信頼できる史料を作成し，地震別・地域別に分類してデータベースを構築する。さらに，
このデータベースに収められた史料に記載された村の総家数、倒壊家屋数・即死者数を詳細に分析・

検討して，地域別の被害表等を作成する。家屋倒壊率・即死者率は地形によって異なるので , 被害率表
を作成する際には地形の検討も行う。この検討により, 前近代の史料により震源域を特定する方法を確
立する。また, データベ―スに収められた史料から従来明確にされてこなかった「半潰」とはいかなる
被害状況を示しているのかを明らかにする等の検討を行うことを通じて, 現在の前近代の震度を出す方
法を再検討し , あらたな震度を算出する方法を確立する。津波については到達点を史料から導き出し ,
また、土砂災害については , 即死者率から被害地点を特定する方法を構築し , 防災・減災に貢献したい。
データベースにおさめられた史料, 被害絵図の中からさらに防災教育に役立てられるものを選び出し ,
現代語訳やわかりやすい図に直す工夫も行う。
（７）本課題の５か年計画の概要：
平成 26 年度においては、各地の文書館・図書館等の史料保存機関に所蔵されている歴史資料の調査を
行い，地震・火山噴火に関連する前近代の史料を収集・翻刻し，地震別・地域別に整理しデータベー
スを構築する。また，既刊地震・火山噴火災史料集所収の史料について原本調査と校訂作業を実施し，
地震別・地域別に整理してデータベースを構築する。平成 27・28・29 年度においては、地震・火山噴
火などに関する新たな歴史資料の調査・収集・翻刻及び，既刊地震・火山噴火史料集所収の史料の校
訂作業を継続して実施し，成果のデータベース化を推進する。平成 27・28・29 年度は , 歴史学・考古
学共同の研究集会を開催し , データの共有化を計り, 活用の方策を検討する。平成 30 年度においては、
地震・火山噴火などに関する新たな歴史資料の調査・収集・翻刻及び既刊地震・火山噴火災史料集所
収の史料の校訂作業を継続して実施し，成果のデータベース化を推進する。さらに , データベースに収
められた史料の村の総家数、倒壊家屋数・即死者数を詳細に分析・検討して，地域別の被害率表等を
作成する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 26 年の主な成果は以下のとおりである。

1. 各地の文書館・図書館等の史料保存機関に所蔵されている歴史資料の調査と、既刊地震・火山噴火
災史料集所収の史料の原本調査と校訂作業
長岡市立中央図書館所蔵長岡藩御附録、福島県歴史資料館寄託寛文以来万覚書、秋田県公文書館所
蔵岡本元朝日記の調査・翻刻を行い、校訂・解説を行った。また、新潟市内の小学校に保存されてい
た 1964 年新潟地震資料の調査を行い、８ミリフィルム・写真のデジタル化を行った。長岡藩御附録、
寛文以来万覚書には複数の地震が記録されているが 、解説では長岡藩御附録、寛文以来万覚書それぞ
れの史料の特徴が理解できるように工夫した。

2. 日本海沿岸地震関連考古データの収集
新潟県の地震関連考古データの収集をおこなった。そのなかで、1751 年高田地震等の被害が文献史
料で明白な上越市地域において極端に考古データが少ないことが明確になり、その原因（その地域の
地質の特徴など ）を検討した。

3. 災害絵図の調査とトレ―ス図作成
1833 年庄内沖地震被災地である能登輪島地域の災害絵図を調査し 、絵図に記された文字を読み込ん
だトレーズ図を作成した。また、1858 年飛越地震被災地である飛騨地域の災害絵図を調査し 、絵図に
記された文字を読み込んだトレーズ図を作成した。さらに、飛騨地域の災害絵図に描かれたものを自
然科学的に確定するために、採取した試料を 14C ウィグルマッチング法で年代測定を行った。

4. 寛文以来万年代記の調査・翻刻・校訂について
既刊地震史料集所収の寛文以来万年代記の史料について原本調査と校訂を行った。
寛文以来万覚書の地震記事の翻刻と解説
史料１

寛文以来万覚書

（ 天和三年）

天和三年条

一、五十里（１）、地しん（２）ニ而突埋、水海（３）ニ成候ハ、天和三年亥ノ年八月晦日、則御普請
有之候、
〔注解〕
（１）五十里、いかり。五十里村は栃木県日光市。元藤原町。会津藩領地南山領にあった。
（２）
天和三年（ 1683 ）の日光南会津地方を襲った大地震。この地震によって天然の五十里湖ができた。
（３）
水海とは湖（ 五十里湖）のこと。
〔解説〕寛文以来万覚書は、福島県只見町大字熊倉の目黒武男家に所蔵される年代記で、現在、福島県
歴史資料館に寄託されている。目黒家は代々熊倉村の名主を勤めた。只見町地域は南山御蔵入領で、
五回の会津藩預り支配と四回の直支配が行われた地域である。
本史料は、これまで『只見町郷土史資料第４集

寛文以来万覚書』が利用されていたが 、ここでは

福島県歴史資料館寄託史料によって翻刻をおこなった。
寛文以来万覚書は原本を調べると、本来は別々の冊子だが、一冊に合綴されていた。弘化四年（ 1847 ）
の記事が前に来るなど 、年代が前後する箇所がみられるのはこのためである。
天明八年（ 1788 ）五月十九日の記事の次に、
「是迄ハ寛明筆也
是より勝興筆也」
という記事が記される。この記事の次に 、文化六年（ 1809 ）九月五日の記事がくる。このことから 、
天明八年頃までは寛明による筆記で、文化六年頃からは勝興によって記された、と考えてよいのでは
なかろうか。
『只見町郷土史資料第４集 寛文以来万覚書』所収の目黒氏系図によると、寛明は享保十
七年（ 1737 ）に生まれ 、文化八年（ 1807 ）に没している。本史料の筆者の寛明は、地震によって五十
里湖ができた天和三年（ 1683 ）には生まれていない。名主を勤めた寛明の祖父寧経（やすつね ）は天
和元年生れである。寛明の次の筆者勝興は、寛明の孫にあたる。
史料１には天和三年の地震で五十里は突き埋まり、湖ができたと書かれている。地震で土砂がせき
止められ天然ダムができたのである。この地震については「朝林」にも記されている。
「朝林」天和三
年四月条には次のようにある。
（ 天和三年四月）
一、去月廿九日之夜、大地震之節、奥州会津領保科肥後守御預り地、三依川五十里村高百弐十石之場、
西者日光御神領原峠より五十里村之川江崩掛り、五十里村江水溜出来申由、山崩掛り処、高サ弐丈四
五尺ほと根はり四百五六十間程有之、五十里村亡所ニ成候由沙汰有
「朝林」には、尾張藩が幕府から得た地震災害情報が多く記されている。右の天和三年の地震記事
も幕府に入ってきた情報であると考えられる。史料１は、
「朝林」ほどは詳細ではないが、正確である
ことが確認できる。
〔参考文献〕只見町史編さん委員会編『只見町史 第４巻 資料編１
町、1999 年。朝林研究会編『共同研究報告書８

原始・古代・中世・近世』只見

朝林前編』名古屋学芸大学短期大学部東海地域文化

研究所・名古屋外国語大学国際コミュニケーション研究所、2006 年。矢田俊文「 1707 年宝永地震と大
坂の被害数」
『災害・復興と資料』2 号、2013 年
史料２

寛文以来万覚書

元禄十六年条

（ 元禄十六年）
一、江戸地しん（１）ニて損候ハ、元禄十六年未ノ十一月廿二日之晩、夜半過ニゆり、御城下破損致
候由、其よりさい／＼ゆり、翌申ノ正月廿日ノ晩、明方ニ地しんゆり申候、同十一月十八日、廿九日
両度之大火事ニて、江戸さハかしく、其より五万石より江戸へ御廻米被仰付出申候
〔 注解〕江戸地しんとは 、元禄十六年（ 1703 ）十一月二十三日に相模トラフ沿いに起こった巨大地震
（ 元禄地震）により江戸が揺れた地震のことをさす。
史料３

寛文以来万覚書

宝永四年条

(宝永四年)
一、上方地震（１）ニて界（２）
・大坂其外浦?損候ハ、宝永四年亥ノ十月四日ノ四ツ時分（３）ゆり、
并八ツ時分（４）つなミニて四国・西国・熊野浦・大坂大分ニつなミニひかれ、海中共ニ人損候由、同

年十一月廿三日ノ晩よりぶち山焼（５）、煙りニて武蔵・相模くらやミニなり、夜昼共ニちやうちんニ
而、三四日あるき申候、毎日、近国砂降り申ニ付而、さしかさをさし上下致候由、何辺、暮中迄けふ
り晴切り不申由、其ニ付、砂割銭とて、百石ニ弐両宛割銭諸国より出申候
〔注解〕
（１）上方地震とは、宝永四年（ 1707 ）、南海トラフ沿いに起きた巨大地震で、上方が揺れた地
震のこと。
（ ２）界、さかい、堺（ 大阪府堺市の旧中心部）のこと。
（ ３）四ツ時分とは午前 9 時から

11 時の間のこと。
（ ４）八ツ時分とは午後 1 時から 3 時の間のこと。
（５）ぶち山焼とは、宝永四年十
一月二十三日の富士山噴火のことをさす。
史料４

寛文以来万覚書

宝永七年条

（ 宝永七年）
一、大地震（６）ゆり候ハ宝永七年寅八月四日ノ朝五ツ時分（ ２）ニ候、大地かハれ 、家々ノ戸さま
間々ニはつれ 、大さわきニ候、此時より五十三年以前、万治元年庚戌ノ三月ノ地震（ ３）同前ニ可有
之候、其時、南山（ ４）三王峠（５）ゆりくつれ 、大地かひきハれ候、其後、五十里も損、日光も損
候へ共、此度之地震ほとニは無之候
〔注解〕
（１）宝永七年（ 1710 ）会津南山地震。
（２）朝五ツ時分とは午前七時から午前九時迄の間の時
間。
（ ３）万治元年庚戌ノ三月ノ地震とは万治二年（ 1659 ）二月三十日の地震のことをさす。
（ ４）南
山、みなみやま。幕府の蔵入地で、会津藩が預っていた領地のことをさす。
（５）山王峠、さんのうと
うげ。福島県南会津町と栃木県日光市の境界にある峠。当時は会津藩預地南山領のうちにあった。会
津と関東を結ぶ道で江戸時代に会津西街道として整備された。
〔解説〕本史料は、宝永七年（ 1710 ）八月四日の会津南山で被害のあった地震のことを記録していて、
地震は朝五つに地震がおき、大地が割れ 、家々の戸がはずれ 、大騒ぎになった。53 年前の万治の地震
と比べると、今度の地震ほどではなかった、とある。
宝永七年会津南山地震については、尾張藩の記録「朝林」には次のように記されている。
（ 宝永七年八月）
一 同廿七日 松平肥後守御預所之内会津南山、去四日より七度々地震にて、百姓家十四、五軒潰、山
も少々崩、沼抔も埋候由、城内領分ハ無別条
松平肥後守の御預所の会津南山地域は八月四日に地震があり、百姓家が一四、五軒潰れ 、山も少々
崩れ 、沼なども埋まったが 、城内は無事だったとある。松平肥後守は会津藩主保科正容である。
次に、会津藩「家世実紀」
（ 巻之九五）の記事を見てみよう。
（ 宝永七年）
八月四日、地震
今朝空強鳴候処、卯之下刻地袋、南山之内伊南・伊北・金山谷別而強、禿家十四軒内四軒ハ半禿、所々
破損山々崩れ 、畠を埋、道を塞、土地も五分七分宛割候所有之、同五日六日ニも一両度地震有之、此
儀江戸江言上、大地震ニ付御聞番を以、御老中井上河内守様江御届被仰上、御勘定所江も御蔵入郡奉
行より書状を以致御届候
「家世実紀」には、潰家一四軒で、そのうち四軒は半潰れとある。潰家・半潰れの情報は「朝林」よ
りも詳細であるが、
「朝林」の記述もそれほど間違っていない。また、
「御老中井上河内守様へ御届仰上
され 、御勘定所も御蔵入郡奉行より書状をもって御届候」とあり、会津藩より老中井上正岑に被害報
告が行われ 、さらに、南山は幕府領であることから、御蔵入郡奉行から勘定所に被害報告が行われて
いる。災害のあった藩から被害報告が幕府に上げられ 、各藩はそれを入手して国元に持ち帰った。尾
張藩が幕府から得た会津藩の被害情報が「朝林」に記録され 、残ったということになる。
さて、史料４には、宝永七年の会津南山地震と万治の地震が比較して書かれている。同時代の日記
で信頼が置ける情報である会津藩家臣の日記「名倉信充日記」にも万治の地震のことについて次のよ
うに記されている。
（ 万治二年二月）
一、同晦日九ツ前大地震ス、去トモ御城下近辺破損モナシ、南ノ山田島ニて町家数二百軒程潰、土蔵
三四十潰、男女死人十四人、過スル者男女七十九人、馬五疋、其外近郷ニて家五軒三軒潰、或ハ山崩

岩飛木タオレ 、山王峠悉崩、往来絶ル、其外方く不思議共在之由、塩原ノ湯少破損スルモ有之由、御
城下ニテモ西之方ニ付テ井之水不出或ハアセタルモ有之由、
右の「名倉信充日記」によると、万治二年の地震によって会津南山領にある田島は町屋 200 軒ほど
潰れ 、死者は 14 人であると記している。また、会津藩「家世実紀」には次のようにある。
（ 万治二年）
二月晦日

地震

今日巳刻地震、近年稀なる様子ニ候得共、御城始侍屋敷・町郷村共ニ破損無之、南山田嶋町ニ而人家
押倒怪家等在之由、同所検断方注進申出候間、御蔵入郡奉行諏訪十左衛門、明細ニ相改候得は、家数
百九拾七軒・土蔵三拾九棟押倒、死人男弐人・女六人有之、外ニ男女七拾九人・馬五疋致怪家不便成
体ニ付、加判之者とも僉議之上手当申付之、
この地震で、南山田嶋町では家が倒れ 、怪我人があると田嶋町検断方より注進があったので、御蔵
入郡奉行諏訪十左衛門が詳細に調査を行った。被害数は潰家 197 軒潰れ、死者数 8 人（男 2 、女 6 ）で
あると記載されている。
「名倉信充日記」
・
「家世実紀」は、家屋の被害数はほぼ同じ数字を記しているが 、死者数に違いが
ある。
「家世実紀」は一八一五年に成立した編纂物ではあるが、幕府南山領の被害は蔵入郡奉行諏訪十
左衛門が詳細に調査し勘定所に報告された記録に依拠していて、依拠した史料が同時代の史料であれ
ば、
「家世実紀」の被害数に従うべきであろう。
正保二年（ 1645 ）田島町差出帳には、家 372 軒、本百姓 344 人、水呑 38 人、人数 1653 人とある。
万治元年（ 1658 ）の地震被害は、潰家 197 軒、死亡者 8 人（「家世実紀」）である。万治元年直前の家
数情報ではないので参考にしかならないが、全壊率と一軒当り死亡者数を出すと、家屋全壊率 53 パー
セント、一軒当り死亡者数 0・04 人となる。
本史料では宝永七年会津南山地震がこのような被害をもたらした万治二年の地震よりも大きかった
と記しているのである。
〔参考文献〕朝林研究会編『共同研究報告書 13

朝林後編』名古屋学芸大学短期大学部東海地域文化

連携センター・名古屋外国語大学国際コミュニケーション研究所、2006 年。名倉英三郎編『名倉信充
日記』発行者名倉英三郎、1991 年。正保二年田島町差出帳『田島町史 第６巻上 近世史料１』1986
年（ 同史料の典拠は『田島町史資料集第五集』所収）
。
史料５

寛文以来万覚書

享保八年条

（ 享保八年）
一、五十里ノ水海ニ成候ハ（１）、此度、享保八年卯ノ八月十日之洪水（２）ニぬけ、段々五十里之者
共、本所へ帰、家作り居申候、天和三年亥八月（ ３）より四十壱年とて、ぬけ申候
〔注解〕
（１）五十里ノ水海ニ成候ハとは、天和三年（ 1683 ）九月一日に地震のため五十里村に天然ダ
ムができたことをいう。湖ができたことをいう。
（２）享保八年卯ノ八月十日之洪水ニぬけとは、享保
八年（ 1723 ）八月十日、五十里村の天然ダムが決壊して水が抜けたことをいう。
（３）天和三年亥八月
とは、天和三年（ 1683 ）九月一日に地震が起こった時のことをさす。
史料６

寛文以来万覚書

寛延四年条

（ 寛延四年）
一、越後高田（１）今町（２）、地しん（３）ニ而大分ニそんし候ハ、同年四月廿五日夜半時分ニ大分
ニ家をゆりたをし 、其故火事出来致、高田近在ニ而人死有之事、三千人死申由
〔注解〕
（１）越後高田とは、新潟県上越市高田地域。高田藩の城下町があった。
（２）今町、いままち。
新潟県上越市直江津地域。
（３）地しんとは、寛延四年（ 1751 ）四月二十六日に高田に大きな被害を与
えた地震のこと。
史料７

寛文以来万覚書

安永八年条

（ 安永八年）
一、大地しん（１）ハ十一月十日夜亥刻也
〔注解〕
（１）大地しんとは、安永八年（ 一七七九）佐渡地震をさす。

〔解説〕史料７の大地震は、会津で感じた地震の記録で、佐渡沖を震源域とする地震である。地震被害
を受けた地名等が記されていないので、筆者が感じた地震を記したものと考えてよいだろう。
「佐渡年代記 巻五」
（新潟県立図書館写本）安永八年条には佐渡沖を震源とする地震について次の
ように記している。
（ 安永八年）
一、十一月十日夜、大ニ震ふ、翌十一日朝、濁川沖海中より登龍ありて大間町・濁川の町家所々破損す
佐渡年代記は佐渡奉行所の記録で、慶長六年（ 1601 ）から嘉永四年（ 1851 ）までの記事が収められ
ている。記事には安永八年十一月十日の夜に大きな地震があり、翌十一日の朝、濁川沖より登龍があっ
た、とある。大間町・濁川は、佐渡市大間町と濁川町（旧相川町）で、ともに海沿いの地域である。濁
川沖から津波が押し寄せたことを、
「海中より登龍あり」と表現しているものと思われる。
佐渡沖で地震が起こり、津波が押し寄せ、海沿いの大間町・濁川の家屋が破損した。史料７は、こ
の地震が会津地方でも揺れを引き起こしたことを示している。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年度は , 日本海沿岸地域を中心に、地震・火山噴火などに関する新たな歴史資料の調査・収集・
翻刻及び，既刊地震・火山噴火史料集所収の史料の校訂作業を実施し，成果のデータベース化を推進
する。秋には歴史学・地理学・考古学共同の研究集会を開催し , データの共有化を計り, 活用の方策を
検討する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
新潟大学災害・復興科学研究所

矢田俊文・原
斎藤瑞穂

新潟大学人文学部

堀

健彦

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：新潟大学災害・復興科学研究所
電話：025-262-7051

e-mail：
URL：http://www.nhdr.niigata-u.ac.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：矢田俊文
所属：新潟大学災害・復興科学研究所
電話：025-262-6542

FAX ：
e-mail：yata@human.niigata-u.ac.jp

直史・中村

元・小野映介

平成 26 年度年次報告
課題番号：2702
（ １）実施機関名：
新潟大学
（２）研究課題（または観測項目）名：
過去の災害事例に基づく減災科学に係る研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(1) 地震・火山噴火の災害事例の研究

（ ４）その他関連する建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(2) 地震・火山噴火の災害発生機構の解明

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
新潟県において、過去に経験した焼山火山災害、新潟地震、中越地震、中越沖地震等を契機とし進めて
きた「災害メカニズムの調査研究」に基づき、地域安全の確保を目的とした火山・地震災害の事例研
究を実施する。研究成果を事例とし 、地震・火山噴火に係る知見の発信技術について開発を実施する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
焼山火山災害、新潟地震、中越地震、中越沖地震等評価・検証し 、今後想定される同様の地域におけ
る地震災害における多くの国民の財産、豊かな暮らしを守る機能の保全・維持を目指すために、災害
事例の研究を実施する。研究成果を事例とし 、地震・火山噴火に係る知見の発信技術について開発を
実施する
平成２６年度：新潟地震 50 周年、焼山火山災害 40 周年、新潟中越地震 10 周年を迎える年を契機とし
て、火山・地震災害の被害やその後の復旧状況を評価・検証する。地震・火山噴火に係る知見の発信
技術についての調査を実施する。
平成２７年度：

引き続き過去の災害の状況を評価・検証する。地震・火山噴火に係る知見の発信技

術についての検討を実施する。
平成２８年度〜平成２９年度：過去の災害事例に基づく災害発生機構を精査する。災害事例の研究を実
施する。研究成果を事例とし 、地震・火山噴火に係る知見の発信技術プロトタイプの検証を実施する。
平成３０年度：さらなる研究の検証、研究のとりまとめと発信を実施する
（８）平成 26 年度の成果の概要：

< 課題全体の状況 >
本課題は、焼山火山災害、新潟地震、中越地震、中越沖地震等評価・検証し「今後想定される同様
の地域における地震災害における多くの国民の財産、豊かな暮らしを守る機能の保全・維持を目指す
ために、災害事例の研究を実施し 、研究成果を事例とし 、地震・火山噴火に係る知見の発信技術につ
いて開発を実施する」ことを目的としており、その目的に沿って研究活動を実施した。平成２６年度

においては 、新潟地震 50 周年、焼山火山災害 40 周年、新潟中越地震 10 周年を迎える年を契機とし
て、火山・地震災害の被害やその後の復旧状況を評価・検証した。地震・火山噴火に係る知見の発信
技術についての調査を実施した。

< 本年度の課題フィールド 概況 >
2014 年（ 平成 26 年）新潟県では、新潟地震から 50 年、新潟焼山火山災害から 40 年、新潟県中越
地震と新潟・福島豪雨から 10 年の節目の年にあたる。この間、新潟県では中越沖地震が発生した。新
潟県では、過去の自然災害から得られた貴重な教訓を、風化させることなく後世に語り継ぎ 、多方面
で防災・減災に生すべく、自然災害からの節目の年をむかえる 2014 年において、広く防災・減災に向
けた地域づくり・まちづくりの機運を高めるため、関係機関が連携した「防災・減災新潟プロジェク
ト 2014 」された。
「防災・減災新潟プロジェクト 2014 」は、新潟県、被災自治体、報道機関等 15 機関により、民・産・
学・官が結集、連携した広報活動を展開する実行委員会を設立し「防災・減災に関する専門的な知識、
災害から得られた教訓・知識を伝承・実践する活動に取り組む」ことを目的として活動を実施した。事
務局は国土交通省北陸地方整備局がつとめ、多くの県内で実施されたイベントや取り組みにおいて、
目的意識の共有と共通の標語、シンボルマーク、を整備し 、かつ関係機関における情報発信のための
ポータルサイト運営・管理を実施した。

< 本年度の課題事例?：新潟地震 >
1964 年（ 昭和 39 年）6 月 16 日 13 時 01 分に発生した新潟地震は、死者 26 人、住家全壊 1,960 棟、
半壊 6,640 棟、浸水 15,297 棟をもたらした。被害は新潟・山形県を中心として 9 県に及び 、住家全壊
は新潟市、村上市、山形県の酒田市、鶴岡市等で多数発生した。地震の約 15 分後位から津波が日本海
沿岸各地を襲い、新潟市でも信濃川沿いなどの低地帯で浸水したほか、島根県隠岐島でも水田が冠水
した。震源に近い粟島は約 1m 隆起した。新潟市では火災により昭和石油の石油タンクに引火し 、約
２週間後にようやく沈下した。また、新潟市や酒田市等の低湿地帯から砂と水を噴き出す「液状化現
象」があり、新潟市川岸町の鉄筋コンクリート 4 階建のアパートがそのまま傾いて倒れ 、新潟市内で
は鉄筋コンクリートの建物の多くが傾いたり沈んだりした。さらに、竣工間もない昭和大橋の橋桁が
落ち、港や飛行場、河川の堤防等も被害があった。

50 年前の災害に関わらず、新潟地震に関する経験や教訓の語り継ぎは頻繁に実施されている。体験
者の総数が多いことがその原因と考えられる。

< 本年度の課題事例?：新潟焼山火山災害 >
焼山火山災害は、1974 年（ 昭和 49 年）7 月 28 日 2 時 50 分頃、新潟県糸魚川市・妙高市、長野県小
谷村にまたがる活火山「新潟焼山」で水蒸気爆発が発生し 、この爆発により登山中の大学生 3 名が噴
石の直撃を受け死亡、 爆発で噴出した火山灰は約 65 万トンと推定され 、新潟焼山から 160km 離れた
福島県まで達した。また、火山灰を含んだ泥水が火口部から直接噴出し 、泥流となって日本海側の火
打山川と焼山川を流れ下った。 泥流は土砂を巻き込んで土石流となり、渓床や渓岸を侵食しながら約

10km 離れた集落付近まで流下した。土石流により流出した土砂量は 50〜60 万?と推定され、発電所や
農業用取水堤が埋没した。
さらに火山灰により約 22ha の農地や紅鱒の養殖所が甚大な被害を受けた。この爆発以降、山頂付近で
噴気の多い状態が続いたため、長年にわたり山頂への入山を規制していた. 監視観測体制の充実など
により 2006 年（ 平成 18 年）12 月 4 日に入山規制がようやく全面解除された。焼山というのは誕生以
来、非常に火砕流を出しやすい火山であり、平均すると 200 年から 250 年に１回の割合で起きている。
確認されている火砕流を伴う噴火は歴史時代に 4 回あり、直近の噴火から今年は 241 年目あたるとさ
れる。
新潟県においては、この状況を鑑み、

2014 年（ 平成 25 年）1 月 16 日に新潟焼山の火山防災対策

に関係する各機関が一堂に会し 、
「新潟焼山火山防災協議会」を発足させた. 協議会の行う所掌事務の
総合調整、及び「避難対象地域」や「避難判断時期」の技術的検討のため、関係機関実務者等による
コアグループ会議が設置され 、さらに協議会の行う所掌事務の詳細検討のため、その検討内容に深く

関与する関係機関実務者等による「避難計画検討ワーキンググループ会議」と、
「緊急調査・緊急対応
ワーキンググループ会議」の２つのワーキンググループ会議が設置された。火山協議会の設立は全国

3 番目となり、2014 年（ 平成 26 年）9 月 27 日の御嶽山噴火により、火山災害に注目が集まる中、い
ち早い取り組みとして評価された。
新潟地震と比べ、経験者の数が少ないことなどを理由に焼山火山災害への語り継ぎは活発に行われて
おらず、この周年事業において、この災害を改めて認識した人が多かった。

< 本年度の課題事例?：新潟県中越地震 >
2004 年（平成 16 年）10 月 23 日 17 時 56 分に発生し 、川口町では、震度７を観測するなど 、新潟県
中越地方を中心に強い揺れに見舞われた。死者 68 人、負傷者 4,805 人、住家全壊 3,175 棟、半壊 13,810
棟が被害を受けた。走行中の上越新幹線が脱線するなど 、交通網をはじめライフラインにも多くの被
害が生じた。さらに、強震動や降雨・融雪などの二次的要因により、崖崩れや小河川のせき止め等の
被害も多数発生した。余震の多さから避難者も多く発生し 、小千谷市では、8 割近くの市民が一時避
難生活を余儀なくされるなどその影響は大きかった。
中越地震は、県内全土にその影響が広がったことから、県内では「中越大震災」とよばれており、県
民の記憶には鮮明にその経験と教訓がやきついている。

< 地震・火山噴火に係る知見の発信技術についての調査 >
新潟県中越地震は 、10 周年を契機に 、多くの経験・教訓を共有するイベントや取り組みが実 施され
た。新潟県では、中越大震災復興検証調査会設置し 、新潟県中越大震災から 10 年間の復興の取組を総
括し 、今後の新潟県の復興施策への提言及び復興過程の経験と教訓を広く発信するため、新潟県中越
大震災復興検証調査会活動を実施した。具体的には、(1)
新潟県中越大震災復興計画の検証、(3)
る総合調整、(4)

新潟県中越大震災復興ビジョンの検証、(2)

中山間地の災害復興のモデルとなる経験と教訓の発信に係

その他この検証調査会の目的達成に関すること、を活動目標とし 、本年度末には報

告書が公開される。
新潟県と新潟大学では協働で、中越地震における経験と教訓を科学的な知見とするための活動を実施
し 、その成果を「次代の災害復興モデルの構築を目指して〜にいがたからの知見の教訓と発信〜」とし
てとりまとめた。具体的には、(1) 中山間地域の住宅再建、(2) 農業を中心とした産業復興、(3) 経済の
活性化、(4) 中山間地域を含む被災地における生活再建、(5) 他地域への効果的な普及方策の検討、(6)
広域的なコミュニティの創造、としてそれぞれを発信している。
参考文献

1. 渡邊重紀, 特集 災害に強い安全な国土・地域づくり（備え編）防災ジ査 新潟プロジェクト 2014, 全
日本建設技術協会, 2014

2. 新潟地方気象台、新潟県の地震 (津波) 災害,
http://www.jma-net.go.jp/niigata/menu/bousai/seis disaster.shtml
3. 新潟日報：防災・減災キャンペーン 2014, http://www.niigata-nippo.co.jp/bousai/
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

1. 論文 14 編, Journal of Disaster Research

Vol.10 No.2 特集号,2015.3(印刷中）. 2. 防災・減災新潟プ

ロジェクト 2014 報告書, 新潟大学,2015.3(印刷中）.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成２７年度：

過去の災害事例に基づく災害発生機構を精査し 、地震・火山噴火に係る知見の発信

技術プロトタイプの構築を目指して、引き続き過去の災害の状況を評価・検証する。地震・火山噴火
に係る知見の発信技術についての検討を実施する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
新潟大学

危機管理本部危機管理室/災害・復興科学研究所（ 協力） 教授

田村圭子

新潟大学

災害・復興科学研究所

助教

井ノ口宗成

他機関との共同研究の有無：有
東京大学地震研究所

教授

加藤 尚之

東京大学地震研究所

教授

森田 裕一

兵庫県立大学 環境人間学部／大学院環境人間学研究科

准教授

木村玲欧

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：新潟大学危機管理室（ 総務部総務課）
電話：025-262-6022

e-mail：rmo@adm.niigata-u.ac.jp
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：田村

圭子

所属：新潟大学

危機管理本部危機管理室/災害・復興科学研究所（ 協力）

電話：025-262-6178

FAX ：025-262-6539
e-mail：tamura@gs.niigata-u.ac.jp

(1) 中山間地域の住宅再建

(2) 農業を中心とした産業復興

(3) 経済の活性化

(4) 中山間地域を含む被災地における生活再建

(5) 他地域への効果的な普及方策の検討

(6) 広域的なコミュニティの創造

平成 26 年度年次報告
課題番号：2921
（ １）実施機関名：
公募研究
（２）研究課題（または観測項目）名：
伊豆大島テフラの自然残留磁化の基礎研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）平成 26 年度の計画の概要：
過去の研究により、広域テフラの残留磁化方位（ 堆積残留磁化の方位）は、同時に噴出した火砕流の
溶結部から得た残留磁化方位（ 熱残留磁化の方位＝古地磁気方位）と一致することが報告されている
（ Reynolds, 1979; 中島・藤井，1995，1998; Hayashida et al., 1996; Fujii et al., 2001 ）
。すなわち、広域テ
フラは堆積直後の古地磁気方位を記録する。一方、火山近傍（ 数 km 以内）に堆積したテフラについ
ては、古地磁気方位測定の研究がほとんどない。唯一、Yukutake et al. (1964a, b) が伊豆大島火山のテ
フラの残留磁化方位を測定し 、溶岩の残留磁化方位との比較を行うなどして、テフラは古地磁気方位
を記録している可能性を指摘している。しかし 、当時は段階交流消磁や段階熱消磁を適用していない
ので、 残留磁化方位 は２次磁化の影響をいくらか受けている可能性がある。
そこで、本研究課題では、伊豆大島テフラ層の残留磁化測定を行い、その方位が古地磁気方位である
か否かを検証する。この検証は、既に溶岩流との対比されているテフラ層 Y1 、Y2（ e.g. 小山・早川，

1996 ）を用いる。これらのテフラから得られた残留磁化方位と溶岩流から得られた残留磁化方位（＝
古地磁気方位）を比較する。両者が 95%信頼限界の範囲で一致すれば 、テフラから得た古地磁気方位
の信頼性が確認できたことになる。
（７）平成 26 年度の成果の概要：
本年度は計 2 回の調査を行い、テフラと溶岩流を定方位採取した。Y1 テフラ（ 1777-78 年）と Y2 テ
フラ（ 1684 年）については、各 2 サイトにおいてプラスチックキューブを使って定方位試料を採取し
た。それらに対比される Y1 溶岩と Y2 溶岩についても各１サイトずつ定方位試料を採取した。また、
試料を採取したサイトにおいては、太陽方位に基く地磁気偏角の観測を行った。
これまでに Y1 テフラ・Y2 テフラの各１サイトの段階交流消磁が完了した。段階交流消磁は 、最大

110mT までを 2.5‐10 mT 間隔で行っている。その結果によれば 、約 10mT 以下の磁化成分は 2 次磁化
成分が見えるものの、10mT 以上の磁化成分は原点方向に直線的に減衰し 、特徴的残留磁化方位とい
える。各サイト 8 試料の特徴的残留磁化方位はまとまっており、平均方位を計算した。Y1 テフラは偏
角 2.6 度、伏角 37.6 度（ 95%信頼限界 1.6 度）であり、Y2 テフラは偏角 6.9 度、伏角 32.5 度（ 95%信
頼限界 2.9 度）が得られた。これらの平均方位は、95%信頼限界のレベルでみて、現在の地球磁場方位
と異なり、また Y1 テフラと Y2 テフラの間でも異なる。少なくとも Y1 テフラ・Y2 テフラの残留磁化
は 2 次的な残留磁化とは考えにくい。

我々が採取した Y1 溶岩・Y2 溶岩については現在測定中であるが 、過去に Yoshihara et al. (2003) に古
地磁気方位の報告があるのでひとまず比較を行った。Y1 テフラの特徴的残留磁化の平均方位は、Y1
溶岩から報告された古地磁気方位に 95%信頼限界のレベルで一致した。このことから、Y1 テフラの
残留磁化方位は 、古地磁気方位である可能性が高い。一方、Y2 テフラの特徴的残留磁化の平均方位
は、Y2 溶岩から報告された古地磁気方位とは 95%信頼限界のレベルで異なっている（ 伏角が 7.6 度浅
い）。この結果については、磁気異常の影響とも考えられるが 、現時点ではまだ解釈ができない。Y1
テフラ・Y2 テフラおよび Y1 溶岩・Y2 溶岩の複数サイトから良質なデータを得た上で議論する必要
があることが明確になった。
（８）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
阿比留拓哉，渋谷秀敏，望月伸竜，弥頭隆典，宮縁育夫，阿蘇火山中央火口丘群における火山岩・テ
フラの古地磁気学的研究，口頭発表，日本地球惑星科学連合 2014 年大会，2014 年 4 月 30 日
（ 9 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
望月

伸竜

長谷川
前野

健
深

熊本大学

大学院先導機構

茨城大学

理学部

東京大学

地震研究所

特任助教

准教授
助教

他機関との共同研究の有無：無
（ 10 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：
電話：

e-mail：
URL：
（ 11 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：望月伸竜
所属：熊本大学・大学院先導機構
電話：096-342-3816

FAX ：096-342-3816
e-mail：mochizuki@sci.kumamoto-u.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：2922
（ １）実施機関名：
公募研究
（２）研究課題（または観測項目）名：
火山ガス観測による箱根山の熱水系構造解明と群発地震発生予測
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
イ. 熱水系の卓越する火山

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）平成 26 年度の計画の概要：
大場は，学生２名を伴い，およそ，一月に一度，東海大湘南キャンパス（ 平塚市）から箱根山を訪れ，
大涌谷地熱地帯の２地点において火山ガスを「国際的な標準方法」で採取し，研究室に持ち帰り，化学
組成（ H2O, CO2, H2S, SO2, He, H2,O2, N2, Ar, CH4 ）および安定同位体比（ D/H, 18O/16O，34S/32S ）
の測定を行う．一方で，共同研究者の代田は，検知管を用いた簡便法で，１月に１度よりも高頻度で
火山ガスの観測を継続し，CO2/H2S 比の時間変化と群発地震の発生の時間的な前後関係を追及する．
（７）平成 26 年度の成果の概要：
研究計画書の内容と成果との関係
予定した観測を実施し，群発地震と火山ガス組成の関係を明らかにした点においてほぼ当初の目的
を達成した．
成果の概要
定点と新噴気の組成は両者とも 98%程度が水蒸気で占められ，次いで CO2 が 1〜2 ％含まれていた．
定点の噴気は，H2S を 0.2〜0.4 ％含み，新噴気はその濃度が，0.036〜0.050 ％と約 10 分の１であった．
定点の噴気の CO2/H2O 比は，2013 年 5 月から 10 月にかけて単調に減少し，その後横ばい傾向が 2014
年 9 月まで続いたが，同年 10 月に小さな上昇を示した（ 図１）．これらの傾向は新噴気でも共通して
いた．2014 年 10 月には箱根山地域で 50 回程度の火山性地震が観測されており，CO2/H2O 比の上昇
はこの活動に対応しているように見える．CO2/H2S 比の変動は両地点について，ほぼ CO2/H2O 比の
変動に類似していた．定点で観測した He/H2O 比には興味深い変動が見出された（ 図２）．2014 年 10
月の CO2/H2O 比の上昇の一月前の 9 月に上昇を示し ，10 月には低下した．あたかも CO2/H2O 比上
昇の前触れを告げているかのようであった．熱水系の温度情報を得るために，噴気に含まれる H2O と

H2 の水素同位体比の差から見かけ平衡温度を計算した．定点の平衡温度は，2013 年 5 月に 141 ℃と
高く，その後急速に 100 ℃程度まで低下したが，2013 年 11 月と 2014 年 8 月に 10 ℃程度の小さな上
昇を示した（図３）．これに対し新噴気の平衡温度は変動が少なく，2013 年 5 月の 92 ℃から緩やかに
上昇し，2014 年 8 月には 104 ℃に達した．見かけ平衡温度の時間変動は噴気の化学組成に比較して滑
らかであり熱水系の温度情報を与える有力な手段といえる．
謝辞

角皆潤博士（ 名古屋大学大学院環境学研究科）は H2 の安定同位体比を測定して下さいました．心
より感謝いたします．
（８）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
代田寧・大場武，2014，群発地震活動に伴う箱根山大涌谷の噴気ガス組成の時間変動．日本火山学会
秋季大会講演要旨集
（ 9 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
（ 代表者名＊）大場
代田

寧

武＊

東海大学

神奈川県温泉地学研究所

教授

主任研究員

他機関との共同研究の有無：無
（ 10 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東海大学・理学部・化学科
電話：0463-58-1211

e-mail：takeshi ohba@tokai-u.jp
URL：
（ 11 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：大場

武

所属：東海大学・理学部
電話：0463-48-1211

FAX ：0463-50-2094
e-mail：takeshi ohba@tokai-u.jp

図１．CO2/H2O 比の変動

図２．He/H2O 比の変動

図３．H2O-H2 同位体反応交換平衡温度の変動

平成 26 年度年次報告
課題番号：2923
（ １）実施機関名：
公募研究
（２）研究課題（または観測項目）名：
那須岳、最新活動期の噴火推移詳細解析に関する研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）平成 26 年度の計画の概要：
（７）平成 26 年度の成果の概要：
本課題は平成 24 〜26 年度の公募研究である．
１．那須岳最新期の活動概要
那須岳は約 60 万年前に活動を開始し ，現在までに多数の山体を形成してきた（ 伴・高岡, 1995 な
ど ）．その中の最新期活動によって茶臼岳山体が形成された（ 山元, 1997; 山元・伴, 1997 など ）．最新
期には 6 回のマグマ活動があったと考えられている（ 山元, 1997 ）．それらは，CH1（ 大沢ユニット，
約 16 ka ），CH2（ 湯本ユニット，約 11 ka ），CH3（ 八幡ユニット ），CH4（ 大丸ユニット，約 6 ka ），

CH5（ 峰の茶屋ユニット，約 2.6 ka ），CH6（ 1408-1410 年ユニット ）と名付けられている．CH8 の年
代は，当初は約 8 ka とされたが，その後約 9 ka であることが報告された（山元, 2006 ）．この中で，噴
出量は CH1 が最大でその他は約１ケタ小さい．最新の CH6 では，土砂災害などを引き起こしたこと
が文章記録に残されており，今後も同様の噴火が起これば災害を引き起こす可能性は高い．
各ユニットは，水蒸気爆発→ブルカノ式噴火→溶岩流出と推移したと考えられている（山元, 1997 ）．
ブルカノ式噴火の際には降下火砕岩や岩塊火山灰流堆積物が形成された．なお，CH1 では水蒸気爆発
堆積物が，CH5 においては岩塊火山灰流堆積物と溶岩が認められていない．
以上のように，那須岳最新期活動についてはマグマ噴火の時期や推移がかなり明らかになっている．
よって，このような噴火パターンをもたらす場合のマグマ進化を解明するには好材料である．本研究
では，まず最新で，情報量が最も多い CH6 について，岩石学的分析を行うことによりマグマ進化を解
明する．また，その結果を過去のマグマユニットに適用し，最新期全体のマグマ進化も検討する．な
お，CH5 のブルカノ式噴火による堆積物については詳細な地質学的研究の結果，火砕サージ堆積物が
認めるなど 新知見が得られた．これについても報告する．
２．CH6 の層序（ 主に平成 24 年度に実施，25 年度に補足調査を実施）
那須岳最新のマグマ噴火である 1408〜1410 年の噴出物について再検討した．その結果，従来の見解，
すなわち，水蒸気爆発→ブルカノ式噴火による降下火砕物/岩塊火山灰流→溶岩ド ームの形成と推移し
たことが再確認されたと共に，以下の新知見を得た．すなわち，
（ １）ブルカノ式噴火は 3 回のフェー
ズから成ること，
（ ２）そのうち 2 番目のフェーズに伴い，軽石を含む岩塊火山灰流が流出したこと，

（３）ブルカノ式噴火に先行して火砕サージが発生した可能性があることである．ここでは，上記の 3
回のブルカノ式噴火による降下火砕岩を下位から VF1 3 と称す．

VF1 は茶臼岳周辺にのみ見られ，特に無間火口の下方では厚さが 2 m 以上に達する．水蒸気爆発噴
出物を直接覆っている．また，この露頭では，含まれる岩片の特徴の違いにより更に３分できる．最下
位は径 10 cm 以下のガラス質な黒色岩片主体で，その上位に径約 30 cm 程度の白灰色〜暗灰色緻密な
岩片を主とする層が，更にその上位には径 10 cm 以下の，緻密でガラス質な黒色岩片と微発泡したス
コリア質岩片とが混在している層が載る．この層には赤色酸化した岩片もしばしば認められる．VF1
の最上位は，大きさ径約 20 cm〜約 2 m と様々な火山弾から成る層である．火山弾は下位層にサグ構
造を作っている．VF1 は茶臼岳の約 200 m 東方でも厚く堆積しているのが認められる．しかし，この
付近では一部に変質を逃れている部分があるが，大部分は 2 次的な変質が著しく，全体の岩相を判定
するのは困難である．変質を逃れている部分の観察結果によれば，概ねブルカノ式噴火による降下火
砕物と判断できる．また，最下部には火砕サージによる堆積物が認められた．

VF2 は山頂に近い峰の茶屋付近から西方にかけて分布する．峯の茶屋付近では層厚 30 cm 以上で，
黒色火山砂の基質に，径約 20 cm の灰色緻密な岩片〜微発泡した黒色スコリアを含む．山頂より西方
に約 3 km 離れた三斗小屋温泉跡地周辺でも場所によっては 1 m 以上の層厚を持ち，黒色砂質の基質
に径 10 cm 以下の岩片が含まれる．岩片の最大粒径は 30 cm 程度である．

VF3 は山頂付近から東方に分布する．主に砂質の黒色基質が大半を占め，径 5 cm 程度の岩片をし
ばしば含む．岩片は，黒色のガラス質のものと，暗灰〜白灰色のものが認められる．まれに軽石や赤
色酸化した岩片も認められることもある．成層構造がよく発達しており，山頂周辺では厚さは最大 1

m 以上に達する．
CH6 で認められる火砕流堆積物は軽石を含む岩塊火山灰流堆積物である．この堆積物については山
元（ 1997 ）によって述べられている通り，粗 中粒砂サイズの安山岩火山灰からなるマトリックスと多
面体型の本質岩塊，火山礫とで構成されている．岩片については上記に加えてやや発泡の良い軽石も
認められた．分布から，西方に分布するブルカノ式噴火による降下火砕岩を同時期のものと推定され
ている．

CH6 の溶岩ド ームについては，山元（ 1997 ）に述べられている通り，形状は溶岩平頂丘様であるが，
アグルチネート様の岩相を示す部分が多く認められることから，火口を埋めた火砕岩が溶岩流と共に
流動し，形成された可能性が高い．平成 25 年度の調査によって，山頂付近のド ーム溶岩分布域の調査
を行ったところ，地表付近にはブロック状のものよりも，メートルサイズの火山弾や強溶結したアグ
ルチネート様の岩相を示すものが多数であることが確認された．
茶臼岳の西方〜南方斜面に分布している小規模の岩塊火山灰流堆積物（奥野・尾関, 1993 ）について
平成 25 年度の調査に再調査を行ったところ，下位の CH5 噴出物を覆っていることが確認された．含
まれる岩片は，ブロック状，火山弾状，アグルチネート様のものとさまざ まである．また褐色に変色
しているものが目立っており，山頂付近の CH6 ド ーム溶岩とはやや異なっている．おそらくこれらは

CH6 ド ーム形成初期に噴出したと考えられる．
３．CH6 の岩石記載概要と全岩化学組成（ 平成 24 年度の結果）
那須岳最新期のマグマユニット噴出物の岩石学的研究を系統的に行った研究として Ban and Yamamoto

(2002) が挙げられる．この研究によって，噴出物は低〜中間カリウムのカルクアルカリ系列に属すこ
と，噴出物には記載岩石学的にマグマ混合を示唆する特徴が多く認められること，また，噴出物の全
岩化学組成は大局的に見れば CH1 6 の噴出物全てが一つの混合線に乗ることが示された．しかし Ban

and Yamamoto (2002) は CH1 6 全てを扱ったため，各噴火ユニットの試料数は多くなく，またユニッ
ト内を細分した検討は行っていない．ここでは，試料数を増やして全体の特徴を再検討し，また水蒸
気爆発堆積物を除いて各ユニット内の組成変化などについて検討した結果も示す．
どの噴出物にも斜長石，斜方輝石，普通輝石，磁鉄鉱が斑晶として含まれ，石英，かんらん石斑晶は
含まれる場合がある．また多くの噴出物にはデ ィクチタキシチック組織を示す苦鉄質包有物（ Bacon,

1980 など ）が含まれる．これは高温の苦鉄質マグマが低温の珪長質マグマに注入・固結して形成され

たものと考えられている．本研究では，上記苦鉄質包有物についても可能な限り採取し検討を行った．
苦鉄質包有物は多くの場合，かんらん含有単斜輝石斜方輝石玄武岩質安山岩である．総斑晶量は母岩
で 15〜26 ％ 程度，苦鉄質包有物では 10〜25 ％ 程度であるが，母岩よりも少ない場合が多い．斑晶に
は，斜長石の汚濁帯，石英の溶融組織，輝石の逆累帯構造など ，マグマ混合を示唆する組織が多数認
められる．
全岩 SiO2 量は母岩でおよそ 58〜62%，苦鉄質包有物でおよそ 54〜58% であり，幾つかの地質ユ
ニットでは組成範囲が異なっている．VF1 は，母岩で 60.0〜61.4%，苦鉄質包有物で 57.0〜57.8% で
あり CH6 の中で最も高い値を示す．VF2，VF3 及び火砕流堆積物は，母岩で 58.5〜60.0%，苦鉄質包
有物は約 54.8% である．溶岩ド ームは，母岩で 59.5〜60.7% で，苦鉄質包有物では 54〜57% である．
噴出物の組成は主要元素や微量液相濃集元素では，一連の組成変化経路に乗るが，Cr, Ni -SiO2 図にお
いて大きなばらつきが認められた．それらは大きく 3 つの岩石タイプに分類できる．すなわち，Cr と

Ni が高い，中程度，低いタイプである．各々，高 Cr・Ni タイプ，中 Cr・Ni タイプ低 Cr・Ni タイプ
と呼ぶ．VF1 は中 Cr・Ni タイプ，VF2 と火砕流堆積物は中 Cr・Ni タイプ及び低 Cr・Ni タイプ，VF3
は中 Cr・Ni タイプ〜高 Cr・Ni タイプ，溶岩ド ームは中 Cr・Ni タイプ，中 Cr・Ni タイプ，中 Cr・Ni
タイプ全てが存在する．その他に，VF2 と火砕流堆積物及び溶岩ド ーム中の苦鉄質包有物に中 Cr 高

Ni のものが認められるが，これらの試料中ではかんらん石斑晶が多いため，その濃集によって中 Cr・
Ni タイプから派生したものと考えられる．上記のような，特に Cr, Ni において認められた組成変化は，
混合に関与した苦鉄質側端成分マグマの組成時間変化に起因するものと思われる．
４．CH6 溶岩ド ームの岩石組織観察と斑晶鉱物化学組成（ 平成 25 年度の結果, 26 年度に一部改訂）
平成 25 年度に，高 Cr・Ni，中 Cr・Ni，低 Cr・Ni の代表として，D-a，D-b，D-c の岩石の組織観察
と含まれる斑晶鉱物の化学組成の分析を行った．その結果，3 者の共通点と相違点が見られた．以下に
記す．なお，斜長石については 4 つのタイプ，すなわち， 清澄なもの（ A-type ），外縁部に塵状包有
物を持つもの（ B-type ），内部に塵状包有物を持つもの（ C-type ），蜂の巣状構造を呈すもの（ D-type ）
が認められた．
共通点：斑晶鉱物として斜長石，斜方輝石，単斜輝石，磁鉄鉱を持つ．母岩には石英斑晶も含まれる．
斜長石が最も多く，斜方輝石の方が単斜輝石よりも多い．斑晶斜長石の組成は A-type が An90 程度，
他のものは An50 80 の波動累帯を持つものが多い．かんらん石斑晶は Fo 量が約 80 程度にピークを持
つものが多い．斜方輝石と単斜輝石は組成的に均質な組成を持つものと，外縁部に Mg に富むゾーン
を持つものが認められた．均質な部分の組成は，斜方輝石では Mg# = 62 程度で，単斜輝石では Mg#

= 70〜71 程度である．D-c の苦鉄質包有物では他よりやや高い値を示している．
相違点：まず，D-a と D-b にはかんらん石斑晶が含まれるのに対し ，D-c には含まれていない．かん
らん石斑晶の Fo 量は D-a の方が D-b より高い．また，苦鉄質包有物においては，斜長石の種類が岩
石タイプによって異なっている．すなわち，D-a と D-b では D-type，次いで B-type，C-type であるの
に対し，D-c では最も多いのは A-type で，D-type と合わせて斜長石のほぼ全量を占め，B-type は認め
られず，C-type もほとんどない．
５．VF1, 2, 3 及び火砕流堆積物（ VF2 に伴うもの）の岩石組織観察と斑晶鉱物化学組成（ 平成 26 年
度の結果）
平成 26 年度に，VF1, 2, 3 及び火砕流堆積物（ VF2 に伴うもの）の岩石の組織観察と含まれる斑晶
鉱物の化学組成の分析を行った．その結果，CH6 溶岩ド ームで認められたものと同様の特徴が認めら
れた．それらを以下に記す．
斑晶鉱物として斜長石，斜方輝石，単斜輝石，磁鉄鉱を持つ．母岩には石英斑晶も含まれる．斜長石
が最も多く，斜方輝石の方が単斜輝石よりも多い．斑晶斜長石の組成は A-type が An90 程度，他のも
のは An50 80 の波動累帯を持つものが多い．かんらん石斑晶は Fo 量が約 80 程度にピークを持つもの
が多い．斜方輝石と単斜輝石は組成的に均質な組成を持つものと，外縁部に Mg に富むゾーンを持つ
ものが認められた．均質な部分の組成は，斜方輝石では Mg# = 62 前後のものが多く，単斜輝石では

Mg# = 70〜71 前後である．

CH6 溶岩ド ームでは，高 Cr・Ni 及び中 Cr・Ni 試料中にはかんらん石斑晶が含まれるのに対し ，低
Cr・Ni 試料中には含まれていなかったが，VF の低 Cr・Ni 試料中にはかんらん石斑晶が含まれていた．
また斜長石の種類については低 Cr・Ni 試料中でも B-type と C-type がある程度含まれている．
６．岩石タイプの成因（ 平成 25 26 年度の結果）
岩石組織，全岩化学組成，鉱物化学組成の特徴に基づくと，全ての岩石はマグマ混合によって形成さ
れたと考えられる．3 つの岩石タイプのトレンドは珪長質側で収束し，苦鉄質側で発散する．また，珪
長質側端成分マグマ由来と考えられる斑晶鉱物の組成は 3 つの岩石タイプで似ており，一方苦鉄質側
端成分マグマ由来と考えられる斑晶鉱物の組成は岩石タイプによって異なる．このことは，珪長質側
端成分マグマは常に同じで，苦鉄質側端成分マグマが岩石タイプ毎に異なっていると考えられる．
珪長質側端成分マグマ由来の結晶は，低 An 斜長石 (An = 60 前後) + 低 Mg 斜方輝石 (Mg# = 62 前後) +
低 Mg# 普通輝石 (Mg# = 70 71 前後) + 石英で，一方苦鉄質側端成分マグマ由来の結晶は，高 An 斜長
石 (An = 90 程度) + かんらん石 (Fo = 80 程度) と考えられる．全岩組成と鉱物化学組成に基づき，珪長
質端成分マグマの SiO2 量を見積もったところ，各々 65 68 % と推定された．また，高 Cr・Ni, 中 Cr・

Ni, 低 Cr・Ni 試料の苦鉄質端成分マグマの SiO2 量は各々約 48 %, 約 53 %, 54 % 以下と見積もられた．
また，地質温度計を用いると，珪長質端成分マグマの温度は，約

820-870 ℃，苦鉄質端成分マグマ

の温度は , 中 Cr・Ni 試料について約 1150 ℃ と見積もられた．
かんらん石斑晶の組成と全岩組成の特徴から，3 つの苦鉄質側端成分マグマは，高 Cr・Ni タイプから
低 Cr・Ni タイプに向かいより分化が進んだものと考えられる．3 種のマグマの出現順序を見ると，火
砕噴火の初期は中 Cr・Ni, 火砕流も発生した中期にはそれに低 Cr・Ni が加わり，後期には再び中 Cr・

Ni のみとなる．ド ーム形成期には 3 種共存となっている．この推移を見ると，火砕噴火初期や後期に
活動した中 Cr・Ni タイプ苦鉄質端成分マグマが，その主たる活動終了後に地下で次期に噴出する低

Cr・Ni に分化していた．この低 Cr・Ni マグマは単独では噴出する原動力がなかった．時間が進み，中
Cr・Ni （ +高 Cr・Ni ）の深部からの注入によって再活性化した．これらの苦鉄質マグマはさらに浅部
に存在する珪長質マグマと混合し噴火に至ったと考えられる．すなわち，噴火のきっかけとなるのは，
中 Cr・Ni （ +高 Cr・Ni ）の深部からの上昇と考えられ，CH6 ではそれが少なくとも 3 回発生したと
考えられる．また，噴火時に地下に残存したマグマは，苦鉄質のものは分化が進行進むものと考えら
れ，一方珪長質のものの組成は大きく変化はしない．両者の相違はおそらく存在量の違いによるもの
と思われる．
７．那須茶臼岳 CH2 6 の組成変化（ 平成 26 年度の結果）
今年度は時間を遡り CH2 6 の組成変化について従来よりもさらに詳しく検討した．CH2 6 は，いずれ
も苦鉄質包有物を含み，その全岩化学組成は母岩のそれよりよりも低い値（ SiO2 = 53-56% ）を示す．
母岩の全岩 SiO2 量は CH3 の組成幅が最も大きい（ SiO2 ＝ 56.4-60.0% ）．それ以外のユニット（ CH2
および CH4〜6 ）は，年代が新しくなるにしたがって組成幅が小さくなる傾向が認められる（ CH2 で

SiO2 ＝ 56.8-59.6%，CH6 で 58.6-59.8% ）．FeO*/MgO のハーカー図に注目すると，同じ SiO2 値で比較
した場合，苦鉄質側でも珪長質側でも，CH3 が他よりもやや高い FeO*/MgO のトレンドを示す（ SiO2

= 55-60% における FeO*/MgO は，CH3 が 2.0 以上に対し，他のユニットはほぼ 2.0 以下）．また CH3
は，他のユニットに比べて，母岩・苦鉄質包有物ともに，単斜輝石や磁鉄鉱のモード 組成値が高い特
徴がある（モード 組成の最大値：Cpx ＝ 3.0%，Mt ＝ 11.3% ）．従来，茶臼岳のマグマ供給系モデルと
しては，２端成分マグマの混合が提示されていた．CH2 から CH6 に向かって見られる組成幅の収束
は，この混合マグマの均質化過程を示している可能性がある．しかし，CH3 は他のユニットと異なる
岩石学的特徴を持つことから，上記２端成分マグマとは異なるマグマ系が関与して噴出した可能性が
考えられる．

8．那須茶臼岳 CH5 の噴火推移（ 平成 26 年度の結果）
茶臼岳の６つのマグマ噴火ユニットの中でも唯一，溶岩流出がない，赤褐色化して堆積物が固結す
る，などの特徴を持つ CH5 に焦点をあてて，噴火推移や熱水系との関係を調べた．
野外調査の結果，Ch5 の堆積物を３つのフェーズに区分した．最初のフェーズ I は，水蒸気噴火堆

積物に薄いブルカノ式降下火砕物が３層挟在する．続くフェーズ II は，フェーズ I よりも粗粒で厚い
１層のブルカノ式降下火砕物からなる．最後のフェーズ III は最大規模で，ブルカノ式降下火砕物とと
もに火口近傍ではサージ堆積物も認められる．基底部には薄い火山灰層が存在する．また，フェーズ

III にのみ赤褐色化や固結の特徴が認められることが分かった．
フェーズ III の堆積物を顕微鏡下で観察すると，石質岩片からなる粒子間を埋めるように不透明鉱物
が存在し，これが固結の原因と考えられる．鏡下観察および化学分析の結果，これらは主に含水鉄酸
化物からなることが分かった．このような，二次的に晶出した含水鉄酸化物の成因は，一般に熱水作
用に求められる．また，フェーズ III に見られたブルカノ式噴火に伴う火砕サージは，マグマと地下水
の接触によって発生するとされる報告がある．上記に加え，フェーズ III のみが赤褐色化・固結作用を
受け下位層は変質していないことも考慮すると，CH5 の噴火では，時間とともに規模が増大し，最終
的にマグマが熱水系と接触することでフェーズ III の特徴的な堆積物を形成したと考えることが可能で
ある．
（８）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
山崎誠子・及川輝樹・伴雅雄 (2014) 蔵王火山溶岩の感度法による K-Ar 年代測定. 日本地球惑星科学連
合 2014 年大会予稿集, SGL42-P02．
河野元・伴雅雄・及川輝樹 (2014) 蔵王火山、馬の背アグルチネート活動期の層序とマグマ組成変化.
日本地球惑星科学連合 2014 年大会予稿集, SVC54-P10．
高野徹・井上剛・伴雅雄・及川輝樹・山崎誠子 (2014) 蔵王火山、約 30-10 万年前の山体北部の岩石学
的研究. 日本地球惑星科学連合 2014 年大会予稿集,SVC55-P08．

Ban M, Sato T, Ohba T, Hayashi S (2014) Temporal variation of the magma mixing process in historical
lavas of Chokai volcano, NE Japan. AOGS 11th Annual Meeting, Abstract, SE12-D5-PM2-P-005．
Ohba T, Komatsu S, Hayashi S, Ban M (2014) Phenocryst textures recording evolution of magma mixing
from mingling to hybrid magma. cov8-abs-86．
西勇樹・伴雅雄・及川輝樹 (2014) 蔵王火山、五色岳形成初期噴出物の岩石学的特徴. 日本鉱物科学会

2014 年年会講演要旨集, R6-09.
大場司・小松翔・林信太郎・高山晃平・イワン

セチアワン・伴雅雄 (2014) マグマ混合に伴う斑晶組

織. 日本火山学会 2014 年度秋季大会講演要旨集, B3-01.
山崎誠子・伴雅雄・及川輝樹 (2014) K-Ar 年代測定による蔵王火山の活動史の再検討. 日本火山学会

2014 年度秋季大会講演要旨集, P1-17.
高野徹・伴雅雄・及川輝樹・山崎誠子 (2014) 蔵王火山、刈田岳火山体の岩石学的研究. 日本火山学会

2014 年度秋季大会講演要旨集, P2-28.
菊地瑛彦・長谷川健（ 2014 ）栃木県北部，那須火山群を給源とする余笹川岩屑なだれの地質学的特徴
と運搬・堆積機構，日本火山学会講演予稿集 2013 年度秋季大会，165．

Yamasaki S, Ban M, Oikawa T (2014) Unspiked K-Ar geochrolonology of Zao Volcano, Northeast Japan:
Reconstruction of the volcanic stages. AGU 2014 Fall Meeting, Abstract, V31E-4816．
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平成 26 年度年次報告
課題番号：2924
（ １）実施機関名：
公募研究
（２）研究課題（または観測項目）名：
草津白根火山の過去 5000 年間の活動履歴の解明
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山
イ. 熱水系の卓越する火山

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）平成 26 年度の計画の概要：
１） 山麓部におけるテフラを用いた噴火履歴の研究と草津白根山の活動度の評価
本白根火口周辺を中心に草津白根山全体の表層の詳細なテフラの分布調査を行う．従来は比較的規模
の大きい噴火堆積物のみが記載されているため，小規模な手彫りトレンチ調査を行い，極小規模〜小
規模噴火堆積物の洗い出しを行う．噴火堆積物中に炭化材を探し，放射性炭素年代測定に基づき噴火
年代を決定する．
２） 火砕丘の活動推移の研究
本白根火砕丘の活動の推移を明らかにするために野外調査および噴出物の全岩化学組成分析を行う．こ
れらもとに火砕丘の活動推移を明らかにする．さらに，山麓部でのテフラと火砕丘構成物の対比を行
い，噴火履歴構築のための基礎データを収集する．
（７）平成 26 年度の成果の概要：
１ ） 噴火履歴を構築するために，国道 292 号線沿い標高 1780 m 地点 Loc.1 および標高 1570m 地点

Loc.2 でトレンチによりテフラ調査を行った（図 1 ）．その結果，早川・由井（ 1989 ）に記載されている
12L 火山砂の上位に 15 層の火山灰〜火山礫層を確認した（図 2 ）．このうち最上位のものは 1882 年以
降の噴火堆積物に対比される．年代測定の結果,12L 火山砂は 4.9 cal ka の噴火年代が得られた．明治以
前の活動としては 0.75 cal ka(AD1200 年頃) に水蒸気噴火の堆積物がみとめられ，1.2 cal ka

(AD850

年頃) に最新のマグマ噴火の堆積物が認められる。また，1.2 1.7 cal ka の間に少なくとも 10 層の噴火
堆積物が，1.7 5.2 cal ka の間に 12L 火山砂を含む 4 層の噴火堆積物が識別された．すなわち，草津白
根火山では 1.2 1.7 cal ka の約 500 年間に活発に活動していたことが明らかとなった．
２） 本白根火砕丘列の活動の推移を明らかにするために野外調査および噴出物の全岩化学組成分析を
行った．
噴出物の層序と産状から，各火砕丘を形成した噴火は，まず溶岩溢流で始まり，その後，爆発的な噴
火へと噴火様式が変化し，火砕丘本体が形成されたことが明らかになった．その火砕噴火は，各火砕
丘の火砕岩層が火山角礫を主体とすること，パン皮状火山弾や緻密な火山弾が多産することから，ブ

ルカノ式噴火であったと考えられる．本白根及び鏡池火砕丘に見られる溶岩ド ームは，火砕丘本体を
構成する火砕岩との被覆関係から，火砕丘形成後に火砕丘内に貫入して形成されたと考えられる．
本白根火砕丘群の構成物の全岩 SiO2 量（ wt.% ）は 57.7〜63.6 %の安山岩〜デ イサイトであり，火砕
丘毎及び噴火期毎に固有の組成範囲または組成変化傾向をもつ（ 図 3 ）．火砕丘本体の表層を覆う火
山弾は，産出地点に対応するかたちで 3 つの組成グループに分かれることから，一回の噴火で形成さ
れたものではなく，複数回の噴火で形成されたと考えられる．火砕丘構成物と火砕丘表層の火山弾の
全岩化学組成比較から，本白根火砕丘群の活動は，本白根火砕丘，鏡池火砕丘，鏡池北火砕丘の順に，
活動位置が南から北へと移動した可能性が高い．本白根火砕丘群のうち鏡池火砕丘本体を構成する火
砕岩（鏡池火砕岩）と 12L 火山砂層の全岩化学組成と一致する．したがって，鏡池火砕丘本体は約 4.9

cal ka に形成されたと考えられる．
（８）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
濁川暁・石崎泰男・吉本充宏・寺田暁彦・上木賢太・中村賢太郎,2014, 噴出物の層序と全岩組成から
みた草津白根火山本白根火砕丘群の完新世の噴火履歴, 日本火山学会講演予稿集,139.
（ 9 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
吉本 充宏（代表）北海道大学大学院理学研究院（ 4/1 から山梨県富士山科学研究所）助教（主任研
究員）
他機関との共同研究の有無：無
（ 10 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
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図1
露頭位置と火口および噴出物の分布．火口および噴出物の名称は高橋ほか（ 2010 ）に基づく．

図2
調査地域の柱状図．年代測定は本公募研究および 2014 年度パレオ・ラボ研究助成（ 濁川暁）によって実施した．

図3
火砕丘を構成する堆積物と火砕丘の表層を覆う火山弾および 12L 火山砂の全岩化学組成.

平成 26 年度年次報告
課題番号：2925
（ １）実施機関名：
公募研究
（２）研究課題（または観測項目）名：
十勝岳と雌阿寒岳における噴火推移の高分解能な解析とマグマ供給系
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山
イ. 熱水系の卓越する火山

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）平成 26 年度の計画の概要：
十勝岳の 1962 年及び 1988-89 年噴火噴出物の特性と岩石の微細組織解析

1962 年噴火の一連の噴出物の岩石学的検討から噴火様式の変化とマグマの発泡・脱ガス過程との対応
関係を読み取り，記録された 1962 年噴火の推移とマグマの特性変化との対応を試みる．準プリニー式
噴火による 1962 年噴火噴出物とマグマ水蒸気爆発による 1988-89 年噴火噴出物の発泡度，マイクロラ
イト組織，石基ガラス組成など 岩石組織の違いと噴火様式の違いとを対応させ，苦鉄質マグマの供給
系，混合過程，噴出過程を考察する.
雌阿寒岳の短期的時間スケールの噴火推移における噴出物の特性と岩石の微細組織解析
阿寒富士玄武岩について XRF 及び EPMA による分析，これまでの岩石学的研究成果を合わせて，マ
グマ溜り・火道・噴火に至るマグマ・プロセスを明らかにするとともに，気泡組織や石基結晶度及び
斑晶の組成変化など 微細組織を定量的に解析してマグマ組成及び噴火過程の推移を考察し，雌阿寒岳
の具体的なマグマ供給系の解明につなげる．
（７）平成 26 年度の成果の概要：
本研究は，平成 25 年度から開始した研究課題で，北海道の活火山で噴火準備段階にあると推測され
る雌阿寒岳と十勝岳の両火山におけるマグマ供給系モデルを構築することを目的とし，
（ １）雌阿寒岳
では，約 2500 年前〜1000 年前に活動した阿寒富士の噴火史の詳細と玄武岩マグマの変遷過程の解明，
（２）十勝岳では，1962 年噴火と 1988-89 年噴火における火山噴出物の微細組織の解析を中心に行った.
雌阿寒岳，阿寒富士の噴火活動とマグマ供給系について
雌阿寒岳の山麓には阿寒富士由来の降下スコリアが堆積している．複数地点でサンプリングを行い，柱
状図を対比させた結果，17 枚の堆積物の層（ Akf-1〜Akf-17 ）が確認できた（ 図 1 ）．最も大規模と考
えられるのは Akf-14 で，サブプリニー式の噴火が生じたと推測できる（ 図 1 ）．また，各層は数 mm
〜数 cm の土壌に挟まれており，休止期の存在が確認できるが，極端に厚い土壌の層は確認できない
ため，定期的な噴火が 1,500 年間続いていたと思われる．
阿寒富士の噴出物は主に玄武岩であり，その玄武岩は含まれる斑晶鉱物の特徴から 2 種類に分類で
きる（ Type I と Type II ）．Type I は，斜方輝石をほとんど 含まないが，Type II は斜方輝石を多く含む

ことが特徴である．山麓に堆積する降下スコリア堆積物においては，ステージ 1, 2, 4, 5 で Type I のス
コリアを噴出しており，ステージ 3 で Type I と Type II のスコリアが噴出している．また，Type I の
スコリアは黒色スコリアと灰色スコリアに分類することができる．

Type I と Type II で斜長石斑晶の化学組成を比較すると，Type I はコアの An が 76-96，Type II はコ
アの An が 68-96 であり，Type II の方が An 組成の低い斜長石斑晶を含んでいる（ 図 2 ）．また，1 つ
の斜長石斑晶について，コアとリムを測定した結果，ほとんどの斜長石斑晶がリムで An 組成が減少
しており，正累帯構造を示している．一方で，Type II には他形のカンラン石が斜方輝石に取り込まれ
ている様子が観察できる．阿寒富士のマグマ供給系については現在検討中だが，おそらく阿寒富士の
地下には Type I と Type II を形成する異なるマグマが存在したと考えられる．Type I のマグマは阿寒
富士の活動を通して，噴出したが，Type II のマグマはステージ 3 の時期に活動したと思われる．
十勝岳 1962 年，1988-89 年噴火におけるマグマ活動の推移 ‐噴火様式の違いとマグマ供給系‐

62-2 火口の東方 700m には 1962 年噴火の一連の噴出物が露出し ，詳細な記載及びユニット毎の試
料採取を行うことができた．これらの噴出物の岩石組織及び化学組成の分析を現在進めている．
昨年度及び今年度の研究成果として，1988-89 年噴火による噴出物が 1962 年噴火噴出物と比較して
石基の発泡度やマイクロライト組織，ガラス組成に違いが見られ，マグマ供給系におけるマグマ混合
の役割やマグマ上昇速度の違い，マグマポケットの存在の可能性が推測された. マグマ溜まりでの混合
マグマから晶出した 1962 年磁鉄鉱は，リムでの組成変化が一様で，噴火直前の発泡により元素拡散が
促進したことがわかる（ 図 3 ）．一方 1989 年磁鉄鉱は，斑晶の組成が多様で，リムでの組成変化も収
れんしない（ 図 3 ）．発泡・脱ガスが段階的に進んだことや出残りマグマとの混合が起こった可能性が
あり，噴火時も結晶作用が進んだことが考えられる．石基ガラスの Cl 成分の違いから（図 4 ）1989 年
噴火では噴出段階ですでに脱ガスが十分に行われていたが，1962 年噴火では噴火時に発泡・脱ガスが
進んだことが推定された．
（８）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
佐藤鋭一・和田恵治（ 2014 ）雌阿寒岳，阿寒富士の噴火史と噴出物の岩石記載．日本地球惑星科学連
合 2014 年大会予稿集, SVC54-P06．

Wada,K., Hinata, H., Nakatsuka, Y., and Sato,E. (2014) The transition of magma activity between 1962 and
1988-89 eruptions in Tokachidake Volcano, central Hokkaido, Japan: difference in eruption style and
its magma plumbing system. GSA 2014, Annual meeting and exposition, Vancouver, Abstracts with
Programs, BTH272, p548.
和田恵治（ 2014 ）火山を主体とした北海道中央部と東部のジオパーク構想：大雪山・十勝岳と阿寒・
屈斜路. 日本火山学会 2014 年度秋季大会講演要旨集, G1-02, p2.
馬場輝・和田恵治（ 2014 ）大雪火山，御蔵沢溶岩における苦鉄質包有物の特徴と成因. 日本火山学会

2014 年度秋季大会講演要旨集, B3-07, p94.
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電話：

e-mail：
URL：

教授
助教

（ 11 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：和田恵治
所属：北海道教育大学旭川校・地学研究室
電話：0166-59-1315

FAX ：
e-mail：wada.keiji@a.hokkyodai.ac.jp

図 1 雌阿寒岳山麓における阿寒富士由来噴出物の総合柱状図（ 左）と噴出物の層厚と分布面積の関係（ 右）．

図2

斜長石斑晶の化学組成

図 3 十勝岳 1962 年及び 1989 年噴出物中の磁鉄鉱の累帯構造

図 4 十勝岳 1962 年及び 1989 年噴出物中のガラスの化学組成

平成 26 年度年次報告
課題番号：2926
（ １）実施機関名：
公募研究
（２）研究課題（または観測項目）名：
史料にもとづく北海道渡島大島火山寛保噴火による山体崩壊とマグマ活動に関する研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ア. 史料の収集とデータベース化
イ. 考古データの収集・集成と分析
ウ. 地質データ等の収集と整理

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）平成 26 年度の計画の概要：
本研究課題は，北海道渡島大島火山寛保元年（ 1741 ）に始まる噴火現象の全体像を，史料の解読を
中心に解明しようとするものである．渡島大島寛保噴火では，マグマ活動に加えて低頻度で起こる山
体崩壊がおそらく陸および海底で発生し，北海道，本州日本海側に津波が押し寄せた．このために日本
の有史時代の火山災害史で雲仙岳寛政四年（ 1792 ）の山体崩壊による「島原大変」に次ぐ 死者約 1500
人におよぶ大災害となった．
すでに，地質および噴火履歴等については，
１．勝井義雄ほか (1977) 渡島大島, 火山地質・噴火史・活動の現況および防災対策, 北海道における
火山に関する研究報告書第 6 編, 北海道防災会議, 82p．
が総括しており，
津波現象の現地調査や山体崩壊が津波を引き起こした可能性については，
２．今村ほか（ 2002 ）歴史地震，18，166-175．
３．Satake, K. and Y. Kato (2001) Geophysical Research Letters, 28, 427-430.
４．都司ほか（ 2002 ）月刊海洋，号外 28, 15-44．
により議論されている．
しかし，渡島大島火山は寛保元年以降も 50 年にわたり小噴火を繰り返し，北海道本島や青森県で降
灰があったことが断片的な史料から知られており，寛保元年に始まる噴火のマグマ活動とその後の火
山活動の推移の中で山体崩壊の位置づけについてさらに精度を上げて理解する必要がある．
そこで，史料の解読をもとにこの噴火の詳細な推移を検討することによって，山体崩壊に先行する現
象・崩壊過程とマグマ活動の推移を系統的な史料収集を行ない，全体像を明らかにすることをめざす．
現在，渡島大島は、自然公園法、北海道立自然公園条例により，上陸するためには許可が必要である．
将来，現地調査を行なうために，事前に充分な予察調査が必要であることから，本研究による，古記
録文献調査は必須である．
（７）平成 26 年度の成果の概要：

北海道立図書館，北海道立文書館，北海道大学附属図書館北方資料室，函館市中央図書館，松前町
教育委員会，青森県立図書館，弘前市立図書館，八戸市立図書館，致道博物館（ 鶴岡市），新潟県立
図書館，敦賀市立博物館，国立国会図書館，国立公文書館，国文学研究資料館の所蔵資料から関連史
料を収集した．
これらの史料を検討した結果，
・従来知られていた以上に頻繁に小規模の降灰，臭気の観測記録があり，給源が渡島大島の可能性が
高いことがわかった．寛保元年（ 1741 年）以降，微量の火山灰が数年から 10 年おきに 50 年にわたり
繰り返したことがわかった．
・寛保元年七月十九日（ 1741 年 8 月 29 日）津波について，あらたに山形県鶴岡市『鷄肋編（けいろ
くへん ）
』，新潟県村上市『記事別集』に津波到来記事があることを確認した．
寛保元年七月以降の渡島大島の噴火・津波のまとめは以下のとおり．
寛保元年（ 1741 年）
七月八日（ 8 月 18 日）14 時〜15 時強い地震
七月十日（ 1741 年 8 月 20 日）午前 6 時過

弘前・八戸有感．大島噴火？

弘前で有感地震

七月十二日（ 8 月 22 日）
「たしかに」噴火目撃した者あり
七月十五日，十六日（ 8 月 25 日，26 日）頃〜 松前西方の村へ降灰．昼も暗く，行燈をともした．
七月十六日（ 8 月 26 日）昼中〜松前へ降灰
七月十七日，十八日（ 8 月 27 日，28 日）頃〜松前東方の村へ降灰
七月十九日（ 8 月 29 日）未明〜夜明
七月二十四日（ 9 月 3 日）夜明頃

大津波発生，北海道西岸〜京都府

再度津波発生

八月五日（ 9 月 14 日）西風硫黄臭（ 弘前）
十二月十六日（ 1742 年 1 月 22 日）黒い降灰，厚さ 10cm 程積もる（ 松前）
十二月二十二日，三日（ 1742 年 1 月 28 日，29 日）夜

灰交りの雪降る（ 弘前）

寛保二年（ 1742 年）
一月四日夜〜二十日（ 2 月 8 日〜24 日）頃

降灰．厚さ 10〜12cm（ 弘前）

二月十五日（ 3 月 21 日）夜中降砂（ 八戸）
四月十四日（ 5 月 18 日）降灰及び降毛（ 白・赤，長さ〜30cm ）
（ 松前）
宝暦元年（ 1751 年）
一月二十九日（ 2 月 24 日）降灰（ 弘前）
宝暦九年（ 1759 年）
七月二十七日（ 8 月 19 日 17 時〜）降灰（ 弘前ほか津軽地方，降灰分布図作成）
明和三年（ 1766 年）
二月十日（ 3 月 20 日）地震・鳴動（ 大地震の余震と区別できない）
・西方暗雲
明和六年（ 1769 年）
一月一日（ 2 月 7 日 8 時頃）降灰（ 弘前）
安永元年（ 1772 年）
九月十九日（ 10 月 15 日 ）焦気（ 悪臭）
（ 八戸・弘前）
安永四年（ 1775 年）
二月七日（ 3 月 8 日 08 時〜）雪に交って降灰．黄色に見える（ 弘前）
天明六年（ 1786 年）
二月五日（ 3 月 4 日）朝降灰（ 弘前）
寛政二年（ 1790 年）
九月二日（ 10 月 9 日 12 時〜16 時）降灰（ 弘前）
（８）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

（ 9 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
津久井 雅志

千葉大学大学院理学研究科

教授

他機関との共同研究の有無：無
（ 10 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：千葉大学大学院理学研究科地球科学コース
電話：043-290-2837

e-mail：tsukui@faculty.chiba-u.jp
URL：
（ 11 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：津久井雅志
所属：千葉大学大学院理学研究科
電話：043-290-2837

FAX ：043-290-2859
e-mail：tsukui@faculty.chiba-u.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：2927
（ １）実施機関名：
公募研究
（２）研究課題（または観測項目）名：
東北地方太平洋沿岸地域における歴史災害資料の収集と分析
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ア. 史料の収集とデータベース化

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）平成 26 年度の計画の概要：
本研究の目的は , 東北地方太平洋沿岸地域を中心に , 同地域の歴史災害に関する歴史資料の所在確認調
査や, 新たな災害史料の情報を得ることである. 東北地方沿岸域における歴史的な地震・津波について
記載した災害史料は , その一部が『新収日本地震史料』や各地の自治体史に収録されているが , 引用が
部分的であったり, 出典が不明確なものも多い. また, 東北地方は各地に個人が所蔵している未調査の
古文書群が多数存在していると考えられる.
本研究では , 東北地方太平洋沿岸地域をフィールド として, 既存の災害史料の原本の所在確認や, 新た
な災害史料の発見を目指すとともに , 各地で未調査の古文書群の所在調査を実施し , デジタルカメラ撮
影を実施して情報を収集する. あわせて, 2011 年の東日本大震災による歴史資料への被害の有無を確認
し , 被害が生じていた場合には適宜保全処置を実施する.
（７）平成 26 年度の成果の概要：
本研究では , 2011 年の東日本大震災の津波被災地域である岩手県沿岸部を中心に調査を実施した. 従来
の研究史では用いられてこなかった, いくつかの新たな災害に関係する史料の情報を得ることができ
た. 地震・津波に関する災害史料としては , 1856 年８月 23 日（ 安政３年７月 23 日）に八戸沖を震源と
する地震・津波について, 野田村での被害状況を中野勘左衛門書状（『野田郷之古文書第三集』所収）
がある. 従来の研究では同地の死者数のみが把握されていたが , この史料によれば現在の野田村玉川地
区周辺で塩釜への浸水および塩百駄の流失があったことが確認できる. また, 八戸市史編さん室所蔵宗
家文書 1003 号は , 八戸藩域の被害状況について従来の数値と若干異なる記述があることが確認された.
また, 宮古市史編さん室の調査により津軽石の豪商・盛合家文書からは文化元年（ 1804 ）象潟地震の報
告, 鵜磯の海商・岩船家文書からは安政２年（ 1855 ）の安政江戸地震における地震見舞の存在が確認さ
れている. 今後, . これらの史料を分析を進めることにより, 前近代において災害の情報が遠隔地間でど
のように共有されていたかを知ることができよう.
次に災害史料の原本の所在調査を山田町で実施したが , 同地ではかつての史料調査から長期間経過した
ことの加えて, 2011 年の津波被害により多数の所蔵者宅の流失したこともあり, 『武藤六右衛門所蔵古
文書』をはじめとする災害史料の原本の所在は不明であった. 一方, 遠野市立博物館に所蔵されている
明治三陸津波の被災地を巡回した山名宗真の史料群の中に『岩手県海岸巡回古文書収集綴』という史

料が存在し , この中に山奈が山田町に存在する古文書を筆写した記録が残されている. 原本が失われた
災害史料については , こうした筆者本の調査から原本の記述を復元し , 調査していく必要がある.
大船渡市域においては , 同地の郷土史研究者の協力を得て, 史料 所蔵者 27 件を訪問調査した. 2015 年
２月段階で , 27 件のうち６件において家屋および史料の流失, ８件にて古文書の健在, うち２件で津波
による史料の被災が確認された. 加えて古文書が健在の所蔵者宅では , 従来把握されていた古文書以外
にも多数の古文書類が発見されている. 本研究ではあくまで所在を確認する段階に留まったが , 東北地
方沿岸部における新出の史料群の調査およびその中に含まれる災害史料の存在については継続的な調
査を要すると考える.
（８）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
安田容子, 2015, 盛合家文書「覚」にみる象潟地震, 『災害・復興と資料』5(掲載予定)
（ 9 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
蝦名

裕一

東北大学災害科学国際研究所

助教

平川 新 東北大学災害科学国際研究所（平成 26 年 4 月 1 日より宮城学院女子大学） 所長（平成

26 年 4 月 1 日より学長）
佐藤

大介

東北大学災害科学国際研究所

准教授

天野

真志

東北大学災害科学国際研究所

助教

安田

容子

東北大学災害科学国際研究所

特別教育研究教員

他機関との共同研究の有無：無
（ 10 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東北大学災害科学国際研究所

人間・社会対応研究部門

電話：022-752-8141

e-mail：ebin@irides.tohoku.ac.jp
URL：
（ 11 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：蝦名裕一
所属：東北大学災害科学国際研究所 人間・社会対応研究部門
電話：022-795-3770

FAX ：022-795-3770
e-mail：ebin@irides.tohoku.ac.jp

歴史資料保存研究分野

平成 26 年度年次報告
課題番号：2928
（ １）実施機関名：
公募研究
（２）研究課題（または観測項目）名：
東アジア地震史料の研究―そのデータベース化と災異思想の研究―
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ア. 史料の収集とデータベース化

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）平成 26 年度の計画の概要：

(1) 本研究の目的
まず第一に，中国史料を中心に東アジアにおける地震・火山災害史料のデータを集積して正確に校
正し，順次データベース化する準備をすることにある。これによって東アジアの地震データを原文に
さかのぼって検討することを容易にしたい．
第二に，東アジアにおける災害史の研究の基本条件を整えることにある．東アジアの地震史料の表
現や用語は基本的に中国にならっている部分が多く，その正確な解釈のためには中国の災異思想の検
討が必要である．
第三は，東アジア史における地震噴火などの地殻災害史の全体像を描き，国際的な場をも利用して
中国史・朝鮮史・日本史など 各分野での研究と相互討論を促進することである．

(2) 目的を達成するための実施方法
第一に中国の地震・噴火史料は，ほとんど「災異」
「地妖」などの記事として登場するため，それに
かかわる史料を中国史史料から集積する．中国史史料を扱う専門的な能力をもったアルバイターを指
導し，書誌データとテキストデータを蓄積する．
第二に，データ作成の優先順位としては，
「 世界の被害地震の表（ 古代から 2010 年まで ）」
（ 宇津徳
治氏作成）の宋代までのデータのデータ化を優先し，同時により詳細な『中国災害史年表』
（佐藤武敏
編、国書刊行会、1993 年）の地震史料についても同様のデータ収集を行う．
第三に，国際的な共同研究の初歩的な取り組みとして，2015 年 8 月 23 日―29 日に，中国済南市で
開催される国際歴史学会議に参加する報告者（ 国際日本文化研究センター伊東貴之教授、岡山大学今
津勝紀教授）を囲む研究会を開催する．
第四に，研究プロジェクトに参加する東アジア史（中国史・朝鮮史・日本史など ）を中心にして東ア
ジアの地殻災害史についての研究会を行う．その際，(1) 日本における重要な先行研究として慶松光雄
『支那地震史の研究』
（一九四一年，中央気象台）を位置づけ，地震研究所に存在する同氏の残したカー
ド を調査し，また研究史の評価に手をつける．(2) 前漢の董仲舒によって，陰陽説や春秋公羊学（ 経書
『春秋』の公羊伝に関する一種の解釈学）などを援用して，理論的に体系化されたと伝えられる「天譴
論」の思想について検討する（「天譴論」とは、天変地異の由来を人間世界の政治に対する、天の譴責

として捉える政治思想をいう）．(3) 日本史の地震史料を中国の天譴論や陰陽思想がど う反映している
かに留意して点検する．
（７）平成 26 年度の成果の概要：
上記研究計画に従って研究を進め，下記のような成果が得られた．
（１）中国地震史料データベースの作成
宇津徳治氏が作成した「世界の被害地震の表 (古代から 2010 年まで ) 」に含まれる中国の宋代までの
データを抽出し，個々のデータのもととなる史料のテキストデータと書誌データを附加する作業を進
めた．これにより，宇津氏の「表」のデータに史料的裏付けを付加することができた．また、宇津氏
の「表」に記載されていないデータ地震史料が多く存在することも判明したので，それらのデータを
適宜宇津氏の「表」に入れ込んでいく作業を進めた。
なお，宇津氏が「表」を作成する際，中国については、顧功叙 (主編) ほか『中国地震目録 (公元前

1831 年-公元 1969 年) 』(科学出版社，北京，1983) を基本とし 、さらに謝毓寿・蔡美彪 (主編) ほか『中
国地震歴史資料彙編』全 5 巻 (7 分冊)(科学出版社，北京，1983-1987) で補ったことが判明している．
正史レベルの基本的史料で確認できる宇津氏の「表」から漏れているデータについては，その根拠と
なる史料についての吟味等が必要になる．その際には，我国における中国地震史研究の開拓者である
慶松光雄氏の諸研究（ 例えば『支那地震史の研究』中央気象台，1941 ）の成果等を参考とした．
（ ２）慶松光雄氏の中国地震史研究
慶松氏は，1941 年に，紀元 265 年までの中国地震史料の研究を公刊（上記『支那地震史の研究』）し
た他、清代に到る地震史料の収集に努め，膨大な史料カード を残しており，その史料カード は東大地
震研究所に氏の没後寄贈されており，本研究の遂行過程で，実見した．
慶松氏の史料批判の厳密さが確認できたと同時に，個々の地震史料について，その史料ごとの史料
批判のあり方を確立することができた．
（ ３）東アジア地殻災害史の研究
研究組織を構成するメンバーで，2015 年 8 月に中国済南市で開催される国際歴史学会議に参加する
報告者を囲む研究会を，2015 年 1 月に，東京大学地震研究所において開催した．そこでは，宮瀧交二
「日本における災害情報継承方法の変遷について」，藤田明良「東アジア漢文史料の噴火叙述について済州島 11 世紀噴火を手がかりに」，保立道久「倭国の地震火山神話について」，小島毅「中国の史書
に記録された地震記事について」が報告され，活発な討論が行われた．
特に小島毅の報告において，
「 要するに、中国の史書記録を地震学研究の基礎データとして活用する
ためには、まず、それらの地震記事がほかの災異との相互関係のなかで天譴説によって”活用”されて
いた事情を見極めておく必要がある」点が強調された点，実際に中国の地震史料を扱う際に留意すべ
きことが確認された．
（８）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 9 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
小嶋茂稔
井ノ口哲也

東京学芸大学・教育学部

伊東貴之

准教授

東京学芸大学・教育学部

准教授

国際日本文化研究センター東京大学・人文科学研究科

小島毅 東京大学・人文科学研究科

教授

六反田豊

帝京大学・文学部

准教授

木村茂光

岡山大学・文学部

教授

今津勝紀

天理大学・国際学部

教授

藤田明良

東京大学史料編纂所

教授

保立道久

東京大学名誉教授

教授

他機関との共同研究の有無：無
（ 10 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京学芸大学東洋史第一研究室
電話：042-329-7292

e-mail：kakoji@u-gakugei.ac.jp
URL：
（ 11 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：小嶋茂稔
所属：東京学芸大学・教育学部
電話：042-329-7292

FAX ：042-329-7404
e-mail：kakoji@jcom.home.ne.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：2929
（ １）実施機関名：
公募研究
（２）研究課題（または観測項目）名：
模擬断層ガウジの動的破壊過程に対する法線応力依存性
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(4) 地震現象のモデル化
イ. 断層滑りと破壊の物理モデルの構築

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）平成 26 年度の計画の概要：
深部スロー地震は，巨大地震震源域の深部延長で発生しており，固着域（ または不安定すべり域）と
安定すべり域の間の遷移領域における歪の蓄積・解放過程を理解する上で重要な現象である。深部ス
ロー地震の震源域に鉱物の脆性塑性遷移に対応すると考えらえることから、岩石の変形様式の変化が
スロー地震の発生に何かしらの影響を与えている可能性がある可能性が考えられる．しかし 、脆性領
域から塑性領域に移行する段階において，断層の動的な破壊がどのような変化を経てクリープに至る
のかついては，ほとんど 理解されていない．そこで，本公募課題ではは，模擬断層ガウジのスティッ
ク・スリップ実験を行う。
（７）平成 26 年度の成果の概要：
本公募課題では，東北大学地震・噴火予知研究観測センターに設置されている大型二軸摩擦試験機を
用いた．実験試料は岩塩の粉末を用い，模擬断層ガウジとした．岩塩は室温下においても法線応力が
増加するに伴い変形様式が脆性変形（ 摩擦すべり）から塑性変形（ 転位すべり）に遷移することで知
られる．実験条件は室温，法線応力 10〜120 MPa，すべり速度 1〜10 μ m/s である．断層面（長さ 160

mm ）近傍において歪ゲージを 7 つ設置し，スティック・スリップ時の歪変化を計測した（サンプリン
レートは 10 MHz ）．その結果，岩塩のスティック・スリップ挙動は法線応力の増加に伴って鋭く瞬間
的なものから滑らかでゆっくりとしたものに変化した．応力降下量と繰り返し間隔は法線応力が 10〜

30 MPa まではほぼ一定であったが，30 MPa を越えると段階的に減少した．破壊伝搬の特徴は法線応
力の増加に伴って変化し，低い法線応力下では破壊核形成後，岩塩の S 波速度に匹敵する速度にまで
加速するのに対し，高い法線応力下では低速での伝播が継続した．これは，臨界サイズが断層面以上
であることを意味する．以上のことは，本実験結果は岩石の変形様式の変化が断層のすべり挙動に大
きな影響を与えることを意味する．
（８）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Hirauchi K., Muto, J., in press. Effect of stress state on slow rupture propagation in synthetic fault gouges.
Earth, Planets and Space.

（ 9 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
平内健一

静岡大学 助教

武藤潤 東北大学
矢部康男

助教

東北大学 准教授

他機関との共同研究の有無：無
（ 10 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：静岡大学大学院理学研究科
電話：054-238-4735

e-mail：skhirau@ipc.shizuoka.ac.jp
URL：
（ 11 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：平内健一
所属：静岡大学大学院理学研究科
電話：054-238-4735

FAX ：054-238-0491
e-mail：skhirau@ipc.shizuoka.ac.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：2930
（ １）実施機関名：
公募研究
（２）研究課題（または観測項目）名：
公的研究機関以外が所有する計測データを用いた地下水の地震先行現象調査
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(3) 先行現象に基づく地震活動予測

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）平成 26 年度の計画の概要：
本研究担当者はこれまでに三陸地方で東北地方太平洋沖地震前の異常現象について聞き取り調査を
行い，昭和三陸地震で異常がみられた岩手県大船渡市の正源寺（ 吉村，2004 ）で，地震の 1 か月前頃
から井戸水が渇水していたことを確認している．また，大船渡市にある五葉温泉では不定期ではある
が，源泉井戸の地下水位と水温データが 2007 年 10 月から記録されていた．本研究ではこのデータを
精査し論文として発表する．
研究目的による観測が少ない地域では，公的研究機関以外が所有するデータを用いることの有効性
が五葉温泉の事例で確かめられた．そこで，本研究ではさらに他の温泉施設や自治体等が公表している
地下水関連施設のデータなどを調査し，東北地方太平洋沖地震前の異常の有無を面的に把握する．新
たな地下水異常を見つけ出した場合は，東北地方太平洋沖地震の先行現象研究に貢献できるだけでな
く，繰り返し発生する三陸沖の地震に対する災害軽減に役立つ情報になることが期待される．
（７）平成 26 年度の成果の概要：
五葉温泉源泉井戸のデータを精査したところ，東北地方太平洋沖地震の約 3 か月前からの水位と水
温の急激な低下が確認された．水位は約 10m，水温は 1〜2 ℃低下していた．東北地方太平洋沖地震前
の約 3 年間のデータで水位と水温の両方が低下したのはこのときだけであり，特に水温はそれまでほ
ぼ一定で安定していたが，東北地方太平洋沖地震前に大きく変動した．このことから，五葉温泉源泉
井戸の地下水位及び水温の低下は東北地方太平洋沖地震の先行現象と考えられる．なお，この結果は
論文として発表した．
公的研究機関以外が所有するデータの調査では，宮城県がホームページで一般公開している地下水
位データから東北地方太平洋沖地震に先行する急激な水位低下を見出した．これは仙９（苦竹，194m ）
と称される観測井戸で，月平均データが公開されているが，2011 年 1 月に例年に比べ大きな低下が見
られた． 2006 年 1 月から 2010 年 12 月までの 5 年間の変動幅は 30cm 未満であったが，2011 年 1 月は
前月比で約 65cm も変動した．この水位低下の状態は東北地方太平洋沖地震まで（ 2011 年 3 月のデー
タは 3 月 1 日から 3 月 10 日までの平均と推測される）継続していたことから，この水位低下も東北
地方太平洋沖地震の先行現象であったと考えられる．五葉温泉は約 3 か月前から，仙９観測井戸は 2
か月前からの低下とタイムラグがあるものの，水位低下はいずれも本震発生まで継続していた．また，
五葉温泉の掘削深度は約 2000m で仙９観測井戸は 194m である．いずれも深い井戸であるという共通

点があることも，これらの水位低下が先行現象であった可能性を支持するものと考える．なお，温泉
施設の調査では宮城県内の秋保温泉と作並温泉，さらに青根温泉で聞き取り調査を行ったが，先行的
な異常変化の証言は得られなかった．
（８）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Orihara, Y., M. Kamogawa, and T. Nagao, 2014, Preseismic Changes of the Level and Temperature of Confined Groundwater related to the 2011 Tohoku Earthquake, Scientific Reports, doi:10.1038/srep06907.
（ 9 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
織原

義明

東京学芸大学教育学部物理科学分野

他機関との共同研究の有無：無
（ 10 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：東京学芸大学教育学部物理科学分野
電話：042-329-7484

e-mail：orihara@u-gakugei.ac.jp
URL：
（ 11 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：織原義明
所属：東京学芸大学教育学部物理科学分野
電話：042-329-7484

FAX ：
e-mail：orihara@u-gakugei.ac.jp

専門研究員

平成 26 年度年次報告
課題番号：2931
（ １）実施機関名：
公募研究
（２）研究課題（または観測項目）名：
臨界現象の物理を背景としたナチュラルタイム概念による地震活動度解析
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(3) 先行現象に基づく地震活動予測

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）平成 26 年度の計画の概要：

Natural time 概念は k1 が 0.07 に収束することによって臨界現象における臨界点の発生時を認定できる
ことを既にいくつかの地震について示したので、ギリシャにおいては短期予知に有効であるとされて
いる。近年では k1 の分布変動に着目し 、時間変化を調べたところ、1983 年以降の大地震の前ではほ
ぼ常に変動があり、特に 2011 年東北地方太平洋沖地震前では最大の変動があることがわかった。これ
らは米国アカデミー紀要に論文発表した (Sarlis et al., PNAS, 2013)。本研究では、これらの変動の空間
的相関について調べる。
（７）平成 26 年度の成果の概要：
前述のように k1 の分布変動に着目し 、時間変化を調べたところ、1983 年以降の大地震の前ではほぼ
常に変動があり、特に 2011 年東北地方太平洋沖地震前では最大の変動があることがわかった。今年度
は、これらの変動の空間的相関について精査し 、日本の大地震の前には、震央の付近のみに k1 の分布
変動が見られたため、この結果は論文化した。
（８）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Sarlis, N. V., E. S. Skordas, P. A. Varotsos, T. Nagao, M. Kamogawa, and S. Uyeda, 2015, Spatiotemporal variation of seismicity before major earthquakes in the Japanese area and their relation with the
epicentral locations, Proc. Nat. Acad. Sci., 112, 4, 986-989.
（ 9 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
上田誠也
鴨川仁

東京大学地震研究所
東京学芸大学

長尾年恭

東海大学

名誉教授

助教
教授

他機関との共同研究の有無：無
（ 10 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：
電話：

e-mail：
URL：
（ 11 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：上田誠也
所属：東京大学・地震研究所
電話：

FAX ：
e-mail：suyeda@st.rim.or.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：3001
（ １）実施機関名：
（ 独）防災科学技術研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
地殻活動の観測予測技術開発に関する研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(4) 地震現象のモデル化
イ. 断層滑りと破壊の物理モデルの構築

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
南海トラフの巨大地震

（６）本課題の５か年の到達目標：
海溝型地震の発生メカニズムを解明するため、地震発生の一連の過程を解明するプレート間すべりの
物理モデルに基づく大規模シミュレーション 、実際の岩石を用いた模擬断層面によるすべり実験、さ
らにスロー地震・微動発生領域周辺での構造探査を行い、地震発生モデルの高度化を進める。また、構
造物に被害を及ぼす強震動の予測技術を高度化するため、波動伝播理論に基づく波形データ解析を行
い短周期地震波の生成過程や伝播特性の解明を進める。さらに沈み込み帯に位置するアジア・太平洋
地域の観測データの収集を進め、それらを用いたグローバルな比較研究を通して、地震発生メカニズ
ムの解明を進める。
（７）本課題の５か年計画の概要：
本課題は、防災科学技術研究所の中期目標達成のために支出されている運営費交付金によって行われ
ている。そのため、プロジェクト終了予定の平成 27 年度末までの計画概要を記述する。
シミュレーション研究においては、巨大地震におけるプレート形状と摩擦構成則の相互作用、スロー
地震・微動発生における摩擦構成則の検討を行う。実験研究においては、大型二軸試験機による実験、
複合計測等を用いた高速すべり実験、ボーリングサンプル物性測定、断層すべり活動履歴解読のため
の手法開発を行う。また、東海地域での電気伝導度探査、津波の生成・伝播過程の研究、短周期地震

動の伝播過程の研究といった解析研究を行う。さらに、インド ネシア・フィリピンでの CMT 解析、中
央アンデス・ペルーの巨大地震の震源モデルの研究を通して、プレート境界型地震の比較研究を行う。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
本研究課題は、シミュレーション・実験・解析・国際比較の 4 つのテーマから構成されており、それ
ぞれのテーマごとに成果を報告する。
【シミュレーション 】

backthrust 断層が破壊される条件についてシミュレーションによる系統的な検討をおこなった結果、分
岐点付近の強度不均質によって生成が促進される事が分かった。また、backthrust 断層が破壊するとよ
り大きな海底変動を生じることとなり、津波被害を増幅する要因となりうる事が分かった。南海トラフ
全域について、地震サイクル間におけるスロースリップ イベントの発生を再現する数値シミュレーショ
ンをおこなった。多くの地域では、地震サイクル前半から中盤にかけて、短期的スロースリップ イベン
トの発生間隔が減少した。ただし 、地震サイクル後半においては、固着域と短期的スロースリップ イベ
ントの間で発生する長期的スロースリップ イベントのために、発生間隔は大きな擾乱をうける結果が得
られている。大型二軸摩擦実験のデータを 1 自由度 mass-spring model を用いて rate- and state-dependent

friction のもとでモデル化したところ、変位量が大きくなると従来の摩擦則ではうまくモデル化できな
い事が分かった。
【実験】
防災科学技術研究所が所有する大型振動台を利用した岩石の二軸摩擦実験を実施した。実験において
観測されている foreshock と preslip の関係をさらに詳細に調べるため追加実験をおこない、実験後に
生成されるガウジとの関係を調べたところ、灰色ガウジの生成と foreshock の活動が関係するかもしれ
ないことが分かった。また、大型二軸摩擦試験機で得られた定常すべりの摩擦特性と、高速せん断摩
擦試験機で得られた摩擦特性とを比較し 、それらがスケールによって異なることを発見した。さらに
数値シミュレーションにより、そのスケール依存性が空間的応力不均質によって引き起こされている
ことを確認した。
【解析】

2012 年 12 月 7 日に東北沖で連続して発生した 2 つの地震イベントの位置関係を、津波記録の詳細解
析によって陸上地震波記録解析よりも高精度に推定したうえで、2 つのイベント発生の因果関係を考
察した。東海地域南部において実施した MT 法による電気伝導度構造探査データを解析し 、2 次元構
造を推定した。その結果、宝永地震時に活動した可能性があるとして測地学的手法によりその存在が
推定されていた伏在断層の位置に、高電気伝導度の領域が存在することが判明した。2014 年 4 月 1 日
に発生したチリ北部地震において、短周期加速度波形砲絡線のバックプロジェクション法による短周
期地震動の放射特性を調べた（ 5-10 Hz ）
。その結果、短周期地震動は、地震発生後の 20〜40 秒に陸側
に移動しながら放射された後、30〜40 秒に陸に近い領域で最も強く放射されていた事が分かった。一
方、30〜40 秒には、沖合において最大すべりが解放されたことが長周期波形インバージョンから推定
されている。このような地震動放射特性は 2011 年東北沖、2010 年チリ地震、2007 年ペルーの巨大地
震の際においても見られている。
【国際比較】
インド ネシア・フィリピン・チリ北部地域で発生した地震（ M>4.5 ）の SWIFT 即時メカニズム解を行
い、Web において地震パラメータを検索可能なデータベースの公開を継続した。2012〜2013 年にフィ
リピンで発生した地震の SWIFT-CMT 解と、global CMT 解との系統的な比較をおこなった結果、両者
は調和的であり、M<5.5 のイベントに関しては SWIFT-CMT 解の方が多くのイベントを決めていたこ
とを確認した。さらに、これらの地域で発生した地震に対して、SWIFT 地震パラメータの自動・手動
解析と連動した津波の自動予測システムの開発をおこない、Web において解析結果の公開を開始した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Inazu, D. and T. Saito, 2014, Two subevents across the Japan Trench during the 7 December 2012 off Tohoku
earthquake (Mw 7.3) inferred from offshore tsunami records, J. Geophys. Res, 119, 5800-5813, doi:
10.1002/2013JB010892.
Xu, S., E. Fukuyama, Y. Ben-Zion, and J.-P. Ampuero, 2015, Dynamic rupture activation of backthrust fault
branching, Tectonophysics, doi: 10.1016/j.tecto.2015.01.011, (in press).
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
海溝型巨大地震の動的破壊シミュレーションにおいては、これまでの部分シミュレーション結果に基
づき、分岐断層や非平面プレート構造等のより現実的な構造を取り入れて高度化に取り組む。さらに、
起こりうる地震を系統的に分類し地震発生シナリオを構築する。スロー地震をターゲットとした数値
モデリングにおいては、摩擦パラメータの検討をおこない、SSE 等の観測結果をより反映したモデル
化を進める。大型二軸摩擦実験においては、これまでと異なる種類の岩石試料（ 大理石）を用いた実
験をおこない、摩擦特性や破壊伝播について調査をおこなう。解析研究においては、巨大地震の断層
運動によって励起される地震波・海中音波・津波の相互作用を正確に考慮できるシミュレーションコー
ド の開発をおこなう。四国西部において実施している MT 法連続観測データの解析をおこない地殻比
抵抗の時間変化を推定するとともに、深部低周波微動等のスロー地震との関連を調査する。国際比較
研究においては、インド ネシア・フィリピン・チリ北部地域の地震を対象に実施している SWIFT 解析
と連動した津波自動予測結果の Web 公開に関して、チリ全域を対象領域に加える。また、フィリピン
地域で発生した地震の SWIFT-CMT 解および gCMT 解を用いて応力テンソルインバージョンをおこな
うとともに、有限要素法を用いた応力解析を実施し 、同地域における応力場の理解に努める。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人防災科学技術研究所 観測・予測研究領域 地震・火山防災研究ユニット
他機関との共同研究の有無：有
立命館大学
名古屋大学
電力中央研究所
インド ネシア気象気候地球物理庁
フィリピン地震火山研究所
コロンビア地質調査所
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 アウトリーチ・国際研究推進センター
電話：029‐851‐7611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp
URL：http://www.bosai.go.jp/index.html
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：山下太
所属：観測・予測研究領域 地震・火山防災研究ユニット
電話：029-863-7625

FAX ：029-863-7610
e-mail：yamafuto@bosai.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：3002
（ １）実施機関名：
（ 独）防災科学技術研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
基盤地震観測等データのモニタリングによる地殻活動の理解と予測技術の開発
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展
イ. 地殻ひずみ・応力の変動
ウ. 地震活動評価に基づく地震発生予測・検証実験

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震
イ. 海洋プレート内部の地震
ウ. 内陸地震と火山噴火

(4) 地震現象のモデル化
イ. 断層滑りと破壊の物理モデルの構築

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(1) 地震発生長期評価手法の高度化
(3) 先行現象に基づく地震活動予測
4. 研究を推進するための体制の整備
(1) 推進体制の整備

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
東北地方太平洋沖地震
南海トラフの巨大地震
首都直下地震

（６）本課題の５か年の到達目標：
基盤的地震観測網、日本海溝海底地震津波観測網等より得られるデータを逐次的に解析することに
より、地震、低周波微動、スロースリップ イベント等の活動の現状把握を目指す。これらのモニタリ

ング研究に基づく海溝型地震の切迫性評価に資する解析手法の開発を進めるとともに、モニタリング
成果を活かした地震発生モデル構築を目指す。基盤的地震観測網等のデータに、これを補完する機動
的な調査観測を加えることで、地震等のより詳細な活動状況および周辺域の構造等を明らかにし 、そ
の発生と発生場に関する理解を深めることも目指す。
本課題は防災科学技術研究所の中期計画に基づく運営費交付金によるプロジェクト研究の一部とし
て実施される。そのため、現行の中期計画が終了する平成 27 年度末以降の目標については見直す可能
性がある。
（７）本課題の５か年計画の概要：
基盤的地震観測網、日本海溝地震津波観測網等より得られるデータから、地震、低周波地震、超低周
波地震、スロースリップ イベントについてイベント検出および震源位置、震源メカニズム解、断層モ
デルの推定等を行い、その活動状況をモニタリングする。必要に応じて機動的な調査研究を行い、基
盤的地震観測網等のデータにこれを併せることで、より詳細な地震等の活動状況および周辺域の構造
等を明らかにする。とくに、プレート境界付近で発生する地震や、低周波地震、スロースリップ イベ
ント等は、海溝型地震発生域およびその周辺域におけるプレートの固着状態やその時間変化の評価に
資する可能性が考えられる。そのため、これらのモニタリングおよび解析手法の開発を進めるととも
に、防災科学技術研究所による別課題（「地殻活動の観測予測技術開発に関する研究」）とも協力し 、
モニタリング成果を活かしたプレート境界すべりのモデル構築および数値シミュレーション研究を行
う。本課題によるモニタリング成果は、地震調査委員会、地震予知連絡会等に随時提供される。
本課題は防災科学技術研究所の中期計画に基づく運営費交付金によるプロジェクト研究の一部とし
て実施される。そのため、現行の中期計画が終了する平成 27 年度末以降の計画については見直す可能
性がある。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
成果の概要としてとくに、南海トラフから南西諸島にかけて発生する超低周波地震、房総沖のスロー
スリップ イベント、東北地方太平洋沖地震後の地震波速度変化の解析、および地震の震源過程解析を
行った結果について以下報告する。
超低周波地震については、南海トラフおよび南西諸島海溝の近傍で発生する浅部超低周波地震の解
析を進めた。具体的には、防災科研の広帯域地震観測網（ F-net ）における約 11 年分の記録を波形相
関法で解析した。その結果、浅部低周波地震活動の発生頻度は紀伊半島沖〜四国沖では低く、日向灘、
南西諸島と南西に向かうにしたがって高くなることが分かった。この傾向は、繰り返し相似地震によ
る準静的すべりレートの地域性と良い相関があり、大きなすべりレートが浅部超低周波地震発生域に
大きな載荷レートをもたらし 、浅部超低周波地震活動を活発化させている可能性がある。
以上の解析では F-net の記録を用いたが、南西諸島の F-net 観測点は 6 点と少ないために浅部超低周
波地震のロバストな検出や高精度の位置決定は困難である。そこで防災科研では、南西諸島北部域に
おける 3 点での広帯域臨時観測を鹿児島大とともに開始した。この臨時点も含めた記録の波形相関解
析の結果、2014 年 5 月〜6 月に奄美大島沖で発生した浅部超低周波地震活動について、震源のマイグ
レーションが見られることが明らかとなった。また、CMT 解析の結果、それらの浅部超低周波地震が
深さ数 km〜15km で発生する逆断層型のイベントであることも分かった。これらの結果から、この地
域の浅部超低周波地震もまた、海陸プレート境界浅部におけるスロースリップ イベントに伴って発生
しているものと推察される。
房総スロースリップ イベント (SSE) については、過去約 30 年間で最短となる、2 年 2ヶ月の間隔で
再来した 2014 年 1 月の SSE の地震活動詳細・断層モデルを決定した。DD 法により詳細震源分布を決
定し 、2007 年・2011 年房総 SSE に伴う群発地震と比較した。いずれの場合も、房総半島沖の地震発
生域の北部で主に地震が発生した。一方、2014 年は 2007 年より地震が少なく、2011 年は勝浦周辺で
も地震が多く発生した。傾斜変動データおよび GNSS データを用いて断層モデルを決定したところ、

すべり域はこれまでと重なるが、地震モーメントは約 1/2 と小さく推定された。このため 2014 年は地
震が少なく再来間隔が短かった可能性が考えられる。また、時間発展インバージョン解析を行ったと
ころ、2011 年は勝浦の南でもすべりが見られた。このため、2011 年は勝浦周辺でも地震が発生した可
能性が示唆される。
地震波速度変化については、相似地震波形を用いた地震波干渉法により東北地方を対象に解析を行っ
た。相似地震波形を用いることにより、観測点がない海底下やリソスフェア深部の速度変化をも検出
することができた。また、速度変化の空間分布は、地表から数 100m 深までの地震波速度を数%低下
させることで説明可能である。
地震の震源解析については、2014 年チリ北部で発生した地震について、強震動記録を用いた震源過
程の逆解析を行った。沖合領域のすべり量が最も大きく、また陸に近い部分についてもほぼ同時に破
壊開始し 、深い領域へと進展するような結果が得られた。得られたすべり量は、測地データから推定
されている固着域とよく対応している。加えて，2011 年東北地方太平洋沖地震の最大余震について、
現在開発中の周波数毎のウェーブレット係数を直接求める逆解析手法を適用した。この解析では深部
側で、高周波側のすべりへの寄与が大きい結果が得られている。
上記以外にも、地殻活動のモニタリングを定常的に行っている。その結果は、地震調査委員会や地
震予知連絡会等に随時提供されている。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Youichi Asano, Kazushige Obara, Takanori Matsuzawa, Hitoshi Hirose, and Yoshihiro Ito (2015), Possible
shallow slow slip events in Hyuga-nada, Nankai subduction zone, inferred from migration of very-lowfrequency earthquakes, Geophys. Res. Lett., 42, doi:10.1002/2014GL062165.
Hitoshi Hirose, Takanori Matsuzawa, Takeshi Kimura, and Hisanori Kimura (2014), The Boso slow slip
events in 2007 and 2011 as a driving process for the accompanied earthquake swarm, Geophys. Res.
Lett., 41, 2778-2785, doi:10.1002/2014GL059791.
防災科学技術研究所 (2014)，日本周辺における浅部超低周波地震活動 (2013 年 11 月〜2014 年 4 月),
地震予知連絡会会報, 92, 5-7.
防災科学技術研究所 (2014)，2014 年 1 月房総半島沖スロースリップ イベント , 地震予知連絡会会報, 92,

108-116.
防災科学技術研究所 (2014)，西南日本における深部低周波微動活動 (2013 年 11 月〜2014 年 4 月), 地
震予知連絡会会報, 92, 325-330.
防災科学技術研究所 (2014)，西南日本における短期的スロースリップ イベント (2013 年 11 月〜2014
年 4 月), 地震予知連絡会会報, 92, 331-337.
防災科学技術研究所 (2014)，日本周辺における浅部超低周波地震活動 (2014 年 5 月〜10 月), 地震予知
連絡会会報, 93, 印刷中.
防災科学技術研究所 (2015)，西南日本における深部低周波微動活動 (2014 年 5 月〜2014 年 10 月), 地
震予知連絡会会報, 93, 印刷中.
防災科学技術研究所 (2015)，西南日本における短期的スロースリップ イベント (2014 年 5 月〜2014 年

10 月), 地震予知連絡会会報, 93, 印刷中.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
基盤的地震観測網、日本海溝地震津波観測網等の定常観測および臨時観測より得られるデータから、
地震、低周波地震、超低周波地震、スロースリップ イベントについてイベント検出および震源位置、震
源メカニズム解、断層モデルの推定等を行う。また、その活動状況をモニタリングし解析することに
より、プレートの固着状態やプレート境界およびその周辺域での時間変化の把握，プレート間地震発
生モデルの構築等に資するための研究を進める．

（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人

防災科学技術研究所

観測・予測研究領域
地震・火山防災研究ユニット
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 アウトリーチ・国際研究推進センター
電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp
URL：http://www.bosai.go.jp/index.html
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：松澤孝紀
所属：観測・予測研究領域
電話：029-863-7832

FAX ：029-860-2317
e-mail：tkmatsu@bosai.go.jp

地震・火山防災研究ユニット

平成 26 年度年次報告
課題番号：3003
（ １）実施機関名：
（ 独）防災科学技術研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
噴火予測システムの開発に関する研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測

（ ４）その他関連する建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
桜島火山噴火

（６）本課題の５か年の到達目標：
火山の噴火様式や推移予測，火山活動分岐判断のため，基盤的火山観測網によるデータの解析，噴火
予測システムの開発，数値シミュレーション技術の開発，及び国際火山データベース WOVOdat の運
用により，火山活動分岐判断に資する研究を実施する
（７）本課題の５か年計画の概要：
本課題は，防災科学技術研究所の中期計画に基づいたものである．
平成 26 年度は，噴火予測システムの高度化において，群発火山性地震・微動の震源決定高速化・高
精度化，火山性地震の分類，震源決定自動化（ 火山観測網リアルタイムデータ活用），WOVOdat のミ
ラーサイト強化を行う．また，噴火メカニズムの解明と噴火・災害予測シミュレーション技術開発に
おいて，岩脈貫入シミュレーション，溶岩流シミュレーション，大規模カルデラ噴火評価，掘削コア
試料の解析を通し，火山活動分岐判断に関する研究を行う．対象火山は，基盤的火山観測網を整備し
た火山や桜島などの国内外で活発な火山とする．
平成 27 年度は，噴火予測システムの高度化において地震・地殻変動等データの総合的な異常判定に関
する開発を行うとともに，シミュレーション技術を活用した噴火形態評価に関する研究を行う．
平成 28 年度以降についても，防災科学技術研究所の次期中期計画に基づき，火山活動の観測予測技術
開発に関する研究を行う．
（８）平成 26 年度の成果の概要：
噴火予測システムの高度化において活発で多様な火山性地震が観測されている硫黄島をテストフィー
ルド として開発を進めた。アレ イデータの解析を含む火山観測網のデータの解析から、これまで不明

だった硫黄島で観測される２Ｈｚの卓越周波数をもつ単色型火山性微動の震動源が 、北東部の天山観
測点付近であることを特定できた。噴火メカニズムの解明と噴火・災害予測シミュレーション技術開
発においてストロンボリ式噴火のモデルとして考えられているスラグ上昇モデルに基いて、開口型火
道内のスラグ上昇に伴う山体変形を三次元境界要素法を用いた数値計算によって求め、その時空間変
化の特徴を調べた。また、岩脈貫入シミュレーション（ マクロ）、ダ イク動的過程シミュレーション
（ ミクロ）高速データベース検索技術とシミュレータの統合による火山リスクマネジメントシステムの
開発などを実施した。火山噴出物を用いた火山噴火機構の解明では、日本国内で発生した口永良部島、
御嶽山、阿蘇山の噴火について、火山灰試料の観察と解析を行った。特に、御嶽山と阿蘇山について
は堆積状況の現地調査を合わせて行った。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
噴火予測システムの高度化においては、アレ イデータから得られた地震波の見かけ速度の情報（ 地下
構造の情報）、特定された微動源の情報等を自動処理システムに組み込み、リアルタイムで硫黄島で
の微動源等を推定する技術開発を進める。噴火メカニズムの解明と噴火・災害予測シミュレーション
技術開発においては、ストロンボリ火山の観測で明らかにした傾斜変動を説明できる噴火前のマグマ
上昇モデルの構築を行うとともに、岩脈貫入シミュレーション：マクロ・ミクロの統合解析、火山爆
発シミュレーション：噴煙拡散への拡張、高速データベース・火山リスクマネジメントシステム開発：
溶岩流以外シミュレータへの拡張とイベントツリーとの連携を行う。また、玄武岩質マグマ噴火機構
を解明するため、ストロンボリ火山産及び阿蘇火山産火山灰の岩石学的解析を進める。特に気泡組織
と結晶組織に着目し 、噴火過程を推定する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人防災科学技術研究所
観測・予測研究領域

地震・火山防災研究ユニット

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 アウトリーチ・国際研究推進センター
電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp
URL：http://www.bosai.go.jp/index.html
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：藤田英輔
所属：防災科学技術研究所
電話：029-863-7537

FAX ：029-851-5658
e-mail：fujita@bosai.go.jp

観測・予測研究領域

地震・火山防災研究ユニット

平成 26 年度年次報告
課題番号：3004
（ １）実施機関名：
（ 独）防災科学技術研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
基盤的地震・火山観測網の整備・維持及び超大容量の地震・火山観測データの効率的流通システム
の構築
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(4) 地震現象のモデル化
ア. 構造共通モデルの構築

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
日本列島周辺で発生する地震現象の予測精度を向上させるためには、現在発生している現象を適確
に把握し 、モデル構築等に有効な観測データを提供することが不可欠である。より詳細な微小地震活
動は、全てのモデルの基礎データとなり得るものである。したがって、地震調査研究推進本部の地震
調査研究に関する総合基本施策及び調査観測計画を踏まえて、日本全国で均質なデータを得るための
基盤的地震観測施設（ 高感度地震観測網、広帯域地震観測網、強震観測網等）の安定的な運用に努め
るとともに、既存の観測施設の維持管理及び必要な更新を行う。また、東北地方太平洋沖地震を受け
て構築が進められている日本海溝海底地震津波観測網の整備を行う。整備後には、陸域の基盤的地震
観測網とともに、日本海溝海底地震津波観測網等を運用することにより、津波の早期検出・予測に資
するデータを提供する。
また、
「今後の大学等における火山観測研究の当面の進め方について」
（ 平成２０年１２月、科学技
術・学術審議会測地学分科会火山部会）に基づき、重点的に強化すべき火山について観測施設の整備・
運用を推進する。これにより得られた観測データについては、全国の大学が運用する火山観測網のデー
タとの共有化を進める。

地震・火山観測網により得られたデータは蓄積し 、波形データベースを構築する。またモニタリン
グの結果などをもとに、地震波速度構造をはじめとする「日本列島標準モデル」を構築する。地震・
火山観測データを用いた解析結果等については、発災時を含め関係機関へ速やかに提供する。
なお、防災科学技術研究所の中期目標は平成 27 年度末までなので、それ以降の目標については見直
す可能性がある。
（７）本課題の５か年計画の概要：
防災科学技術研究所は、陸域の基盤的地震観測網について安定的な運用を継続するとともに、日本
海溝海底地震津波観測網の整備を行う。高感度地震観測網等の陸域の基盤的地震観測網や海域におけ
る日本海溝海底地震津波観測網等を運用することにより、良質な地震等の観測データの取得・流通を
図り、関係機関における研究、その他の業務の遂行や我が国の地震調査研究の発展に貢献する。特に、
日本海溝海底地震津波観測網等のデータを活用した津波の早期検出・予測に資するデータを提供する。
既存の火山観測施設や基盤的火山観測網を含め、重点的に観測を強化すべき火山について観測施設
の整備・運用を行う。これにより得られる観測データについては、全国の大学が運用する観測網のデー
タとの共有化を進め、大学等の火山防災の基礎研究の振興や気象庁の監視業務の推進、さらには地方
防災行政の関係機関の情報共有化に貢献する。
地震・火山観測網により得られたデータは定常的に蓄積し 、波形データベースを構築する。また、
モニタリングの結果などをもとに地震波速度構造をはじめとする「日本列島標準モデル」を構築する。
地震・火山観測データを用いた解析結果等については、発災時を含め地震調査委員会等の関係機関へ
速やかに提供する。
なお、防災科学技術研究所の中期計画は平成 27 年度末までなので、それ以降の計画については見直
す可能性がある。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
防災科学技術研究所 (防災科研) は、高感度地震観測網 (Hi-net)・広帯域観測網 (F-net)・強震観測網

(KiK-net, K-NET) の陸域の基盤的地震観測網を安定的に運用している。これらの良質な地震等の観測
データの流通を図り、関係機関における研究、その他の業務の遂行や我が国の地震調査研究の発展に
貢献した。日本海溝海底地震津波観測網（ S-net) の構築に関して、平成 26 年度については、三陸沖北
部システム（ 青森県〜岩手県）、宮城・岩手沖システム（ 岩手県〜宮城県）の敷設工事を実施した。
「今後の大学等における火山観測研究の当面の進め方について」
（ 平成 20 年 12 月、科学技術・学術
審議会測地学分科会火山部会）に基づき、重点的に強化すべき火山について観測施設の整備を実施し
た。平成 26 年度現在、阿蘇山など 11 火山 32 箇所において、埋設型地震傾斜計、広帯域地震計、GNSS
観測を行っている。なお、口永良部島においては、火山噴火のため広帯域地震計と GNSS のみである。
これにより得られた観測データについては、火山観測網のデータとして共有化（ 流通・公開）を順次
進めている。
防災科研の地震・火山観測網及び大学・気象庁等の関係機関により得られた波形データを定常的に
蓄積し 、防災科研のホームページから公開している。
防災科研 F-net の観測点に設置されている広帯域地震計記録の正常性の網羅的チェックおよびデータ
品質評価を行うシステムを開発した。前者については、観測点の高密度性を利用し 、遠地地震の観測
波形を観測点間で相互に比較することにより、50〜200 秒の周期帯におけるデータの正常性を振幅・位
相特性まで含めて評価した。STS-1 型地震計の 360 秒のコーナー周期におけるダンピング定数の増加
と考えられる機器異常などが 、いくつかの観測点で明らかになった。後者については、各地震計記録
の背景ノイズのパワースペクトル密度確率密度分布、およびその時間変化を評価した。発泡スチロー
ル製の二重恒温カバーをセンサーにかぶせることにより、STS-2 型地震計の上下動記録について、周
期 100-2000 秒で約 5dB のパワースペクトルの低減が確認できた。
「日本列島標準モデル」の一つとして防災科研が公開している防災科研 F-net の解析結果と防災科

研 Hi-net の読取データを組み合わせて解析することにより得られた陸域から海域までの地震波速度構
造について、水平・鉛直断面図・発震機構解等をこれまでよりも簡便に描画するソフトウェアを公開
した。また、三次元地震波速度構造を用いて再決定した震源カタログや Double-Differnce 法を用いた
日本全国高分解能再決定震源カタログ（ JUICE ）の作成に着手した。
地震調査委員会・地震防災対策強化地域判定会・地震予知連絡会、火山噴火予知連絡会へ、
「広帯域
地震計を用いたモーメントテンソル解析結果」や「関東・東海地域の地震活動」等の資料を提供した。
さらに、2014 年 10 月 29 日に発生した長野県御嶽山の噴火や 2014 年 11 月 22 日に発生した長野県北
部の地震の際には、臨時開催された火山噴火予知連絡会や地震調査委員会への資料提供を行った。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
植平賢司，2014，日本海溝海底地震津波観測網，計測と制御，53，477-481．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
防災科学技術研究所は、引き続き、陸域の基盤的地震観測網について安定的な運用を継続するとと
もに、日本海溝海底地震津波観測網の整備を行いつつ、高感度地震観測網等の陸域の基盤的地震観測
網や海域における日本海溝海底地震津波観測網等を運用することにより、良質な地震等の観測データ
の取得・流通を図り、関係機関における研究、その他の業務の遂行や我が国の地震調査研究の発展に
貢献する。
既存の火山観測施設や基盤的火山観測網を含め、重点的に観測を強化すべき火山について観測施設
の運用を行いつつ、これにより得られる観測データについては、全国の大学が運用する観測網のデー
タとの共有化を引き続き進め、大学等の火山防災の基礎研究の振興や気象庁の監視業務の推進、さら
には地方防災行政の関係機関の情報共有化に貢献する。
地震・火山観測網により得られたデータは定常的に蓄積し 、波形データベースを構築する。また、
「日本列島標準モデル」に組み込む減衰構造の推定に着手する。また、前年度に引き続き、JUICE 等の
震源カタログの整備を進める。
地震・火山観測データを用いた解析結果等については、発災時を含め地震調査委員会等の関係機関
へ速やかに提供する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
防災科学技術研究所
観測・予測研究領域
地震・火山防災研究ユニット
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 アウトリーチ・国際研究推進センター
電話：029-851-1611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp
URL：http://www.bosai.go.jp/index.html
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：松原

誠

所属：観測・予測研究領域地震・火山防災研究ユニット
電話：029-863-7674

FAX ：029-860-2317
e-mail：mkmatsu@bosai.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：3005
（ １）実施機関名：
（ 独）防災科学技術研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
火山活動把握のためのリモートセンシング観測・解析技術に関する研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（ ４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
桜島火山噴火

（６）本課題の５か年の到達目標：
リモートセンシング技術は 、現地観測では検出困難なほど の高密度情報を得ることが可能である。
また、災害発生時などの現地へのアクセスが困難な場合においても、遠隔地からの観測が可能という
利点も有している。このようなリモートセンシング技術を用いて、より効率的に火山活動把握に役立
つ情報を得る技術を開発することを目標として、以下に示す研究を実施する。
○合成開口レーダーによる火山活動把握に関する研究

SAR データから火山性地殻変動を mm/yr レベルの精度で求めるため、永続散乱体 SAR 干渉法等に
関する高度解析技術を開発する。また、平成 26 年度に打ち上げ予定の「だいち２号」
（ ALOS-2 ）等の

SAR データを用いて、高精度地殻変動情報（ ３次元地殻変動など ）を得るための技術を開発する。ま
た、火山活動の活発化が発生した場合には、これまでに開発した技術を用いて、それに伴う地殻変動
を検出する。
○航空機搭載型光学センサーに関する研究
火山ガス・温度等の把握を目的とした航空機搭載型光学センサーの観測・解析技術の開発として、小
型単発機に搭載可能なセンサーに関する技術開発を進め、同センサーの実現と同センサーによる火山
観測を実現する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
火山活動に関する地殻変動・ガス・温度等の把握を目的とし 、SAR 解析技術の開発、航空機搭載型
光学センサーに関する観測・解析技術の開発を進める。本課題は、防災科学技術研究所の中期計画に
基づいた計画である。
平成 26 年度においては、永続散乱体 SAR 干渉解析において、数値気象データからの大気遅延推定
手法を併用する技術を開発する。また、ALOS-2 データの解析に向けたソフトウェア開発も進める。航

空機搭載型光学センサーに関する開発においては、現行 ARTS を単発航空機用に搭載するためのイン
ターフェースを完成させる。
平成 27 年度においては 、ALOS-2 データ等を用いた 3 次元地殻変動検出を試みる。多観測モード
（衛星）のデータから得られた SAR 解析結果を結合する等、永続散乱体 SAR 干渉法に関する高度解析
技術に関する研究も進める。また、単発航空機に搭載した装置を改良型 ARTS として修理改造検査を
受検し搭載許可を取得する。
平成 28 年度以降についても、防災科学技術研究所の次期計画に基づいて、リモートセンシング観測・
解析技術に関する研究を進める。また、活動が活発化した火山に対し 、SAR 解析および改良型 ARTS
による観測・解析を適宜実施する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
合成開口レーダー（ SAR ）による火山活動把握に関する研究においては，SAR 干渉解析ツール（ RINC ）
の開発および霧島山，桜島，口之永良部島，御嶽山等における地表変動研究を行った．以下に，その
概要を述べる．

RINC は高度 SAR 解析技術の研究のための基本ソフトウェアとすることを目的として開発を行って
いる．本年度においては，2 パス差分 SAR 干渉解析およびオフセットトラキング解析に関する処理部
を完成させ，商用ソフトウェアの GAMMA SAR プロセッサによる解析結果とほぼ同等の結果が得ら
れることを確認した．また，ALOS-2（ PALSAR-2 ）のデータの解析にも対応し，火山活動や地震に関
する事例解析を行った．本ツールは，地表変動に関する SAR 研究グループ (PIXEL) 内において公開し
ている．

2011 年 1 月に噴火が発生した霧島山新燃岳に対する，X-band SAR 衛星・TerraSAR-X によるモニ
タリングを継続して行った．その結果，噴火に伴って火口内に噴出し蓄積した溶岩の表面が，噴火活
動停止後も隆起を続けていることを明らかにした．また，永続散乱帯 SAR 干渉法により火口周辺の局
所的な収縮の地殻変動を検出し，火口直下浅部に存在する浅部ソースの存在と，深部ソースからのマ
グマの移動の可能性を示した．

2009 年以来昭和火口から活発な噴火活動を続ける桜島に対して，2010 年より行われている X-band
SAR 衛星・COSMO-SkyMed によるモニタリングを継続して行った．その結果，強度画像比較により
約 4 年間の昭和火口の拡大が検出された．また，永続散乱体 SAR 干渉法により，桜島北部沿岸におけ
る 1cm/year 程度の隆起と桜島東部の地獄河原周辺における 1cm/year 程度の沈降が検出された．これ
らは同時期に行われた水準測量の結果と調和的である．
火山活動が活発化傾向にある口永良部島の 2007 年〜2011 年の地殻変動を調査するため，陸域観測
衛星「だいち」の PALSAR データの解析を実施した．特に，SBAS 法と複数軌道データを用いた SAR
時系列解析手法（ Ozawa and Ueda, 2011 ）を併用し，地殻変動の準上下成分（ 垂直から南に 10 度傾く
成分）と東西成分の時系列を求めた．その結果，新岳・古岳付近において，2009 年後半頃から山頂の
隆起および東山麓の東進、西山麓の西進が見られた．また，2014 年 8 月 3 日に発生した噴火に関する
調査のため，ALOS-2（ PALSAR-2 ）データを用いた SAR 干渉解析を実施した．噴火が発生した新岳
付近に注目すると，局所的なスラントレンジ伸長変化が求まった．一般的に，SAR 干渉解析における
ノイズの影響は空間波長が短い変化に対しては小さいと考えらえることや噴火孔の周辺であることな
どから，この変化は地殻変動シグナルを示している可能性が考えられる．

2014 年 9 月 27 日に噴火が発生した御嶽山の火山活動を調査するため，ALOS-2 (PALSAR-2) デー
タを用いた SAR 干渉解析を実施した．得られた解析結果においては，除去しきれなかった大気遅延等
に起因する非地殻変動成分が大きく，火口付近を除いてノイズレベルを超えるような有意な変化は検
出されなかった．火口周辺では，噴火発生日を挟む 2014/8/18 と 2014/10/13 の干渉ペア（ 北行軌道・
右方向視）の解析結果において，地獄谷の噴火口の南西付近に，衛星−地表間距離（ スラントレンジ ）
が 10cm 以上短縮（ 隆起もしくは西進成分が卓越）したことを示す変化が見られた．また，噴火後の

2014/9/29 と 2014/10/13 の干渉ペア（北行軌道・右方向視）の解析結果においては，地獄谷の噴火口の

南西において，スラントレンジが伸長したことを示唆する変化が見られた．ただし，この変化の大き
さは，周辺のノイズの大きさと同程度であることやこの領域の干渉度が低いこと等を考慮すると，得
られた変化がノイズに起因する位相変化である可能性は否定できない．
航空機搭載型光学センサーに関する研究においては，現行 ARTS を改良し，小型の単発航空機（ C208 ）
に搭載可能な改良型 ARTS を実現するための航空機搭載インターフェースの製作を完了した．また，
同装置の搭載免許取得作業に着手した．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Miyagi, Y., T. Ozawa, T. Kozono, and M. Shimada, 2014, Long-term lava extrusion after the 2011 Shinmoedake eruption detected by DInSAR observations, Geophys. Res. Lett., 41, 2014GL060829, doi:
10.1002/2014GL060829.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
合成開口レーダー (SAR) による火山活動把握に関する研究においては，SAR 干渉解析ツール (RINC)
の開発を継続する．特に，数値気象モデルから大気遅延量を推定する手法（小澤・清水，2010 ）を RINC
に組み込む．また，RINC による解析結果を SAR 時系列解析ソフトウェアに入力するためのツールを
作成する．火山活動が活発化傾向にある火山に関して，日本の ALOS-2 やイタリアの COSMO-SkyMed
等のデータを用いた２パス差分 SAR 干渉解析や永続散乱体 SAR 干渉解析を実施し，地殻変動が検出
された場合には地下マグマ溜りの位置や体積変化量の推定を行う．また，強度画像解析にから火口内
及び周辺の変状を検出する技術を開発し，噴火に伴って地表状態の変化を調査する．さらに，地上設
置型レーダー干渉計を用いた地殻変動モニタリング手法の開発に着手する．
航空機搭載型光学センサーに関する研究においては，小型の単発航空機（ C208 ）に搭載可能となっ
た改良型 ARTS の修理改造検査を受検し，同装置の航空機搭載許可を取得し，同装置による観測実現
のための準備を行う．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
独立行政法人防災科学技術研究所
観測・予測研究領域

地震・火山防災研究ユニット

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：防災科学技術研究所 アウトリーチ・国際研究推進センター
電話：029‐851‐7611

e-mail：toiawase@bosai.go.jp
URL：http://www.bosai.go.jp/index.html
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：小澤拓
所属：防災科学技術研究所
電話：029-863-7749

FAX ：029-863-7690
e-mail：taku@bosai.go.jp

観測・予測研究領域

地震・火山防災研究ユニット

平成 26 年度年次報告
課題番号：4001
（ １）実施機関名：
（ 独）海洋研究開発機構
（２）研究課題（または観測項目）名：
先端的掘削技術を活用した総合海洋掘削科学の推進
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ウ. 地質データ等の収集と整理

(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
ア. 史料，考古データ，地質データ及び近代的観測データ等に基づく低頻度大規模地震・火山
現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震
イ. 海洋プレート内部の地震

(4) 地震現象のモデル化
ア. 構造共通モデルの構築

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
東北地方太平洋沖地震
南海トラフの巨大地震

（６）本課題の５か年の到達目標：
○第三期中期目標より抜粋
海洋の調査研究、開発において各種データ等を取得するための船舶、海洋観測網、観測機器等を高
度化することは、広大な海洋空間を総合的に理解する上で必要不可欠であり、我が国の海洋科学技術
を推進する上で極めて重要である。このため、未踏のフロンティアへの挑戦、新たな分野の開拓を可
能にする先端的基盤技術を開発するとともに、それらを最大限に活用し 、組織横断的に取り組む。
具体的には、地球深部探査船「ちきゅう」等による海洋掘削により、これまで人類が到達できなかっ
た海底下深部において得られた知見を最大限に活用し 、新たな科学的命題を解決するための研究開発

を行い、国際深海科学掘削計画（ International Ocean Discovery Program：IODP ）の科学プランの達成
に重要な役割を果たす。
（７）本課題の５か年計画の概要：
※本研究課題は当機構の運営費交付金及び受託研究「東北地方太平洋沖で発生する地震・津波の調査
観測」等により得られたデータや成果を利用して実施。
○第三期中期計画より関連部分を抜粋

? 先端的掘削技術を活用した総合海洋掘削科学の推進
海洋掘削の技術開発は、海底下という未踏のフロンティアへのアプローチを可能なものとし 、その
結果、多数の研究課題が生まれている。それらを解決するため、国際深海科学掘削計画（ IODP ）を推
進し 、
「ちきゅう」等による海洋掘削を行うとともに、地球を構成する物質の直接採取、分析及び現場
観測を実施し 、数値解析手法やモデリング手法等を用いることで、海洋・地球・生命を関連させた全
地球内部ダ イナミクスモデルの構築とその理解の推進を図り、多様な探査と地球深部への掘削により
掘削科学の新たな可能性を切り拓く。さらに、海洋掘削に関する総合的な知見に基づき、今後需要が
増すと見込まれる超深度掘削技術の発展に寄与する。

( イ) 掘削試料・掘削孔を利用した地殻活動及び物質循環の動態解明
スケールの異なる各種試料やデータを高精度・高分解能で分析できる手法を構築するとともに、掘
削科学の推進に不可欠な掘削技術・計測技術、大深度掘削を可能とする基盤技術を開発する。また、海
底観測や広域地球物理探査等によって得られるデータに、掘削孔内において取得される多様なデータ
や現場実験結果を加えることにより、海底下の構造や性質を立体的に把握し 、それらの変動機構の理
解につながる仮説を構築する。さらに、仮説の有効性を確認するために、得られたデータ等を用いた
数値シミュレーションを実施する。

(ロ) 海洋・大陸のプレート及びマグマの生成並びにそれらの変遷過程の解明
活動的なプレート境界である日本列島周辺海域等において、プレートが生成されてから地球内部に
向けて沈み込むまでの構造及びプレート自体の変遷や挙動、沈み込み帯を中心としたプレートと断層
の運動に伴い発生する諸現象及びプレート・地球内部のマグマ生成、マントル対流とプレートとの関
連等の解明に貢献する研究開発を IODP 等とも連携しつつ推進する。

(ホ) 掘削科学による新たな地球内部の動態解明
海底掘削試料等の精密化学分析により提唱され始めた新たな地球内部の構造の存在について、マン
トル・コアの精密な物理・化学・地質探査を実施し 、平成 28 年度を目途にその構造の概要を把握する。
また、マントル運動及びプレート運動等に与える影響を分析し 、観測及び数値シミュレーションを組
み合わせることにより、地球表層及びマントルの大規模運動を評価する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
海洋掘削科学研究開発センター
地震津波海域観測研究開発センター
地球深部ダ イナミクス研究分野
地球内部物質循環研究分野
数理科学・先端技術研究分野
高知コア研究所地球深部探査センター

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：研究推進部研究推進第１課
電話：046-967-9420

e-mail：rsd1-kikan@jamstec.go.jp
URL：http://www.jamstec.go.jp/ods/j/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：佐藤かおり
所属：経営企画部

企画課

電話：046-867-9205

FAX ：046-867-9025
e-mail：evaluation@jamstec.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：4002
（ １）実施機関名：
（ 独）海洋研究開発機構
（２）研究課題（または観測項目）名：
海域地震発生帯研究開発
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(1) 地震発生長期評価手法の高度化
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

(6) 国際共同研究・国際協力

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(4) 地震現象のモデル化
ア. 構造共通モデルの構築

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
イ. 地殻ひずみ・応力の変動
ウ. 地震活動評価に基づく地震発生予測・検証実験

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
東北地方太平洋沖地震

（６）本課題の５か年の到達目標：
○第三期中期目標より抜粋
海域におけるリアルタイム地震・津波観測網を整備するとともに、研究船や海底地震計等を用いた
高度な観測技術等を最大限に活用し 、南海トラフや日本海溝等を中心とした地震発生帯の精緻な調査

観測研究を実施する。また、
「地球シミュレータ」等を用いた計算技術等により、海溝型地震の物理モ
デルを構築し 、プレートの沈み込み帯活動の実態を定量化するとともに、より高精度な地震発生モデ
ルやプレート境界モデルを確立する。これらの成果をもとに、地震・津波に起因する災害ポテンシャ
ル等の評価や、我が国の防災・減災対策の強化に資する情報を提供するとともに、地震・津波が生態
系に及ぼす影響とその回復過程を把握する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
※本研究課題は当機構の運営費交付金および補助金（ 計 552,175,000 円（ 平成 26 年度））の内数）に
基づき実施しているほか「南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト 」、
「 HPCI 戦略プログラム分野 3
防災・減災に資する地球変動予測」等により得られたデータや成果を利用して実施している。
○第三期中期計画より関連部分を抜粋
機構は地震調査研究推進本部が策定した「新たな地震調査研究の推進について−地震に関する観測、
測量、調査及び研究の推進についての総合的かつ基本的な施策−」(平成 24 年 9 月 6 日改訂) 及び文部
科学省 科学技術・学術審議会の建議「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画の推進につ
いて（ 平成 25 年 11 月 8 日）」において示されている役割を果たすため、独立行政法人防災科学技術研
究所等の関係する研究機関と協力し 、再来が危惧されている南海トラフ巨大地震の震源域を始めとす
る日本列島・西太平洋海域を中心に、地震・火山活動の原因についての科学的知見を蓄積するととも
に、精緻な調査観測研究、先進的なシミュレーション研究、モニタリング研究及び解析研究等を統合
した海域地震発生帯研究開発を推進する。
これにより、海溝周辺における地震性滑りの時空間分布等の新たなデータに基づき、従来の地震・
津波発生モデルを再考し 、海溝型巨大地震や津波発生メカニズムの理解を進める。また、主に海域地
殻活動や海底変動に起因する災害ポテンシャルの評価とそれに基づく地域への影響評価を行う。さら
に、地震・津波が生態系へ及ぼす影響とその回復過程についても評価する。

1. プレート境界域の地震発生帯実態解明研究
地震発生帯の地震・津波像の解明に資するため、地殻構造、地殻活動及び地震発生履歴等について
精緻な調査観測研究を実施する。また、地震・津波観測監視システム (DONET) 等の海域地震・津波観
測システムから得られるデータや関係する研究機関とのデータ相互交換の枠組みを活用し 、地震発生、
地震動及び津波の予測精度の向上に資する解析研究を行う。さらに、地震発生帯における諸現象のシ
ミュレーション研究等を実施し 、海洋科学掘削で得られた研究成果との統合を図ることにより、巨大
地震発生帯の実態解明に資する新たな科学的知見を蓄積する。

2. 地震・津波の総合災害ポテンシャル評価研究
東日本大震災の教訓を踏まえ、現実的な地震・津波像に基づく地震・津波シミュレーション研究を行
い、南海トラフ、南西諸島域及び日本海溝等の日本列島周辺海域における地震・津波被害像の評価を
進めるとともに、防災・減災対策へ実装するため、平成 28 年度を目途に各種予測計算等の準備を実施
し 、日本海や南海トラフ周辺海域等の地震・津波による被害の軽減に向けた情報基盤プラットフォー
ムを構築する。これらを活用し 、海域地殻変動や海底変動に起因する災害ポテンシャルの評価とそれ
に基づく地域への影響評価を行う。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
１．プレート境界域の地震発生帯実態解明研究
地震発生帯の地震・津波像の解明に資するため、地殻構造、地殻活動及び地震
発生履歴等について精緻な調査観測研究を実施した。
・地震発生帯の地震や津波の実態解明するため、巨大地震が発生した海域及び
発生が危惧されている海域（ 四国沖南海トラフ、三陸沖日本海溝、能登半島沖
日本海）において、地殻構造および地震発生履歴等について調査観測を実施し 、
データ解析を進めた。昨年度までに実施した調査観測の成果として、南西諸島

海溝域地震発生帯モデルの構築に必要なプレート形状等について新たな知見を
得たほか、室戸沖南海トラフの地震断層分布と新たな巨大地震想定震源域上限
が概ね一致していることを確認した。昨年度までに取得した東北地方太平洋沖
地震震源東側での構造調査データの解析によって、沈み込むプレート上面の形
状を精度よく決定し 、上盤側プレートを構成する岩石の物性を推定するために
有用な情報を得た。また、同海域における自然地震観測データを解析した結果、
沈み込む海洋地殻の最上部まで地震が発生していることがわかった。
・日本海溝震源域において調査航海により地震履歴調査・高精度マッピングの
実施、琉球海溝において地震履歴調査を実施し 、地震発生帯の実態解明に向け、
取得したデータの解析・試料の分析を進めた。
・地震発生予測では、ゆっくり地震と大地震の関連性についてのシミュレー
ションを行うとともに、先行現象の実験的検証を行なった。
・地震動・津波予測については、コード 開発等の準備を行うとともに、DONET
データによる地下構造改善を行った。さらに、東アジア規模の地下構造推定の
解析を行うとともに、関東地域を対象に平野規模の解析に着手した。
２．地震・津波の総合災害ポテンシャル評価研究
・DONET 水圧計データを用いた津波増幅率による津波即時解析システムを開発
し 、実証試験を開始した。
・地震発生帯モニタリングでは、地震活動・応力場の可視化を進めた。
・DONET のデータベースの拡充と情報公開システムへの展開を行うとともに、
気象庁での緊急地震速報や津波警報利用のための準備を進めた。
・地震・津波シナリオについては、南海トラフに SSE と M7 を導入する計算を行
い、誘発による新たなシナリオを提案するとともに、日本海溝では M9 前後挙動
の再現性を高め、宮城県沖地震が早めに起こる可能性を指摘した。
・地震発生予測については、プレート境界すべり予測手法を実装し 、検証準備を
行った。また、逐次データ同化手法の改善を進めた。さらに、大規模サイクル・
動的破壊コード 開発を行った。
・地震動・津波予測については、コード 開発等の準備を行い、即時解析では、
イベントデータ解析手法を改善した。
・被害予測では、中京圏を対象に湛水分布と経路復旧評価を行った。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Keisuke Ariyoshi, Naoki Uchida, Toru Matsuzawa, Ryota Hino, Akira Hasegawa, Takane Hori, and Yoshiyuki
Kaneda A trial estimation of frictional properties, focusing on aperiodicity off Kamaishi just after the
2011 Tohoku earthquake Geophys. Res. Lett., 41, 8325?8334 doi:10.1002/2014GL061872.
Takeshi Sato, Tetsuo No, Shuichi Kodaira, Narumi Takahashi, Yoshiyuki Kaneda Seismic constraints of the
formation process on the back-arc basin in the southeastern Japan Sea Journal of Geophysical Research:
Solid Earth, 119, 1563-1579 doi:10.1002/2013JB010643
Tetsuo No, Takeshi Sato, Shuichi Kodaira, Tatsuya Ishiyama, Hiroshi Sato, Narumi Takahashi, Yoshiyuki
Kaneda The source fault of the 1983 Nihonkai?Chubu earthquake revealed by seismic imaging Earth
and Planetary Science Letters, 400, 14-25 DOI: 10.1016/j.epsl.2014.05.026
Koichiro Obana, Shuichi Kodaira, Yasuyuki Nakamura, Takeshi Sato, Gou Fujie, Tsutomu Takahashi, Yojiro
Yamamoto Aftershocks of the December 7, 2012 intraplate doublet near the Japan Trench axis Earth,
Planets and Space, 66, 24 10.1186/1880-5981-66-24
Yasuyuki Nakamura, Shuichi Kodaira, Becky J Cook, Tamara Jeppson, Takafumi Kasaya, Yojiro Yamamoto,
Yoshitaka Hashimoto, Mika Yamaguchi, Koichiro Obana and Gou Fujie Seismic imaging and velocity

structure around the JFAST drill site in the Japan Trench: low Vp, high Vp/Vs in the transparent frontal
prism Earth, Planets and Space, 66, 121, 10.1186/1880-5981-66-121
野 徹雄 (地震津波海域観測) , 佐藤 壮 (地震津波海域観測) , 小平 秀一 (地震津波海域観測) , 高橋 成実

(地震津波海域観測) , 石山 達也 (東京大学地震研究所) , 佐藤 比呂志 (東京大学地震研究所) , 金田
義行 (地震津波海域観測) 日本海東部におけるマルチチャンネル反射法地震探査 Jamstec Report of

Research and Development, 19.29-47 doi: 10.5918/jamstecr.19.29
野 徹雄 (地震津波海域観測) , 佐藤 壮 (地震津波海域観測) , 小平 秀一 (地震津波海域観測) , 高橋 成実

(地震津波海域観測) 地震探査から見る日本海東部における地殻構造日本地震工学会会誌,23, 2-7
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
○第三期中期計画より関連部分を抜粋
機構は地震調査研究推進本部が策定した「新たな地震調査研究の推進について−地震に関する観測、
測量、調査及び研究の推進についての総合的かつ基本的な施策−」(平成 24 年 9 月 6 日改訂) 及び文部
科学省 科学技術・学術審議会の建議「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画の推進につ
いて（ 平成 25 年 11 月 8 日）」において示されている役割を果たすため、独立行政法人防災科学技術研
究所等の関係する研究機関と協力し 、再来が危惧されている南海トラフ巨大地震の震源域を始めとす
る日本列島・西太平洋海域を中心に、地震・火山活動の原因についての科学的知見を蓄積するととも
に、精緻な調査観測研究、先進的なシミュレーション研究、モニタリング研究及び解析研究等を統合
した海域地震発生帯研究開発を推進する。
これにより、海溝周辺における地震性滑りの時空間分布等の新たなデータに基づき、従来の地震・
津波発生モデルを再考し 、海溝型巨大地震や津波発生メカニズムの理解を進める。また、主に海域地
殻活動や海底変動に起因する災害ポテンシャルの評価とそれに基づく地域への影響評価を行う。さら
に、地震・津波が生態系へ及ぼす影響とその回復過程についても評価する。

1. プレート境界域の地震発生帯実態解明研究
地震発生帯の地震・津波像の解明に資するため、地殻構造、地殻活動及び地震発生履歴等について
精緻な調査観測研究を実施する。また、地震・津波観測監視システム (DONET) 等の海域地震・津波観
測システムから得られるデータや関係する研究機関とのデータ相互交換の枠組みを活用し 、地震発生、
地震動及び津波の予測精度の向上に資する解析研究を行う。さらに、地震発生帯における諸現象のシ
ミュレーション研究等を実施し 、海洋科学掘削で得られた研究成果との統合を図ることにより、巨大
地震発生帯の実態解明に資する新たな科学的知見を蓄積する。

2. 地震・津波の総合災害ポテンシャル評価研究
東日本大震災の教訓を踏まえ、現実的な地震・津波像に基づく地震・津波シミュレーション研究を行
い、南海トラフ、南西諸島域及び日本海溝等の日本列島周辺海域における地震・津波被害像の評価を
進めるとともに、防災・減災対策へ実装するため、平成 28 年度を目途に各種予測計算等の準備を実施
し 、日本海や南海トラフ周辺海域等の地震・津波による被害の軽減に向けた情報基盤プラットフォー
ムを構築する。これらを活用し 、海域地殻変動や海底変動に起因する災害ポテンシャルの評価とそれ
に基づく地域への影響評価を行う。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地震津波海域観測研究開発センター
東日本海洋生態系変動解析プロジェクト
地球深部ダ イナミクス研究分野
数理科学・先端技術研究分野
高知コア研究所
海洋掘削科学研究開発センター
地球情報基盤センター

地球深部探査センター
他機関との共同研究の有無：有
（ 以下、本課題の中心を担う地震津波海域観測研究開発センターの共同研究の相手方機関、代表者
等について記載）
・株式会社地球科学総合研究所

新技術推進室

浅川 栄一室長ほか

・独立行政法人産業技術総合研究所地質調査総合センター地質情報研究部門海洋地質研究グループ
荒井 晃作グループ長ほか
・気象庁地震火山部地震津波監視課松代地震観測所
・和歌山県危機管理局総合防災課

山崎伸之

松尾 孝志課長ほか

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震津波海域観測研究開発センター企画調整グループ
電話：045-778-5963

e-mail：kg-kikan@jamstec.go.jp
URL：http://www.jamstec.go.jp/donet/j/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：佐藤かおり
所属：経営企画部

企画課

電話：046-867-9205

FAX ：046-867-9025
e-mail：evaluation@jamstec.go.jp

技術専門官ほか

平成 26 年度年次報告
課題番号：5001
（ １）実施機関名：
（ 独）産業技術総合研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
津波浸水履歴情報の整備
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ウ. 地質データ等の収集と整理

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
ア. 史料，考古データ，地質データ及び近代的観測データ等に基づく低頻度大規模地震・火山
現象の解明

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
津波堆積物をはじめとした過去の津波に関する痕跡データについて、産総研によって論文公表した
調査データを整理し 、ウェブのマップ上で各種情報を示せるように整備する。特に 869 年貞観地震に
関するデータについて、まず仙台平野について整備し 、ウェブ公開する。その後は石巻平野、福島県
北部について順次整備の上、公開する。南海トラフ沿いなど 、そのほかの地域のデータは内容を検証
しながら整備する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
平成 26 年度は仙台平野の津波浸水履歴に関する情報を整備し 、ウェブ公開する。平成 27 年度は石
巻平野、福島県北部について整備の上、順次公開する。平成 28 年度以降は、津波浸水履歴情報の内容
を検証しつつ、青森県沿岸や九十九里浜沿岸、南海トラフ沿岸などの地域を候補として情報の整備を
行っていく。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
仙台平野における津波堆積物の情報，およびそれに基づいた 869 年貞観地震の津波浸水シミュレー
ション結果について整備し，またそれ以外に産業技術総合研究所がこれまで日本列島沿岸各地で実施
した津波堆積物調査の実施地点の情報も併せて整備した．これらの津波浸水履歴情報を web の地図上

で簡便に閲覧できるシステムを構築し ，平成 26 年 10 月 14 日に一般向けに公開した．今回公開した
データは 3 つの種類に分かれ，
（ 1 ）掘削地点の位置情報のみ，
（ 2 ）掘削地点の位置情報と地層の情報，
（ 3 ）掘削地点の位置情報と，地層の情報，産総研の解釈による津波堆積物の有無としている．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
澤井祐紀・宍倉正展・行谷佑一・谷川晃一朗・藤原 治・松本 弾・吉川敏之・渡部芳夫・黒坂朗子，2014，
「津波堆積物データベース」の公開 −巨大津波に関する地質調査の結果を発信− ，産業技術総合
研究所プレスリリース（ 2014 年 10 月 14 日），

http://www.aist.go.jp/aist j/press release/pr2014/pr20141014 2/pr20141014 2.html．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年度は，石巻平野と福島県北部沿岸について，掘削地点の位置情報と，地層の情報，産総研
の解釈による津波堆積物の有無，869 年貞観地震の津波シミュレーション結果について整備する．ま
た青森県太平洋沿岸においても掘削地点の位置情報と，地層の情報，産総研の解釈による津波堆積物
の有無の情報を整備する．これらの情報を web 上で公開する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
活断層・火山研究部門

海溝型地震履歴研究グループ

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：活断層・火山研究部門

海溝型地震履歴研究グループ

電話：029-861-3691

e-mail：
URL：https://unit.aist.go.jp/ievg/group/subducteq/index.html
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：宍倉正展
所属：活断層・火山研究部門
電話：029-861-3911

FAX ：029-861-3803
e-mail：m.shishikura@aist.go.jp

海溝型地震履歴研究グループ

平成 26 年度年次報告
課題番号：5002
（ １）実施機関名：
（ 独）産業技術総合研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
活断層データベースの整備
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ウ. 地質データ等の収集と整理

（ ４）その他関連する建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
すでに公開中の活断層データベースについて、新規データの入力、既存データの追加、検索・表示
機能の強化を行う。また他機関のデータベースも含め、データの共有やリンク表示機能等の連携を強
化し 、より機能的で使いやすいデータベースに発展させる。
（７）本課題の５か年計画の概要：
平成 26 年度については、最近数年間に実施された活断層調査の成果について、データを体系化し 、
データベースに収集する。また産総研で刊行している活断層ストリップマップ等を重ねて表示できる
機能を追加する。
平成 27 年度以降については、新たに実施された活断層調査の結果を逐次収集・入力するとともに、
他機関との連携を図り、データの共有やリンク表示機能を強化する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
最近実施された活断層調査の結果を 20 文献程度新たに入力した．また，活断層ストリップマップ等，
産総研による活断層調査結果の情報を検索・表示させるシステムを構築し，実装した．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
活断層データベース

https://gbank.gsj.jp/activefault/

（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
活動セグ メント評価の見直しを行い，パラメータの修正を行うとともに，約 20 セグ メントを新規に追
加し，データベースに反映させる．

（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
活断層・火山研究部門

活断層評価研究グループ

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：活断層・火山研究部門

活断層評価研究グループ

電話：

e-mail：
URL：https://unit.aist.go.jp/ievg/group/faulteval/index.html https://gbank.gsj.jp/activefault/index gmap.html

（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：吉岡敏和
所属：活断層・火山研究部門
電話：029-861-2465

FAX ：029-861-3803
e-mail：yoshioka-t@aist.go.jp

活断層評価研究グループ

産総研による活断層調査の検索画面
活断層データベースの新たな機能として，産総研による活断層調査を検索できる画面を作成した．この画面では
産総研による調査地点を始め，海域詳細調査範囲，音波探査測線，ストリップマップ出版範囲とその画像などが
表示・検索可能である．

平成 26 年度年次報告
課題番号：5003
（ １）実施機関名：
（ 独）産業技術総合研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
地質調査に基づく火山活動履歴調査とデータベース整備
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ウ. 地質データ等の収集と整理

(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
ア. 史料，考古データ，地質データ及び近代的観測データ等に基づく低頻度大規模地震・火山
現象の解明

（ ４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測
4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
火山活動の評価と予測の基礎となるデータとして、九重、蔵王、伊豆諸島、富士山、恵山などの活
動的火山の噴火履歴調査を実施し 、形成史や噴火履歴を明示した地質図の整備を推進する。また、火
山に関する基礎データの収集と整理を行い、日本の火山データベースとして維持更新する。大規模噴
火を発生させた火山対象に大規模噴火に至る準備過程の特徴を抽出し 、大規模噴火の再来の可能性を
検討する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
将来噴火の可能性の高い活動的火山の形成史・噴火履歴を明示した地質図整備を、火山防災のため
に監視・観測体制の充実が必要な活火山（ 47 火山）で重点的に行う。このうち九重、蔵王、伊豆諸島、
富士山、恵山などでは、噴火履歴調査に基づいて形成史を解明し 、あわせて定量的な噴出物量、化学
分析、年代測定等の基礎データを取得し 、地質図として整備する。
日本列島の火山の基礎情報を最新の知見に基づいて収集・整理し 、これらを日本の火山データベー
スとして引き続き整備し公開する。新たに 20 万分の１スケールでの全国火山図を作成し 、この火山区
分に基づいた噴火年代、噴出量、岩石学的分析等を基礎データとしてデータベースに取り込む。これ

らの整備により、国土の基礎情報として関係諸機関の利用に供すると共に、火山活動の噴火推移予測
に貢献する。
十和田やインド ネシアを含め、後期更新世から完新世に大規模噴火を発生させた火山において、過
去の大規模噴火とそれ以前の噴出物を対象に、ボーリング・トレンチを含めた地質学岩石学的調査を
行い、大規模噴火に至る噴火推移の復元とマグマ供給系の変遷を明らかにする。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
火山防災のために監視・観測体制の充実が必要な活火山（ 47 火山）の地質図整備では，蔵王火山及
び九重火山で火山地質図を完成，印刷刊行した．富士山地域では Web 公開版を修正し解説をとりまと
めた．八丈島，恵山火山で火山地質図作成のための噴火履歴調査を実施した．
日本の火山データベースでは，沼沢，新島，神津島，開聞岳，池田の活火山に関する詳細データを
データベースに公開した． 20 万分の１スケールでの全国火山図原稿作成を北海道，東北北部において
実施した．
十和田火山では，カルデラ形成期噴火に至る噴火履歴の詳細化を目的として，カルデラ縁でのボー
リング掘削と長石 pIRIR 法によるテフラのルミネッセンス年代測定を実施した．その結果，3 回の大
規模火砕流噴火に先行して 2 万年前後の低噴出期が存在したことを確認した．インド ネシアでも，複
数のカルデラ火山の現地調査を実施し , カルデラ形成噴火に至る数千年間で噴出率や噴火様式に変化が
見られることが分かりつつある．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
伴

雅雄・及川輝樹・山崎誠子 , 2015，蔵王火山地質図，火山地質図 no.18，産業技術総合研究所地
質調査総合センター， 8p 川辺禎久・星住英夫・伊藤順一・山崎誠子 , 2015，九重火山地質図，
火山地質図 no.19，産業技術総合研究所地質調査総合センター， 8p 日本の火山データベース

https://gbank.gsj.jp/volcano/
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
活火山の地質図整備においては，八丈島，恵山火山で引き続き調査研究を実施する．日本の火山デー
タベースでは，鳥海山等に関する詳細データを公開し，また適切な更新を行う．十和田，阿蘇，インド
ネシア等での大規模噴火を対象に，過去の噴火推移を地質学的手法により明らかにするとともに，岩
石学的手法による噴出物の解析を行う．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
活断層・火山研究部門

火山活動研究グループ

他機関との共同研究の有無：有
北海道大学、山形大学、電力中央研究所など
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：活断層・火山研究部門

火山活動研究グループ

電話：

e-mail：
URL：https://unit.aist.go.jp/ievg/actvolcano-rg1/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：石塚吉浩
所属：活断層・火山研究部門
電話：029-861-2476

火山活動研究グループ

FAX ：029-856-8725
e-mail：y.ishizuka@aist.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：5004
（ １）実施機関名：
（ 独）産業技術総合研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
海溝型巨大地震の履歴とメカニズム解明
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
ア. 史料，考古データ，地質データ及び近代的観測データ等に基づく低頻度大規模地震・火山
現象の解明

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
・千島-日本海溝

2011 年東北地方太平洋沖地震の破壊領域よりも北のプレート境界で発生する巨大地震および津波に関
して、過去の履歴と規模を津波堆積物調査等に基づいて復元し 、断層モデルの構築を試みる。
・相模トラフ
おもに房総半島沿岸の地形、地質調査のデータから、過去の関東地震の履歴と隆起パターンなどを復元
し 、関東地震の多様性を評価する。特に房総半島南東〜東沖の領域の破壊の可能性について検証する。
・南海トラフ
沿岸域において地形、地質の調査を行い、史料の情報などと併せ、過去に海域で発生した地震の時
期とそれに伴う地殻変動や津波浸水域を解明する。特に最大クラスの地震について、地形、地質に記
録された実証データから検証し 、規模の上限について評価を試みる。
（７）本課題の５か年計画の概要：
・千島-日本海溝
平成 26 年度は青森県および岩手県南部の太平洋沿岸で津波堆積物調査を実施する。平成 27 年度は同
地域の補完調査に加え、北海道南部太平洋沿岸に調査範囲を拡大する。平成 28 年度以降は北海道太平
洋岸などの津波堆積物調査を行い、それらのデータに基づいて断層モデルについて検討を行う。
・相模トラフ
平成 26〜27 年度は、おもに産総研がこれまでに房総半島で取得した詳細地形（ DEM ）データについ
て、地形判読や高度分布の解析を行い、海岸段丘の分布を再評価する。また房総半島沿岸各地で実施
した掘削調査による既存のコア試料の分析を行い、海岸段丘の年代を解明する。平成 28 年度以降も上
記解析を継続すると共に、九十九里浜平野などで津波堆積物調査を実施する。
・南海トラフ
おもに文部科学省（ 委託先：海洋研究開発機構）の南海トラフ広域地震防災研究プロジェクトに参画
して津波履歴調査を担い、平成 26 年度はおもに高知県沿岸、平成 27〜29 年度は四国・九州から南西

諸島にかけて、平成 30 年度以降は東海〜紀伊半島沿岸で、それぞれ津波堆積物調査および隆起痕跡調
査を実施する。また期間を通じて地震サイクルシミュレーションなどから規模予測の手法を検討する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
・千島-日本海溝
三陸海岸広田湾における津波堆積物調査では，高解像度の音波探査記録に基づいた海上からの掘削に
より，2011 年およびそれより前の津波の痕跡を検出することに成功した．また東北地方太平洋沿岸を
襲った 1454 年享徳地震津波の断層モデルを構築するために津波シミュレーションを行った．
・相模トラフ
房総半島九十九里浜において津波堆積物調査を実施し，これまで歴史上に知られていない津波の痕跡
を検出した．また房総半島の隆起痕跡に関する試料の分析を進めた．
・南海トラフ
静岡県沿岸地域および高知県東洋町，四万十町，黒潮町でそれぞれ津波堆積物調査を実施し，過去の
津波と思われる複数枚の砂層を検出した．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Shishikura, M., 2014, History of the paleo-earthquakes along the Sagami Trough, central Japan -Review of
coastal paleoseismological studies in the Kanto region-, Episodes, 37, 246-257.
Shishikura, M., 2014, Recent issues in Japan for forecasting subduction zone great earthquakes by paleoseismological study, J. Disast. Res., 9, 330-338.
宍倉正展・行谷佑一・小野尚哉・神田広信，2014，房総半島南部見物海岸における精密地形測量と 14 C
年代測定，活断層・古地震研究報告，14，1-38．

Fujiwara, O. and Tanigawa, K., 2014, Bedforms record the flow conditions of the 2011 Tohoku-oki tsunami
on the Sendai Plain, northeast Japan, Marine Geology, 358, 79-88.
藤原 治・北村晃寿・佐藤善輝・青島 晃・小野映介・小林小夏・小倉一輝・谷川 晃一朗，2015，静岡
県西部の太田川低地で見られる弥生時代中・後期の相対的海水準上昇，第四紀研究，54，11-20．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
・千島-日本海溝
三陸海岸広田湾で採取した試料の分析を進めるとともに，北海道東部沿岸の津波堆積物について調査
し，新たな分析手法を試みる．また東北地方太平洋沿岸を襲った 1454 年享徳地震津波の断層モデルの
検討を進める．
・相模トラフ
房総半島九十九里浜において津波堆積物調査を行うとともに，房総半島南部の隆起痕跡に関する試料
の分析を進める．
・南海トラフ
静岡県，三重県，和歌山県沿岸において津波堆積物調査を実施する．また高知県沿岸で採取した試料
について分析を進め，履歴と規模の解明を目指す．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
活断層・火山研究部門

海溝型地震履歴研究グループ

他機関との共同研究の有無：有
筑波大学、新潟大学、島根大学、法政大学、建築研究所、地域地盤環境研究所
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：活断層・火山研究部門

海溝型地震履歴研究グループ

電話：029-861-3691

e-mail：
URL：https://unit.aist.go.jp/ievg/group/subducteq/index.html
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：宍倉正展
所属：活断層・火山研究部門
電話：029-861-3911

FAX ：029-861-3803
e-mail：m.shishikura@aist.go.jp

海溝型地震履歴研究グループ

平成 26 年度年次報告
課題番号：5005
（ １）実施機関名：
（ 独）産業技術総合研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
地震時変位量に基づく連動型古地震像復元手法の研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
ア. 史料，考古データ，地質データ及び近代的観測データ等に基づく低頻度大規模地震・火山
現象の解明

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(1) 地震発生長期評価手法の高度化

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ウ. 地質データ等の収集と整理

4. 研究を推進するための体制の整備
(4) 研究者，技術者，防災業務・防災対応に携わる人材の育成

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
糸魚川-静岡構造線活断層系等の内陸活断層帯において地質学的・古地震学的な調査を実施し 、過去
の地震に伴う複数セグ メントの連動履歴を解明する。連動履歴解明のため、セグ メント境界周辺にお
いて複数回の地震時変位量を復元するための野外調査を５カ年で実施する。地震時変位量等を基準と
してセグ メント境界の連動／非連動を判別することによって連動性を評価し 、最近数回の地震サイク
ルにおける古地震シナリオを構築する。さらに、その古地震シナリオを反映した地震規模予測および
長期予測の高度化について検討する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
平成 26 年度：セグ メント境界周辺において、地震時変位量を復元するための調査を実施する。
平成 27 年度：セグ メント境界周辺において、地震時変位量を復元するための調査を実施する。地震
時変位量等から連動履歴を明らかにして連動／非連動を判別し 、セグ メント境界の連動性評価をおこ
なう。
平成 28 年度：セグ メント境界周辺において、地震時変位量を復元するための調査を実施する。

平成 29 年度：セグ メント境界周辺において、地震時変位量を復元するための調査を実施する。地震
時変位量等から連動履歴を明らかにして連動／非連動を判別し 、セグ メント境界の連動性評価をおこ
なう。
平成 30 年度：セグ メント境界周辺において地震時変位量を復元するための調査を実施する。セグ メ
ント境界毎の連動性評価を総合し 、断層帯の連動履歴をもとに古地震シナリオを作成する。古地震シ
ナリオを反映した規模予測および長期予測の高度化について検討する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
糸魚川-静岡構造線活断層系中部の諏訪湖周辺のセグ メント境界において，地震時変位量を復元する
ための古地震調査を実施した．その結果，従来は約 1200 年前の最新活動で連動したとみなされてきた
諏訪湖セグ メント境界では連動しておらず，別々の大地震が生じたことが明らかとなった．さらに古
い約 3000 年前前後の古地震イベントでは，同セグ メント境界を連動するイベントが生じた可能性が
明らかとなった．また，断層系北部の神城断層と松本盆地東縁断層北部のセグ メント境界付近で古地
震調査を実施し，同地点の最新活動に伴う地震時変位量が約２ｍであることを明らかにした．さらに，

2014 年 11 月 22 日に発生した長野県北部の地震に伴う緊急調査を計画外で実施し，地表地震断層の分
布とセグ メント境界末端付近の詳細形状，地震に伴う変位量分布を明らかにした．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Katsube, A., Kondo, H., Taniguchi, K., and Kase, Y., 2015, Surface rupture and deformation associated
with the 2014 Nagano-ken Hokubu earthquake, Mw 6.2, on the ISTL active fault system, central Japan,
Abstracts for Hokudan 2015 International Symposium on Active Faulting, P15.
勝部亜矢，近藤久雄，加瀬祐子，谷口 薫，2014 年 11 月 22 日長野県北部の地震-第三報地表地震断層緊 急
調査報告 (2), 地質調査総合センター，https://www. gsj.jp/hazards/earthquake/naganokenhokubu2014/

naganokenhokubu20141209.html
勝部亜矢，近藤久雄，谷口 薫，2015，2014 年長野県北部の地震-神城盆地周辺の地表地震断層-，活
断層研究，41，v-vi．

Kondo, H., 2015, Reconstruction of past multi-segment earthquakes on the North Anatolian fault system,
Abstracts for Hokudan 2015 International Symposium on Active Faulting.
近藤久雄，勝部亜矢，谷口 薫，加瀬祐子，2015，2014 年 11 月 22 日長野県北部の地震に伴う地表地
震断層の概要 (速報)，GSJ 地質ニュース，4，1．1-4．
近藤久雄・勝部亜矢・谷口 薫，2014 年 11 月 22 日長野県北部の地震?第二報地表地震断層緊急調査 報告 (1),
地質調査総合センター，https://www. gsj.jp/hazards/earthquake/naganokenhokubu2014/ naganoken-

hokubu20141126.html
近藤久雄，谷口 薫，杉戸信彦，2014，糸魚川-静岡構造線活断層系の最新活動に伴う新たな古地震像，

SSS34-14，日本地球惑星科学連合 2014 年大会講演要旨．
近藤久雄，杉戸信彦，吉岡敏和，堤 浩之，木村治夫，数値標高モデルを用いた上町断層帯の詳細位
置および分布形状の再検討，活断層研究（ 印刷中）．
竿本英貴，丸山

正，近藤久雄，2014，RBF 補間と GA を用いた LiDAR データからの地震時地表変

位抽出手法の開発，土木学会論文集 A1 特集号（ 地震工学論文集）， 70-4，161-168．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
糸魚川-静岡構造線活断層系北部のセグ メント境界周辺において、地震時変位量を復元するための調
査を実施する。地震時変位量等から連動履歴を明らかにして連動／非連動を判別し 、セグ メント境界
の連動性評価をおこなう。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：

活断層・火山研究部門

活断層評価研究グループ

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：活断層・火山研究部門

活断層評価研究グループ

電話：

e-mail：
URL：https://unit.aist.go.jp/ievg/group/faulteval/index.html
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：近藤久雄
所属：活断層・火山研究部門
電話：029-861-2480

FAX ：029-861-3803
e-mail：kondo-h@aist.go.jp

活断層評価研究グループ

平成 26 年度年次報告
課題番号：5006
（ １）実施機関名：
（ 独）産業技術総合研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
火山性流体と噴出物の解析に基づく噴火推移過程のモデル化
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山
イ. 熱水系の卓越する火山

（ ４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
マグマ噴火を繰り返す火山において、噴火発生や活動推移に伴う火山ガス放出量・組成の特徴と時
間変化を把握することにより、火山ガス供給過程の変化の視点からの噴火発生や活動推移のモデル化
を行う。地殻へのマグマの貫入や火山ガスの供給による火山体浅部の熱水系の応答について、熱水系
シミュレーションにより定量化する手法を、伊豆大島など 活動的な火山に適用する。
熱水系の卓越する火山において、熱水系の構造及び火山ガス供給系を明らかにし 、水蒸気爆発発生
に関与する熱水系の実体をモデル化する。
火山噴出物の岩石学的・地球化学的解析に基づき、マグマ溜まりにおける噴火準備過程および直前
過程の定量化を行うとともに、火山灰の解析に基づく噴火特徴把握手法の確立を行う。
（７）本課題の５か年計画の概要：
桜島、浅間山など マグマ噴火を主体とし活発な噴煙活動を継続している火山において、Multi-GAS
による火山ガス組成の連続観測および繰り返し観測を実施し 、噴火発生や火山活動推移に伴う火山ガ
ス組成の特徴と変化を把握し 、火山ガス供給過程のモデル化を行う。特に桜島においては、航空機等
を用いた観測も併用することにより、噴火により放出される火山ガス組成の特徴把握を目指す。また、
噴煙活動を継続している火山において高時間分解能の SO2 放出量変動観測を実施し 、噴火発生前後に
おける火山ガス放出量変動を定量化し 、噴火発生過程のモデル化を行う。伊豆大島において自然電位
の連続観測を実施し 、火山活動静穏時における降雨などに対する地下水系の応答をモデル化し 、火山
活動に伴う変動を抽出する。さらに、想定されるマグマの貫入および火山ガスの供給に対する熱水系
の応答を、シミュレーションを用いてモデル化し 、発現する地表変動の多様性を評価する。
雌阿寒岳、口永良部島などにおいて、火山ガスの繰り返し観測および放熱分布の把握、自然電位分
布測定などを実施し 、熱水系の分布および火山ガスの起源を明らかにすると共に、熱水系シミュレー
ションによるモデル化を実施し 、水蒸気爆発の発生に関与している熱水系の実体を明らかにする。

有珠、伊豆大島等マグマ噴火を繰り返す火山において、斑晶の累帯構造、マグマ溜まりの岩石学的
特徴、揮発性成分濃度や圧力条件を把握し 、噴火直前過程や噴火に至るまでのマグマ供給系の発展を
明らかにするとともに、噴火を繰り返すメカニズムを解明する。桜島火山など 活発に噴火している火
山について、火山灰構成粒子の観察・分析等に基づき噴出物の特徴を把握するとともに、他の観測量
や岩石学的解析と比較に基づきマグマ上昇・脱ガス過程をモデル化する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
噴火後の御嶽山，口永良部島において Multi-GAS による火山ガス組成観測を実施し，噴火後の噴煙
活動の評価を実施した．桜島，阿蘇火山において，Multi-GAS 連続観測および繰り返し観測を実施し
た結果，火山灰を含まない継続的な噴煙と連続的な火山灰放出の際に放出される火山ガスの組成に顕
著な差が見られない場合がある事が明らかとなった．浅間山における SO2 放出量と地殻変動の解析に
基づき，火山ガス供給系のモデル化を実施した．
雌阿寒岳，十勝岳，樽前山，吾妻山において火山ガスの繰り返し観測を実施し，噴気活動の変化を
把握した．阿蘇火山において湯だまりから放出されるガスと高温噴気の組成の比較に基づき，湯だま
り地下の熱水系のモデル化を行った．口永良部島において噴気温度および GPS 地殻変動の連続観測を
行い，噴火に至るまでの経時変化を把握するとともに，熱水系の変動に起因する局所的な地殻変動や
自然電位分布を説明するための熱水系のモデリングを行った．雌阿寒岳において AMT 法による電磁
探査を実施し，山体を横断する側線において比抵抗構造を得た．
桜島，阿蘇の火山灰の観察を行い，構成粒子組成の変化を明らかにした．西之島火山噴出物および
有珠火山最初期噴出物の岩石学的解析を行い，マグマの特徴を明らかにした．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
桜島，阿蘇，浅間山において，Multi-GAS による火山ガス組成の連続観測および繰り返し観測を実
施し，火山活動推移に伴う火山ガス組成の変化を把握し，火山ガス供給過程のモデル化を行う．桜島
火山において高時間分解能の SO2 放出量変動観測を実施し，噴火発生前後における火山ガス放出量変
動の定量化を行う．
電磁気観測から得られる比抵抗構造と自然電位分布に対して，火山ガスや熱水流動およびそれに伴う
変質帯の形成によってモデリングを行うために，薩摩硫黄島，口永良部島，伊豆大島を対象とした数
値シミュレーションを実施する．
雌阿寒岳，十勝岳，樽前山，吾妻山において火山ガスの繰り返し観測を実施し，火山ガス放出量お
よび火山ガス組成変化変化を把握し，噴気活動変化の評価を行うとともに，その要因となる熱水系の
モデル化を進める．
洞爺カルデラ，阿蘇火山等の噴出物の解析を行い, マグマの岩石学的特徴・揮発性成分濃度等を明ら
かにする．桜島，阿蘇火山等の火山灰の観察を行い，構成粒子組成の変化等を明らかにし，噴火推移
の評価について検討を行う．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
活断層・火山研究部門

マグマ活動研究グループ

他機関との共同研究の有無：有
東京大学地震研究所（ 武尾実、他数名）
京都大学防災研究所（ 井口正人、他数名）
京都大学理学部（ 鍵山恒臣、他数名）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先

部署等名：活断層・火山研究部門

マグマ活動研究グループ

電話：

e-mail：
URL：https://unit.aist.go.jp/ievg/group/magma/index.html
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：篠原宏志
所属：活断層・火山研究部門
電話：029-861-3912

FAX ：029-861-3526
e-mail：shinohara-h@aist.go.jp

マグマ活動研究グループ

平成 26 年度年次報告
課題番号：5007
（ １）実施機関名：
（ 独）産業技術総合研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
地下水・地殻変動観測による地震予測精度の向上
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(3) 先行現象に基づく地震活動予測
4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

(6) 国際共同研究・国際協力

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
南海トラフの巨大地震

（６）本課題の５か年の到達目標：
紀伊半島〜四国周辺に、4 点の新規地下水・地殻変動観測施設を整備する。南海トラフ巨大地震想
定震源域の深部周辺で発生する短期的ゆっくり滑りの詳細なマッピングを行う。主に測地・測量デー
タを解析して、想定東海地震震源域周辺における 1980 年代以降のプレート間固着の時空間分布を明ら
かにする。深部低周波微動発生領域における水理特性を推定する。

（７）本課題の５か年計画の概要：
地下水・地殻変動観測施設（ 4 点）の新規整備。平成 25 年度までの整備済みの 16 観測点と併せ合
計 20 観測点とする。短期的ゆっくり滑りを地下水位・水圧で検出可能な所があれば 、臨時観測点を設
置して観測網を補完する。この観測網での観測精度向上のため、観測技術の開発を行う。
産総研・防災科研・気象庁との共同研究により構築した観測システムにより、南海トラフの深部低
周波微動・短期的ゆっくり滑りの高精度モニタリングを行う。短期的ゆっくり滑りの客観的な検出シ
ステムの高度化・地震計アレ イによる深部低周波微動の高精度な検出を行う。その他、解析技術の開
発を行う。

1946 年南海地震前後の上下変動・地下水変化・潮位変動解明のための文献調査及び潮位測定等を行
う。想定東海地震震源域周辺のプレート間固着の時間変化推定のため、東海地域の水準測量データ等
を解析する。
深部滑り・微動のメカニズム理解のための研究を実施する。深部滑り・微動発生における流体の影
響の解析を行い、同発生領域の水理特性の推定を行う。
地下水・地殻変動観測による地震の予知・予測研究の日本における成果を台湾での震災軽減に生か
すため、国立成功大学との共同研究を引続き行う。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
以下のような成果が得られた．
・南海トラフの短期的 SSE（ゆっくりすべり）発生域の平均すべり速度分布を求めた．
・東海地域の水準測量データ等の解析によりプレート間固着等の時空間変化を 1980 年代まで遡って推
定した．
・深部低周波微動については，発震機構解の時空間分布を調べ，特定の場所で低角逆断層からずれる
傾向があることを明らかにした．
・2014 年 3 月 14 日の伊予灘の地震で（ M6.2 , 松山市内の震度 4 ），道後温泉の地下水位が 4m 以上上
昇した．この地震前後で，水頭拡散率 (hydraulic diffusivity) の変化の有無を調べたが有意な変化は検
出できなかった．
・四国太平洋沿岸部で収集した 1946 年南海地震直前の異常現象に関する目撃証言をまとめた．
・台湾の地震時地下水位変化における地震動の寄与における周波数依存性について，不圧地下水と被
圧地下水とで区別した場合の違いを明らかにした．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
板場智史・落

唯史，2015，水文学的・地球化学的手法による地震予知研究についての第 13 回日台

国際ワークショップ報告，地震学会ニュースレター，26, 5,4-6
板場智史・小泉尚嗣・高橋誠・松本則夫・北川有一・落 唯史・武田直人・木村尚紀・木村武志・松澤
孝紀・汐見勝彦，2014, 東海・紀伊半島・四国における短期的スロースリップ イベント（ 2013 年

11 月〜2014 年 4 月），地震予知連絡会会報，92，238-249.
板場智史・小泉尚嗣・高橋誠・松本則夫・北川有一・落 唯史・武田直人・木村尚紀・木村武志・松澤
孝紀・汐見勝彦，2015, 東海・紀伊半島・四国における短期的スロースリップ イベント（ 2014 年

5 月〜2014 年 10 月），地震予知連絡会会報，93，印刷中.
木口 努・今西和俊・松本則夫, 2015, 岐阜県東部の活断層周辺における地殻活動観測結果（ 2014 年 5
月〜2014 年 10 月），地震予知連絡会会報，93，印刷中.
木口 努・桑原保人・今西和俊・松本則夫，2014，岐阜県東部の活断層周辺における地殻活動観測結
果（ 2013 年 11 月〜2014 年 4 月），地震予知連絡会会報，92，269-270.
北川有一・板場智史・小泉尚嗣・高橋 誠・松本則夫・武田直人・落 唯史，2015, 紀伊半島〜四国の
歪・傾斜・地下水観測結果（ 2014 年 5 月〜2014 年 10 月），地震予知連絡会会報，93，印刷中.

北川有一・小泉尚嗣・高橋誠・佐藤努・松本則夫・板場智史・落 唯史・桑原保人・木口 努，2015，
近畿地域の地下水位・歪観測結果（ 2014 年 5 月〜2014 年 10 月），地震予知連絡会会報，93，印
刷中.
小泉尚嗣・木下千裕，2015，014 年 3 月 14 日の伊予灘の地震（Ｍ 6.2 ）に伴う道後温泉の水位変化，東
濃地震科学研究所報告，33，印刷中．
小泉尚嗣・北川有一・高橋誠・佐藤 努・松本則夫・板場智史・落 唯史・桑原保人・木口 努，2014，近
畿地域の地下水位・歪観測結果（ 2013 年 11 月〜2014 年 4 月），地震予知連絡会会報，92,302-305.
高橋

誠・小泉尚嗣・松本則夫・北川有一・板場智史・落

唯史・佐藤

努，2014, 東海・関東・伊

豆地域における地下水等観測結果 (2013 年 11 月〜2014 年 4 月)(49) ，地震予知連絡会会報，92，

253-259.
高橋 誠・小泉尚嗣・松本則夫・北川有一・板場智史・落 唯史・佐藤 努，2015, 東海・関東・伊豆
地域における地下水等観測結果 (2014 年 5 月〜2014 年 10 月)(50) ，地震予知連絡会会報，93，印
刷中.
武田直人・松本則夫・北川有一・板場智史・小泉尚嗣・高橋 誠・落 唯史，2014, 紀伊半島〜四国の
歪・傾斜・地下水観測結果（ 2013 年 11 月〜2014 年 4 月），地震予知連絡会会報，92，306-318.
梅田康弘・板場智史，1946 年南海地震前に四国太平洋沿岸部で目撃された井戸水及び海水位の変化，
地質調査研究報告, 65，11/12, 129-144.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
以下の研究を行なう事を計画している．
・短期的 SSE の規模を正確に見積もるために用いている歪データのキャリブレーション手法について
公表する．
・三重県の松坂飯高観測点付近の中央構造線の水理定数を見積もる．
・南海トラフの短期的 SSE 検知のための歪・傾斜・地下水データの統合解析手法についてまとめる．
・1997 年〜2010 年の豊後水道の長期的ゆっくりすべりについてまとめる．
・1981 年〜2011 年の東海の長期的ゆっくりすべりについてまとめる．
・台湾成功大学との共同研究「台湾における水文学的・地球化学的手法による地震予知研究」を引き続
き推進し，台湾の成功大学において第 14 回国際ワークショップを開催する．台湾の地下水位観測デー
タと地震動との関係についての解析結果をまとめる．台湾東部の花蓮における地下水位の潮汐レスポ
ンス異常と周辺の地震活動との関係について調査する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
活断層・火山研究部門

地震地下水研究グループ

他機関との共同研究の有無：有
気象庁、防災科学技術研究所、名古屋大学、京都大学、鳥取大学、神奈川県温泉地学研究所、台湾
国立成功大学等
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：活断層・火山研究部門

地震地下水研究グループ

電話：029-861-3656

e-mail：tectono-h-ml@aist.go.jp
URL：https://unit.aist.go.jp/ievg/group/tectonohydr/index.html
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：小泉尚嗣
所属：活断層・火山研究部門

電話：029-861-3887

FAX ：029-855-1298
e-mail：tectono-h-ml@aist.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：5008
（ １）実施機関名：
（ 独）産業技術総合研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
高分解能地殻応力場の解明と造構造場の研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
イ. 地殻ひずみ・応力の変動

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(1) 地震発生長期評価手法の高度化
3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(3) 地震・火山噴火の災害誘因の事前評価手法の高度化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
可能な限り小さな地震まで解析に含めることで、高い空間分解能を有する地殻応力図を整備する。
さらにこの応力図をもとに、地形・地質情報や地震学的情報も含めて地震発生場の地域性とそのテク
トニックな意味を解釈し 、将来発生する地震の最大規模や発生様式を評価するための地図（ 地震テク
トニックマップ ）を作成する。関東地域の 25km 以浅をケーススタデ ィとして試作を行う。
（７）本課題の５か年計画の概要：
平成 26 年度と平成 27 年度では、Hi-net の整備以後蓄積されている定常観測網のデータ解析を進め、
関東地域の 25km 以浅における応力場を明らかにする。地震データが不足している地域では臨時観測
を実施し 、地震データの蓄積と解析を行う。可能な限り小さな地震まで解析に使えるようにするため、
ノイズに強い地震検出法、隣接地震の複合処理による発震機構解推定法など の手法開発に取り組む。
また、活断層の３次元地下構造を推定するため、関東平野における既存の地下構造探査データに対し
て最新の処理法を用いた再解析を実施する。地震テクトニックマップの有効性と限界を確認するため、
過去に発生した地震の震源域の応力状態と本震の規模や発生様式との関係を調査する。
平成 28 年度は引き続き前年度までの解析を行い、地殻応力図を取りまとめる。地震活動が不活発
な領域は地殻変動データ、地形地質情報、数値シミュレーション結果などを吟味して補間を行い、応

力情報の空白域を無くすことを目指す。応力場のメッシュサイズはデータ量に依存するが 、マグニ
チュード 6 後半の中規模地震であっても最大規模や発生様式の評価に繋げられるよう、最低限 10km
を目指す。深さ方向にもデータの状況に応じてメッシュを配置する。結果は地殻応力場データベース
（ https://gbank.gsj.jp/crstress/ ）において公開する。
平成 29 年度は前年度までの解析で推定した地殻応力図や３次元地下構造の結果に加え、活断層分布
や重力異常図などの地形・地質情報、b 値や地震波速度構造などの地震学的情報等も考慮して地震発
生場の地域性とそのテクトニックな意味を解釈し 、将来発生する地震の最大規模や発生様式を評価す
るための地図（ 地震テクトニックマップ ）を完成させる。
平成 30 年度では、地震テクトニックマップを基に、数値シミュレーションを併用した最大規模評価
や活動性評価手法を提案する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：

2002 年 6 月から 2014 年 8 月に関東地域で発生した M1 以上，深さ 25km 以浅の約 2500 個の地震
を対象に，震源再決定と発震機構解の推定を行った．およそ 1000 イベントの発震機構解が安定して
決定された．発震機構解は逆断層型が約半数を占めるが，横ずれ成分を持つ地震も多く発生している．
また，正断層型の地震も局所的に見られ，これまで知られていた福島県浜通り，銚子沖，霞ヶ浦南端
直下の他に，関東山地の比較的深いところなどにおいても発生していることがわかった．次にこれら
の解を用いて応力テンソルインバージョンを適用し ，応力場推定を行った．応力方位は数十 km ほど
のスケールで顕著な空間分布を示し，応力方位が変化する境界の多くは地質構造線と良い一致を示す．
同様の特徴は先行研究でも報告されていたが，データの増加と応力情報を定量化したことで，その特
徴がより明瞭になったと言える．特に特徴的なのは，伊豆半島から関東山地，栃木県へと南から北に
向かうに従い，最大主応力方位が時計回りに回転していく様子である．このようなパターンは伊豆半
島の衝突を考慮した数値シミュレーションにより説明できるが，関東平野北西縁断層帯および山梨県
北東部で確認された約 90 °に及ぶ最大主応力方位の急変までは説明できない．このような応力境界の
成因を調査するために，山梨県北東部において臨時の地震観測を行った．ノイズレベルの低い良質な
データが蓄積されており，次年度において詳細な解析を行う計画である．
活断層の３次元地下構造に関しては，関東平野北西縁断層帯を対象として，大宮台地北部を北東−
南西方向に横断して実施された高分解能な反射法地震探査の結果について地質構造解析を行った．そ
れによれば，綾瀬川断層に対応する伏在断層に伴う活撓曲が台地の北東縁に認められるほか，台地の
南西側にも，それとは逆傾斜となる伏在断層により形成されたと解釈される非対称褶曲が確認された．
これらの伏在断層は空間的な位置関係としては共役断層となっている．
地震テクトニックマップの有効性と限界を確認するため，微小地震の発震機構解に基づき上町断層帯
周辺における詳細な応力場推定を行った [Matsushita and Imanishi（ 2015 ）]．推定された応力場と断層
深部形状をもとに活動性評価を行ったところ，断層帯北部の活動性が低いことが示された．断層帯北
部は地形地質学的に第四紀後期の活動が明瞭でないことが報告されており，調和的な結果が得られた．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Matsushita, R. and K. Imanishi (2015), Stress fields in and around metropolitan Osaka, Japan, deduced from
microearthquake focal mechanisms, Tectonophysics, 642, 46-57, doi:10.1016/j.tecto.2014.12.011.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 26 年度に推定した発震機構解に加えて，臨時観測のデータ解析結果，先行研究による原位置応
力測定結果，活褶曲などの情報をコンパイルし，当該地域における応力マップを作成する．
小さな地震の解析手法についてはテストフィールド を設定して手法の有効性を検証する．
活断層の３次元地下構造推定に関しては，引き続き既存の地下構造探査データに対して最新の処理
法を用いた再解析を実施する．

また，2011 年いわきの地震，2014 年長野県北部の地震を対象に，震源域の応力状態と本震の規模や
発生様式の関係を調査するための研究を実施する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
活断層・火山研究部門

地震テクトニクス研究グループ

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：活断層・火山研究部門

地震テクトニクス研究グループ

電話：029-861-3691

e-mail：
URL：https://unit.aist.go.jp/ievg/group/seismotec/index.html
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：今西和俊
所属：活断層・火山研究部門
電話：029-861-3836

FAX ：
e-mail：imani@ni.aist.go.jp

地震テクトニクス研究グループ

平成 26 年度年次報告
課題番号：5009
（ １）実施機関名：
（ 独）産業技術総合研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
アジア太平洋地域地震・火山ハザード 情報整備
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ア. 史料の収集とデータベース化

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(5) 地震・火山噴火の災害軽減のための情報の高度化
4. 研究を推進するための体制の整備
(6) 国際共同研究・国際協力

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
アジア地域の地震及び火山関連情報を CCOP 関連国等と協力の上収集整備する。また、未整備な地
域のデータを統一的基準で取りまとめ、
「アジア太平洋地域地震火山ハザード 情報システム」として公
開する。
ユネスコ、世界地質図委員会 (CGMW) の最新版災害図として「東アジア地域地震火山災害図」を出
版する。
（７）本課題の５か年計画の概要：

CCOP 関連諸国の研究機関等と連携し 、一定の基準・精度をもった地震・活断層・津波・火山関連
データを東〜東南アジア地域において作成し（あるいは作成をサポートし ）、各国で共有できるように
する。具体的には、(1) 過去の地震の観測データをディジタル化した上で、震源パラメータを再決定し 、
統一した広域地震データを整備する、(2) 各国の活断層分布データを収集し 、統一的な活断層分布デー
タを整備する、(3) 東南アジア地域の火山について、世界的な統一基準で火山データベースの再検討を
行う。以上の情報を元に、
「アジア太平洋地域地震火山ハザード 情報システム」の構築と公開を行う。
東アジア地域地震火山災害図 (1:7,500,000) を作成し 、ユネスコ、世界地質図委員会 (CGMW) から、
最新の地震火山の災害関連情報図として出版する。

GEM(Global Earthquake Model) や GVM(Global Volcano Model) と連携し 、アジア地域の地震火山関
連データの国際標準化を図る。

CCOP 関連諸国と定期的にワークショップ、会合、技術講習会等を開催し 、アジア各国の研究機関
との連携、人材教育を推進する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
以下のような成果が得られた．
・東アジア地域地震火山災害図 (1:7,500,000) の作成のため，津波発生域の作成，活断層の修正，火山
の位置の検討等を進めた．
・アジア太平洋地域地震火山ハザード 情報システム（ Asia-Pacific region Earthquake and Volcanic Hazard

Information System ）の構築を進め，アジア太平洋地域の震源発生域や 1000 人以上の犠牲者を出した
地震の表示等を行えるようにした．また，環太平洋地域で発生した巨大地震の震源域データを作成し
た． Mw（モーメントマグニチュード ）を古い地震にも適用するため，Mj（ 気象庁マグニチュード ）
と Mw との系統的な関係を求めた．
・インド ネシア地質総局（ GA ）の火山地質災害防災センター (CVGHM) と協力し，インド ネシア火山
情報システムを開発した．インド ネシアの活火山について，火山名・タイプ・場所・火山噴火写真・衛
星画像・地質図・ハザード マップ・噴火履歴・災害履歴・引用文献をウエブ上で表示できる仕組みで
ある．
・火山災害予測支援システムを高度化し，オンライン上でより高機能な Titan2D を実行可能なシステム
を構築した．また，国土地理院の 10m メッシュ標高データを使用可能とした．同システムの火山重力
流シミュレーションシステム (エナジーコーンモデルによる評価システム) の高速版サイトを作成した．
・2015 年から 5 カ年計画で開始した CCOP 地質情報総合共有システム（ Geoinformation Sharing Infras-

tructure for East and Southeast Asia ）構築のために，アジア地域の地質研究各機関に GIS データの取扱
等の技術支援を行うと共に，地震・活断層・津波・火山関連情報の収集を行った．
・2015 年 3 月 14-18 日に仙台で開催される国連防災世界会議に合わせて， 3 月 16-17 日に 2015 アジ
ア太平洋地域地震火山ハザード ・リスク情報国際ワークショップを開催した．アジア太平洋地域の研
究機関や GEM とともに，ハザード 情報システムの今後の開発について検討した．
・巨大噴火が起る可能性についての評価技術を構築するために，噴出率の低下・マグマの組成変化・爆
発的噴火の増加などが進行しつつある複成火山であるスンド ロ火山（ インド ネシア）を選択し，噴火
履歴調査を行った．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Asia-Pacific region Earthquake and Volcanic Hazard Information System, http://ccop-geoinfo.org/G-EVER
アジア太平洋地域地震火山ハザード 情報システム (Asia-Pacific region Earthquake and Volcanic Hazard

Information System の日本語版)，http://ccop-geoinfo.org/G-EVERj
高田亮，古川竜太，2014, 過去 1000 年間に３回も巨大噴火がおこったインド ネシアから学ぶこと．岩
波科学, 81,1, 64-68.

Takada,A., R.Furukawa, K.Toshida, S.D.Andreastuti and N.Kartadinata, 2014, Hazard mitigation of a calderaforming eruption: From past experience in Indonesia to modern society. In: CCOP (Ed.), Proceeding of
the Thematic Session,

Geohazards: Impacts and challenges for society development in Asian coun-

tries , GSJ Open-File Report, 609, 93-98.
Takarada, S., J.C.Bandibas, Y.Ishikawa and G-EVER Promotion Team ,2014,Global earthquake and volcanic
eruption risk management activities, volcanic hazard assessment support system and Asia-Pacific region
hazard mapping project in G-EVER. Episodes,37, 321-328.
Tsukuda,E. and G-EVER Promotion Team, 2014, Report of the 2nd G-EVER international symposium and
the 1st IUGS and SCJ international workshop on natural hazards and the Sendai Agreement , Episodes,

37, 330-332.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
以下のような研究を行うことを計画している．
・東アジア地域地震火山災害図を世界地質図委員会 (CGMW) の出版物として出版する．
・ウエブで公開しているアジア太平洋地域地震火山ハザード 情報システムのデータ整備及び機能拡充
を引き続き行う．
・インド ネシア地質総局（ GA ）の火山地質災害防災センター (CVGHM) と協力してインド ネシア火山
情報システムを公開する．
・CCOP 地質情報総合共有システム（ Geoinformation Sharing Infrastructure for East and Southeast Asia ）
の地震・活断層・津波・火山分野を分担して推進する．
・スンド ロ火山（ インド ネシア）の追加調査を行う．マグマの噴出率・活動様式・マグマの化学組成
のそれぞれの時間変化を解析して，将来巨大噴火が起る可能性の評価の為の基礎モデルを考察する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
活断層・火山研究部門
他機関との共同研究の有無：有

CCOP，GEM，GVM, PHIVOLCS (Philippine Institute of Volcanology and Seismology), CVGHM(Center
for Volcanology and Geological Hazard Mitigation), INGV(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), CGMW(Commission for the Geological Map of the World)
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：活断層・火山研究部門
電話：029-861-3656

e-mail：g-ever-ml@aist.go.jp
URL：http://g-ever.org/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：小泉尚嗣・宝田晋治
所属：活断層・火山研究部門
電話：029-861-3887,029-861-3985

FAX ：029-855-1298,029-861-3653
e-mail：g-ever-ml@aist.go.jp

アジア太平洋地域の地震と火山の分布

Asia-Pacific region Earthquake and Volcanic Hazard Information System(http://ccop-geoinfo.org/G-EVER) で表示され
る過去 100 年間に発生した M6 以上の地震と火山の分布

平成 26 年度年次報告
課題番号：6001
（ １）実施機関名：
国土地理院
（２）研究課題（または観測項目）名：
内陸の地殻活動の発生・準備過程の解明
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震
イ. 海洋プレート内部の地震

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
東北地方太平洋沖地震

（６）本課題の５か年の到達目標：
中長期的な地震発生予測の精度向上に資するため、測地学的手法による内陸地震発生域における詳
細な地殻変動分布の解明、震源断層モデル推定手法の高度化及び余効変動の時間変化とその発生メカ
ニズムの解明を通して、内陸地震発生域の地殻活動を詳細に理解する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
平成 26 年度は、新潟県佐渡市から阿賀町に設置された GNSS 観測点においてキャンペーン観測を
実施する。また、これまでの観測結果に基づき、地殻の不均質構造を考慮した地殻変動の再現シミュ
レーションを実施する。
平成 26 年度〜28 年度は、過去に発生したマグニチュード ６〜７クラスの地震について、不均質構
造を考慮して震源断層モデルの再解析を実施する。また、長期間継続する余効変動の抽出とその発生
メカニズムのモデル化を実施する。
平成 28 年度〜30 年度は、時間分解能の高い GNSS 時系列データを用いて過去の内陸地震発生後の
初期の余効変動の抽出とその発生メカニズムのモデル化を実施する。そして、地震発生直後の短期間
と長期間の余効変動及びその発生メカニズムの比較を行う。
以上は、国土地理院経費のうち技術研究開発推進費に基づいた計画である。
（８）平成 26 年度の成果の概要：

平成 26 年 10〜11 月に新潟県佐渡市から阿賀町における GNSS 繰り返し観測を実施した。東北地方
太平洋沖地震の余効変動により東日本の広範囲において伸張ひずみが観測されているが 、越後平野周
辺では周辺域に比べて伸張ひずみが小さいことが分かった（図１）
。広域的には東北地方太平洋沖地震
の余効変動により伸張ひずみが観測されているが 、短縮変形が進行することで周辺部より伸張が小さ
くなっているものと解釈できる。つまり、ひずみ集中の成因に遠方の外力（プレート間固着等）の影
響は少なく、ひずみ集中の成因にかかる応力は外力に関係なく進行していることが示唆される。東北
地方太平洋沖地震発生前に見られた越後平野周辺における沈降が継続していることから、前記の解釈
は上下変動からも裏付けられる。
地殻変動の再現シミュレーションにおいて、過去の内陸大地震の余効変動の影響を定量的に評価し
た。越後平野周辺で過去に発生した４つの地震（ 1828 年越後三条地震、1964 年新潟地震、2004 年新
潟県中越地震、2007 年新潟県中越沖地震）の粘弾性緩和による変形のひずみ速度は、粘性率、弾性層
の厚さ、震源断層モデル等のパラメータにも依存するが 、概ね 0.1ppm/yr より小さく、観測されてい
るひずみ速度（ 0.1〜0.2ppm/yr ）に比べて小さく（ 図２）、過去の大地震の粘弾性変形がひずみ集中の
主成因と考えることは難しいことが分かった。
長野県北部の地震（ 2014 年 11 月 22 日）に伴う地殻変動を、ALOS-2/PALSAR-2 のデータを用いた

SAR 干渉解析により検出し 、GEONET による地殻変動データも用いて震源断層モデルの構築を行っ
た。解析の結果、東に傾き下がる断層面上で、左横ずれを含む逆断層運動が推定された。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
水藤尚・小林知勝・川元智司，2014，ひずみ集中帯の地殻変動特性に関する研究（ 第 5 年次），国土
地理院調査研究年報（ 平成 26 年度）
（ 印刷中）．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 26 年度に引き続き、佐渡市−阿賀町における GNSS 繰り返し観測を行い、この地域の地殻変動
詳細分布と時間変化を明らかにする。また、過去の発生した内陸地震の震源断層モデルの構築とその
余効変動のモデル化を試みる。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地理地殻活動研究センター

地殻変動研究室

他機関との共同研究の有無：有
名古屋大学、東北大学、東京大学地震研究所
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター

研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：gsi-eiss@ml.mlit.go.jp
URL：http://www.gsi.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：矢来博司
所属：地理地殻活動研究センター
電話：029-864-6925

FAX ：029-864-2655
e-mail：yarai-h96rq@mlit.go.jp

地殻変動研究室

図１

東北地方太平洋沖地震発生後のひずみ速度

(a)2011 年 10 月〜2012 年 10 月。(b)2012 年 10 月〜2013 年 10 月。(c)2013 年 10 月〜2014 年 10 月。

図２ ひずみ速度分布の比較

(a)2009 年 1 月〜2011 年 1 月のひずみ速度分布（観測値）
。(b) 過去の内陸大地震の粘弾性緩和による変形のひず
み速度分布（計算値）
。粘性率 2.0 × 1018 Pa・s。緑点線の矩形領域は、それぞれ (1)1828 年越後三条地震、(2)1964
年新潟地震、(3)2004 年新潟県中越地震、(4)2007 年新潟県中越沖地震の断層面。

平成 26 年度年次報告
課題番号：6002
（ １）実施機関名：
国土地理院
（２）研究課題（または観測項目）名：
火山地域のマグマ供給系のモデリング
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
桜島火山噴火

（６）本課題の５か年の到達目標：
火山地域のモデルにシル、ダ イク、テクトニックな変形を取り入れ 、マグマ溜りの膨張・収縮及びマ
グマの移動まで含めた解析を行えるようにし 、開発された手法を用いて特定の火山地域を半自動で解
析・監視できるシステムを構築する。構築されたシステムを適用して、マグマ供給系の時間変化に関
する知見を得る。
（７）本課題の５か年計画の概要：
平成 26 年度においては、伊豆大島、桜島のモデルにシル、ダ イク、テクトニックな変形を取り入れら
れるように解析手法を改良し 、過去のイベントも考慮して、地殻変動の観測結果を適切に説明できる
モデルを構築する。
平成 27 年度においては、平成 26 年度に開発された解析手法の非線形化を行い、マグマ溜りの膨張・
収縮に加えてマグマの移動まで含めた時間変化を推定できるようにし 、この開発された解析手法の妥
当性の評価を行う。
平成 28〜29 年度においては、前年度までに開発された非線形の解析手法を実際のデータに適用して伊
豆大島、桜島のマグマ溜り、シル、ダ イク、テクトニックな変形のモデリングを行う。また開発された
手法を元にモデリング及び結果の可視化を半自動で行えるシステムの構築を行う。
平成 30 年度においては、伊豆大島、桜島以外の火山に対象を広げる。
以上は、国土地理院経費のうち技術研究開発推進費に基づいた計画である。
（８）平成 26 年度の成果の概要：

伊豆大島、桜島のモデルにシル、ダ イク、テクトニックな変形を取り入れられるように時間依存イ
ンバージョンの解析手法の改良を行った。ただし 、モデルの非線形性が強いため、現状では適切な結
果を得るには至っていない。
従来の時間依存インバージョンにより、桜島、伊豆大島の地下のマグマ溜りの体積の時間変化を推
定した。その結果、桜島では 2014 年以降、桜島直下及び錦江湾の地下の想定マグマ溜りにおいて体積
膨張があまり見られないことがわかった（ 図１―図２）。また伊豆大島では、2014 年以降体積膨張が
急速に進行しており、その体積膨張量は 2014 年以降で 500 万 m3 、2004 年以降で 2500 万 m3 に達して
いると推定される（ 図３−図４）
。
御嶽山の噴火前後に ALOS-2/PALSAR-2 が撮像したデータを用いた SAR 干渉解析により地殻変動
を検出し 、力源の推定を行った。解析の結果、火口直下のごく浅部に位置するほぼ垂直のクラックが
開口したことが分かった。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
国土地理院，2014，
「 伊豆大島の茂木ソースの位置と体積変化」，129 回火山噴火予知連絡会伊豆大島
資料，45-46．
国土地理院，2014「
，桜島の茂木ソースの位置と体積変化」，129 回火山噴火予知連絡会桜島資料，39-41．
国土地理院，2014，
「 伊豆大島の茂木ソースの位置と体積変化」，130 回火山噴火予知連絡会伊豆大島
資料，45-46．
国土地理院，2014「
，桜島の茂木ソースの位置と体積変化」，130 回火山噴火予知連絡会桜島資料，43-45．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年度においては、平成 26 年度に開発された解析手法の非線形化を引き続き行い、開発され
た解析手法の妥当性の評価を行う予定。
桜島、伊豆大島において、マグマ溜りの体積の時間変化の推定を引き続き実施する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地理地殻活動研究センター

地殻変動研究室

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター

研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：gsi-eiss@ml.mlit.go.jp
URL：http://www.gsi.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：矢来博司
所属：地理地殻活動研究センター
電話：029-864-6925

FAX ：029-864-2655
e-mail：yarai-h96rq@mlit.go.jp

地殻変動研究室

図１

桜島の GNSS 配点図及びマグマ溜り（ 茂木ソース）の位置

図２

桜島のマグマ溜りの体積膨張・収縮の時間変化

左側は桜島直下のマグマ溜り。右側は錦江湾地下のマグマ溜り。

図３

伊豆大島の GNSS 観測点の配転図及びマグマ溜り（ 茂木ソース）の位置

図４

伊豆大島のマグマ溜りの体積変化

平成 26 年度年次報告
課題番号：6003
（ １）実施機関名：
国土地理院
（２）研究課題（または観測項目）名：
プレート境界面上の滑りと固着の時空間変化の広域的な把握
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

（４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
東北地方太平洋沖地震
南海トラフの巨大地震

（６）本課題の５か年の到達目標：
日本を構成するマイクロプレートの動き、海底地殻変動データを解析に取り入れ 、広域的な地殻変動
データから、日本の主要な領域のプレート間の固着・滑りの推定を行う解析手法を開発し 、プレート
間の固着・滑りの推定結果の精度を高める。開発された手法を用いて、日本のプレート境界の広域的
な固着・滑りの時空間変化を明らかにする。
（７）本課題の５か年計画の概要：
平成 26 年度においては、ブロック断層モデルの形状のモデル化を行い、並行してブロック断層モデ
ルの解析プログラムの開発を行う。また海底地殻変動データの取り入れ手法の開発を行う。
平成 27〜28 年度においては、開発されたプログラムを広域の地殻変動データに適用し 、日本の主要
な領域のプレート境界の滑りの時空間変化について、広域的なモデルを推定を行ない、従来の手法に
比較した精度の向上を確認する。さらに、その解析及び監視を半自動で行えるシステムの構築を行う。
平成 29〜30 年度においては、開発されたシステムを用いて、日本のプレート境界の固着・滑りの現
在までの時空間変化を推定し 、その地震発生の準備過程における意味を考察する。
以上は、国土地理院経費のうち技術研究開発推進費に基づいた計画である。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
時間依存インバージョンのプログラムに、ブロック断層モデルを組み込むための開発を行った。ブ
ロック断層モデルでは、日本地域の沈み込み境界をスプライン曲面、内陸活断層を矩形断層でモデル

化できるようにしている。海底地殻変動に関しては、データ収集を行い、モデリングに取り入れられ
るように時間的に内挿するプログラムの開発を行っている。
また、これらの研究に加えて、房総半島沖、東海地域、豊後水道において非定常的な地殻変動を発
見し 、そのモデル化を行った。
房総半島沖では、2014 年 1 月にスロースリップが 1 週間程かけて発生した。初期には沖合の滑り量
が大きかったが 、時間と共に内陸、南側で滑りが大きくなっている様子が推定された（ 図１）
。
東海地域では、2014 年の初めころから、2000 年〜2005 年間に発生したスロースリップの領域の南側
で、Mw6.6 に達する非地震性のすべりが起きている可能性があることが判明した（図２）
。同じスロー
スリップ領域で、2000〜2005 年間にかけて発生した Mw7.1 程度のスロースリップに加えて、Mw6.6
程度の小さなスロースリップが共存している可能性がある。
豊後水道域では、繰り返しスロースリップが発生してきたが、2014 年に再びスロースリップがプレー
ト境界面で発生し 、Mw6.6 程度のエネルギーが 2015 年１月時点で放出されている（ 図３−図４）
。エ
ネルギーの解放は、現在ではほぼ終息しているように見える。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Ozawa, S.,2014, Shortening of recurrence interval of Boso slow slip events in Japan, Geophys. Res. Lett.,
41, 2762-2768, doi:10.1002/2014GL060072.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
ブロック断層モデルを組み込んだ時間依存インバージョンのプログラムを西南日本等に適用し 、プ
レート境界域の固着状態の時間変化の推定を試みる。海底地殻変動のデータも取り入れる。また、東
北地方太平洋沖地震後の余効変動の影響を見積もる予定。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地理地殻活動研究センター

地殻変動研究室

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター

研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：gsi-eiss@ml.mlit.go.jp
URL：http://www.gsi.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：矢来博司
所属：地理地殻活動研究センター
電話：029-864-6925

FAX ：029-864-2655
e-mail：yarai-h96rq@mlit.go.jp

地殻変動研究室

図１

2014 年の房総スロースリップのすべり過程

図２

東海地方で推定されたフィリピン海プレート上面のすべり分布

赤いコンターが滑り量を表す。青い破線は想定東海地震震源域。黒破線は、プレート境界の等深線。

図３

豊後水道域の非定常変動

黒矢印は観測値、白矢印は計算値を示す。四国西南部で南東方向への変動が見られる。

図４

豊後水道のスロースリップ

プレート境界面上で、最大 4cm 程度の滑りが推定されている。

平成 26 年度年次報告
課題番号：6004
（ １）実施機関名：
国土地理院
（２）研究課題（または観測項目）名：

GNSS を用いた震源メカニズム即時推定技術の開発
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

（ ４）その他関連する建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
東北地方太平洋沖地震
南海トラフの巨大地震

（６）本課題の５か年の到達目標：
大地震の際に被害集中域の早期把握及び津波予測の高度化に資することを目指した、GNSS 解析から
得られるリアルタイム地殻変動データを用いて震源メカニズムを即時に推定する技術を開発する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
大地震の際に GNSS 解析から得られるリアルタイム地殻変動データを用いて地殻変動の原因である
断層の震源メカニズムを即時推定する技術の開発を行う。開発した技術については過去の地震につい
てシミュレーションデータ等を用いて検証を行い、GEONET リアルタイム解析システムへ組み込むた
めの基礎技術とする。
以上は、国土地理院経費のうち技術研究開発推進費に基づいた計画である。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 26 年度においては、GEONET リアルタイム解析から得られるリアルタイム地殻変動データを用
いて、矩形断層モデル、プレート境界面上のすべり分布を即時推定する技術の開発を行った。開発した
技術を 2003 年十勝沖地震時、2011 年東北地方太平洋沖地震時に得られた 1Hz 変位波形と南海トラフ
地震のシミュレーションデータに対して適用し 、地震発生から 3 分以内に 90%を越える高い Variance

Reduction で断層モデル推定が可能であることを確認した。さらに、リアルタイム地殻変動データの精
度を向上させるため、GEONET リアルタイム解析システムの測位安定化にむけた検討を行った。

（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
矢萩智裕, 宮川康平, 川元智司, 大島健一, 山口和典, 村松弘規, 太田雄策, 出町知嗣, 三浦哲, 日野亮太, 齊
田優一, 道家友紀, 2014, GEONET リアルタイム解析システム（ REGARD ）の全国対応, 日本地球
惑星科学連合 2014 年大会予稿集, 53-54.

Kawamoto, S., K. Miyagawa, T. Yahagi, M. Todoriki, T. Nishimura, Y. Ohta, R. Hino, and S. Miura, 2014,
Development and Reliability of Real-Time Fault Model Estimation Routines in the GEONET Real-Time
Processing System, International Symposium on Geodesy for Earthquake and Natural Hazards, 2014.
Yahagi, T., K. Miyagawa, S. Kawamoto, Y. Sato, T. Nishimura, Y. Ohta, T. Demachi, R. Hino, S. Miura,
Y. Saida, and Y. Douke, 2014, ”Launch of a New GEONET Real-Time Analysis System (REGARD)
for Rapid Mw Estimates in Japan”, International Symposium on Geodesy for Earthquake and Natural
Hazards, 2014.
Kawamoto, S., K. Miyagawa, T. Yahagi, M. Todoriki, T. Nishimura, Y. Ohta, R. Hino, and S. Miura, 2014,
Development and assessment of real-time fault model estimation routines in the GEONET real-time
processing system, International Association of Geodesy Symposia (submitted).
Kawamoto, S., H. Munekane, Y. Hatanaka, H. Tsuji, K. Miyagawa, T. Furuya, and Y. Sato, 2014, How GNSS
Earth Observation Network System (GEONET) in Japan Contributes to Geohazards Mitigation, AGU
2014.
佐藤雄大, 宮川康平, 川元智司, 大島健一, 犬飼孝明, 村松弘規，2015, 津波予測支援のための GEONET
リアルタイム解析システムの GNSS 対応等（ 第４年次）, 国土地理院平成 26 年度調査研究年報
（ 印刷中）.
川元智司, 2015, リアルタイム GNSS を用いた即時的地震断層モデル構築手法に関する研究（ 第１年
次）, 国土地理院平成 26 年度調査研究年報（ 印刷中）.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 26 年度までに開発した震源断層モデルを即時推定する技術の安定性向上に向けた開発、検討を
行う。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地理地殻活動研究センター

宇宙測地研究室

他機関との共同研究の有無：有
東北大学、気象庁気象研究所
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター

研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：gsi-eiss@ml.mlit.go.jp
URL：http://www.gsi.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：矢来博司
所属：地理地殻活動研究センター
電話：029-864-6925

FAX ：029-864-2655
e-mail：yarai-h96rq@mlit.go.jp

地殻変動研究室

平成 26 年度年次報告
課題番号：6005
（ １）実施機関名：
国土地理院
（２）研究課題（または観測項目）名：

GNSS 連続観測（ GEONET ）
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
東北地方太平洋沖地震
南海トラフの巨大地震
首都直下地震
桜島火山噴火

（６）本課題の５か年の到達目標：

GEONET による地殻変動連続観測を着実に継続し 、日本列島全域の地殻変動・火山活動のモニタリ
ングシステムの高度化をさらに推進することを目指す。
（７）本課題の５か年計画の概要：
全国において、GNSS 連続観測点を平均 20 キロメートル間隔の配置として維持するとともに 、観
測を継続する。必要に応じて、重点的な観測地域において観測点密度を考慮した観測体制の充実を目
指す。
電子基準点の GNSS 化・最新の ITRF 座標系の実現等に伴い GEONET の解析手法の高度化を図る。
（ 地殻監視課）
国際 GNSS 事業（ IGS ）に参加して国内の IGS 点のデータ提供を継続することにより、GEONET で
衛星の位置情報として用いる IGS 精密暦の精度を確保し 、地殻変動やプレート運動監視の基準となる

ITRF 座標系の構築に貢献する。
（ 衛星測地課）
以上は、国土地理院経費のうち地理空間情報整備・活用等推進費に基づいた計画である。
（８）平成 26 年度の成果の概要：

GEONET による地殻変動連続観測を実施し 、日本列島全域の地殻変動・火山活動のモニタリングを
着実に行った。地震については、東北地方太平洋沖地震後の継続的な余効変動、2014 年 11 月 22 日に
発生した長野県北部の地震（ M6.7 ）に伴う地殻変動を検出した。また、2014 年夏頃から豊後水道周辺

においてプレート間ゆっくり滑り（ スロースリップ ）現象に伴う非定常的な地殻変動を検出した。火山
についても、硫黄島、霧島山、桜島周辺等において火山活動に伴う地殻変動を検出するなど 、防災や地
震発生・火山活動のメカニズムに関する研究等に寄与した。また、これらのモニタリング結果は、速
やかにホームページなどで公表するとともに、地震調査委員会、火山噴火予知連絡会などに報告した。
また、GNSS 連続観測点で故障等により観測に障害が発生した際には、速やかに復旧作業を実施す
ることで観測の継続に努めた。さらに、GEONET の解析手法の高度化を図るため、現在の解析手法の
整理と改良が必要な点についての検討を行った。
（ 地殻監視課）
国際 GNSS 事業（ IGS ）に参加し 、IGS 観測局の運用と IGS データセンターに観測データを提供した。
（ 衛星測地課）
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
電子基準点の GNSS 化・最新の ITRF 座標系の実現等に伴い GEONET の解析手法の高度化を図ると
ともに、観測の継続のため観測機器の更新等を行う。
（ 地殻監視課）
引き続き国際 GNSS 事業（ IGS ）に参加し 、IGS 観測局の運用と IGS データセンターに観測データ
を提供する。
（ 衛星測地課）
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
測地観測センター

地殻監視課、衛星測地課

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター

研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：gsi-eiss@ml.mlit.go.jp
URL：http://www.gsi.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：矢来博司
所属：地理地殻活動研究センター
電話：029-864-6925

FAX ：029-864-2655
e-mail：yarai-h96rq@mlit.go.jp

地殻変動研究室

平成 26 年度年次報告
課題番号：6006
（ １）実施機関名：
国土地理院
（２）研究課題（または観測項目）名：
地形地殻変動観測
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
日本列島全域の地殻活動のモニタリングシステムの高度化に寄与するため、潮位連続観測を継続す
ると共に、観測システムの更新やデータの共有化を進める。
地殻変動連続観測を着実に継続して実施することを通じて、東海地域の地殻活動のモニタリングシス
テムの高度化を更に推進することを目指す。
（ 地殻監視課）
基本測量に関する長期計画の施策を基本に、大規模地震対策特別措置法に基づく「地震防災対策強
化地域」など 、南海トラフ地震、首都直下地震等が想定される地域を対象として、定期的に水準測量
を実施し信頼性のある高精度の地殻上下変動量データを取得する。
火山性の地殻変動を詳細に捉えるため、GNSS 火山変動リモート観測装置（ REGMOS ）及び自動測
距測角装置による連続観測を実施し 、火山活動が活発化した地域においては、水準、GNSS 、重力、地
磁気測量による機動観測を実施し 、火山観測体制の強化を図る。
（ 機動観測課）
航空機 SAR を利用して、活動的な火山における火口等の地形測量を実施し 、形状の情報を蓄積する。
（ 地図情報技術開発室）
（７）本課題の５か年計画の概要：
全国 25 験潮場での潮位連続観測を引き続き実施するとともに、GNSS 連続観測点のデータを用いて
験潮場の地盤上下変動等を補正し 、絶対潮位データを作成することで日本周辺の海面変動トレンド の
定量的な評価を行い、これらの験潮場の観測データをホームページ等で公開していく。また、潮位デー
タの共有化を進め、津波等の発生時における予測や終息等の防災情報の発信への活用を図る。
御前崎及び切山においてひずみ計、水管傾斜計、地震計等の地殻変動連続観測を引き続き実施し 、
地殻変動の監視を行う。得られたデータは、地震予知連絡会、地震防災対策強化地域判定会等の会議
に適宜報告する。
以上は、国土地理院経費のうち地理空間情報整備・活用等推進費および災害情報整備推進費に基づい
た計画である。
（ 地殻監視課）

「地震防災対策強化地域」など 、南海トラフ地震、首都直下地震等が想定される地域の水準路線 2,089
キロメートルを対象に、平成 26 年度においては 1,751 キロメートルの水準測量を実施し 、平成 27 年
度以降においては対象となる水準路線を中心に定常的な観測を実施する。
火山周辺域では、引き続き REGMOS 及び自動測距測角装置による連続観測、GNSS 測量、水準測
量、重力測量等による観測を実施し 、平成 26 年度においては十勝岳（ 水準）、樽前山（ 水準、GNSS ）
において測量を実施する。
以上は、国土地理院経費のうち災害情報整備等推進費に基づいた計画である。
（ 機動観測課）
全国の活動的な火山を航空機 SAR によって観測を実施し 、火口付近の地形を明らかにして、地形
情報をアーカイブする。また、活発な噴火活動によって災害が発生した際には、地形変化を明らかに
する。
平成 26 年度においては、桜島の航空機 SAR による観測を実施し 、地形解析を行う。
（ 地図情報技術開発室）
（８）平成 26 年度の成果の概要：
全国 25 験潮場の潮位連続観測を安定的に実施するため，定期的な保守および監視を実施するととも
に，これらの観測データをホームページで公開した．また，防災情報の発信への活用のため，関係機
関と潮位データの共有化を進めた．
御前崎及び切山においてひずみ計，水管傾斜計，地震計等の地殻変動連続観測を安定的に実施する
ため，定期的な保守および監視を実施するとともに，得られたデータは，地震予知連絡会，地震防災
対策強化地域判定会等の会議に適宜報告した．
なお，これらの成果は計画と一致している．
（ 地殻監視課）
御前崎周辺で年 2 回の繰り返し観測（延べ 200 キロメートルの水準測量）を実施したほか，牡鹿，神
奈川，相模，伊豆，駿河，遠州，中越，紀伊南，紀伊北，室戸地域において水準測量（ 延べ 1446.3 キ
ロメートル）を実施した．また，機動観測は，火山周辺地域 10 か所の GNSS 火山変動リモート観測装
置（ REGMOS ）及び 1 か所の自動測距測角装置による連続観測を実施した．さらに，十勝岳（ GNSS
水準），樽前山（ GNSS，水準）において測量を行った．また，GPS による機動連続観測を 7 か所で実
施するとともに，伊豆半島川奈地域において精密辺長観測を実施した．
（ 機動観測課）
噴火警戒レベル３ (入山規制) である桜島，御嶽山，口永良部島の航空機 SAR 観測を実施した．ま
た，御嶽山では，航空機 SAR で観測した反射強度画像と航空レーザで取得した数値標高モデル，斜め
写真画像と比較を行い，地獄谷周辺にできた噴火口の推定を行った．
（ 地図情報技術開発室）
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
国土地理院，2014，日本全国の地殻変動，地震予知連絡会会報，92，8-23．
国土地理院，2014，東海地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，92，192-221．
（ 地殻監視課）
国土地理院，2014，東北地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，92，66-88．
国土地理院，2014，関東甲信地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，92，117-127．
国土地理院，2014，伊豆地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，92，150-166．
国土地理院，2014，東海地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，92，192-221．
国土地理院，2014，中国・四国地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，92，338-342．
国土地理院，2014，九州・沖縄地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，92，360-363．
（ 機動観測課）

（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
全国 25 験潮場の潮位連続観測を安定的に実施するため，引き続き定期的な保守および監視を実施す
るとともに，これらの観測データをホームページで公開する．また，防災情報の発信への活用のため，
引き続き関係機関と潮位データの共有化を行う．
御前崎及び切山において，引き続きひずみ計，水管傾斜計，地震計等の地殻変動連続観測を安定的
に実施するため，定期的な保守および監視を実施するとともに，得られたデータは，地震予知連絡会，
地震防災対策強化地域判定会等の会議に適宜報告する．
（ 地殻監視課）
水準測量は，御前崎周辺で年 2 回の繰り返し観測（ 延べ 174 キロメートル ）を実施するほか，牡鹿，
千葉，神奈川，相模，伊豆，駿河，遠州，紀伊，室戸，足摺地域で延べ 1499.4 キロメートルを実施す
る．機動観測は，火山周辺地域において GNSS 火山変動リモート観測装置（ REGMOS ）による連続観
測を樽前山，有珠山，北海道駒ケ岳，浅間山，富士山，伊豆大島，伊豆東部火山群，霧島山，硫黄島
地域の 10 か所で，自動測距測角装置による連続観測を伊豆大島で継続実施する．さらに，草津白根山
（ GNSS，水準）及び浅間山（ 水準）において測量を実施する．また，GPS による機動連続観測を，牡
鹿（ 1 か所）及び静岡県中西部（ 6 か所）において継続実施するとともに，伊豆半島川奈地域の 2 か所
において連続観測を新規に開始する．さらに，伊豆半島川奈地域（ 4 辺）において精密辺長観測を実
施する．
（ 機動観測課）
活動的な火山を航空機 SAR によって観測を実施し，反射強度画像を用いた変化部分の把握等の地形
解析を行う．
（ 地図情報技術開発室）
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
測地観測センター

地殻監視課

測地部 機動観測課
基本図情報部

地図情報技術開発室

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター

研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：gsi-eiss@ml.mlit.go.jp
URL：http://www.gsi.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：矢来博司
所属：地理地殻活動研究センター
電話：029-864-6925

FAX ：029-864-2655
e-mail：yarai-h96rq@mlit.go.jp

地殻変動研究室

平成 26 年度年次報告
課題番号：6007
（ １）実施機関名：
国土地理院
（２）研究課題（または観測項目）名：
物理測地観測
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
南海トラフの巨大地震

（６）本課題の５か年の到達目標：
日本重力基準網 2013（ JGSN2013 ）の構築及び公表。
磁気図 2015.0 年値及び 2015.0 年値磁気偏角一覧図の刊行並及び毎年度の磁気データの提供。
（７）本課題の５か年計画の概要：
地震・火山現象の理解とその予測研究に必要な基礎的資料を整備するため、日本列島域を対象とした
絶対重力観測及び地磁気の連続観測を実施するとともに、地殻変動に伴う局所的な重力の変化を詳し
く捉えるため重力測量を実施する。また、南海トラフ巨大地震の想定震源域において、繰り返し絶対
重力観測を実施しその重力変化を把握する。
さらに富士山中腹において、全磁力の連続観測を行う。
以上は、国土地理院経費のうち地理空間情報整備・活用等推進費に基づいた計画である。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 26 年度重力測量については，南海・東南海地域を含む全国で基準重力 3 点の絶対重力観測，一
等重力点等 57 点で相対重力観測を実施し，日本基準重力網の基準となる重力値を得るとともに重力値
の時間的な変化を把握した。
地磁気測量については，鹿野山測地観測所，水沢測地観測所，江刺観測場及び全国 11 点の地磁気連
続観測点で地磁気連続観測を実施した。また，地磁気連続観測点 10 点及び一等磁気点 2 点で地磁気絶
対観測等を実施し，日本全国の地磁気の時間変化及び地理的分布を把握した。さらに，富士山中腹に
おいて，全磁力の連続観測を実施した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
吉田賢司，2014,「日本重力基準網 2013（ JGSN2013 ）」日本地球惑星科学連合 2014 年大会予稿集，
（発
表番号 SGD22-P02 ）.

宮崎隆幸，吉田賢司，宮原伐折羅，2014，
「 日本重力基準網 2013（ JGSN2013) の構築」日本測地学会
第 122 回講演会講演要旨集．
阿部 聡，宮原伐折羅，森下 一，小林勝博，豊福隆史，小山崇夫，小河 勉，2014，
「 富士山全磁力
連続観測データの解析」，日本地球惑星科学連合 2014 年大会予稿集，
（ 発表番号 SEM36-01 ）．

Abe, S., B. Miyahara, T. Koyama, T. Ogawa, 2014, 「 Development of analysis strategy for continuous total
geomagnetic field data around Mt. Fuji 」, AOGS2014, (SE40-D4-PM1-CA-001)．
阿部聡他，2014, 「主成分分析を用いた地磁気全磁力モデルの開発」, 2014 年度 CA 研究会論文集．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
南海・東南海トラフ沿いにおいて絶対重力観測を実施し，日本基準重力網の基準となる重力値を得
るとともに重力値の時間的な変化を把握する。
測地観測所及び全国の地磁気連続観測点で地磁気連続観測を実施し，日本全国の地磁気の時間変化
及び地理的分布を把握する。さらに，富士山中腹において，全磁力の連続観測を実施する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
測地部

物理測地課

他機関との共同研究の有無：有
東京大学地震研究所
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター

研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：gsi-eiss@ml.mlit.go.jp
URL：http://www.gsi.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：矢来博司
所属：地理地殻活動研究センター
電話：029-864-6925

FAX ：029-864-2655
e-mail：yarai-h96rq@mlit.go.jp

地殻変動研究室

平成 26 年度年次報告
課題番号：6008
（ １）実施機関名：
国土地理院
（２）研究課題（または観測項目）名：
宇宙測地技術による地殻変動監視
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備

(6) 国際共同研究・国際協力

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
東北地方太平洋沖地震
桜島火山噴火

（６）本課題の５か年の到達目標：
合成開口レーダーを利用した SAR 干渉解析により、活動的な火山の地殻変動を面的かつ高精度に監
視し 、火山活動や地震によって生じた地殻変動を把握する。また、地震発生の可能性の高い地域にお
いて、地殻変動分布を明らかにする。

GNSS 連続観測により、日本周辺のプレートの広域的な運動及びアジア太平洋地域の地殻変動を把
握する。また、国際 VLBI 事業に参加して国際共同観測を定常的に実施することで、地殻変動やプレー
ト運動監視の基準となる ITRF 座標系の構築等に貢献する。
国連地球規模の地理空間情報管理に関するアジア太平洋地域委員会（ UN-GGIM-AP) の下で実施さ
れる GNSS キャンペーン観測に参加し 、地殻変動監視の基準となるアジア太平洋地域の基準座標系
（ APREF ）の構築に貢献する。また、APREF 構築のために、アジア・オセアニア VLBI グループによ
る測地観測に関する事業に参画し 、その成果を GNSS の結果と統合するための仕組みを構築する。

（７）本課題の５か年計画の概要：
陸域観測技術衛星 2 号（ ALOS-2 ）等を利用し 、干渉 SAR 時系列解析など 最新の SAR 干渉解析手法
により全国の地殻変動を高精度に捉える。活動的な火山地域、地震発生の高いプレート境界沿いやひ
ずみ集中帯の地域において、地殻変動の面的分布を高精度に把握する。地震に伴う災害発生時は、緊
急的な SAR 干渉解析を実施し 、その結果を迅速に提供することにより、災害復旧・復興に資する。
アジア太平洋地域において、次世代の VLBI 仕様に準拠した、アジア・オセアニア VLBI グループ
による測地観測への石岡測地局の参画並びに、同地域における GNSS 連続観測を安定的に実施するこ
とにより、プレートの広域的な運動及びアジア太平洋地域の地殻変動を高精度に把握するために必要
な基準座標系の構築に貢献する。
以上は、国土地理院経費のうち地理空間情報整備・活用等推進費および災害情報整備推進費に基づ
いた計画である。
（８）平成 26 年度の成果の概要：

9 月 27 日に発生した御嶽山噴火の対応として、5 月に打ち上げられた「だいち 2 号」の観測データ
を用いた SAR 干渉解析を行い、噴火口南西部に衛星方向に近づく位相変化を検出した（ 図 1 ）。この
位相変化の原因は、地下の浅い位置を変位源とした地殻変動である可能性が高いことが判明した。ま
た、11 月 22 日に発生した長野県北部を震源とする地震に対して SAR 干渉解析を行い、白馬村を中心
とする東西約 30km 、南北約 30km の地域における地殻変動を検出した（ 図 2 ）
。

VLBI の国内観測を毎月 1 回、国際観測を毎週 1 回程度の割合で実施し 、得られたデータを解析す
ることで日本列島及び周辺地域のプレート運動の速さと方向を求めた（ 図 3 ）
。また、石岡 VLBI 観測
施設において VLBI と GNSS の位置関係を地上測量によって測るコロケーション測量を実施した。
南太平洋地域及び東南アジア地域の GNSS 連続観測点（ 9 点）において GNSS 観測を実施し 、得ら
れた観測データ及び解析結果を Web で公開した（図 4 ）
。また、アジア太平洋地域測地観測プロジェク
ト（ APRGP：Asia-Pacific Regional Geodetic Project) のキャンペーン観測に参加（ GNSS 連続観測点 10
点）した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
若杉貴浩，2014，第 8 回国際 VLBI 事業（ IVS ）総会参加報告，測地学会誌，第 60 巻，35.
福?順洋・田邉正・黒田次郎・栗原忍・川畑亮二・若杉貴浩，2014，Construction of a VGOS station in

Japan（ 日本における VGOS 観測局の建設），8 回国際 VLBI 事業（ IVS ）総会集録，32.
若杉貴浩・川畑亮二，2014，Status Report on the Tsukuba VLBI Station

- Damage to the Substructure of

the Antenna and Its Repair -（つくば VLBI 観測局現状報告−アンテナ基礎部の損傷とその修繕−），
8 回国際 VLBI 事業（ IVS ）総会集録，150.
福?順洋・和田弘人・黒田次郎・栗原忍・川畑亮二・若杉貴浩，2014，Receiving performance of Ishioka

VGOS Antenna（ 石岡 VGOS アンテナの受信性能），IVS NICT Technology Development Center
News，34, 8.
若杉貴浩・川畑亮二，2014，Regular Geodetic VLBI Observation with a Wide-band Recording System（広
帯域記録装置を用いた定常測地 VLBI 観測の実施），IVS NICT Technology Development Center

News，34, 11.
栗原忍，2014，Ishioka: GSI Inaugurates First VGOS Telescope in Asia-Oceania（ 石岡 VGOS 観測施設:
国土地理院がアジア・オセアニアで最初の VGOS アンテナの運用を開始），IVS Newsletter，40, 1.
山田晋也・森下遊・和田弘人・吉川忠男・山中雅之・藤原智・飛田幹男・矢来博司・小林知勝，2015，
だいち 2 号 SAR 干渉解析による御嶽山噴火に伴う地表変位の検出，国土地理院時報，第 127 集，
（ 印刷中）．
森下遊・山田晋也・山中雅之・吉川忠男・和田弘人・矢来博司・中埜貴元・飛田幹男・小林知勝・中島
秀敏・神谷泉，2015，だいち 2 号 SAR 干渉解析により捉えられた平成 26 年（ 2014 年）長野県北

部の地震に伴う地殻変動と地表変形，国土地理院時報，第 127 集，
（ 印刷中）．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
だいち２号の観測データにより日本全国を網羅する SAR 干渉解析を定期的に実施し 、活動的な火山
地域，地震発生の高いプレート境界沿いやひずみ集中帯の地域の地盤変動を効率的に監視する．また，
地震や火山噴火に伴う災害発生時は、緊急的な SAR 干渉解析を実施する．

VLBI は，国際 VLBI 事業（ IVS ）の観測計画に添った観測及びアジア・オセアニア VLBI グループ
による測地観測（ AOV 観測）を実施する．また，石岡局の精度検証及び石岡局とつくば局の並行観測
を行う．
アジア太平洋地域において GNSS 連続観測を実施し，広域的な地殻変動を把握する．また，アジア
太平洋地域測地観測プロジェクトに参加し，地殻変動を高精度に把握するために必要な基準座標系の
構築に貢献する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
測地部

宇宙測地課

地理地殻活動研究センター

地殻変動研究室

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター

研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：gsi-eiss@ml.mlit.go.jp
URL：http://www.gsi.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：矢来博司
所属：地理地殻活動研究センター
電話：029-864-6925

FAX ：029-864-2655
e-mail：yarai-h96rq@mlit.go.jp

地殻変動研究室

図1

SAR 干渉解析で捉えた御嶽山周辺の地殻変動（ 2014 年 8 月 18 日-2014 年 9 月 29 日）

図2

SAR 干渉解析で捉えた長野県北部の地震に伴う地殻変動（ 2014 年 10 月 2 日-2014 年 11 月 27 日）

図3

日本周辺のプレート運動

図4

2014 年（ 1 月 12 月）の変動速度（ 水平）

平成 26 年度年次報告
課題番号：6009
（ １）実施機関名：
国土地理院
（２）研究課題（または観測項目）名：
火山基本図・火山土地条件図整備
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ウ. 地質データ等の収集と整理

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
火山防災のために監視・観測体制の充実等の必要がある 47 火山について火山基本図及び火山土地条
件図を作成するとともに、それらの数値データ化を進める。
（７）本課題の５か年計画の概要：
本課題は、国土地理院経費のうち災害情報整備推進費により火山防災地形データとして整備・提供
するものである。
平成 26 年度においては、
「秋田駒ヶ岳」の火山土地条件調査を実施する。
平成 27〜30 年においては、毎年度、1 火山を対象に火山土地条件調査を実施し 、火山土地条件図数
値データを整備・提供予定。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 25 年度に調査を実施した火山土地条件図「新潟焼山」の数値データの整備及び「秋田駒ヶ岳」の
火山土地条件調査を実施した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

1:25,000 火山土地条件図「新潟焼山」解説書
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
火山土地条件図「秋田駒ヶ岳」の数値データの整備及び「秋田焼山」の火山土地条件調査を実施予定。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：

応用地理部

防災地理課

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター

研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：gsi-eiss@ml.mlit.go.jp
URL：http://www.gsi.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：矢来博司
所属：地理地殻活動研究センター
電話：029-864-6925

FAX ：029-864-2655
e-mail：yarai-h96rq@mlit.go.jp

地殻変動研究室

平成 26 年度年次報告
課題番号：6010
（ １）実施機関名：
国土地理院
（２）研究課題（または観測項目）名：
都市圏活断層図整備
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ウ. 地質データ等の収集と整理

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
都市周辺の主要な活断層について、位置・地形等のデータベースの充実を図る。
（７）本課題の５か年計画の概要：
本課題は、国土地理院経費のうち災害情報整備推進費により主要な活断層について、断層の詳細な
位置、関連する地形の分布等の情報を整備・提供するものである。
平成 26 年度においては、砺波平野断層帯、三峠・京都西山断層帯、山崎断層帯、雲仙断層群、人吉
盆地南縁断層帯、５断層帯を 1:25,000 都市圏活断層図として整備。
平成 27〜30 年においては、毎年度、3 断層帯を調査する予定。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 25 年度に調査を実施した、六甲・淡路島断層帯とその周辺「洲本」
「由良」
「鳴門海峡」、警固断
層帯とその周辺「福岡（ 改訂版）」
「甘木) 」
「脊振山) 」、三峠・京都西山断層帯とその周辺「園部」7 面
の都市圏活断層図を整備・公開及び砺波平野断層帯、三峠・京都西山断層帯、山崎断層帯、雲仙断層
群、人吉盆地南縁断層帯の調査を実施した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
岡田篤正・熊原康博，2014，1:25,000 都市圏活断層図 六甲・淡路島断層帯とその周辺「洲本」
「由良」
「鳴門海峡」解説書，国土地理院技術資料 D1 − No.722，30p．
千田 昇・堤 浩之・後藤秀昭，2014，1:25,000 都市圏活断層図 警固断層帯とその周辺「福岡（ 改訂
版）」
「甘木」
「脊振山」解説書，国土地理院技術資料 D1 − No.723，26p．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：

平成 26 年度に調査を実施した、砺波平野断層帯、三峠・京都西山断層帯、山崎断層帯、雲仙断層群、人
吉盆地南縁断層帯の都市圏活断層図を整備・公開及び菊川断層帯、山崎断層帯ほかの調査を実施予定。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
応用地理部

防災地理課

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター
電話：029-864-5954

e-mail：gsi-eiss@ml.mlit.go.jp
URL：http://www.gsi.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：矢来博司
所属：地理地殻活動研究センター
電話：029-864-6925

FAX ：029-864-2655
e-mail：yarai-h96rq@mlit.go.jp

地殻変動研究室

平成 26 年度年次報告
課題番号：6011
（ １）実施機関名：
国土地理院
（２）研究課題（または観測項目）名：
地殻活動データベース整備・更新
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

（ ４）その他関連する建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：

GNSS データクリアリングハウスに登録されている GNSS 連続観測局の所在変更が生じた場合、あ
るいは、GNSS 連続観測局が追加された場合には、データベースを随時更新する。さらに、現在公開
している国土地理院と海上保安庁以外の機関が管理する GNSS 連続観測データの所在情報についても
整備を進める。
地殻活動総合解析システムの維持及びデータベースの更新を行う。水準測量、GNSS(GEONET) 、潮
位観測データにおいては、年度毎に観測結果を追加するとともに、これらの原データの管理部署で進
められているエラーデータの排除や観測の再解析結果を反映し 、データベースを最新の状態に保つ。
（７）本課題の５か年計画の概要：
平成 26〜30 年度において、メタデータの更新を適宜実施するとともに、対象を他機関の GPS 連続
観測点にも広げることにより、より一層の環境整備を進める。
以上は、国土地理院経費のうち地理空間情報整備・活用等推進費に基づいた計画である。
（ 衛星測地課）
平成 26〜30 年度において、上記の到達目標を実現するため、各年度ごとにシステムの維持及びデー
タベースの更新を行う。また、システムのユーザーインターフェース改良等を平行して実施する。外
部公開用の CD-R 媒体を作成し 、希望者に配布する。
以上は、国土地理院経費のうち災害情報整備推進費に基づいた計画である。
（ 地殻変動研究室）
（８）平成 26 年度の成果の概要：

国土地理院および海上保安庁が公開する GPS 連続観測データに関する所在情報を整備し 、これを国
土地理院のホームページから公開した。
（ http://datahouse1.gsi.go.jp/ ）
（ 衛星測地課）
平成 26 年度に行われた地殻変動の観測結果（ GNSS 、水準、験潮）を地殻活動総合解析システム
のデータベースに追加した．また、システムの操作性の向上を図るため、操作の煩雑な箇所の改良を
行った。
（ 地殻変動研究室）
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
所在情報検索システムの利便性を向上させるため、同システムの改修を行う。
（ 衛星測地課）
地殻活動総合解析システムの維持及びデータベースの更新を引き続き行う。また、システムのユー
ザーインターフェース改良等を平行して実施する。
（ 地殻変動研究室）
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
測地観測センター

衛星測地課

地理地殻活動研究センター

地殻変動研究室

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター

研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：gsi-eiss@ml.mlit.go.jp
URL：http://www.gsi.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：矢来博司
所属：地理地殻活動研究センター
電話：029-864-6925

FAX ：029-864-2655
e-mail：yarai-h96rq@mlit.go.jp

地殻変動研究室

平成 26 年度年次報告
課題番号：6012
（ １）実施機関名：
国土地理院
（２）研究課題（または観測項目）名：

GNSS 観測・解析技術の高度化
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
東北地方太平洋沖地震
南海トラフの巨大地震
首都直下地震
桜島火山噴火

（６）本課題の５か年の到達目標：
・電子基準点観測データの誤差特性を総合的に分析する手法を開発する。
・GNSS 解析技術を高度化した上で、過去の地震や火山活動に関して高時間分解能の地殻変動情報を
抽出する技術を開発する。
・リアルタイム GNSS 解析の安定化、高精度化を図る技術を開発する。
（ 宇宙測地研究室）
・GEONET リアルタイム解析システムについて、全国の電子基準点を対象として安定した運用ができ
るようシステムの構築を行う。
（ 地殻監視課）

（７）本課題の５か年計画の概要：
・平成 26 年度において、電子基準点観測データの誤差特性を分析する技術の開発を行う。
・平成 26 年度〜28 年度において、GNSS 解析技術を高度化した上で過去の地震や火山活動に関して高
時間分解能の地殻変動情報を抽出する技術を開発する。
・平成 26 年度〜29 年度においてリアルタイム GNSS 解析の技術を安定化、高精度化を図る技術を開
発する。
（ 宇宙測地研究室）
以上は、国土地理院経費のうち技術研究開発推進費に基づいた計画である。
・電子基準点の GNSS 化に伴う解析システムの改良を行うことで、より安定した測位結果の取得を図
る。さらに、大規模地震発生時等に解析結果を迅速かつ確実に提供できるよう、システムの冗長化及
び必要な改良を実施する。
（ 地殻監視課）
以上は、国土地理院地経費のうち理空間情報整備・活用等推進費に基づいた計画である。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
・電子基準点観測データの誤差特性を分析し 、GEONET 定常解析で計算される電子基準点の座標時系
列の誤差の有無を判断を支援する電子基準点誤差分析システムを構築した。
・電子基準点固有の誤差をモデル化し 、位相残差マップとして整備した。また、それを用いて GNSS
観測データを補正するツールを開発した。なお、これらの成果は計画と一致している。

(宇宙測地研究室）
・GEONET リアルタイム解析システムについて、対象地域を全国に拡張すると共に、サーバ冗長化等
によりシステムの堅牢性を高めた。また、試験的にマルチ GNSS 測位、PPP 測位の導入を開始した。
なお、この成果は計画と一致している。
（ 地殻監視課）
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

H. Munekane, J. Oikawa, and T. Kobayashi (2014): The very-long-period seismic signals at Miyake-jima
volcano during the caldera formation revisited: insights from GPS observations, paper presented at
GENAH2014.
Kawamoto, S., H. Munekane, Y. Hatanaka, H. Tsuji, K. Miyagawa, T. Furuya, and Y. Sato(2014): How
GNSS Earth Observation Network System (GEONET) in Japan Contributes to Geohazards Mitigation,
paper presented at AGU Fall meeting.
矢萩智裕, 宮川康平, 川元智司, 大島健一, 山口和典, 村松弘規, 太田雄策, 出町知嗣, 三浦哲, 日野亮太, 齊
田優一, 道家友紀, 2014, GEONET リアルタイム解析システム (REGARD) の全国対応, 日本地球惑
星科学連合 2014 年大会予稿集, 53-54.

Yahagi, T., K. Miyagawa, S. Kawamoto, Y. Sato, T. Nishimura, Y. Ohta, T. Demachi, R. Hino, S. Miura, Y.
Saida, and Y. Douke (2014):Launch of a New GEONET Real-Time Analysis System (REGARD) for
Rapid Mw Estimates in Japan, paper presented at GENAH2014.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
・リアルタイム地殻変動把握のための精密単独測位法によるリアルタイム GNSS 解析装置のプロトタ
イプ開発に向け、要素技術の開発を行う。
・平成 26 年度に整備した位相残差マップをリアルタイム測位に適用し補正する技術の開発を行う。ま
た、リアルタイム解析から得られた地殻変動データから共通の誤差を取り除く手法の開発、検討を行う。
（ 宇宙測地研究室）

・平成 26 年度までに開発した GEONET リアルタイム解析システムの安定性向上に向けた開発、検討
を行う。
（ 地殻監視課）
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地理地殻活動研究センター

宇宙測地研究室

測地観測センター

地殻監視課

他機関との共同研究の有無：有
東北大学、気象庁気象研究所
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター

研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：gsi-eiss@ml.mlit.go.jp
URL：http://www.gsi.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：矢来博司
所属：地理地殻活動研究センター
電話：029-864-6925

FAX ：029-864-2655
e-mail：yarai-h96rq@mlit.go.jp

地殻変動研究室

平成 26 年度年次報告
課題番号：6013
（ １）実施機関名：
国土地理院
（２）研究課題（または観測項目）名：

SAR 観測・解析技術の高度化
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
・
「だいち２号」等による衛星 SAR データを用いた地殻変動観測・解析技術の高度化を目指し 、干渉

SAR 時系列解析に関する技術の開発・改良を進める。
・GNSS データを利用して SAR 干渉画像内に含まれる、電離圏の影響による誤差を低減する手法の開
発を行う．
（７）本課題の５か年計画の概要：
・平成 26 年度〜30 年度において，干渉 SAR 時系列解析における主要な誤差要因である植生、大気、
電離層の影響を、地表の散乱特性の時空間的共通性、数値気象モデル、電離層モデル等を用いて低減
する技術の開発・改良を行い、微小な規模で進行する地殻変動の計測精度向上を図る。
（ 地殻変動研究室）
・平成 26 年度〜27 年度において，電子基準点の観測データを利用して SAR 干渉画像内に含まれる、
電離圏の影響による誤差を低減する手法を開発する．
（ 宇宙測地研究室）
以上は、国土地理院経費のうち技術研究開発推進費に基づいた計画である。

（８）平成 26 年度の成果の概要：
数値気象モデルを用いて大気起因の誤差を低減する技術を干渉 SAR 時系列解析に組み込んだ．単一
の SAR 画像から計測精度の高い点（ PS 点）を抽出するための技術開発を行い，干渉 SAR 時系列解析
に実装した．
（ 地殻変動研究室）

SAR 干渉画像内に含まれる電離圏の影響による誤差を低減する手法の開発において、まず、GPS
データから薄層モデルを仮定して推定される TEC 分布を内挿処理することにより、干渉 SAR の誤差
シミュレーション画像を作成し 、SAR 干渉画像と比較した。その結果、SAR 衛星方向に十分近い GPS
衛星がある場合には、最も近い GPS 衛星のデータのみを用いることで、SAR 干渉画像と整合的な結果
が得られ、これを補正に利用することが有効である可能性を示した。一方、SAR 衛星方向に十分近い

GPS 衛星がない場合には、薄層モデルを仮定して推定された TEC 分布では SAR 衛星方向の遅延分布
を十分に再現することができず、電離層擾乱の鉛直構造を考慮したモデルが必要であることを明らか
にした。
（ 宇宙測地研究室）
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
干渉 SAR 時系列解析における山間部の計測点密度をさらに向上させるため，PS 点以外の点（ Dis-

tributed Scatterer: DS 点）からも計測精度の高い点を抽出するための解析技術の開発を行う．
（ 地殻変動研究室）
・電子基準点の観測データを利用して SAR 干渉画像内に含まれる、電離圏の影響による誤差を低減す
る手法の開発
（ 宇宙測地研究室）
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地理地殻活動研究センター

地殻変動研究室、宇宙測地研究室

他機関との共同研究の有無：有
宇宙航空研究開発機構（ JAXA ）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地理地殻活動研究センター

研究管理課

電話：029-864-5954

e-mail：gsi-eiss@ml.mlit.go.jp
URL：http://www.gsi.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：矢来博司
所属：地理地殻活動研究センター
電話：029-864-6925

FAX ：029-864-2655
e-mail：yarai-h96rq@mlit.go.jp

地殻変動研究室

平成 26 年度年次報告
課題番号：7001
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
火山現象に関する基礎データの蓄積と活用
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
ア. 史料の収集とデータベース化

（ ４）その他関連する建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

(4) 研究者，技術者，防災業務・防災対応に携わる人材の育成

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
桜島火山噴火

（６）本課題の５か年の到達目標：
全国の活火山について，大学や防災科学技術研究所等関係機関の協力の下，火山噴火予知連絡会で
中長期的な火山監視体制の強化が必要とされた 47 火山については常時観測データの収集を行い，それ
以外の火山については現地調査等必要に応じて観測データを収集して，火山現象のデータベースとし
てその蓄積を図る．
これらの成果は，噴火警報等の防災情報の発表や火山活動解説資料の作成に利用するとともに，地
震火山月報（ カタログ編）や火山年報で取りまとめて公表する．これにより，火山噴火，前兆現象の
国際的データファイルの更新にも寄与する．
（７）本課題の５か年計画の概要：
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 火山について，全国４か所の火
山監視・情報センターにおいて，地震計，空振計，GNSS 等の観測データを常時収集し，解析を行い，
蓄積する．
全国の火山について，地震観測，GNSS 繰り返し観測，熱観測等の調査的な機動観測により得られ
た観測データを解析し，蓄積する．
火山活動に異常が観測された場合には，緊急観測により収集した火山活動の詳細なデータを解析し，
蓄積する．
これらのデータの蓄積にあたって，今後の活火山総覧の改訂に活用できるようにデータベース化する．

各種監視・観測で得られた成果は，噴火警報等の防災情報，火山活動解説資料等の防災目的の資料
等に利用する他，地震火山月報（ カタログ編）や火山年報等により HP により公表する．また，火山
活動の概況を英文でとりまとめて HP により公表する．
（８）平成 26 年度の成果の概要：
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 火山について，全国４か所の火
山監視・情報センターにおいて，地震計，空振計，GNSS 等の観測データを常時収集し，解析を行い，
蓄積した．
全国の火山について，地震観測，GNSS 繰り返し観測，熱観測等の調査的な機動観測により得られ
た観測データを解析し，蓄積した．
平成 26 年度に噴火が発生した口永良部島や御嶽山のほか火山活動の高まりがみられた十勝岳，吾妻
山，草津白根山，霧島山（えびの高原周辺（硫黄山））において，緊急観測により収集した火山活動の
詳細なデータを解析し，蓄積した．
これらのデータの蓄積にあたって，今後の活火山総覧の改訂に活用できるようにデータベース化した．
各種監視・観測で得られた成果は，噴火警報等の防災情報，火山活動解説資料等の防災目的の資料
等に利用する他，地震火山月報（ カタログ編）や火山年報等により HP により公表した．また，火山
活動の概況を英文でとりまとめて HP により公表した．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
地震火山月報（ 防災編）2014 年 3 月号〜2015 年 2 月号（ 予定含む）
地震火山月報（ カタログ編）2013 年 11 月号〜2014 年１月号（ 予定含む）
年間の日本の主な火山活動（ 2014 年）

Monthly Volcanic Activity Report（ 2014 年２月号〜12 月号）
（ 予定含む）
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
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 火山について，全国４か所の火
山監視・情報センターにおいて，地震計，空振計，GNSS 等の観測データを常時収集し，解析を行い，
蓄積する．
全国の火山について，地震観測，GNSS 繰り返し観測，熱観測等の調査的な機動観測により得られ
た観測データを解析し，蓄積する．
火山活動に異常が観測された場合には，緊急観測により収集した火山活動の詳細なデータを解析し，
蓄積する．
これらのデータの蓄積にあたって，今後の活火山総覧の改訂に活用できるようにデータベース化する．
各種監視・観測で得られた成果は，噴火警報等の防災情報，火山活動解説資料等の防災目的の資料
等に利用する他，火山月報（ カタログ編）や火山年報等により HP により公表する．また，火山活動
の概況を英文でとりまとめて HP により公表する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地震火山部・札幌管区気象台・仙台管区気象台・福岡管区気象台火山監視・情報センター
他機関との共同研究の有無：有
（ 監視に関するデータ提供機関）
大学，防災科学研究所等の研究機関，自治体，地方整備局等の火山観測実施機関
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課

地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341(内線：4514)

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp
URL：http://www.jma.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：中村 政道
所属：気象庁地震火山部火山課火山監視・情報センター
電話：03-3212-8341（ 内線：4534 ）

FAX ：03-3212-3648
e-mail：masa.nakamura@met.kishou.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：7002
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
自己浮上式海底地震計観測による宮城県沖の地震活動
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

（４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
東北地方太平洋沖地震

（６）本課題の５か年の到達目標：
想定宮城県沖地震の震源域及びその周辺において自己浮上式海底地震計による地震観測を行い，そ
の海域で発生している地震活動を詳細に把握するとともに，精度の高い震源分布を求める．また，震
源決定手法の改良・高度化も行う．
（７）本課題の５か年計画の概要：
宮城県沖において４か月（ ２か月２回）程度の自己浮上式海底地震計による地震観測を実施し，地
震データを蓄積するとともに，検測・解析処理を行う．
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 26 年度は，5 月，9 月の 2 回の観測航海により，39 点の海底地震計について設置，回収作業を
行った．
仙台管区気象台では，共同研究機関の東北大学の協力を得，2010 年，2011 年，2012 年，2013 年の
データ解析，一元化震源との比較を行い，海底地震計のデータを含めた震源再計算結果を地震月報（カ
タログ編）に掲載する予定である．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
なし
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：

27 年度も引き続き，宮城県沖での自己浮上式海底地震計による地震観測を実施する予定である．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁
他機関との共同研究の有無：有

東北大学
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課

地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（ 内線：4514 ）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp
URL：http://www.jma.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：吉田 康宏
所属：気象庁地震火山部管理課
電話：03-3212-8341（ 内線：4581 ）

FAX ：03-3212-2857
e-mail：yyoshida@met.kishou.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：7003
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
地殻変動観測による火山活動評価・予測の高度化に関する研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山

（ ４）その他関連する建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ウ. 内陸地震と火山噴火

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(5) 地震・火山噴火の災害軽減のための情報の高度化
4. 研究を推進するための体制の整備
(1) 推進体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
地殻変動データが得られる活動的な火山において、火山活動の異常検出のために地殻変動観測デー
タ等のモニタリング手法を高度化するとともに、地殻変動源のモデル化とシミュレーションによりマ
グマ蓄積・挙動の推定手法を高度化する。
噴火に至る多様な地震活動や地殻変動などについて過去事例の整理・解析を通して、事例の少ない
火山も含め火山活動の推移の想定を行う。
（７）本課題の５か年計画の概要：
伊豆大島等の活動的火山における GPS 、光波測距、傾斜、ひずみ、重力等の各種地殻変動データや
地震活動データ、および合成開口レーダー（ SAR ）データの取得・収集を行い、火山における長期的
および短期的な地殻変動の捕捉、解析を行う。また、観測データのＳＮ比の向上などによる異常検出
手法の高度化や、高品位なひずみや傾斜、光波測距、GPS などの観測データを活用した火山活動のリ
アルタイム・モニタリング手法の高度化を行う。

マグマがどこに存在するか、マグマは周辺にどのような力学的影響を及ぼすかをより正確に把握で
きるように、力学的な地殻変動源モデルの設定・改良やマグマによる地殻変動・応力場のシミュレー
ションを通して、地殻変動によるマグマ蓄積状態の時間空間的な推定手法や地震活動、地殻変動によ
るマグマの挙動の推定手法の高度化を図る。
マグマの移動・上昇など 噴火に伴う活動様式は多様であることから、複数の代表的な活動ケースに
ついて、マグマの移動・上昇に伴う地震活動と地殻変動の多様性・共通性を過去事例等で整理・解析
する。また、その結果に基づいて、マグマの状況や火道の形態等から噴火に至る地震活動や地殻変動
の推移を想定し 、確率的な噴火シナリオの作成に貢献する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
●御嶽山噴火への対応

2014 年 9 月 27 日に発生した御嶽山噴火に際して緊急の対応を行い、気象庁火山総合観測点データ
等の収集を行うとともに、地殻変動や火山性微動・地震について種々の解析を行った。
御嶽山の傾斜計、広帯域地震計のデータの解析では、噴火に伴って火口直下浅部で最大 38 万 m3 の
体積膨張があったことを推定した。
御嶽山の田の原傾斜計データについて、タンクモデルを用いた降水補正を積雪及び融雪の影響が小
さい 6 月〜10 月に対して行うことで中長期的な変化を調査し 、噴火の半月ほど 前からやや活発化した
山頂直下の地震活動と同期して、傾斜の東西成分に山上がりの変化があったことを確認した。

ALOS-2/ PALSAR-2 のデータで SAR 差分干渉解析を実施し 、噴火前後の干渉解析から、噴火に伴
うとみられる地殻変動を検出した。
御嶽山では噴火開始の 11 分ほど 前から火山性微動が観測されたことから、噴火を挟む 25 分間につ
いて御嶽山の山腹および山麓の 5 つの地震観測点における火山性微動の振幅分布からその震源を推定
した。その結果から、火山性微動の震央は火山性地震の震源域と一致していると見られる。また、噴
火 7 分前から噴火時にかけて火山性微動の震源が深くなる方向に移動していることがわかった。2008
年の雌阿寒岳の噴火の火山性微動でも震源の移動が検出されており、火山性微動の震源移動検出が火
山活動モニタリングに重要である可能性がある。
御嶽山噴火に先行した地震活動について、イベントタイプ（ A 型地震、BH 型地震、BL 型地震）の
再検討をスペクトル特性に基づいて行った。また、脈動等の震動特性の調査解析を行い、御嶽山付近
でも海洋の波浪の影響が見られることを明らかにした。
●火山活動モニタリング手法の高度化およびマグマ活動の推定
伊豆大島など活動的火山における地殻変動データの取得・収集を通して火山活動モニタリング手法
の開発・改良に取り組むとともに、データの解析によって地下のマグマの蓄積などを明らかにした。
伊豆大島において GPS 、光波測距による地殻変動観測を引き続き行った。光波測距観測については、
気象数値予報のための解析値（ GPV ）を用いた気象補正なども含めた処理の自動化を図り、監視業務
にも利用可能なシステムに高度化した。
伊豆大島南西部に 2013 年 2 月に設置したボアホール型多成分ひずみ計で観測を行い、ひずみデータ
の蓄積を進めるとともに、観測データの特性把握のために潮汐や気圧変化への応答を調査した。また、
遠地地震時の長周期地震動を用いた校正を行うために、地震の CMT 解から観測点における理論ひず
み波形を計算し比較を行った。
微小な重力変化の議論に不可欠な重力計のスケールファクターについて、その時間変化も含めた検
討・整理を行い、重力計個体差による見かけの重力変化の軽減を図った。その上で、2004 年から実施
している伊豆大島の精密重力測定による重力変化の検討を行ったところ、海岸沿いと北山腹（ カルデ
ラ北縁）において 100 μ gal に達する時間変化が認められた。この変化は、GNSS 等の観測から推定さ
れる変動源モデルや潮位の経年変化では、振幅、位相ともに全く合わず説明できない。熱水流動シミュ
レータによる予察的な計算によれば 、この重力変化は天水の浸透に伴って生じている可能性がある。

浅間山では GPS 繰返し観測を実施し 、2012 年から観測されていた火口付近の局所的収縮が見られ
なくなったことがわかった。
伊豆大島の 2010 年膨張期に光波測距（ EDM ）観測網の 23 測線で得られた斜距離データを用い、圧
力源推定のモニタリングの可能性について検討した結果、時間分解能は GNSS よりも高い場合があり

EDM 観測網のみで圧力源の時間変化をモニタリングできる可能性があることを示した。
伊豆大島の GPS 観測データについて、周期 1 年ほどの短周期の変動と長周期の変動に分離した解析
を行い、短周期の変動と長周期の変動では詳細に見ると変動源の位置が異なることがわかった。また、

2013 年 7 月以降、伊豆大島全体の膨張が継続しており、地下のマグマの蓄積量は 1 年程度の間に 100
万 m3 以上増加したことが推定された。
伊豆大島では、7 月下旬に島北部で地震活動が活発化し有感地震も発生した。北部を中心に詳しい

GPS データの解析を行ったところ、GPS の基線長データに最大地震に伴うとみられる地殻変動と、そ
の後の島全体の膨張が加速するような地殻変動が検出された。
地殻変動源を精密に推定するためには火山直下の地下構造をより正確に把握する必要があるため地
震波速度構造解析を行っおり、霧島山周辺について地震波を用いた地震波干渉法により地震波伝播を
抽出し走時異常を測定した結果、構造を反映するとみられる速度異常のパターンを捉えた。

ALOS データを用いた干渉 SAR 時系列解析を、十勝岳、吾妻山、伊豆大島、三宅島、薩摩硫黄島、
北方四島の 11 の活火山、アフリカのニヤムラギラ火山周辺、フィリピンのマヨン火山周辺で実施し
た。十勝岳、吾妻山、伊豆大島、三宅島、薩摩硫黄島などでは 、火山活動に伴う地殻変動について、

GNSS 観測結果と調和的な結果が得られた。ニヤムラギラ火山では、2010 年 1 月噴火の約 1 年前から
山頂付近においてマグマ貫入を示す地殻変動があったことが分かった。マヨン火山では、2006 年 7 か
ら 10 月にかけて発生した噴火に伴う溶岩流について、冷却自重沈降と考えられる衛星視線方向に伸張
（ 地殻変動としては沈降）の変化を検出した。
新たに打ち上げられた ALOS-2/ PALSAR-2 のデータ解析環境を整備し 、御嶽山、霧島山、草津白根
山、アイスランド のバルダルブンガ火山で SAR 差分干渉解析を実施した。

2014 年 8 月に噴火した口永良部島では、詳細な地形観測が噴火後困難であったが、噴火前の ALOS/PALSAR
データと噴火後の ALOS-2/PALSAR-2 データ（ただし校正期間中）の SAR 強度画像の比較を行うこと
で、噴火に伴う火口周辺の地形変化を明らかにした。

SAR による地殻変動観測データの数値気象モデルを用いた補正手法について、新しいモデルへの対
応を検討するなど 、改良に着手した。
マヨン火山で実施している GPS 観測データを解析し 、2009 年噴火に伴い山頂直下の海抜 8.5km 付
近で 1300 万 m3 の体積収縮があったことがわかった。
気象庁が草津白根山で実施した GPS 繰返し観測のデータを解析し 、2013〜2014 年に湯釜の火口直
下 500m で 2.2 万 m3 の体積膨張があったことがわかった。
●火山活動の推移想定に関する研究
噴火もし くは火山活動が活発化した火山の近年の火山観測データの整理と再検討を行った。
御嶽山噴火に伴う地殻変動データを再検討し 、水蒸気噴火に関わる前駆的地殻変動の検出に向けた
予備的な調査を行った。
活動が高まり水蒸気噴火が懸念されている草津白根山において、地殻変動の異常事例の収集のため
に東京工業大学と共同で光波測距観測を開始した。
過去の噴火事例の長期的な傾向を整理するために、1 万 2000 年前以降の全世界の火山噴火イベント
約 1 万件の発生時刻と噴火規模を一つのデータファイルとし 、地震活動解析ツールで扱えるようにし
た。これにより複数の火山活動や地震活動を同時に時空間的に様々な角度からの表示が可能となり、火
山活動評価の基礎資料としての活用が期待できる。
今年度、噴火もしくは火山活動が活発化した御嶽山、口永良部島及び蔵王山について、噴火シナリ
オの改善・作成のために噴煙高度、火山性微動、火山性地震、GNSS や傾斜計などによる地殻変動等、

近年の火山観測データを収集整理して再検討を行った。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Takagi, A., K. Fujiwara, T. Ohkura, A. C. Luis, Jr., A. V. Baloloy, S. Ando, E. Laguerta, and Ma. A. V.
Bornas, 2015, Ground deformation of Mayon Volcano revealed by GPS Campaign Survey, Journal of
Disaster Research, 10, 106-112.
気象研究所・気象庁, 2014, 伊豆大島の地殻変動, 火山噴火予知連絡会会報,118（ 印刷準備中）.
気象研究所, 2015, 高周波地震動の振幅分布から推定した御嶽山噴火前後の火山性微動の振動源, 火山
噴火予知連絡会会報, 119（ 印刷準備中）.
気象研究所・気象庁, 2015, 2014 年御嶽山噴火前後の傾斜変動と浅部圧力源, 火山噴火予知連絡会会
報,119（ 印刷準備中）.
気象研究所, 2015, ALOS/PALSAR 及び ALOS-2/PALSAR-2 データを使った SAR 干渉解析による御嶽
山周辺の地殻変動, 火山噴火予知連絡会会報,119（ 印刷準備中）.
気象研究所・気象庁, 2015, 伊豆大島の地殻変動, 火山噴火予知連絡会会報,119（ 印刷準備中）.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
●火山活動モニタリング手法の高度化およびマグマ活動の推定
・伊豆大島において GPS 、光波測距、多成分ひずみ、重力の稠密地殻変動観測を行う。浅間山等にお
いて GPS 観測等を行う。水蒸気噴火のポテンシャルが高い火山として、草津白根山で光波測距の観測
を行う。
・伊豆大島をはじめとする火山を対象として、気象庁総合観測点データの収集を行い、GPS 、傾斜デー
タなど 地殻変動のデータの解析を行う。
・伊豆大島の地殻変動データの解析において、圧力源推定の精度・時間分解能の向上を図るとともに、
地下のマグマの状態・挙動の推定を行う。
・SAR のデータによる地殻変動解析を行う。また、SAR 等電磁波を用いた地殻変動観測データについ
て数値気象モデルを用いた補正手法の改良を進める。
・地殻変動が観測された活動的火山について地下の圧力源モデルを推定する。
・活発な活動を続けている西之島周辺に海底地震計を設置し 、地震活動を調査する。
●火山活動の推移想定に関する研究
・地殻変動、地震活動、表面現象異常事例についての内外火山についての事例を収集する。また、地
殻変動や地震活動等の比較検討を行う。
・現噴火シナリオについて、火山の様々な要素を検討し課題整理を行う。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象研究所火山研究部
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象研究所企画室
電話：029-853-8536

e-mail：ngmn11ts@mri-jma.go.jp
URL：http://www.mri-jma.go.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：山本

哲也

所属：気象研究所火山研究部第 1 研究室

電話：029-853-8688

FAX ：029-851-3730
e-mail：tyamamot@mri-jma.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：7004
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
火山活動に伴う地殻変動の把握及び評価
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山

（ ４）その他関連する建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(4) 研究者，技術者，防災業務・防災対応に携わる人材の育成

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
桜島火山噴火

（６）本課題の５か年の到達目標：
火山活動監視・評価の高度化に資するため，全国の火山の地殻変動観測およびデータについて，監
視項目の評価と適正化の検討、地殻変動検出のためのノイズ低減に向けた検討を進めるとともに，地
殻変動検出時の変動源推定等の解析と結果の噴火予知連絡会等への報告を行う．これらを進めるにあ
たり，データ解析技術や活動評価等について職員の能力向上に配慮する．
（７）本課題の５か年計画の概要：
気象庁では常時監視火山をはじめとする活火山において傾斜計や GNSS 等の地殻変動観測装置を整
備しデータを取得するとともに，関係協力機関から提供を受けたデータを用いて全国の火山活動の監
視を行っている．これら監視データにより地殻変動の検出を試みるとともに，活動の活発化に伴い地
殻変動が検出された際には，これらのデータを使用し，適宜，変動源推定等の解析を行い，火山噴火
予知連絡会等に報告する．また，観測データをより有効に活用し，監視・評価手法を改善していくた
めに以下の検討，技術の高度化を進める．
・GNSS 等の異常検知力調査およびこれに則った監視項目の評価、適正化の検討
・傾斜データ等のノイズ低減によるデータ高品位化のための検討
・ALOS-2 に対応した SAR データ解析環境の構築と地殻変動検出の試み
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 26 年度に噴火した御嶽山や阿蘇山の他，火山活動の活発化が見られた草津白根山，十勝岳，吾
妻山，蔵王山等において，傾斜計や GNSS による変動を捉えた．また草津白根山等ではその変動源の
推定も行った．これらは他の観測データと併せて各火山の活動評価に資するとともに，適宜，火山噴
火予知連絡会や火山活動解説資料等において公表した．

国内の主な活火山を対象に，
「 だいち（ ALOS ）」運用中に蓄積された複数の PALSAR データを用い
て干渉 SAR 時系列解析を実施し，火山活動に伴う地殻変動の検出を試みた．この結果，十勝岳，吾妻
山，伊豆大島，三宅島，薩摩硫黄島において GNSS でも捉えられている火山活動に伴うと考えられる
地殻変動を検出した．これにより GNSS 観測の空白域を時空間的に補完し得ることを示した．
傾斜データによる自動異常検出の可能性を探るために，御嶽山傾斜観測データを事例として，変動
率によるアラーム報知基準を設け，アラーム報知空振り率とその原因を調査した．2014 年の 1 年間の
データを調査した結果，アラーム報知の原因として，実際の火山活動に伴う変動以外に，地震動によ
り生じたステップ，地震の震動波形，機器固有に生じるステップ等が挙げられた．9 月 27 日噴火前に
観測された急激な傾斜変動に相当する高い閾値を用いても，80 %以上の空振り率であった．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
火山噴火予知連絡会衛星解析グループ「火山活動の評価及び噴火活動の把握に関する共同研究」平成

26 年度成果報告書 （ 平成 27 年 3 月発行予定）
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年度にも引き続き以下を実施する．
１）地殻変動観測による監視・評価
常時監視火山をはじめとする全国の活火山において傾斜計，GNSS，SAR 等の地殻変動観測データ
により火山活動の監視，変動の検出を行う．顕著な変動を検出した際には，変動源推定等も含めた解
析を行うと共に，他観測データと併せて活動評価に資する．
２）技術的検討
地殻変動観測データの質的検討を行うと共に，ノイズ低減によるデータ高品位化のための検討を進
める．また，本年度打ち上げられた ALOS-2 に対応した SAR データ解析環境を構築し，それらのデー
タでの地殻変動検出の試みを進める．
３）成果の公表
得られた成果は，火山噴火予知連絡会における火山活動評価，火山活動解説資料等の防災目的の資
料等に利用する他，適宜，学会等において発表を行う．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地震火山部・札幌管区気象台・仙台管区気象台・福岡管区気象台火山監視・情報センター
他機関との共同研究の有無：有
国土地理院，宇宙航空研究開発機構，大学，研究機関，自治体等の火山観測実施機関
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課

地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（ 内線：4514 ）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp
URL：http://www.jma.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：鬼澤真也
所属：気象庁地震火山部火山課
電話：03-3212-8341（ 内線 4737 ）

FAX ：03-3212-3648
e-mail：sonizawa@met.kishou.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：7005
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
地球電磁気学的手法による火山活動監視の高度化
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
イ. 熱水系の卓越する火山

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
雌阿寒岳、草津白根山など 熱水活動の活発な火山において全磁力連続観測および繰り返し観測を継
続的に実施し 、火山活動との対応を調査する。全磁力連続データから火山活動に伴う変動を準リアル
タイムに抽出することを目指し 、補正手法の高度化、異常検知手法の確立を進める。観測点による外
部擾乱の影響量の違いを把握するため補足的観測を実施し 、火山活動に伴う変動の検知能力の向上を
図る。その他、MT 法による比抵抗構造探査を実施し 、熱水貯留層の構造などを把握する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
より高度な火山活動監視の実現を目指すため、特に水蒸気爆発型の噴火を起こす火山について重点
的に調査を行う。平成 26 年度は雌阿寒岳を重点的に調査するため、全磁力連続観測点を１点増設し３
観測点態勢とし 、熱源の推定能力の向上を図る。さらに、雌阿寒岳において MT 法による比抵抗構造
探査を実施し 、全磁力から推定される熱消磁域と比抵抗構造との関連性について理解を深める。平成

27 年度以降も引き続き雌阿寒岳、草津白根山などにおいて全磁力の連続観測、繰り返し観測を継続し 、
火山活動との対応関係を調査する。その他、全磁力データの処理技術開発として外部磁場擾乱の補正
手法の改良を進め、全磁力による火山監視技術の高度化を図る。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
雌阿寒岳，草津白根山では全磁力連続観測と繰り返し観測，三宅島，伊豆大島では全磁力連続観測
を実施した．今年度の重点火山と位置づけた雌阿寒岳では全磁力連続観測点を１点増設し３観測点態
勢とし，熱源の推定能力の向上を図った．雌阿寒岳では 2013 年 7 月から 2014 年 2 月にかけて熱消磁
とみられる全磁力変化が観測されたが，繰り返し観測による全磁力変化を解析した結果，熱消磁源は
ポンマチネシリ 96-1 火口の南斜面の深さ 400m に求まった．さらに雌阿寒岳においてＡＭＴ比抵抗構
造探査を実施し ，雌阿寒岳の２次元比抵抗構造を求めた．探査結果，雌阿寒岳の表層から 100m 程度
より深い領域では全体的に低比抵抗であることがわかった．比抵抗は岩石の含水率が上がると大きく
下がることが知られており，雌阿寒岳の山体には熱水貯留層もしくは熱水変質帯が広く分布している
と推定される．草津白根山の全磁力観測では 2014 年 5 月から 6 月にかけて小規模ながら湯釜地下での
熱消磁とみられる変化が観測された．この時期草津白根山では火山性地震活動の活発化や地殻変動も

観測され，熱消磁との関連性が注目された．また全磁力の繰り返し観測では，1996 年頃から継続して
いた草津白根山の帯磁傾向の変化が停止したことが確認された．これは 1996 年以降継続していた冷却
過程が停止したことを意味しており，今後の変化の動向が注目される．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Takahashi,K., and Fujii,I.,2014, Long-term thermal activity revealed by magnetic measurements at KusatsuShirane volcano,Japan. J. Volcanol. Geotherm. Res. 285,180-194.
火山噴火予知連絡会会報第 117 号
火山噴火予知連絡会会報第 118 号
火山噴火予知連絡会会報第 119 号
島村哲也，有田真，増子徳道，藤井郁子，福井敬一，小木曽仁，2008 年の噴火以降の雌阿寒岳におけ
る地磁気全磁力変化，JpGU2014，Pacifico YOKOHAMA，2014 年 5 月
高橋幸祐，松島喜雄，高倉伸一，山谷祐介，有田真，長町信吾，大石雅之，風早竜之介，藤井郁子，雌
阿寒岳ポンマチネシリ火口浅部の比抵抗構造（ 序報），JpGU2014 、Pacifico YOKOHAMA，2014
年5月
高橋幸祐，松島喜雄，高倉伸一，山谷祐介，小森省吾，有田真，風早竜之介，長町信吾，大石雅之，
山崎明，井智史，田中良，藤井郁子，雌阿寒岳ポンマチネシリ火口浅部の比抵抗構造，2014 年度

Conductivity Anomaly 研究会，京都大学防災研究所，2015 年 1 月
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
より高度な火山活動監視の実現を目指すため，特に水蒸気噴火を起こす火山について重点的に調査
を行う．この目的のもとに引き続き雌阿寒岳，草津白根山などにおいて全磁力の連続観測，繰り返し
観測を継続し，火山活動との対応関係を調査する．また，全磁力データの処理技術開発として外部磁
場擾乱の補正手法の改良を進め，全磁力による火山監視技術の高度化を図る．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地磁気観測所
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象庁地磁気観測所調査課
電話：0299-43-6909

e-mail：kakioka@met.kishou.go.jp
URL：http://www.kakioka-jma.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：山崎明
所属：気象庁地磁気観測所技術課
電話：0299-43-1876

FAX ：0299-43-6904
e-mail：a yamazaki@met.kishou.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：7006
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
地震活動・地殻変動監視の高度化に関する研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

（４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ウ. 地震活動評価に基づく地震発生予測・検証実験

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
南海トラフの巨大地震

（６）本課題の５か年の到達目標：
地震活動や地殻変動について、新たな評価手法や監視技術等を導入することにより、より微小な変化
を逐次的にとらえる技術を開発する。また、地震発生シミュレーションを通じて、地震・地殻活動の
変化と大地震発生との関係に関する評価手法の改善を図る。
（７）本課題の５か年計画の概要：
これまで地震発生前の変化が報告されている地震活動に関する指標を逐次的に解析する手法を構築す
る。長期的な地殻変動の把握を行うとともに、これまでよりも微小な地殻変動を検出できる技術を開
発する。地殻変動解析で得られた知見などを地震サイクルシミュレーションモデルに取り込むととも
に、前駆すべりの多様性を表現できる大地震発生モデルの構築を目指す。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
・国内の M7 クラス以上の大地震を対象に地震活動の静穏化・活発化解析手法（ eMAP 法）を適用し 、
破壊開始点と静穏化域との距離、静穏化領域の大きさ、先行時間それぞれに地震規模との相関が見ら
れることを明らかにした。
・繰り返し小地震について予測可能性を調査し 、2010 年までに限れば予測成績が良好であることを明
らかにした。
・群発活動が特徴的な伊豆地域について、M5 以上の地震に対し地震発生予測に有効な前震活動を選択
する最適パラメータを求めた。そのパラメータを用いた場合、予知率は約 68 ％、適中率は約 23%と良
好な予測結果が得られた。

・モーメント保存則と G-R 則に基づき、特定地域で発生し うる地震の最大規模の推定を行った．その
結果、仮定するパラメータによる不確定性はあるが 、東北沖の領域では東北地方太平洋沖地震がほぼ
最大クラスと考えてよいことがわかった。
・体積ひずみ計の降水補正に関し 、パラメータに風速を加えることで補正が改善されることを確認し
た。また、EPOS で監視している他機関の傾斜計、多成分ひずみ計の降水補正パラメータを算出した。
・降水補正をした体積ひずみ計の一部の観測点のデータで、銚子沖や房総半島沖の短期的ゆっくりす
べりに対応する変化を確認した。また、伊豆半島東方沖の地震活動に伴い、これまでひずみ変化なし
とされてきた多くの事例で変化を確認した。
・2013 年から発生している可能性のある東海長期的ゆっくりすべりに関して、ひずみ記録のスタッキ
ングにより対応する変化を検出した。
・南海トラフ沿いの GNSS 日値を用いた面的監視処理について、監視範囲の変更、および監視範囲周
辺部の異常値の影響を減ずる改良を行い、東海の長期的ゆっくりすべりを検出しやすくした。また、
処理の変更に伴い監視の閾値を再調査した。
・GNSS 日値の解析から、2003 年四国東部、2005〜2009 年四国中部、2013 年四国中部において小規
模な長期的ゆっくりすべりが発生していたことを明らかにした。
・2000 年と 2005 年の銚子付近の群発地震に伴い、長期的ゆっくりすべりが発生していたことを明ら
かにした。
・複数のアクロス送信点からの観測結果を説明できる浅部からフィリピン海プレート境界にいたる P
波及び S 波の地下構造モデルを構築した。
・南海トラフ沿いの巨大地震シミュレーションにおいて、紀伊半島沖のプレスリップ域に小アスペリ
ティを設定したところ、プレスリップの大きさはα（ 大小アスペリティの大きさの比）に反比例して
小さくなり、小アスペリティの破壊が大地震の核形成を代用するカスケード アップ型の地震が発生す
ることがわかった。
・カスケードアップ型の地震について、紀伊半島における仮想的な観測点での地殻変動を計算したとこ
ろ、陸上観測点でプレスリップを検知できないまま、巨大地震が発生する可能性もあることがわかった。
・紀伊半島沖にα=8 の小アスペリティを設定するだけで、東海地域が割れ残るケースが出現した。こ
のパターンは東海地域の固着の剥がれが不十分な状態で周囲から破壊が進展してきた場合に現れる。
東海地域の割れ残りを再現するために、東海地域に沈み込んだ海山を模したパラメータ（ 大きな特徴
的すべり量）を必ずしも与える必要はないことを示している。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
岡田正実，2015，繰り返し小地震に対する予測能力評価，地震予知連絡会会報，93，印刷中．
木村一洋・露木貴裕・菅沼一成・長谷川浩・見須裕美・藤田健一，2014，タンクモデルによる体積ひ
ずみ計データの降水補正について，験震時報，78，印刷中．
気象研究所，2014，海溝と直交する方向の全国の基線長変化，地震予知連絡会会報，92，30-35．
気象研究所，2015，海溝と直交する方向の全国の基線長変化，地震予知連絡会会報，93，印刷中．
気象研究所，2014，内陸部の地震空白域における地殻変動連続観測，地震予知連絡会会報，92，290-293．
気象研究所，2015，内陸部の地震空白域における地殻変動連続観測，地震予知連絡会会報，93，印刷中．
國友孝洋・山岡耕春・渡辺俊樹・吉田康宏・勝間田明男・生田領野・加藤愛太郎・飯高 隆・津村紀
子・大久保慎人，2014，弾性波アクロスによる東海地域地殻の P 波および S 波速度構造の推定，
地震 2，67，1-24．

Kobayashi, A., 2014, A long-term slow slip event from 1996 to 1997 in the Kii Channel, Japan, Earth, Planets
and Space, 66:9, doi:10.1186/1880-5981-66-9.
弘瀬冬樹・前田憲二・藤田健一, 2015, 南海トラフ沿い巨大地震とスロースリップ , 地震予知連絡会会
報, 93, 印刷中.
吉川澄夫，2015，地震活動静穏化に基づく予測能力評価，地震予知連絡会会報，93，印刷中．

（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
・地球潮汐と地震活動との相関に関する文献調査を進め、地震発生予測のためのモデルを構築する。
・繰り返し小・中地震について、資料収集を継続し 、事前・事後予測などを試み、予測モデルの比較
検討を進める。
・島田川根ひずみ計観測点近隣の河川の水位を観測し 、水位、降水量とひずみとの関係について調査
を行う。
・水準測量・潮位データによる変動履歴復元を行い（ 房総半島）、ゆっくりすべり発生の有無など 長期
的地殻上下変動について調査する。
・東北地方太平洋沖地震の余効変動の時空間変化を調査し 、主に東海地域など 南海トラフ沿いに対す
る余効変動の影響を除去し 、南海トラフ沿い地域が変動源の地殻変動を把握する。
・地殻変動データからプレート境界の固着状態の時間変化を推定し 、その結果と整合するモデルを構
築し 、摩擦パラメータの空間的不均質の拘束条件を求める。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象研究所地震津波研究部
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象研究所企画室
電話：029-853-8552

e-mail：ngmn11ts@mri-jma.go.jp
URL：http://www.mri-jma.go.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：小林昭夫
所属：気象研究所地震津波研究部
電話：029-853-8686

FAX ：029-851-3730
e-mail：akobayas@mri-jma.go.jp

紀伊半島沖に小アスペリティを置いた場合のシミュレーション結果
前兆すべりはα（ 大小アスペリティの大きさの比）に反比例して小さくなる。

平成 26 年度年次報告
課題番号：7007
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
陸上電磁場観測における津波生成磁場の検知
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
近年、津波が電磁場を誘導すること（津波ダ イナモ効果）が海洋底や離島での観測から明らかとなっ
た。海洋底や離島では津波ダ イナモ効果を検出しやすいが 、理論的には陸上の磁場観測においても検
知可能と考えられる。観測が比較的簡単にできる陸上で津波ダ イナモ効果による磁場を津波到達前に
検知できれば 、巨大地震発生時の大津波警報に資する可能性がある。本課題では、さまざ まな原因に
よる地球磁場変化から津波生成磁場を効果的に検出することを目指し 、理論と観測の両面から検討を
行う。
（７）本課題の５か年計画の概要：
本課題では海岸付近に磁場観測点を一点設置し 、もう一点を海岸から数 10km 離れた内陸に設置する。
この２点で磁場のベクトル観測を行い、２点間の差ベクトル磁場を求める。外部磁場変化は数 10km
の距離ではほぼ同じと考えることができるので、差ベクトル磁場を求めることにより、外部磁場変化
を取り除き、海岸付近に生じる津波生成磁場を検出することが期待できる。具体的には海岸付近の観
測点として既設の国土地理院の室戸地磁気観測点を利用する。また、内陸の観測点として人工的なノ
イズレベルの低い高知県馬路村に地磁気４成分観測点を設置し 、馬路観測点を基準点として、室戸観
測点に含まれる津波生成磁場の検知可能性を検討する。
その他、津波ダ イナモ効果について過去の事例解析等を行い、津波ダ イナモ効果の性質の解明を目
指す。
なお、本課題で実施する高知県での観測は科学研究費補助金・挑戦的萌芽研究「陸上地磁気三成分
データを用いた津波ダ イナモ効果の検出」(H25-26) に基づいた計画である。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
津波生成磁場を陸上の磁場観測で検知することを目的として，本年度は高知県馬路村土川地区にお
いて地磁気観測装置を設置し観測を開始した．2014 年 1 月には 3 成分フラックスゲート磁力計を設置
した．2014 年 6 月には全磁力観測装置の設置を行った．加えて精密な地球磁場のベクトル差を求める
ためには，その観測地点での地磁気絶対値も重要であることから地磁気絶対観測を実施した．偏角に
ついては天候不良のため天体観測による真方位観測はできなかったことから，替わりにジャイロコン
パスを用いた真方位観測を行った．このように観測は概ね順調に開始されたが，2014 年 7 月および 8

月の台風のため長期の停電や観測に使用していた家屋の損壊などがあり，観測は中断を余儀なくされ
た．2014 年 9 月に全磁力観測は再開されたがフラックスゲート磁力計は未だ復旧できていない．
一方，津波生成磁場に関する調査として，これまでの小笠原父島での地磁気変化の記録に津波生成
磁場があったかど うかについて調査を行った．その結果５例の有意な津波生成磁場の記録を確認でき
た．また，2011 年東北地方太平洋沖地震に伴い父島で観測された磁場変化を説明する数値シミュレー
ションモデルについて検討し，観測値をほぼ説明できるシミュレーションモデルが得られた．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
川嶋一生，藤浩明，吉村令慧，藤井郁子，仰木淳平，阿部聡，津波早期警戒のための陸上地磁気三成
分観測点，JpGU2014，Pacifico YOKOHAMA，2014 年 5 月
舘畑秀衛, 浜野洋三，気象庁父島地磁気観測点で得られた数例の津波誘導磁場の記録，JpGU2014，

Pacifico YOKOHAMA，2014 年 5 月
舘畑秀衛, 浜野洋三，津波の誘導磁場を利用した高所からの大津波遠隔観測の可能性，JpGU2014，

Pacifico YOKOHAMA，2014 年 5 月
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
高知県馬路村で得られた地磁気データと国土地理院の室戸観測点との磁場のベクトル差を求め，津
波生成磁場の検出可能性について調査する．また，引き続き津波生成磁場の数値シミュレーションモ
デルについて調査を行う．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地磁気観測所
他機関との共同研究の有無：有
京都大学理学研究科（ 藤浩明）
京都大学防災研究所（ 吉村令慧）
国土地理院（ 阿部聡）
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象庁地磁気観測所調査課
電話：0299-43-6909

e-mail：kakioka@met.kishou.go.jp
URL：http://www.kakioka-jma.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：山崎

明

所属：気象庁地磁気観測所技術課
電話：0299-43-1876

FAX ：0299-43-6904
e-mail：a yamazaki@met.kishou.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：7008
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
緊急地震速報の予測手法の高度化に関する研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
地震動の即時予測において、より迅速性・堅牢性を向上させるとともに，広い震源域をもつ巨大地
震の場合や、広域に複数の地震が連発する場合であっても、震度の適切な即時予測が可能となる手法
を構築する。
また，震度（ 比較的短周期）の即時予測に加え、長周期まで（おおよそ１０秒程度まで ）の様々な
揺れの即時予測に対応できるように拡張・強化する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
従来の地震動即時予測は、震源とマグニチュード の早期決定のみに焦点を当てるアプローチが多かっ
たが 、本課題では、観測網からリアルタイムで得られる揺れの実況値を用いる点が特徴である。これ
により、
（ 震度だけではなく）長周期地震動を含めた波形での予測が可能となる。
多点観測網のデータを有効に活用する手法を検討する。観測網からリアルタイムで得られる震度分
布の実況値にデータ同化を適用し 、時間発展的な波動伝播の計算により未来予測を行い、逐次予測精
度を上げていくモデルを導入する。また、震源やマグニチュードが未推定の状態でも、実況値から予
測が可能な手法をめざす。このことにより迅速性・堅牢性の向上を図る。
さらに，本計画では、上記の震度の即時予測に加えて、長周期地震動まで含む様々な周期での地震
動即時予測が行えるように手法を拡張する。それらをリアルタイムで適用できるように計算手法の工
夫を図る。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
現在の緊急地震速報で用いられている、震源とマグニチュード の早期決定、という考え方に加えて、
揺れの伝播を予測する、という考え方で研究を進めている。これにより、これまで以上の精度や堅牢
性、迅速性が得られる見通しを得た。また、同等な考え方を長周期地震動に対しても十分に適用でき
そうである。
・これまで開発してきた手法（つまり、地盤の増幅特性のリアルタイム補正、データ同化手法による
震度分布の実況把握、および 、その実況分布から波動伝播の物理に則って震度を予測する手法）を組
み合わせて、2011 年東北地方太平洋沖地震（ M9.0 ）、2004 年新潟県中越地震（ M6.8 ）、2014 年長野県
北部の地震 (M6.7) で観測された実波形データに適用した。その結果、近い未来の予測ならば 、予測震

度が概ね震度差１以内に収まる精度で行えること、また、実時間に比べてそれほど 遅くない程度に計
算が可能であること、ただし 、予測精度には観測点密度が重要であること、を確認した。
・実波形データを用いた地盤の増幅特性を全国の観測点で推定した。これにより、ほぼ全国で、周波
数依存性を考慮した増幅特性をリアルタイムで補正できるようになる。また、海底地震計においても
地盤増幅特性や、マグニチュード 推定のための観測点補正値の推定を進めている。ただし 、ここで、
強震時には地震計の筐体自体が回転している、という海底地震計特有の問題に遭遇した。この問題を、
回避する方策（ 具体的には、筐体の回転の影響が出難い成分に変換すること ）を見出した。
・構内でアレ イ観測を継続している。今年度は新たに露場での観測を開始した。地震波の到来方向を
リアルタイムで推定する手法を試みているところである（ 現時点では、オフライン処理）
。
・地盤の増幅特性のリアルタイム補正については、長周期地震動への応用を念頭に置きつつ周期 10 秒
までの周波数依存性の推定を進めた。また、震度の予測では、波動伝播の計算に高周波で成り立つ近
似を用いているが、この近似は周期 10 秒くらいまでならば有効であることを確認した。ただし 、巨大
な盆地構造での地震動の継続時間は、予測よりも長くなりやすい傾向があることを見出した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
古舘友通，2014，並列処理による震源計算の高速化，第 14 回地震工学シンポジウム論文集，3345-3349．
林元直樹・干場充之，2014，エアガン発振記録を用いた東南海海底地震計の設置方位推定，験震時報
（ 受理）．
林元直樹・中村武史・干場充之，2014，海底地震計の強震入力時における地震波形の特徴と緊急地震
速報処理への影響について：JAMSTEC の釧路沖 OBS を用いた検証，第 14 回地震工学シンポジ
ウム論文集，3624-3630．

Hoshiba, M.,2014, Review of the Nationwide Earthquake Early Warning in Japan during Its First Five Years,
Earthquake Hazard, Risk, and Disasters (Editor: Max Wyss), Springer, 505-528, doi:10.1016/B978-012-394848-9.00019-5.
干場充之，2014，波動場の把握に基づく地震動の予測 −地震動即時予測の次世代への考察−，地震
予知連絡会会報，92，406-411．
干場充之・青木重樹，2014，揺れの数値予報

―データ同化，リアルタイム Shake-map, 波動伝播シ

ミュレーション―，第 14 回地震工学シンポジウム論文集，1984‐1922．

Hoshiba, M. and S. Aoki, 2015, Numerical shake prediction for earthquake early warning: data assimilation,realtime shake-mapping, and simulation of wave propagation, Bull. Seismol. Soc. Am., (Accepted).
小木曽仁・青木重樹・干場充之，2014，S 波スペクトル比から推定した全国のサイト増幅特性と，リ
アルタイム地震動予測への活用，第 14 回地震工学シンポジウム論文集，3698-3705．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
・震度の予測に関しては、実データへの適用を進め、未解決の問題を検討するとともに、予測モデル
の改良を行う。新たに得られた地盤増幅特性や、新たに展開されつつある海域観測網からのデータに
対しても応用を図る。また、震度予測の迅速化と精度向上を狙って、観測面（アレ イ処理技術の改良
を目指した構内での観測、など ）、および計算面（計算速度の向上、より現実に近い仮定での計算、な
ど ）の両面からのアプローチを試みる。
・長周期地震動の予測に関しては、長周期までを含めた地盤増幅特性の推定を行うとともに、実時間
で適用するフィルターの形に変換することを進める。また、震度の予測で進めている手法を長周期で
も適用可能なように調整し 、実データへの適用を進める。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁気象研究所地震津波第３研究室
他機関との共同研究の有無：無

（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象庁気象研究所企画室
電話：029‐853‐8536

e-mail：ngmn11ts@mri-jma.go.jp
URL：http://www.mri-jma.go.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：干場

充之

所属：気象庁気象研究所地震津波研究部第 3 研究室
電話：029‐853‐8694

FAX ：029‐851‐3730
e-mail：mhoshiba@mri-jma.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：7009
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
海溝沿い巨大地震の地震像の即時的把握に関する研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

（ ４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(5) 地震・火山噴火の災害軽減のための情報の高度化

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
東北地方太平洋沖地震
南海トラフの巨大地震

（６）本課題の５か年の到達目標：
・巨大地震の断層のおよその広がりを地震発生直後２〜３分以内に把握する手法を開発する．断層の
滑りの大きさや方向の解析について，信頼性向上を図る．余震の震源分布を地震発生後 10〜20 分以内
で把握するための震源決定手法を開発する．断層の大まかな滑り分布を震発生後 10〜20 分で求める手
法を開発する．
・観測地震データと断層上の滑り分布推定結果に基づいて，さまざ まな周波数帯の地震動分布を地震
発生後 10〜20 分後に推定する手法を開発する．
（７）本課題の５か年計画の概要：
・地震動の振幅分布を用いて巨大地震の断層のおよその広がりを地震発生直後２〜３分以内に把握す
る手法を開発する．
・巨大地震の震源分布を地震発生後 10〜20 分以内で自動処理により把握するため，振幅など 多元的な
情報に基づき地震識別を行える手法を開発する．
・地震波形や GNSS データを用いて，断層の大まかな滑り分布を震発生後 10〜20 分で求める手法を開
発する．
・巨大地震発生直後の 10〜20 分後を目途に，さまざ まな周期帯の地震動分布を推定する手法を開発
する．

（８）平成 26 年度の成果の概要：
・GNSS データに対して w-phase 解析によりモーメントテンソルを推定し ，更にそのモーメトンテン
ソル解と地殻変動に整合的な断層面を推定する手法を開発した．
・エンベロープの振幅情報と時刻情報を用いた自動地震識別手法を改良して平成 23 年東北地方太平洋
沖地震の余震活動に適用した．その結果，規模の大きな余震について震源位置が推定可能であること
を確認した．
・自己浮上式海底地震計による南海トラフ沿い域における海域地震観測を行い，アウターライズの地
震活動の南限が北緯 31.6〜31.9 度付近であることを確認した．また，駿河湾における自己浮上式海底
地震計観測により，駿河トラフに隣接する領域において応力変化に関連すると見られる活発な地震活
動を確認した．
・遠地実体波を用いた震源過程解析の各種事前設定パラメータの最適化を行い，設定したパラメータ
を用いて多くの地震が適正に解析可能であることを確認した．
・地震に関わる地殻変動観測手法の一つとして，ALOS/PALSAR データを使った差分干渉解析結果の
スタッキング手法を開発し，御前崎周辺地域において適用し，約 2cm/年の面的な地殻変動を検出でき
ることを確認した．
・中〜長周期地震動の地盤による影響評価について，震源に近すぎるデータについて除外して再評価
を行い，従来の結果の妥当性について確認した．
・データ同化手法を取り入れた，地震動の時間履歴推定法の開発を行った．周期１〜８秒の地震動に
ついて調べたところ，ほぼ適切に推定できていることが確認された．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
武藤大介・上野寛・溜渕功史・岩切一宏, 2014, 平成 23 年（ 2011 年）東北地方太平洋沖地震以降に活
発化した福島県浜通りから茨城県北部における地震活動の特徴とその要因, 験震時報, 78, 1-28.
武藤大介・上野寛・川添安之・岩切一宏, 2014, 平成 23 年（ 2011 年）東北地方太平洋沖地震の前後に
発生した地震の震源過程の解析, 験震時報, 78, 29-44.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
・地震データと GNSS データを用いた断層面推定手法について，手法改良を行うとともに，事例解析
結果の蓄積を行う．
・小笠原諸島域において，当該地域の震源位置と本州との間の平均的地震波速度構造を調査するため，
海底地震計観測を行う．
・エンベロープを用いた震源推定手法の評価関数改良を行う．
・断層面の自動すべり分布推定について，事前設定パラメータの最適化を継続して行う．
・地震動の時間履歴推定結果について評価し，改善点の検討を行う．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁気象研究所地震津波研究部
他機関との共同研究の有無：有
国土地理院
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象研究所企画室
電話：029-853-8536

e-mail：ngmn11ts@mri-jma.go.jp
URL：http://www.mri-jma.go.jp/

（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：勝間田明男
所属：気象庁気象研究所地震津波研究部
電話：029-853-8678

FAX ：
e-mail：akatsuma@mri-jma.go.jp

GNSS データを用いた断層面推定。
平成 23 年 (2011 年) 東北地方太平洋沖地震について，GNSS データを用いて w-phase 解析を行い，更にそこで得
られたモーメントテンソル解及び GNSS の永久変位に対して整合的な断層面を推定した．

平成 26 年度年次報告
課題番号：7010
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
大規模噴火時の火山現象の即時把握及び予測技術の高度化に関する研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

（ ４）その他関連する建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(5) 地震・火山噴火の災害軽減のための情報の高度化
4. 研究を推進するための体制の整備
(1) 推進体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
桜島火山噴火

（６）本課題の５か年の到達目標：
気象レーダー等リモートセンシング手法や震動観測等を活用した噴火現象の即時的な把握技術を開
発するとともに、噴煙柱及び移流拡散モデルを活用した火山灰等の高精度な予測技術を開発する。さ
らに、観測値と予測値に基づく火山噴出物データ同化・予測システムを構築し 、即時的に把握した噴
火現象から高精度な火山灰等の拡散予測を行う。
（７）本課題の５か年計画の概要：
活動的な火山である桜島等を対象として、気象レーダーにより噴煙のエコー強度やマルチパラメー
タ等を観測し 、噴煙状態等を速やかに把握する手法を検討するとともに、火山灰検出技術の開発や噴
出する火山灰・礫の量や挙動を定量的に推定するための研究を行う。また、次期気象衛星で観測され
る火山灰雲のマルチチャンネルデータ等を、噴火検知や噴煙の高さ、広がり等の噴火規模の即時的な
推定に活用するための研究を行う。また、噴火発生直後の地震、空振、地殻変動及び監視カメラによ
る爆発映像等からも即時的に噴火規模等を把握する手法を検討するとともに、火山岩塊等、防災上重
要な火山現象に対する予測技術の高度化を行う。
気象レーダー・衛星等のリモートセンシング観測データの解析結果に基づき、気象庁非静力学モデ
ル等により噴煙−降灰過程の動力学的側面を明らかにし 、噴煙柱モデルの改良に資する知見を得る。
改良した噴煙柱モデルを初期値に用いて、移流拡散モデルによる火山灰や礫の落下範囲や落下量を即

時的かつ高精度に予測するための技術研究を行う。これらモデルを組み合わせて、火山噴出物に対す
る観測データの解析から予測までを一貫して実行できるデータ同化・予測システムの構築を目指す。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
●御嶽山噴火への対応

2014 年 9 月 27 日に発生した御嶽山噴火における噴煙のレーダーデータの解析とその結果を利用し
た降灰予測、ひまわり衛星画像の解析、および花粉センサーネットワークの時系列データ等を活用し
た検証により、気象レーダーによる噴煙高度推定における課題を整理した。
噴煙は気象庁レーダー 7 か所で捉えられ 、南側へ流下した火砕流及び上昇した噴煙から東方向へ流
れた火山灰雲を解析するとともに、噴煙高度の時間変化を抽出した。全国合成レーダーエコーで算出さ
れたエコー頂高度によると、12 時 00〜20 分の御嶽山噴火噴煙の最高高度は海抜 10km を超えていた。
サイト別の仰角データを見ると、この高度は御嶽山から 2 番目に遠い東京レーダーで捉えたエコーに
大きく依存している。最高高度になった時刻頃に遠方の山岳から撮影された画像から噴煙高度を解析
すると、海抜 7〜8km 程度であり、合成レーダーから推定された頂高度は有意に大きかったと考えら
れる。
御嶽山噴火直後の火山灰雲について、ひまわり 6 号のラピッド スキャン画像と 7 号の赤外画像を解
析した結果、かろうじて雲域は検知されたが、輝度温度や雲の移動から雲頂高度の推定は困難であり、
赤外差分画像は不明瞭であった。このことから噴煙上部は、火砕流になった下部と比べて、火山灰よ
り水蒸気が多く含まれていた可能性がある。灰と水（ 雨・雪）を分離して解析する技術研究は、降水
時だけでなく晴天時の火山噴火においても重要であることが分かった。
御嶽山噴火時の降灰域について、気象レーダーで抽出された噴煙高度の時間推移を活用し 、気象庁
メソモデル（ MSM ）および局地モデル (LFM) を用いた領域移流拡散モデル（ RATM ）による予測を
行った。聞き取り及び現地調査で確認された降灰分布や花粉センサーネットワークの時系列データと
比較検証した結果、気象レーダーで推定された噴煙高度を直接用いると予想降灰域は過大になること
を示した。予想降灰域には内陸の噴火に伴う山岳地形の影響が見られるが、MSM と LFM の入力結果
の比較からこの過大な広がりはモデル地形に依るものではなく、初期条件の影響の方が大きいことを
示した。また、御嶽山噴火による降灰分布のうち、現在の RATM では予測できない山の北西方向の降
灰については、初期値の噴煙柱モデルに表現されていない火砕流起源の灰神楽からの可能性があるこ
とを指摘した。
● MP レーダーによる桜島爆発噴煙の解析

XRAIN 垂水局で捉えられた 2014 年 5 月 10 日桜島噴火噴煙を解析した。噴火直後の強いエコーに
より疑似エコーが発生するが、二重偏波パラメータによって噴煙エコーだけを抽出することができた。
また、偏波間相関係数や反射因子差は噴火開始後時間を経過するとともに大きくなっていた。これは
時間の経過とともに噴煙内部の粒子が揃ってくるためと考えられる。
●ケルート火山の大規模噴火噴煙のひまわり画像解析と降灰分布予測

2014 年 2 月 13 日に発生したインド ネシア・ケルート火山噴火に伴う噴煙のひまわり 6 号ラピッド
スキャン画像、7 号赤外画像から、噴煙の面積拡大率の時間変化などを抽出し 、傘型噴煙としてモデル
化した。この傘型噴煙モデルを用いて、全球移流拡散モデル（ GATM ）による降灰量予測分布と、従
来利用されていた噴煙柱モデルによる予測結果、観測された降灰分布とを比較し 、このモデルを利用
することで予測結果は大幅に改善されることが分かった。しかし 、東京大学地震研究所によって三次
元噴煙モデルにより計算された火山灰の三次元分布を初期値に用いた結果と比較すると、観測値との
整合性は不十分であり、傘型噴煙モデルのさらなる改良が必要となることが分かった。
●降灰予測手法の改善
大規模噴火の過去事例として、1914 年に発生した桜島大正噴火について、当時の噴煙高度や降灰分
布を整理し 、RATM による火山灰拡散・降灰予測を行った。気象条件によっては、大正噴火当時と同
様に東北地方、さらに北海道まで降灰が予測されることを確認するとともに、連続的噴火の設定や成

層圏内の火山灰の輸送過程等の課題を整理した。
大規模噴火時に成層圏に達した火山灰の輸送を予測する際、問題となる、高層で空気が希薄になる
ことによる落下速度の変化（ 抵抗係数のスリップ補正）について、RATM を用いた検討を行った。こ
の補正はミクロンオーダーの火山灰の落下過程に影響すること、短期的な降灰予測への効果はわずか
だが 、広域に長期間浮遊する火山灰の輸送予測に影響することを確認した。
東京大学地震研究所三次元噴煙モデルによる計算結果をもとに、2011 年 1 月 26〜27 日新燃岳噴火
に特化した新しい噴煙柱モデルを構築した。これを気象庁非静力学モデルに組み込み、火山灰輸送実
験を行った。この実験結果とひまわり７号による新燃岳噴火当時の観測データをもとに、モデル結果
を検証したところ、新しい噴煙柱モデルを用いた場合は従来のものを用いた場合に比べ、火山灰雲分
布の再現性が向上することを確認した。
●カルデラ噴火の降灰シミュレーション

GATM を用いて、阿蘇山のカルデラ噴火を想定した降灰シミュレーションを実施した。初期値には
東京大学地震研究所による火山噴煙ダ イナミクスの三次元数値モデル計算結果からモデルに適した火
山灰粒子を抽出したものを用いる方法を考案し 、用いた。この結果、地質調査による降灰量と整合し
た結果が得られ 、従来、降灰量は距離とともに減少する分布として描かれていたが 、必ずしもそうで
はなく、また、遠方の方が 、降灰の開始・終了時刻が早くなる地域もあることが分かった。
●空振データなどを用いた噴火規模の即時推定

2011 年新燃岳の連続噴火の噴煙エコー最頂部検知時刻を鹿児島空港ド ップラーレーダーの各アンテ
ナ仰角のスキャン時刻に遡って求め直し 、空振記録とエコー頂の高さの累乗関係の相関について調べ
た結果、いずれの空振観測点データにおいても、エコー頂の検知時刻の 1〜5 分早い時間帯の空振記録
で相関係数は最大となった。空振データにより噴煙成長のダ イナミクスを推定できる可能性を示した。
口永良部島および御嶽山の噴火に伴う空振データおよび噴石の到達距離の資料収集を行った。口永良
部島では噴石の到達距離に比べ空振振幅が小さい可能性があることがわかった。
●衛星データを利用した西之島火山の噴煙活動評価
西之島の噴煙を捉えた地球観測衛星搭載光学センサーデータ（ LANDSAT-8/OLI 、Terra/ASTER 、EO-

1/ALI ）を利用し 、西之島から噴煙によって放出されている熱エネルギーの時間推移を求め、火山活動
を評価した。新島が確認され、1 年以上経過した 2015 年 1 月時点でも、その活動は噴火当初とほぼ同
じ水準で推移していることが分かった。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Hasegawa, Y., A. Sugai, Yo. Hayashi, Yu. Hayashi, S. Saito and T. Shimbori, 2015, Improvements of
volcanic ash fall forecasts issued by the Japan Meteorological Agency. Journal of Applied Volcanology,
4:2 doi:10.1186/s13617-014-0018-2.
Kozono, T., H. Ueda, T. Shimbori and K. Fukui, 2014, Correlation between magma chamber deflation and
eruption cloud height during the 2011 Shinmoe-dake eruptions. Earth, Planets and Space, 66:139 doi:
10.1186/s40623-014-0139-1.
佐藤英一, 新堀敏基, 福井敬一, 石井憲介, 高木朗充, 印刷中, 気象レーダーで観測された 2014 年 9 月 27
日御嶽山噴火に伴う噴煙エコー, 火山噴火予知連絡会会報, 119.
新堀敏基, 甲斐玲子, 林

洋介, 林

勇太, 菅井

明, 長谷川嘉彦, 橋本明弘, 高木朗充, 山本哲也, 福井敬

一, 2014, 領域移流拡散モデルによる降下火砕物予測− 2011 年霧島山（ 新燃岳）噴火の事例−, 気
象研究所研究報告, 65, 75-107 doi:10.2467/mripapers.65.75.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
・X バンド MP レーダー、Ku バンド 高速スキャンレーダーおよび二次元ビデオディスド ロメーターを
桜島の周辺に設置し 、噴煙観測を開始する。

・可搬型レーダーデータ、既存の気象レーダーデータから噴煙の立体構造や粒径、火山灰量を推定す
るための手法の開発を進める。
・ひまわり 8 号等の衛星観測データを収集し 、火山灰雲のモデル化、火山活動の規模評価を進める。
・噴火が発生した火山の噴石、空振・地震データを収集し 、噴石の到達範囲の即時的把握手法につい
て検討する。
・過去事例のモデル検証を行い、問題点を整理し 、噴煙柱モデル及び移流拡散モデルの改良を進める。
・気象レーダーや衛星などによる噴煙観測データを噴煙柱モデルおよび移流拡散モデルで利用するた
めの手法開発に着手する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象研究所火山研究部
他機関との共同研究の有無：有
鹿児島大学、京都大学防災研究所、防災科学技術研究所、東京大学地震研究所
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象研究所企画室
電話：029-853-8536

e-mail：ngmn11ts@mri-jma.go.jp
URL：http://www.mri-jma.go.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：福井

敬一

所属：気象研究所火山研究部第二研究室
電話：029-853-8752

FAX ：029-851-3730
e-mail：kfukui@mri-jma.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：7011
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
津波の予測手法の高度化に関する研究
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
東北地方太平洋沖地震
南海トラフの巨大地震

（６）本課題の５か年の到達目標：
稠密な観測データを高度に活用し 、津波成分を抽出する手法や現況を面的に把握する手法を開発す
る。波源推定に基づく予測手法の高度化および波源推定に基づかない新たな予測手法の開発を行う。
遠地津波の後続波および減衰特性のモデル化を行い、遠地津波の継続時間の予測を行うことにより
津波警報解除の時期の予測手法を開発する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
沖合における多点の水圧観測データから、津波伝播の状況をリアルタイムで高い空間分解能を持っ
て面的に把握する技術を開発するため、高精度水圧計による実海域観測データや既存の沖合観測デー
タの解析等に基づき津波以外の現象に伴う水圧変化の特性を明らかにし 、リアルタイムに津波成分の
みを抽出するための技術開発を行うとともに、観測点配置やデータの量および質などを考慮してデー
タ同化の手法等を用いて即時的に津波の伝播状況を面的に把握する手法を開発する。
これまでの研究成果である沖合で観測された津波波形の逆解析に基づく津波の即時予測手法システ
ムについて、大量の津波観測データに対しても安定して効率よく動作するようシステムを改良するな
どの高度化を行う。また、津波の波高分布の時間発展をデータ同化の手法により逐次予測することに
より、津波波源を推定しないで津波予測を行う新しい手法を開発し 、精度の高い津波予測が行えるよ
うにすることを目指す。
津波の減衰過程の予測のため、反射波や散乱波などの遠地津波を中心に後続波を精度よく再現でき
る計算手法を用い、様々な津波発生シナリオについて数値実験を行うことによって、後続波が第一波
と同程度あるいは大きい振幅となる条件を経験的に見出すことを目指す。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 26 年 6 月から 10 月にかけて，房総沖に設置されている気象庁ケーブル式海底水圧計の近くに，
高精度自己浮上式海底水圧計を設置して観測を実施し ，期間中の 7 月 12 日に発生した福島県沖の地
震（マグニチュード 7.0 ）に伴う地震動や津波による圧力変化を観測した．リアルタイムに津波成分を

抽出する手法の改良のため，このデータを活用して，地震動による圧力変化の周波数特性等を解析し，
その適切な除去手法の検討を行っている．
沖合で観測された津波波形の逆解析に基づく津波の即時予測手法システムについて，2011 年東北地
方太平洋沖地震の津波観測データを用いて，その手法の改良を検討した．この検討により，海溝付近の
海底水圧計データについては急峻な海底地形によって水平変位から生じる見かけの上下変位を考慮す
る必要があることがわかったため，逆解析手法の改良を行い，実データへの適用を通してその有効性
を確認した．また，東北地方太平洋沖地震に関し，既往研究では互いに整合しない点がある地震と津
波の発生機構について，これらを統一的に説明してその実像を明らかにするため，沖合津波観測デー
タを用いた震源像の推定に着手した．それにより，多点の沖合津波観測データを用いることで，通常
よりも長い時間をかけて生じる津波の波源生成の時間変化をある程度把握できる見込みがあることが
わかった．

2011 年東北地方太平洋沖地震による津波について，津波の最大の高さの出現時などに着目して，国
内の潮位・津波観測施設での観測結果をまとめた．波源域からやや離れた青森県以北や茨城県以南の
太平洋沿岸では，第一波で津波の最大の高さを記録した地点の方がむしろ例外的であった．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：

Tsushima, H., R. Hino, Y. Ohta, T. Iinuma, and S. Miura, 2014, tFISH/RAPiD: Rapid improvement of
near-field tsunami forecasting based on offshore tsunami data by incorporating onshore GNSS data.,
Geophys. Res. Lett., 41(10), 3390-3397, doi: 10.1002/2014GL059863.
Tsushima, H. and Y. Ohta, 2014, Review on Near-Field Tsunami Forecasting from Offshore Tsunami Data
and Onshore GNSS Data for Tsunami Early Warning., Journal of Disaster Research, 9(3), 339-357.
林

豊, 2014, 潮位・津波観測施設. 東日本大震災合同調査報告, 共通編 2:津波の特性と被害, 東日本大
震災合同調査報告書編集委員会編, 丸善出版, 62-69.

平田賢治・山崎明・対馬弘晃, 2015, 新型自己浮上式海底水圧計の開発, 気象研究所技術報告, 印刷中．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
高精度水圧計による実海域観測データや既存の沖合観測データの解析等に基づき，津波以外の現象
に伴う水圧変化の特性を明らかにし，リアルタイムに津波成分のみを抽出するための技術開発を行う。
沖合における多点の水圧観測データから即時的に津波の伝播状況を面的に把握する手法の開発に着手
する．
沖合で観測された津波波形の逆解析に基づく津波の即時予測手法システムについて，大量の津波観
測データに対しても安定して効率よく動作するようシステムを改良するなどの高度化を行う．
遠地津波の後続波の出現タイミングや振幅の時間減衰傾向を再現可能な数値計算手法に向けて，計
算の試行により過去の津波の再現性を調べる。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象研究所地震津波研究部
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象研究所企画室
電話：029-853-8536

e-mail：ngmn11ts@mri-jma.go.jp
URL：http://www.mri-jma.go.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者

氏名：山本剛靖
所属：気象研究所地震津波研究部
電話：029-853-8742

FAX ：029-851-3730
e-mail：tayamamo@mri-jma.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：7012
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
地震・津波・火山防災情報の改善に係る知見・成果の共有
（３）最も関連の深い建議の項目：

3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(5) 地震・火山噴火の災害軽減のための情報の高度化

（ ４）その他関連する建議の項目：

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(4) 事象系統樹の高度化による火山噴火予測
3. 地震・火山噴火の災害誘因予測のための研究
(4) 地震・火山噴火の災害誘因の即時予測手法の高度化
4. 研究を推進するための体制の整備
(4) 研究者，技術者，防災業務・防災対応に携わる人材の育成
(5) 社会との共通理解の醸成と災害教育
(6) 国際共同研究・国際協力

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
東北地方太平洋沖地震
南海トラフの巨大地震
首都直下地震
桜島火山噴火

（６）本課題の５か年の到達目標：
緊急地震速報の高度化
長周期地震動情報の高度化
噴火警報の改善
降灰予報の改善
国際共同研究・国際協力
（７）本課題の５か年計画の概要：

気象庁では，地震学，火山学の最新の研究成果や地方自治体，関係防災機関のニーズを踏まえ，地
震や火山噴火の災害軽減に資するため，津波警報，緊急地震速報，長周期地震動情報，噴火警報や降
灰予報について過去の経験を踏まえて高度化を進めてきた．
これらの情報内容の改善や高度化にかかる知見・成果については，広く大学等関係機関，防災関係
機関に，気象防災情報として，また，各種情報の検討部会等を通じ，広く共有し，また，防災対応へ，
各分野の研究の推進に活用されている．
また，火山噴火予知連絡会では，火山活動の評価結果を公表しており，一般の方にも理解しやすい
表現を心がけている．
平成 26 年度においても、これまでの取り組みの成果、各種検討部会での議論の結果を踏まえ、継続
的に取り組んでいく。平成 27 年度以降についても、引き続き成果の共有を続けていく。
また、国際共同研究・国際協力については国際地震センター，米国地質調査所，包括的核実験禁止
条約機構，米国大学間地震学研究連合（ IRIS ）及び近隣国との地震観測データの交換などの組織的な
連携・協力を通じて，また，航空路火山灰情報センター及び北西太平洋津波情報センターの国際協力
業務や開発途上国における地震・火山の観測や津波警報の発表などの体制整備に必要な技術的な支援
を通じて，国際的な研究活動の進展に寄与する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
気象庁から発表する地震・津波・火山に関する防災情報の高度化を図るため各種検討会等を開催し 、報
道発表等により広く情報共有を図った。主な取り組みは以下のとおり。
・緊急地震速報評価・改善検討会の開催
・長周期地震動に関する情報検討会の開催
・火山情報の提供に関する検討会の開催
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年度も、引き続き、各種情報の利活用・高度化等のための検討を進める。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁及び全国気象官署職員
火山噴火予知連絡会事務局（ 気象庁地震火山部火山課）
他機関との共同研究の有無：有
様々な関係機関、専門家等と連携
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課

地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（ 内線：4514 ）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp
URL：http://www.jma.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：草野

利夫

所属：気象庁地震火山部管理課地震津波防災対策室
電話：03-3212-8341（ 内線 4663 ）

FAX ：03-3212-2857
e-mail：t-kusano@met.kishou.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：7013
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
火山活動の総合判断
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(1) 推進体制の整備

（ ４）その他関連する建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(4) 研究者，技術者，防災業務・防災対応に携わる人材の育成
(5) 社会との共通理解の醸成と災害教育

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
桜島火山噴火

（６）本課題の５か年の到達目標：
防災関係機関の防災活動に資するため，引き続き全国の火山活動の状況について総合的な判断を実
施する．特に噴火が近づいた火山や噴火中の火山について，最新の研究成果に基づき現在の状態から
火山噴火や噴火終息に至るまでの過程についての噴火推移の予測を試みる．
（７）本課題の５か年計画の概要：
年３回開催予定の火山噴火予知連絡会（ 定例会）において，全国の火山活動の総合的な評価を実施
する．また，火山噴火発生等の異常時に開催する臨時の幹事会や連絡会（ 定例会，臨時会）において，
火山噴火の可能性や火山活動の推移の予測等について評価し，火山噴火予知連絡会統一見解等の判断
結果については報道発表や気象庁の火山情報で公表する．
防災科学技術研究所等が新規に整備する観測施設など ，監視に必要なデータについては，観測デー
タの交換対象に追加する．
（８）平成 26 年度の成果の概要：
平成 26 年度は，第 129 回（平成 26 年 6 月 3 日），第 130 回（平成 26 年 10 月 23 日），第 131 回 (平
成 27 年 2 月 24 日予定) の, ３回の火山噴火予知連絡会（ 定例会）を開催し，全国の火山活動の状況に
ついての検討を行った．また，平成 26 年 8 月 3 日の口永良部島の噴火については平成 26 年 8 月 8 日
に，平成 26 年 9 月 27 日の御嶽山の噴火については平成 26 年 9 月 28 日と平成 27 年 1 月 19 日に火山
噴火予知連絡会（ 拡大幹事会）を開催し，詳細な活動評価を行い，検討結果をとりまとめた．定例会
及び拡大幹事会の検討結果は，報道発表し，気象庁の「火山の状況に関する解説情報」で発表すると
ともに，気象庁ホームページでも公表した．

気象庁及び防災科学技術研究所における観測施設の整備・更新状況を踏まえ，監視に必要なデータ
の追加を行った（ 平成 26 年 10 月）．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
火山噴火予知連絡会会報 117〜119 号（ 予定）
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
年３回開催予定の火山噴火予知連絡会（ 定例会）において，全国の火山活動の総合的な評価を実施
する．また，火山噴火発生等の異常時に開催する臨時の幹事会や連絡会（ 定例会，臨時会）において，
火山噴火の可能性や火山活動の推移の予測等について評価し，火山噴火予知連絡会統一見解等の判断
結果については報道発表や気象庁の火山情報で公表する．
防災科学技術研究所等が新規に整備する観測施設など ，監視に必要なデータについては，観測デー
タの交換対象に追加する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
火山噴火予知連絡会事務局（ 気象庁地震火山部火山課）
他機関との共同研究の有無：有
火山噴火予知連絡会委員
（ 監視に関するデータ提供機関）
大学，研究機関，自治体，地方整備局等の火山観測実施機関
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課

地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（ 内線：4514 ）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp
URL：http://www.jma.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：松森

敏幸

所属：気象庁地震火山部火山課
電話：03-3212-8341（ 内線：4530 ）

FAX ：03-3212-3648
e-mail：matsumori@met.kishou.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：7014
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
地震観測、地殻変動観測
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
東北地方太平洋沖地震
南海トラフの巨大地震
首都直下地震

（６）本課題の５か年の到達目標：
地震観測、地殻変動観測の継続
（７）本課題の５か年計画の概要：
津波警報や地震情報等を適切に発表するため全国に展開している地震計及び震度計，東海地域を中
心に展開しているひずみ計などの観測を継続するとともに，文部科学省と協力して，大学，防災科学
技術研究所など 関係機関の地震観測データを合わせて一元的に処理し，その結果を大学，関係機関に
提供する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
津波警報や地震情報等を適切に発表するため全国に展開している地震計及び震度計，東海地域を中
心に展開しているひずみ計などの観測を継続するとともに，文部科学省と協力して，大学，防災科学
技術研究所など 関係機関の地震観測データを合わせて一元的に処理し，その結果を大学，関係機関に
提供した．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
一元化震源，地震・火山月報（ カタログ編），地震・火山月報（ 防災編）
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：

27 年度も，引き続き観測を継続すると共に，処理結果を大学，関係機関に提供する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：

気象庁
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課

地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（ 内線：4514 ）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp
URL：http://www.jma.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：吉田 康宏
所属：気象庁地震火山部管理課
電話：03-3212-8341（ 内線：4581 ）

FAX ：03-3212-2857
e-mail：yyoshida@met.kishou.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：7015
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
潮位観測
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
潮位の連続観測を継続して実施する．
（７）本課題の５か年計画の概要：
潮位データの伝送を高度化し，障害による欠測を減少させる．
（８）平成 26 年度の成果の概要：
気象庁に集約された全国の潮位データを国土交通省防災情報提供センター HP で公開している．さ
らに，気象庁の管理地点については，毎時潮位，月平均潮位（ 平年偏差），津波，副振動等のデータ
を気象庁 HP 上で公開している．
平成 26 年度は，気象庁が管理している地点の潮位データの伝送について，観測機器の雷災対策を実
施した．またアナログ回線を使用していた一部の地点をデジタル回線に変更するなど 改善を図った．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
潮位データの伝送を高度化し，障害による欠測を減少させる．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地球環境・海洋部海洋気象課，地震火山部
他機関との共同研究の有無：有
国土交通省（ 水管理・国土保全局，港湾局）、国土地理院、海上保安庁と連携した潮位データの一
元化
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課

地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（ 内線：4514 ）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp
URL：http://www.jma.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：中舘 明
所属：気象庁地球環境・海洋部海洋気象課
電話：03-3212-8341（ 内線：5147 ）

FAX ：03-3211-6908
e-mail：a nakadate@met.kishou.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：7016
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
地磁気精密観測
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備

（ ４）その他関連する建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
日本中央部、北日本、南西日本、日本南方の地磁気基準点である柿岡、女満別、鹿屋、父島の４観測
点において、観測データの精度向上及び編集・解析作業の効率化を図りながら数十年〜100 年スケー
ルにわたる安定した地磁気観測を実施し 、大学等による地殻活動・火山活動を評価する電磁気的観測
研究のために、精密な磁場データを毎日リアルタイムで提供する。また、日本域の全磁力分布を解析
するために、全国にわたる全磁力精密観測網を構築する観測点として、いわき、北浦、阿蘇山麓にお
いて、データ取得の安定性を図りながら精密連続観測を継続実施する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
日本における地磁気基準点である柿岡、女満別、鹿屋、父島の４観測点において、観測データの精
度向上及び編集・解析作業の効率化を図りながら、地殻活動・火山活動を評価するために安定した地
磁気観測を実施し 、精密な磁場データを毎日リアルタイムで提供する。また、日本域の全磁力分布を
解析するために、全国にわたる全磁力精密観測網を構築する観測点として、いわき、北浦、阿蘇山麓
において、データ取得の安定性を図りながら精密連続観測を継続実施する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
柿岡、女満別、鹿屋、父島での地磁気 4 成分観測、及びいわき、北浦、阿蘇山麓での全磁力精密連
続観測を実施し 、陸域、海域での磁気測量をはじめ、大学等による電磁気的観測研究あるいは幾つか
提案されている日本域における標準的な全磁力磁場モデルの算出方法の検証・改良を進めるために 、
高精度の地磁気基準値を提供した。火山活動起源のシグナルを抽出するためには、
「参照データとの差
を求めて局所的な磁場変動だけを取り出す」という手法が用いられるが、地域によって変化の大きさ、

傾向が異なるため、地域毎の基準値観測が必要となる。それら地磁気観測点への車両や建築物等によ
る人工的な磁気擾乱の観測を強化し 、異常値の検出・補正処理を施し 、基準値の精度維持を図った。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
日本における地磁気基準点である柿岡、女満別、鹿屋、父島での地磁気 4 成分観測、及び全国にわ
たる全磁力精密連続観測網の一環として、いわき、北浦、阿蘇山録での全磁力観測を、観測データの
精度向上及び編集・解析作業の効率化、データ取得の安定性を図りながら、継続実施する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地磁気観測所
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象庁地磁気観測所調査課
電話：0299-43-6909

e-mail：kakioka@met.kishou.go.jp
URL：http://www.kakioka-jma.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：笹岡雅宏
所属：気象庁地磁気観測所観測課
電話：0299-43-6721

FAX ：0299-43-1193
e-mail：sasaoka@met.kishou.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：7017
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
全国における火山観測の強化
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
桜島火山噴火

（６）本課題の５か年の到達目標：
大学や防災科学技術研究所等関係機関の協力の下，火山噴火予知連絡会で中長期的な火山監視体制
の強化が必要とされた 47 火山の連続的な監視観測を継続する．また，火山活動が活発化した場合に
は，必要に応じ観測体制を強化する．
これらの成果は，噴火警報等の防災情報の発表や火山解説資料の作成に利用するとともに，地震火
山月報（ カタログ編）や火山年報で取りまとめて公表する．
（７）本課題の５か年計画の概要：

1 ）連続的な監視観測
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 火山について，全国４か所の火
山監視・情報センターにおいて，地震計，空振計，GPS 等により，連続的な監視観測を行う．
火山観測施設の更新計画（５か年）に基づき，平成 23 年度から実施している観測施設の更新を継続
する．

2 ）現地調査・機動観測による繰り返し観測等
全国の火山について，地震観測・GPS 繰り返し観測，熱観測等の調査的な機動観測を計画的に実施
する．また，三宅島，浅間山，桜島等，火口からの二酸化硫黄ガスの放出が継続している火山につい
ては，DOAS 等による火山ガス放出量の観測を実施する．
火山活動に異常が観測された場合には，緊急観測を実施し，火山活動の詳細を把握する．

3 ）観測成果の公表
各種監視・観測で得られた成果は，噴火警報等の防災情報，火山解説資料等の防災目的の資料等に
利用する他，地震火山月報（ カタログ編）や火山年報等により公表する．
（８）平成 26 年度の成果の概要：

1 ）連続的な火山観測

全国の活火山について，全国４か所の火山監視・情報センターにおいて，地震計，空振計，GPS 等
により，連続的な監視観測を行った．
火山観測施設の平成 23 年度から実施している更新計画に基づき，平成 26 年度は北海道駒ヶ岳，樽
前山，岩手山，九重山，雲仙岳の観測施設を更新した．
平成 26 年度に噴火が発生した口永良部島と御嶽山，及び噴火のおそれがある霧島山（えびの高原付
近）については，臨時に観測機器を設置して観測強化を行った．

2 ）現地調査・機動観測による繰り返し観測等
全国の火山について，地震観測，GPS 繰り返し観測，熱観測等の調査的な機動観測を計画的に実施
した．また，口永良部島や御嶽山のほか，阿蘇山，三宅島，浅間山，桜島等，火口から二酸化硫黄ガ
スの放出が継続している火山については，COMPUSS 等による火山ガス放出量の観測を実施した．ま
た，口永良部島や御嶽山，現在も継続している桜島などでは，関係機関の協力を得て，上空からの観
測を繰り返し実施した．

3 ）観測成果の公表
各種監視・観測で得られた成果は，噴火警報，火山の状況に関する解説情報，火山活動解説資料等
の防災目的の情報や資料として公表された他，地震火山月報（ カタログ編）や火山報告等で取りまと
めて公表した．また，防災科学技術研究所のホームページで，気象庁の地震計等のデータを公開して
いる．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
地震火山月報（ 防災編）2014 年 3 月号〜2015 年 2 月号（ 予定）地震火山月報（ カタログ編）2013 年

11 月号〜2014 年 10 月号（ 予定）
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：

1 ）連続的な監視観測
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 火山について，全国４か所の火
山監視・情報センターにおいて，地震計，空振計，GPS 等により，連続的な監視観測を行う．
火山観測施設の更新計画（５か年）に基づき，平成 23 年度から実施している観測施設の更新を継続
する．
また、平成 26 年の御嶽山の噴火を踏まえた観測施設の整備を実施し，準備のできたものから連続的
な監視観測を行う．

2 ）現地調査・機動観測による繰り返し観測等
全国の火山について，地震観測・GPS 繰り返し観測，熱観測等の調査的な機動観測を計画的に実施
する．また，三宅島，浅間山，桜島等，火口からの二酸化硫黄ガスの放出が継続している火山につい
ては，DOAS 等による火山ガス放出量の観測を実施する．
火山活動に異常が観測された場合には，緊急観測を実施し，火山活動の詳細を把握する．

3 ）観測成果の公表
各種監視・観測で得られた成果は，噴火警報等の防災情報，火山解説資料等の防災目的の資料等に
利用する他，地震火山月報（ カタログ編）や火山年報等により公表する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地震火山部・札幌管区気象台・仙台管区気象台・福岡管区気象台火山監視・情報センター
他機関との共同研究の有無：有
（ 監視に関するデータ提供機関）
大学，研究機関，自治体，地方整備局等の火山観測実施機関
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先

部署等名：地震火山部管理課

地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（ 内線：4514 ）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp
URL：http://www.jma.go.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：松森

敏幸

所属：気象庁地震火山部火山課
電話：03-3212-8341（ 内線：4530 ）

FAX ：03-3212-3648
e-mail：matsumori@met.kishou.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：7018
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
地殻活動・火山活動のための地磁気基準観測、全磁力精密観測のデータベース化
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
地殻活動・火山活動を的確に検出するため、地磁気基準観測、全磁力精密観測の成果のデータベース
化を継続する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
柿岡（ 茨城県）、女満別（ 北海道）、鹿屋（ 鹿児島県）、父島（ 東京都小笠原村）の 4 地点に、祓川（ 鹿
児島県）を加えた 5 観測点における地磁気基準観測データを、継続して地磁気観測所データベースに
登録し 、迅速に公開するとともに、国際的なデータセンターに提供する。さらに、活動的な火山を対
象とした全磁力精密観測データについて、継続してデータベースに登録する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
柿岡，女満別，鹿屋，父島の 4 地点に，祓川を加えた 5 観測点における地磁気 4 成分連続観測デー
タを，引き続き統一的な形式に整理し，月毎に地磁気観測所データベースに登録，公開するとともに，
国際的なデータセンターに提供した．さらに，活動的な火山を対象とする全磁力精密観測データにつ
いて，継続してデータベースに登録した．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
なし
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
柿岡，女満別，鹿屋，父島，祓川の 5 観測点における地磁気 4 成分連続観測データを，統一的な形式
に整理し，継続して地磁気観測所データベースに登録，公開するとともに，国際的なデータセンターに
提供する．さらに，活動的な火山を対象とする全磁力精密観測データについて，継続してデータベー
スに登録する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁地磁気観測所

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象庁地磁気観測所調査課
電話：0299-43-6909

e-mail：kakioka@met.kishou.go.jp
URL：http://www.kakioka-jma.go.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：吉村

純

所属：気象庁地磁気観測所調査課
電話：0299-43-6909

FAX ：0299-44-0173
e-mail： jun.yoshimura-a@met.kishou.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：7019
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
全国地震カタログの作成
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
全国地震カタログを作成する。また、定常的な発震機構解析（初動発震機構解、CMT 解）及び大地
震時の震源過程解析を実施し 、それら成果の関係機関等への提供及び一般への公開を実施する。
「高感度地震観測データの処理方法の改善に関する報告書」
（ 平成 26 年２月地震調査委員会）を踏
まえて、文部科学省と協力して行う地震波形の分析（ 地震波到達時刻の読取り等）やそれを使った震
源の決定等の処理震源決定にかかる処理の改善を行う等、地震カタログを充実する。
過去にさかのぼった震源決定を行うとともに、1976 年以降の大学等の検測値を取り込んで総合的な
地震カタログを作成する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
本課題は気象庁の通常予算で行うものである。
各年度において、地震カタログ等を作成し 、関係機関等への提供及び一般への公開を実施する。
高感度地震観測処理の改善に関しては、平成 26 年度に「高感度地震観測データの処理方法の改善に
関する報告書」に係る業務上必要な事項についての検討を行い、平成 27 年度から運用を開始する。ま
た、海域の地震観測網の拡大に対応するため、平成 26 年度に海底地震計のデータを用いた震源決定手
法の改善について調査を行い、後年度に運用を開始する。
震源過程解析に関しては、平成 26 年度に過去の解析結果の再解析を含めた見直しを行う。平成 27
年度にカタログ化に必要なフォーマットの検討を行い、後年度に提供を開始する。
過去震源の改定に関しては、平成 26 年度に 1955・1958・1975 年の震源の再計算を行い公開する。後
年度に、1976〜1997 年の期間について大学の検測値を取り込んだ総合的な地震カタログを作成する。
その他、適宜、地震カタログに係る解析・処理の改善を図る。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
地震カタログとしての，平成 25 年 11 月，12 月分の地震・火山月報（ カタログ編）CD‐ROM を刊
行し，web 版の地震月報（ カタログ編）は 2014 年 9 月分まで公開した（ 平成 26 年度内の予定含む）．
また，2014 年 11 月には英語版の web 公開を開始した．なお，CD-ROM 版の地震・火山月報（ カタロ
グ編）は，地震月報（ カタログ編）の web 公開に伴い刊行を終了した．

「高感度地震観測データの処理方法の改善に関する報告書」
（ 平成 26 年２月地震調査委員会，以下
「報告書」）を踏まえた震源の決定等の処理の改善については，これまでのトリガ方式の地震検知に加
えて新たな地震検知手法を取り入れ，自動処理による地震検出結果を検測処理の基本とする方針で検
討している．現在検討中の具体的な作業手順では，自動処理による地震の規模の推定値が，あらかじ
め定めた Mth 以上であれば，これまでと同様に人手により精査した結果を地震カタログに登録する．
一方，Mth 未満では波形を確認したうえで地震の相・振幅が正しく検測され良好に震源決定されてい
れば自動処理結果をそのまま，そうでなければ人手による簡易的な検測作業を行った結果を登録する．
さらに，震源が決まらない場合も，地震検知の情報は登録する．波形を確認した結果，地震ではない
と判定した場合には登録はしない．こうした作業手順により，必要十分な品質を確保しつつ，地震と
して検知されたイベントはもれなく登録されることになり，地震カタログの充実が図られる．
また，報告書に導入が求められていた観測点高度と海域における堆積層補正値を考慮した震源決定
プログラムを開発した．新しい震源決定プログラムでは観測点の高度に応じた走時表を用いて震源計
算を行う．堆積層補正値は，一次元速度構造モデルと P 波と PS 変換波の走時差から推定した値を用い
た．その結果，海底地震計付近の地震については，一元化震源に比べてやや震源が浅くなる傾向がみ
られる．また，陸域の地震では，長野県・岐阜県境のように観測点の標高が高い地域の地震は震源が
浅くなり，関東平野のように観測点の標高が低い地域では震源が深くなる傾向がある．
以上，報告書関連の処理の改善は平成 28 年度以降に導入を予定している．
過去震源の改定に関しては，1955・1958・1975 年を対象とした解析作業が完了し，震源カタログに
反映した．以上の年は，震源の緯度，経度の情報は度・分までの記述にとどまる等，最近の記録と比較
すると，地震活動の詳細把握が困難な状況だった．特に 1975 年は 1965 年以降の処理基準の変更によ
り，それ以前と比べ規模の小さな地震の震源が決められず，再解析に当たっては，単純に現在の計算
手法を適用するだけではなく，これまで使われていなかったデータの補足等によって，震源の質・量
について大幅な改善を行った．
震源過程解析については，平成 26 年度に日本国内で発生した１つの地震と，海外で発生した９の地
震について解析し，地震調査委員会及び地震予知連絡会に提出するとともに，気象庁ホームページな
どで公開した．また，これまで震源過程解析を行ってきた地震の中から，主に気象庁 web で公開中の
震源過程解析結果および論文掲載の解析結果について調査し ，2010 年 12 月以降に日本およびその周
辺で発生した地震について，今後のカタログ化の対象とすることにした．なお，その多くは「平成 23
年（ 2011 年）東北地方太平洋沖地震」後の多くの余震についての解析結果である．併せて，過去に解
析で用いた手法およびデータの確認も行い，カタログ化の際に，解析手法は当時のものとするが，結
果の表記方法は統一化を図ることとした．ただし，気象庁 web に掲載中の結果については，この方針
に従い，カタログ化開始前に適宜更新を行うこととした．
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
気象庁, 2014, 地震・火山月報（ カタログ編）平成 25 年 11 月号
気象庁, 2014, 地震・火山月報（ カタログ編）平成 25 年 12 月号
気象庁, 地震月報 (カタログ編), ＜ http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/bulletin/index.html ＞ , (参照

2015-2-1).
The Seismological Bulletin of Japan, ＜ http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/bulletin/index e.html ＞ ,
(参照 2015-2-1).
気象庁, 2014，世界の地震活動（ 2013 年 11 月〜2014 年 4 月）, 地震予知連絡会会報, 92, 364-385.
岩切一宏・川添安之・長谷川嘉臣, 2014，地震波形を用いた気象庁の震源過程解析 ―解析方法と断層
すべり分布のスケーリング則―, 験震時報, 78, 65-91.
溜渕功史，2014，ベイズ推定を用いた一元化震源カタログのための自動震源決定法，地震学会秋季大
会予稿集，C32-02.
武藤大介・上野寛・溜渕功史・岩切一宏, 2014，平成 23 年（ 2011 年）東北地方太平洋沖地震以降に活

発化した福島県浜通りから茨城県北部における地震活動の特徴とその要因, 験震時報, 78, 1-28.
武藤大介・上野寛・川添安之・岩切一宏, 2014，平成 23 年（ 2011 年）東北地方太平洋沖地震の前後に
発生した地震の震源過程の解析, 験震時報, 78, 29-44.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
地震カタログとして，地震月報 (カタログ編) を web 公開する．
報告書を踏まえた震源の決定等の処理の改善について，平成 28 年度から開始するため，新しい震源
計算プログラムの開発や地震観測点に対する具体的な観測点補正値の検討と観測点高度毎の走時表の
作成を行う．また，具体的な検測作業手順や震源の精度情報を含んだ新たな地震カタログの仕様を決
定する．

1976 年の再計算を実施し，地震カタログに反映する．この時代からは大学等の観測データが増加し
ているので，気象庁の検測値データだけではなく，再現できるデータすべてを用いて網羅的なカタロ
グを作成する．
震源過程解析を行い関係機関等への提供及び一般への公開を実施する．また，カタログ化に向けた
検討を行う．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
地震火山部地震予知情報課
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：気象庁地震火山部管理課地震調査連絡係長
電話：03-3212-8341（ 内線：4514 ）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp
URL：http://www.jma.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：内藤宏人
所属：地震火山部地震予知情報課
電話：09-3212-8341（ 4576 ）

FAX ：03-3212-2807
e-mail：hnaito@met.kishou.go.jp

図１

新しい検測作業手順の概要

図2

新しいプログラムによる震源

三陸沖 OBS（ 黄色い逆三角）の高度と堆積層補正を考慮した新しいプログラムによる震源（ 赤）と，現行の震源
（ 灰色）を比較すると，震源がまとまり，やや浅くなる傾向がある

図３

震源再計算後の震央分布図，M-T 図，回数積算図

旧カタログの回数積算曲線の 1975 年は前後期間と比較して平坦だったが，震源再計算後の新カタログでは前後と
調和的になった。

平成 26 年度年次報告
課題番号：7020
（ １）実施機関名：
気象庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
防災・減災に関する知識の普及啓発
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(5) 社会との共通理解の醸成と災害教育

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
東北地方太平洋沖地震
南海トラフの巨大地震
首都直下地震
桜島火山噴火

（６）本課題の５か年の到達目標：
緊急地震速報の利活用促進
長周期地震動情報の普及シ屡
津波防災に関する普及・啓発
噴火警報、噴火警戒レベルの利活用促進
量的降灰予報の普及・啓発
（７）本課題の５か年計画の概要：
気象庁では、国や地方自治体等の防災関係機関、教育機関、大学等研究機関と連携しながら、地震・
津波及び火山に関する現象や警報をはじめとする防災気象情報に関する、知識、防災・減災等に対す
る住民の意識の向上に、全庁を挙げて戦略的に取り組んでいる。
このうち、地震津波関係で、特に、緊急地震速報の利活用促進、長周期地震動情報、津波防災に関
する普及・啓発について、さらに進めていくこととしている。また、火山関係では噴火警報、噴火警
戒レベルの利活用推進をさらに進めると共に、量的降灰予報の普及・啓発を進めることとしている。
平成 26 年度においても、これまでの取り組みの成果や各地の取り組み、各種検討部会での議論の結果
を踏まえ、継続的或いは発展的な普及啓発の取り組みを進めるよう、対応を進めていく。
なお、普及啓発の対応は息の長い取り組みが必要であることから、平成 27 年度以降についても継続
的に取り組んでいく予定。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
関係機関と連携し 、地域の状況にあった様々な手段を用いて地震・津波及び火山に関する知識や防
災行動についての普及啓発に継続的に取り組んだ。主な実施内容は以下のとおり。

・地方自治体等と連携した防災訓練への助言・協力、HP 等での相互協力
・教育機関と連携した学校防災教育へ助言・協力
・防災関係機関、民間団体等と連携した出前講座・防災講演会等の実施
・関係機関と連携した合同登山・学習登山の実施
・報道機関と連携した防災番組への協力
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
これまでの取り組みの成果や経験を活かし 、全国の気象官署において引き続き継続的或いは発展的
に取り組む。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
気象庁及び全国気象官署職員
他機関との共同研究の有無：有
様々な関係機関、専門家等と連携
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：地震火山部管理課

地震調査連絡係長

電話：03-3212-8341（ 内線：4514 ）

e-mail：jmajishin kanrika@met.kishou.go.jp
URL：http://www.jma.go.jp
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：寺川

正之

所属：気象庁地震火山部管理課地震津波防災対策室
電話：03-3212-8341 （ 内線 4664 ）

FAX ：03-3212-2857
e-mail：m.terakawa@met.kishou.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：8001
（ １）実施機関名：
海上保安庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
海底地殻変動観測
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(2) 低頻度大規模地震・火山現象の解明
イ. プレート境界巨大地震

2. 地震・火山噴火の予測のための研究
(2) モニタリングによる地震活動予測
ア. プレート境界滑りの時空間発展

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（ ４）その他関連する建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備
ウ. 観測・解析技術の開発

（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
東北地方太平洋沖地震
南海トラフの巨大地震
首都直下地震

（６）本課題の５か年の到達目標：
地震活動、地震の余効変動、固着回復過程など の詳細を調べ、構造との関係を明らかにするため、

GPS −音響測距結合方式による海底地殻変動観測を継続する。
併せて、観測体制の強化を進め、南海トラフなどのプレート境界の固着状態の把握に努める。また、観
測手法の一層の高度化を進め、効率的で長期に安定した計測技術の開発を行う。
（７）本課題の５か年計画の概要：

引き続き、日本海溝沿い、南海トラフ沿いなど 、日本近海の海溝型巨大地震が発生した海域ならび
に発生が想定される海域において、海底地殻変動観測を継続するとともに、観測技術の開発・効率化
を図り観測の高度化を行う。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
既設の海底基準点において海底地殻変動観測を実施し，観測結果を適宜地震予知連絡会等で報告し
た。東北地方太平洋沖地震発生後の平成 26 年 8 月までの観測から得られた電子基準点「福江」に対す
る移動速度を図 1 に示す。
東北地方太平洋沖地震により、24m 東南東へ移動した「宮城沖 1 」海底基準点で，54cm 西北西に移
動しているのをはじめとして，東北沖地震の震源域周辺では陸域の GEONET の観測結果とは整合し
ない複雑な変動を示している。一方で，
「 福島沖」や「銚子沖」など 陸域と同様に東南東に向かって移
動している観測点もある。
また南海トラフ沿いでは平成 23 年度以降に設置された海底基準点を含めた 15 点（ 図 2 ）での観測
を継続的に実施した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
東北地方太平洋沖地震後の南海トラフ沿いの海底地殻変動観測結果（ 速報）
（ 地震予知連絡会会報第

92 巻）
東北地方太平洋沖地震後の海底地殻変動観測結果（ 地震予知連絡会会報第 92 巻）
東北地方太平洋沖地震後の海底地殻変動観測結果（ 地震予知連絡会会報第 93 巻）

Watanabe, S., M.

Sato, M. Fujita, T. Ishikawa, Y. Yokota, N. Ujihara, A.Asada (2014), Geophysical

Research Letters, 41, 5789-5796, doi:10.1002/2014GL061134.
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
海溝型地震の発生が想定されている日本海溝沿い，南海トラフ沿いの海域において，継続的な海底
地殻変動観測を実施するとともに，観測技術の高度化を図る。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室
他機関との共同研究の有無：有
東京大学生産技術研究所、東北大学大学院理学研究科
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室
電話：03 − 5500 − 7147

e-mail：下記ＵＲＬの問い合わせフォームから問い合わせください。
URL：http://www1.kaiho.mlit.go.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：石川

直史

所属：海上保安庁海洋情報部技術・国際課
電話：03-5500-7122

FAX ：03-5500-7141
e-mail：jishin@jodc.go.jp

図1

東北地方太平洋沖地震後の地殻変動（ 累積）．
（ a ）観測期間と累積変位量，
（ b ）累積変位ベクトル．赤と黒

の矢印は，海底基準点と国土地理院の電子基準点における累積変位ベクトルを示す．

図2

南海トラフ沿いの海底基準点の位置．陸上の矢印は，国土地理院の電子基準点の 1 年あたりの移動量（ F3

解）を示す．

平成 26 年度年次報告
課題番号：8002
（ １）実施機関名：
海上保安庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
海洋測地の推進
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(3) 地震・火山噴火の発生場の解明
ア. プレート境界地震

4. 研究を推進するための体制の整備
(6) 国際共同研究・国際協力

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
東北地方太平洋沖地震
南海トラフの巨大地震
首都直下地震

（６）本課題の５か年の到達目標：

SLR の国際共同観測を継続し 、日本周辺を含めた広域のプレート相対運動を把握するためのデータ
を提供し精度向上に貢献する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
下里水路観測所において SLR の国際共同観測を継続し 、日本周辺を含めた広域のプレート相対運動
決定に資するデータを取得する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
海上保安庁では 1982 年から下里水路観測所において，SLR 観測を継続的に実施しており，ITRF の
原点決定への貢献ならびに日本周辺のプレート収束速度の高精度検出に寄与している。2014 年までの
下里の座標変化は図 1 の通りとなっている。2014 年も前年と同程度の 1,454 パスの測距データを取得
した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
海上保安庁 (2014)，人工衛星レーザー測距観測（ 2012 年），海洋情報部観測報告衛星測地編，27．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：

SLR の国際共同観測を継続し ，ITRF の原点決定ならびに日本周辺のプレート収束速度決定の精度向
上に貢献する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室
電話：03-5500-7147

e-mail：下記ＵＲＬの問い合わせフォームから問い合わせください。
URL：http://www1.kaiho.mlit.go.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：奥村

雅之

所属：海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室
電話：03-5500-7147

FAX ：03-5500-7148
e-mail：jishin@jodc.go.jp

図1

SLR 観測により求められた下里の座標変化（ 1997〜2014 年）

平成 26 年度年次報告
課題番号：8003
（ １）実施機関名：
海上保安庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
海域火山観測
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備
イ. 地震・火山現象のデータベースとデータ流通

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
海域火山の定期巡回監視及び海域火山基礎情報図整備を継続して実施する。
海域火山データベースの整備及び公表を継続して行う。
（７）本課題の５か年計画の概要：
海域火山の定期巡回監視及び海域火山基礎情報図整備を継続して実施する。
海域火山データベースの整備及び公表を継続して行う。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
航空機により「南方諸島」及び「南西諸島」の海域火山において, 定期巡回監視観測を実施（第 1 図,
第 2 図）した．

2013 年 11 月 20 日に活動が確認された「西之島」の火山活動を航空機による定期的な目視観測（第
3 図）, 熱計測（ 第 4 図）を行い, さらに衛星画像（ 第 5 図）を活用した監視観測を継続して実施して
いる．
さらに撮影した空中写真から簡易な地形図を作成し , 地形変化を解析している．その結果, 新たに形
成された地形の面積は ,12 月 25 日現在で約 2.29km2（ 第 6 図）となった.
また、2014 年 8 月に噴火した口永良部島の目視による臨時観測を実施した（ 第 7 図）.
これらの観測成果は , 火山噴火予知連絡会に報告するとともに , 海域火山データベースで公表した.
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
日本火山学会 2014 年度秋季大会ポスター発表「 2013-2014 年西之島火山噴火活動」

海洋情報部研究報告第 52 号「西之島火山の 2013-2014 年噴火活動」
（ 印刷中）
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
海域火山の定期巡回監視及び海域火山基礎情報図整備を継続して実施する．
海域火山データベースの整備及び公表を継続して行う．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
海上保安庁海洋情報部海洋調査課
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：海上保安庁海洋情報部海洋調査課
電話：03 − 5500 − 7126

e-mail：
URL：
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：山内 明彦 小野 智三
所属：海上保安庁海洋情報部海洋調査課
電話：03-5500-7126

FAX ：03-5500-7148
e-mail：jishin@jodc.go.jp

第 1 図 定期火山観測「南方諸島」
（ 2014 年 10 月 15〜17 日実施） a:青ヶ島, b:伊豆鳥島, c:三宅島火口, d:須美寿島

第 2 図 定期火山観測「南西諸島」
（ 2014 年 5 月 15〜17 日実施）

c:諏訪之瀬島, d:中之島

a:薩摩硫黄島火口, b:口永良部島古岳及び新岳,

第3図
月 21 日

定期火山観測「西之島」
（ 2014 年 4 月〜2015 年 1 月実施）

a:4 月 15 日, b:7 月 23 日, c:10 月 17 日, d:1

第 4 図 「西之島」熱画像

第 5 図 「西之島」衛星データ解析画像

第 6 図 「西之島」地形変化図

第 7 図 「口永良部島」噴火状況（ 2014 年 8 月 10 日撮影）

平成 26 年度年次報告
課題番号：8004
（ １）実施機関名：
海上保安庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
地殻変動監視観測
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(5) 火山現象のモデル化
ア. マグマ噴火を主体とする火山

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
東北地方太平洋沖地震
南海トラフの巨大地震
首都直下地震

（６）本課題の５か年の到達目標：
継続的に GNSS 観測による地殻変動の監視観測を実施するとともに、観測データを利用して地震・
火山現象に伴う地殻変動を検出する。
（７）本課題の５か年計画の概要：
伊豆諸島海域において GNSS 連続観測を実施するとともに、DGPS 局のデータを利用して地殻変動
を検出する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
海上保安庁の GPS 観測点において通年の観測を実施し，得られた結果について地震調査委員会，地
震予知連絡会及び火山噴火予知連絡会に報告した．

GPS 観測点の 1 年間の位置変化を図 1 に示す．
2014 年 7 月 28 日には , 伊豆大島付近で発生した地震（ M4.4 ）にともなう西北西 1.0 cm の変動を伊
豆大島局で検出した.
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
海上保安庁，2014，海上保安庁による GPS 地殻変動監視観測，地震予知連絡会会報，92，24-29.
海上保安庁，2014，海上保安庁による GPS 地殻変動監視観測，地震予知連絡会会報，93，印刷中.

（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：

GPS 観測による地殻変動の監視を継続する．
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室
電話：03 − 5500 − 7147

e-mail：下記ＵＲＬの問い合わせフォームから問い合わせください．
URL：http://www1.kaiho.mlit.go.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：奥村

雅之

所属：海上保安庁海洋情報部海洋調査課海洋防災調査室
電話：03-5500-7147

FAX ：03-5500-7148
e-mail：jishin@jodc.go.jp

図1

DGPS 局等の GPS 連続観測から求めた水平変位（ 下里局固定）

平成 26 年度年次報告
課題番号：8005
（ １）実施機関名：
海上保安庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
験潮
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
験潮観測の継続実施
（７）本課題の５か年計画の概要：
引き続き、験潮観測を実施し 、日本全国の地殻変動監視及び他機関との連携による験潮データのリ
アルタイム公開を実施する。
（８）平成 26 年度の成果の概要：
海上保安庁は潮汐観測により平均水面を求め、海岸昇降検知センターへ提出し 、日本全国の地殻変
動監視に供している。また、国土交通省水管理・国土保全局及び港湾局、国土地理院、気象庁と連携
し 、インターネットによるリアルタイム験潮データで公開を実施した。
リアルタイム験潮データの集中監視の成果として、平成 26 年 4 月 2 日その成果をチリ北部沿岸で発
生した地震に伴う津波を験潮所で観測した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
平成 26 年（ 2014 年）4 月 2 日、チリ北部沿岸で発生した地震による津波について

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/TIDE/kouho/20140407/tsunami n-Chile 20140407.pdf
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 26 年度と同様に全国 20ヵ所の験潮所において潮汐観測を実施し 、国土交通省水管理・国土保
全局および港湾局、国土地理院、気象庁と連携し 、インターネットによるリアルタイム験潮データで
公開する。
海上保安庁所管験潮所：竜飛、釜石、横浜、横須賀、千葉、三宅島、神津島、八丈島、徳山、広島、
呉、大分、博多、佐世保、厳原、粟島、大泊、西之表、中之島、名瀬
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
海上保安庁海洋情報部環境調査課

他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：海上保安庁海洋情報部海洋調査課
電話：03-5500-7153

e-mail：下記ＵＲＬの問い合わせフォームから問い合わせください．
URL：http://www1.kaiho.mlit.go.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：難波江

靖

所属：海上保安庁海洋情報部環境調査課
電話：03-5500-7153

FAX ：03-5500-7154
e-mail：jishin@jodc.go.jp

平成 26 年度年次報告
課題番号：8006
（ １）実施機関名：
海上保安庁
（２）研究課題（または観測項目）名：
海域における地形・活断層調査
（３）最も関連の深い建議の項目：

4. 研究を推進するための体制の整備
(2) 研究基盤の開発・整備
ア. 観測基盤の整備

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
（７）本課題の５か年計画の概要：
巨大地震の発生が懸念されるプレート境界域等において，海底変動地形等の調査を実施する．
（８）平成 26 年度の成果の概要：
南海トラフ海域において、海底地形の調査を実施した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
巨大地震の発生が懸念されるプレート境界域等において、海底変動地形等の調査を実施する。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
海洋調査課
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：海上保安庁海洋情報部海洋調査課
電話：03-5500-7125

e-mail：下記ＵＲＬの問い合わせフォームから問い合わせください．
URL：http://www1.kaiho.mlit.go.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：田中喜年
所属：海上保安庁海洋情報部海洋調査課
電話：03-5500-7144

FAX ：03-5500-7146
e-mail：jishin@jodc.go.jp

日本海東縁部の海底地形（アナグリフ画像）

平成 26 年度年次報告
課題番号：9001
（ １）実施機関名：
奈良文化財研究所
（２）研究課題（または観測項目）名：
考古資料および文献資料から見た過去の地震・火山災害に関する情報の収集とデータベースの構築・
公開
（３）最も関連の深い建議の項目：

1. 地震・火山現象の解明のための研究
(1) 地震・火山現象に関する史料，考古データ，地質データ等の収集と整理
イ. 考古データの収集・集成と分析

（ ４）その他関連する建議の項目：
（５）優先度の高い地震・火山噴火との関連：
（６）本課題の５か年の到達目標：
過去の災害を研究する場合、近代的な記録が整備されている時代のみを対象とするのでは不十分で
ある。歴史的な記録類を参照するとともに 、文字資料を補完する役割を果たす考古資料についても、
発掘調査の場で災害の痕跡を正しく認識することによって、情報を収集・分析する必要がある。また、
これらの情報をデータベース化して公開することで、従来よりも長期にわたる、より正確な地震・火
山災害に関する情報を提供することが可能となり、災害痕跡の認識に関するレベルの向上を図るとと
もに、将来的な防災・減災に寄与することが期待される。
（７）本課題の５か年計画の概要：
新規研究
考古学の領域では、特に阪神・淡路大震災を契機として、過去の地震や火山噴火などの災害痕跡に
関する問題意識が高まり、各地の発掘調査で多くの考古データが蓄積されつつある。しかし 、それら
を収集・公開する体制は未整備であり、情報が十分に共有されているとはいいがたい。そこで、そう
した災害に関する考古データを全国的に収集・分析し 、文字史料とのすり合わせを含めて、どの時代
のいかなる災害によるのかを検討する。そして、情報を時代と地域、災害の原因ごとに整理し 、デー
タベースとして公開することによって、過去の災害情報の共有化を図るとともに、将来にわたる防災・
減災を講じる指針とする。
平成 26 年度：データベースの項目設計、発掘現場での情報収集、データの収集と
分析、文献史料の調査
平成 27 年度：データベースの構築開始、発掘現場での情報収集、データの収集と
分析、研究集会の開催
平成 28 年度：歴史時代を中心としたデータベースの公開、発掘現場での情報収集、
データの収集と分析
平成 29 年度：データベースの先史時代への拡張、発掘現場での情報収集、データ
の収集と分析、研究集会の開催
平成 30 年度：拡張版データベースの公開

（８）平成 26 年度の成果の概要：
・新潟県を中心に約 8000 件の発掘調査事例を検討し 、約 350 件の地震・火山噴火に関わる災害痕跡を
抽出した。これらの災害痕跡について発掘調査報告書から資料を収集してデータを整理しつつ、デー
タベースを構成する項目の選定・項目ごとの情報型（ 文字情報、画像情報、ID 化情報等）などを定義
した。また、各項目の有効性を検討しながらエクセルへのデータ入力を進めた。
・データベース構築では、システムサーバーの導入、データベース基本構造の設計およびプログラミ
ングを行った。
・さらに、発掘調査現場における災害痕跡調査を実施した。一例として、奈良文化財研究所が実施し
た平城第 530 次調査では複数時期にわたる地震痕跡（ 噴砂）を検出して、その堆積構造調査・堆積土
層剥ぎ取り調査・土壌の粒土組成解析用試料採取と分析などを行った。
・文献史料については、考古資料との比較対照の際の課題について検討した。
（９）平成 26 年度の成果に関連の深いもので、平成 26 年度に公表された主な成果物（論文・報告書等）：
小池伸彦，2014，災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画への参画，奈文研ニュース編集
委員会（ 編）奈文研ニュース 54，1．村田泰輔，2014，平城第 530 次発掘調査で発見された巨大
地震の痕跡，奈文研ニュース編集委員会（ 編）奈文研ニュース 55，1．
（ 10 ）平成 27 年度実施計画の概要：
平成 27 年度は、新潟県以外の地域にも範囲を広げつつ、引き続き発掘調査報告書からの資料の収集・
データ整理・入力を進めるとともに、発掘調査現場での情報収集・データ収集を実施する。また、収
集・入力したデータを元に、データベースの構築に着手する。そのほかに、災害痕跡に関する基本的
な問題について検討するために、研究集会の開催を予定している。
（ 11 ）実施機関の参加者氏名または部署等名：
奈良文化財研究所
難波洋三、田中康成、森本晋、小池伸彦、渡辺晃宏、金田明大、山崎健
脇谷草一郎、星野安治、高田祐一
他機関との共同研究の有無：無
（ 12 ）公開時にホームページに掲載する問い合わせ先
部署等名：研究支援推進部総務課
電話：0742-30-6733

e-mail：webstaff@nabunken.go.jp
URL：http://www.nabunken.go.jp/
（ 13 ）この研究課題（または観測項目）の連絡担当者
氏名：小池伸彦
所属：奈良文化財研究所

埋蔵文化財センター

電話：0742-30-6848

FAX ：0742-30-6841
e-mail：aykoike@nabunken.go.jp

遺跡・調査技術研究室

