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研究実績報告（成果）
１．茨城県沖・福島県沖における海陸合同速度構造探査実験
平成 18 年度に、茨城県・福島県沖の日本海溝陸側斜面において、海底地震計 60 台、エア
ガンおよび火薬発破による人工震源を用いた構造調査を行った。本年度は、海溝に平行な
測線の内、陸よりの測線の解析を行った。この測線は、1938 年の塩屋崎地震群の震源域を
横切っている（図１）。２次元波線追跡法による解析の結果、測線下の地殻の厚さはおよ
そ 18km であり、北に向かってやや厚くなることが分かった。また、下部地殻のＰ波速度
は、約 6.3km/s である。一方、最上部マントル速度が、8km/s を切る速度に低下する領域
があることがわかった。この結果を平成 16 年に行った宮城沖の構造探査実験の結果と比較
すると、福島沖から茨城沖にかけては、島弧下部地殻の速度が、6.3km/s と、宮城沖に比べ
てやや小さいことがわかった。また、最上部マントル速度が遅い領域は、塩屋崎地震群の
最初の地震の滑り量が大きいと対応し、モホ面が深くなる部分と３回目の地震のすべり量
分布が対応することが明らかとなった（図２）。

図１．平成 19 年度に解析した
構造探査測線位置。赤色の丸が
海底地震計、色付きコンター
は、塩屋崎地震群のすべり量
（室谷・他、2004）を示す。

図２．福島沖・茨城沖の暫定的速度構造。図中の数字は
P は速度。三角が OBS の位置を表す。図上の線は、塩屋
崎地震のすべり量分布を測線に投影したもの。実線は、
最大すべり量の半分以上、点線は半分以下の領域を示
す。深さ 30km 付近の点線は、反射波から推定されたプ
レート境界面。

２．海陸境界域地震・地殻変動観測
2005 年 8 月 16 日、宮城県沖で M7.2 のプレート境界地震が発生した。この地震は、1978
年や 1936 年に宮城県沖で発生した地震を踏まえて発生が予測されていた「宮城県沖地震」
の想定震源域付近で発生し、宮城県沖地震の発生を考える上で、震源域近傍における余震
活動に関する詳細な情報が必要不可欠である。この海域では、宮城沖における長期海底地
震観測（文部科学省委託事業）が行われており、地震発生時に観測中であった海底地震計
の内、14 台と臨時観測のために追加設置された 16 台の海底地震計のデータから、本震およ
び余震の正確な震源分布を求めた。決定された震源の多くは、沈み込む太平洋プレートの
上面に対応すると考えられる陸側に傾斜する面に沿って分布する。ほとんどの余震は本震
の破壊域の周辺の狭い範囲内に集中して発生しており、顕著な余震域の拡大は見られなか
った。
2007 年 3 月 25 日、能登半島沿岸部を震源とする M6.9 の地震が発生した。海域の余震分
布を精度良く求めることを目的として、海域下の震源域周辺部を中心として本震発生 11 日
後の 4 月 5 日から海底地震計を設置し、1 ヶ月間に渡って能登半島西方沖において余震観測
を実施した。この結果、本震周辺から海域下の最大余震発生域までの間の余震は、深さ 2km
から 10km まで南東方向に約 60 度で傾斜する板状に分布しており、海底活断層と明瞭に対
応していることが明らかになった。
2007 年 7 月 16 日、新潟県上中越沖を震源とする M6.8 の地震が発生した。精密な余震分
布を求めるためには、震源域およびその近傍における海底地震計による観測が必要不可欠
であり、海底地震計を用いた臨時余震観測を実施した。設置は、７月 25 日から 26 日にか
けて、回収は、8 月下旬により行われた。回収の直前には、海底地震計直上を結ぶ測線上で
エアガン発震を行い、地震波速度探査実験も行った。Double-Difference（DD）法による震
源決定の結果、余震は、余震域全体で見ると、南東傾斜の面を形成していることがわかっ

た（図３）
。
茨城県沖において、平成 14 年 7 月より海底地震計を用いた長期観測を行ってきた。平成
19 年度についても、長期型海底地震計 5 台を用いた観測を継続している。これまでに解析
された地震の震央分布を見ると、1982 年地震の震源周辺、および震源断層境界部に集中的
に地震が発生しており、さらに地震時の滑り量が大きかったと考えられている場所でも発
生頻度が高いことがわかった。また、甑島西方海域において、14 台の海底地震計を用いた
地震観測を実施した。
能登半島七尾湾周辺における海底重力探査については、海底重力計の不調により、今年度
は実施しなかった。

図３．2007 年新潟県中越沖地震余震
観測データによる余震分布（2007 年 7
月 26 日〜8 月 24 日）
。余震の鉛直分
布断面から、
余震が深さ 6km から 15km
に集中し、余震域の南東地域ほど、余
震が深いことがわかる。

