
ゆっくり滑りの検出及び地震サイクルにおける 

プレート間カップリングの時空間変化の推定（第３年次） 

 

 

実施期間    平成 19 年度～平成 22 年度 

地理地殻活動研究センター      

                          地殻変動研究室 小沢 慎三郎 

 

１．はじめに 

 GPS 観測網の整備により，日本周辺の海溝域でゆっくり滑りといわれる非常に長い時定数を持つ，

地震の一種が発見されてきた．これらゆっくり滑りは，単独で起きる場合もあるし，大地震後に起き

る場合もある．単独で起きる場合の例としては，豊後水道付近で，ゆっくり滑りが 1997 年，2003 年

に発生している．発生の間隔を考えると，豊後水道のゆっくり滑りはそろそろ起きる可能性が指摘さ

れていた．そのような中，2009 年後半から豊後水道付近でゆっくり滑りが発生した．本研究では 2009

年後半から発生した，豊後水道ゆっくり滑りに伴う地殻変動データを使用し，プレート間のゆっくり

滑りの特徴を調べ，本研究で過去に解析されたゆっくり滑りの特徴を報告する． 

 

２．実施内容 

2009 年後半から豊後水道付近でゆっくり滑りが発生した．図－１に GPS で観測された地殻変動を

示す． 図―１に示されるとおり豊後水道付近の GPS 観測点は南東向きの変動を示す．このことはフィ

リピン海プレートが北西に沈み込んでいることを考えると，プレート境界でゆっくりとしたプレート

間滑りが発生したことを強く示唆する．また座標時系列データは，過去の長期的なスロースリップ同

様ゆっくりとした立ち上がりの時期をへている．上記のデータを使用して時間依存のインバージョン

手法でプレート間のすべりの時空間変化を推定した． 

 

３．得られた成果 

図－２に GPS データからインバージョンで推定したゆっくり滑りの分布を示す．2009 年５月-９月に

豊後水道の下でプレート間すべりが推定され，2009 年９月-2010 年１月にかけて豊後水道のプレート

境界での滑りが消え四国南西部に滑りの領域が推定された． 

  

４．結論 

GPS 観測で捉えられた豊後水道の地殻変動データを使用して，インバージョンを行い，ゆっくり滑り

の滑り分布を推定した．その結果，2009 年の中頃に豊後水道の深部でプレート間すべりが起き，その

後四国南西部に滑りの領域が移ったことが推定された，過去３年間の本研究により，単独で起きるス

ロースリップは豊後水道も房総半島沖も準周期的な発生をすることがわかった．また地震後のゆっく

りすべりは，地震後急激にすべるのに対して，単独のゆっくりすべりは立ち上がりの時期があること

が豊後水道の例からわかった． 



図—１ GPS 観測点における水平地殻変動．(a)と(b)は観測値．(c)と(d)は計算値．(a)2009 年５月１

日-2010 年９月１日 (b)2009 年９月１日-2010 年１月１日 (c)2009 年５月１日-2009 年９月１

日 (d)2009 年９月１日-2010 年１月１日． 

 

 

図－２ 推定滑り分布．赤丸は低周波微動．(a)2009 年１月１日-2009 年５月１日．(b)2009 年５月１

日-2009 年９月１日．(c)2009 年９月１日-2010 年１月１日．(d)2010 年１月１日-2010 年３

月１日． 

 



緊急防災情報としての震源断層即時推定手法の 

開発に関する特別研究(第３年次) 

 

 

実施期間    平成 19 年度～平成 21 年度 

地理地殻活動研究センター 

地殻変動研究室 西村 卓也 

 

１．はじめに 

大地震発生直後に地震の規模や想定される被災域などを推定し，発生する災害に対する初動体制を

整えることの重要性が指摘されている．気象庁による緊急地震速報等，地震データをリアルタイムに

処理，公開し，減災に役立てるシステムが実用段階となっているが，これらのシステムは全て地震波

の情報のみによる震源位置と震源メカニズムの推定を行っており，地殻変動の情報は活用されていな

い．一方，地震波の情報だけでは震源域の範囲を即座に推定する事は困難であるが，多くの内陸地震

において震源域の直上は，土砂災害などが特に多く発生することが知られており，震源域の広がりを

知る事は早期に被害集中域を推定するために重要である．さらに超巨大地震や津波地震では災害の規

模は極めて大きくなるが，地震計を用いた上記のシステムや現行の津波監視システムは，超巨大地震

やゆっくりとした断層運動が原因である津波地震の検知能力に限界がある．このような欠点を補うた

めにはゆっくりとした変動を捉えることが出来る地殻変動観測が有効である．現在の GEONET による地

殻変動監視においては，GPS 基線解析処理に数時間以上かかるため，緊急対応に活用するためにはリ

アルタイム化が望ましい．本特別研究では，電子基準点の１秒サンプリングデータをリアルタイム解

析し，この解析結果を用いて断層位置・震源メカニズムを推定し、地震発生時の災害対応に活用する

手法の開発を行う． 

 

２．研究内容 

防災情報のための地殻変動データの即時提供システム開発を目的として，１)既存の電子基準点デ

ータを用いたリアルタイム測位の高精度化による広域地殻変動の検出能力向上，２)観測された地殻変

動からの短時間での震源断層モデル自動推定手法開発，３)任意の場所での推定地殻変動を自動的に計

算する手法の開発を行う．開発した手法を基に，電子基準点 60 点程度を対象とした地殻変動情報即時

提供システムを試作する．本研究の最終年度である平成 21 年度は，平成 20 年度までに開発した広域

リアルタイム地殻変動システムを改造して，気象庁から送信される緊急地震速報を用いて震源断層モ

デル及び任意の場所における推定地殻変動を自動的に計算する手法の開発を行い，Web による解析結

果表示機能を備えた全体のシステム調整を行った． 

 

３．得られた成果 

緊急地震速報を用いた震源断層モデル自動推定手法の開発に関しては，リアルタイム解析している

GPS 座標時系列ファイルから，緊急地震速報による地震発生時間前後の座標値のオフセットを自動的

に算出し，この値を地震時地殻変動として，変動量のファイル出力と地図上への表示を行うようにし

た．さらに，変動量ファイルを読み込んで，１)遺伝的アルゴリズムを用いたパラメータ探索，２)緊

急地震速報の震央位置によりあらかじめ設定した初期パラメータからのインヴァージョン，３)防災科



学技術研究所 F-net メカニズム解を初期パラメータとしたインヴァージョン，の３種類のアルゴリズ

ムを用いて矩形断層モデルのパラメータを自動推定する手法を開発した．推定結果の一例を図－１に

示す．これらの推定にかかる時間は，作図まで含めて概ね地震発生後 15 分程度である．よって，本研

究によりリアルタイム GPS 解析を行っている地域で M７以上の内陸地震が発生すれば，気象擾乱時等

を除いて，地殻変動に基づく震源断層の即時推定が可能となった．ただし，平成 21 年度中には試験解

析を行っている関東・伊豆地方で大きな地殻変動が期待されるような地震は発生しなかったため，実

際にどの程度の精度で震源断層の即時推定が出来るかは今後検証する必要がある．なお，広域リアル

タイム地殻変動システムの解析結果は，国土地理院内の Web 閲覧システムとユーザーの PC 上で動作す

る時系列表示ソフトウェアによって閲覧できるように，システムを構築した． 

 

 

図－１ 平成 22年３月 31日午前６時 27分に発生した茨城県沖の地震(M4.6)の地震に対して自動的に

計算された震源断層モデル．図中に表示された震源情報は，緊急地震速報による震源情報．(a)リアル

タイム解析による電子基準点での地震前後の座標値の差．水平変位（上図）と上下変位（下図）を示

す．地震の規模が小さいため観測された座標値の差は実際の地殻変動ではなく，ノイズを表している

と考えられる．(b)座標値の差から自動推定された震源断層モデルの模式図．地殻変動がノイズレベル

以下のため，実用的に意味のある事例ではない． 

 

４．結論 

GEONET の１秒サンプリングデータを用いて，最大 60 観測点までのリアルタイム解析と大地震発生

時には緊急地震速報を受信して自動的に震源断層モデルを推定する機能を有する広域リアルタイム地

(a) (b) 



殻変動解析システムを開発し，関東・伊豆地方を対象に試験運用を行った．開発された震源断層モデ

ルの自動推定手法により，対象地域で M７程度の地震が発生した場合，地震後 15 分以内で断層モデル

を推定することが可能になった．ただし，リアルタイム GPS 解析ついては，概ね 100km より短い基線

については数 cm 程度の精度で地震時の地殻変動が検出できることが確認できたものの，前線通過や台

風等の気象擾乱時においては，極めて精度が悪化し有効に機能しない場合があるため，基線解析精度

の向上が今後の課題である． 



測地データを用いた地震後の余効変動に関する研究（第 11 年次） 

 

 

                                    実施期間    平成 11 年度～平成 21 年度 

                         地理地殻活動研究センター 

                         地殻変動研究室 小沢 慎三郎 

 

１．はじめに 

GPS 観測網の整備により，大地震の後に地殻変動が継続して起きる現象が非常に多くの事例で，観

測されている．地震が起きた後に起きる地殻変動をここでは余効変動と呼ぶが，この余効変動がどの

ような機構によって生じるのかには様々な説明がある．そのようなメカニズムの一つとして，地震が

起きた後に地震断層において滑りが引き続き起きることが挙げられ，これによって説明される事例は

かなりの数にのぼる．地震が起きた後に地震断層で余効滑りが起きている地域は，地震後の余震発生

が期待され，そうでない領域では，また次の地震のエネルギーを蓄え始めたという事になる．このよ

うに地震後にどのような形で地震断層での滑りが進行し，地震断層の固着が回復するのかという情報

は重要であり，地殻変動観測データから定量的に見積もっていくことを行わなければならない． 

 
２．研究内容 

2008 年５月 14 日に M6.8 の茨城県沖の地震が発生した．また 2008 年７月 19 日に，M6.8 の地震が

福島県の沖合で発生した．これらの震源のメカニズムは，ともに東西圧縮の逆断層型地震であり，日

本海溝から沈み込んでいる太平洋プレートと陸側プレートの境界面上で発生したと考えられる．これ

らの地震にともなう変動が GPS 観測網によってとらえられている．本研究では，2008 年の茨城沖，福

島沖の地震後の余効すべりの特徴を地殻変動データから推定した． 

 
３．得られた成果 

 図－１(a)-(b)は茨城沖及び福島沖の地震に伴うコサイスミックな変動を示す．図－１(c)に示され

る通り，余効滑りは福島県から茨城県にかけての太平洋沿岸において１cm ほどの変動が見られる．図

－１(c)のデータを使用し，プレート境界面上でのすべりを仮定して推定された余効滑り分布を図－２

に示す．図－２に示される通り，福島・茨城沖の地震の後にその周辺で余効滑りが発生しているのが

みてとれる． 

 

４．結論 

GPS観測で捉えられた福島沖，茨城沖の地震の地震後の地殻変動データを使用して，インバージョ

ンを行い，余効滑り分布を推定した．その結果，地震後の余効変動は地震後にその震源の深部で発生

し，次第に沈静化している様子が推定された． 

 



 

図－１ (a)2008年５月

８日茨城県沖の地震時の

変動．星印は震央．黒矢

印は観測，白矢印は計算． 

(b)2008年７月19日福島

県沖の地震時の変動． 

(c)７月19日以降の余効

変動． 

 

 

図－２ 2008 年茨城県沖の地震と福

島県沖の地震の後の推定滑り分布． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



糸魚川－静岡構造線断層帯における重点的調査観測（第５年次） 
 

 

実施期間     平成 17 年度～平成 21 年度 

地理地殻活動研究センター 

地殻変動研究室  西村 卓也  水藤  尚 

           小林 知勝 

測地観測センター 矢来 博司 

 

１．はじめに 

 糸魚川－静岡構造線断層帯は，日本列島を東西に分ける地質構造境界である糸魚川－静岡構造線に

ほぼ沿う形で位置しており，特にその中部地域では，千年あたり８～９m という日本列島でも最大級

の平均変位速度が推定されている．こうしたデータから，地震調査研究推進本部の長期評価によると

M8 級の大地震が 30 年以内に発生する確率が，最大で 14%と我が国でもっとも高い断層であると指摘さ

れている． 

平成 17 年 8 月に地震調査研究推進本部により策定された「今後の重点的調査観測計画について」で

は，当面取り組むべき重点的調査観測の対象の一つとして糸魚川－静岡構造線断層帯が提示されてい

る．この糸魚川－静岡構造線断層帯では，平成 14～16 年度にパイロット的な調査観測が実施されてい

たが，上記計画に基づき，平成 17 年度より本格的に重点的な調査観測が推進されることとなった． 

 

２．研究内容 

 重点的調査観測の中で国土地理院は地殻変動観測に関する部分を担当し，以下の２項目を実施した． 

２．１ GPS 観測による詳細な地殻変動分布の解明 

 長野県中部及び北部の断層帯周辺において GPS 繰り返し観測点を 35 点（パイロット的な調査観測で

設置されたものを含む）設置し，繰り返し観測点と周囲の連続観測点の GPS データとあわせて解析す

ることにより，当該地域における地殻変動の詳細な分布を明らかにする．平成 21 年度の繰り返し観測

は，GPS 繰り返し観測点のうち 32 点において，平成 21 年 9 月 30 日から 10 月 9 日にかけて行われた．

GPS データ解析には，Bernese 5.0 を使用し，各観測点の座標値を ITRF2005 座標系において算出した．

観測点により４～８年分の座標値から，各観測点の平均的な変位速度を求めた．なお，本項目につい

ては，名古屋大学環境学研究科鷺谷威教授の研究グループと共同で行っている． 

 

２．２ 干渉 SAR による断層帯周辺の地殻変動検出 

 GPS による地殻変動観測を空間的に補間し，糸魚川―静岡構造線断層帯周辺の地殻変動の面的分布

を明らかにするため，SAR 干渉解析を行う．得られた地殻変動から断層帯周辺の詳細な状況を把握す

る．なお，予測される変動量が小さいため，C-band と L-band の SAR データ解析を行い，活断層周辺

域の地殻変動観測手法の確立に資することを目標とする． 

 

３．得られた成果 

３．１ GPS 観測による詳細地殻変動分布の解明 

合計８年間の観測から，繰り返し観測点，連続観測点とも，日座標値の再現性は水平方向で 2-3mm，



上下方向で 10-20mm 程度となっており，年間 1-2mm 程度の定常的な地殻変動を議論するのに十分な精

度が得られた．地殻変動の特徴は，以下の３点にまとめることができる．(１)北部では長野盆地西縁

断層より西側で東西方向の短縮変形が顕著である．(２)中央隆起帯（筑摩山地南部）では変形が小さ

く，その西縁が変形フロントになっている．(３)明科付近を境として，北側では西北西-東南東方向の

短縮が卓越するのに対し，南側では糸魚川―静岡構造線に対する左横ずれの変形が見られる． 

以上のような特徴は，断層帯周辺の地殻変動パターンが，断層帯の走向に沿っても顕著に変化して

いることを示している．特に特徴的なのは，糸魚川―静岡構造線の最北端に位置する神城断層周辺で，

局在化した西北西-東南東方向の短縮変形が見られることである．ここではわずか幅 10km 以下の中で

8mm/年程度の短縮が生じていることになり，日本列島の中でも最大級の短縮歪み速度を持つと考えら

れる．これだけ大きな歪み速度を弾性的な変形の結果とは考えにくく，大部分の変形が非弾性的に賄

われている，すなわち断層の大部分がクリープしている可能性が考えられる． 

 

３．２ 干渉 SAR による断層帯周辺の地殻変動検出 

ENVISAT および ALOS「だいち」の SAR データを用いて SAR 干渉解析を行い，糸魚川―静岡構造線周

辺の地殻変動の面的把握を試みた．ENVISAT の SAR センサは波長 5.6cm（C-band）のマイクロ波を利用

している．C-band の SAR では，市街地などでは干渉が得られるが，植生に覆われている山岳部などで

は干渉が得られ難いことが知られており，本研究においても干渉が得られたのは盆地部などに限られ

た．一枚の干渉画像だけでは，大気中の水蒸気を原因とする位相遅延の影響等により地殻変動を議論

することは難しいが，複数の干渉画像を平均化するスタッキング処理を行うことによって，糸魚川―

静岡構造線北部（神城断層付近）および長野盆地西縁断層近傍に変形が集中する一方で，大町付近で

は断層帯周辺の約 30km に変形が及んでいる様子が確認でき，GPS と調和的な結果を得た． 

 一方，だいちが搭載する PALSAR は波長の長い L-band（波長：23.6cm）のマイクロ波を用いている

ため，山岳地域などでも干渉が得られることが多いことが知られている．実際，糸魚川―静岡構造線

周辺域での PALSAR データを用いた干渉解析では，山岳部においても良好な干渉を得られる事を確認す

ることができた．しかし，地殻変動検出のために適した非積雪期に撮像された垂直軌道間距離が 1km

以内でかつ観測期間が１年以上のペアを解析条件としてデータを選定したところ，条件に適うペアは

３ペアのみであった．これらのペアから得られた干渉画像は，水蒸気を原因とする位相遅延の影響が

大きく，断層帯に起因すると思われるような地殻変動を検出するには至らなかった． 

 

４．結論 

主に，GPS 観測によって糸魚川―静岡構造線周辺の地殻変動の特徴を明らかにすることができた．断

層帯北部（白馬及び大町付近）の地殻変動は，地形・地質学的に得られる変形速度と比べて大きく，

地殻上部における非弾性変形の影響を顕著に含んでいると考えられる．観測された地殻変動の一部は，

地表付近まで断層が定常すべりしていることで説明できる．一方，断層帯中部（松本付近）の地殻変

動は，ほぼ鉛直な断層で接したブロックが 5-6mm/年の速度で左横ずれ運動をし、弾性的な歪みを蓄積

していると解釈できる． 

SAR 干渉解析では，一定の条件を満たした SAR データを多数使用することにより，年間数 mm の精度

で微小地殻変動の検出が可能なレベルに達することができた．L-band の SAR データは，糸魚川―静岡

構造線周辺部のような山間部における干渉解析に適しているが，現段階ではデータ数の制約などから

ENVISAR，ERS-1，ERS-2 衛星による C-band の SAR データが地殻変動検出に対して有効であることが確



認できた． 

なお，本調査観測の詳細な報告は，参考文献に示した報告書に掲載されている． 

 

参考文献 

文部科学省研究開発局，国土交通省国土地理院，国立大学法人東京大学地震研究所（2010）：糸魚川－

静岡構造線断層帯における重点的な調査観測平成 17～21 年度成果報告書． 



日本列島の地殻活動メカニズム解明の高度化に関する研究（第２年次） 

 

 

実施期間    平成 20 年度～平成 22 年度 

地理地殻活動研究センター 

地殻変動研究室 水藤 尚 

 

１．はじめに 

 これまで多くの研究者によって，日本列島周辺のプレート間カップリングの推定が行われてきた．

しかしながらそれらは，使用するデータやその期間，対象領域，プレート形状等が，その時々，研究

者によって異なっていた．そのため領域間の相互作用や広域的な地殻活動の影響を明確に評価するこ

とができなかった．本研究では，GPS 連続観測網（GEONET）による地殻変動データに基づき，日本列

島周辺のプレート間カップリングを推定し，その空間分布および時間変化を詳細に把握することを目

的とする． 

 

２．研究内容 

 本年度は，昨年度作成した日本列島周辺のプレート形状を用いて，1998 年１月～2000 年１月までの

GPS 連続観測データを使用して，日本列島周辺のプレート境界面上のすべり欠損分布の推定を小領域

９箇所（300～600 km の領域）（図－１）と中領域３箇所（500～1200 km の領域）（図－２）の２つの

空間スケールにおいて行った．中領域においては，最新（2007 年１月～2009 年１月）のデータを用い

た推定も行い（図－３），およそ 10 年前（1998 年１月～2000 年１月）の推定結果（図－２）と比較し，

すべり欠損の時間変化の有無を検討した． 

 

３．得られた成果 

３．１ 空間分布 

 推定された 1998 年１月～2000 年１月のすべり欠損速度分布より（図－１，２），北海道東部根室沖

で最大８cm/yr，東北地方宮城県沖で最大８cm/yr，関東地方房総半島南端付近のフィリピン海プレー

ト上で最大３cm/yr，四国室戸岬沖合で最大６cm/yr，といったすべり欠損速度の大きな領域があるこ

とがわかる．一方，青森県東方沖ではすべり欠損が小さい． 

 

３．２ 時間変化 

 10 年前（図－２）と最新（図－３）との中領域での推定結果を比較すると，房総半島を含む西南日

本のフィリピン海プレートではほとんど変化がないが，東北日本の太平洋プレートでは大きく異なる

結果が得られた．10 年前に比べて，北海道襟裳岬沖，宮城県～福島県沖ではすべり欠損が小さくなっ

ている．襟裳岬沖は，2003 年十勝沖地震後まだすべり欠損がほとんど回復していない．宮城県～福島

県沖は，2008 年５月茨城県沖の地震と 2008 年７月福島県沖の地震，それぞれの地震時の変動は取り

除いているが，余効変動を含んでいるため小さく推定されていると考えられる．一方，青森県沖では，

1994 年三陸はるか沖地震後すべり欠損が徐々に回復し，大きく推定されていると考えられる． 

 中領域での解析では，ほとんど変化のないように見えたフィリピン海プレート上でも，小領域の解

析で見ると変化のある領域もあった．2000 年秋頃から 2005 年夏頃までスロースリップが発生してい



た東海地方では，スロースリップ発生前（1997 年１月～2000 年１月）とスロースリップ終息後（2006

年１月～2009 年１月）のすべり欠損速度を比較すると（図－４），スロースリップが発生していた場

所で，すべり欠損がまだ完全には回復していないことが分かった． 

 

４．今後 

来年度は，プレートの剛体運動も考慮し，日本列島全体で見た場合のすべり欠損分布を推定し，本

年度実施した小領域および中領域の結果との比較から日本列島周辺のすべり欠損の空間分布の特徴を

まとめ，時間変化の様子をさらに詳細に検討する予定である． 

 

  

図－１ 1998 年１月～2000 年１月の地殻変動速

度から推定した小領域でのすべり欠損分布． 

図－２ 1998 年１月～2000 年１月の地殻変動速

度から推定した中領域でのすべり欠損分布． 

 

 

 

図－３ 2007 年１月～2009 年１月の地殻変動速

度から推定した中領域でのすべり欠損分布．関

東地方に関しては，2005 年１月～2007 年１月の

地殻変動速度から推定した結果． 

図－４ 1997 年１月～2000 年１月（赤矢印）お

よび 2006 年１月～2009 年１月（青矢印）の地殻

変動速度から推定した小領域での東海地方のす

べり欠損分布． 

 



地殻変動計測のためのSAR画像分析の高度化に関する研究（第３年次） 

 

 

実施期間    平成19年度～平成23年度 

地理地殻活動研究センター  

地殻変動研究室 飛田 幹男 

 

１．はじめに 

 SAR干渉解析(InSAR)のアルゴリズムは，SARセンサーの諸元及び地殻・地盤変動現象(地震，火山活

動，地盤沈下)の特性に適合することが必要であり，解析者独自のソフトウェア開発が有効である．国

土地理院がNASAのジェット推進研究所(JPL)と共同で初期開発を行ったソフトウェア"GSISAR"は，当初

JERS-1衛星のSAR干渉解析を対象にし，その諸元に適合した改善を加え，平成７年兵庫県南部地震(1995

年)，サハリン北部地震(1995年)，鹿児島県北西部の地震(1997年)，岩手山の地震(1998年)に伴う地殻

変動等を画像として捉えて，多くの実績をあげた．その後，ALOS PALSARセンサーへの適合化の取り組

みを開始し，GSISARの実行形式プログラムを核とし日本語GUIによる制御を取り入れた"新GSISAR"(初

版)を，2004年，測地部宇宙測地課が実現した．2006年にはALOSが打ち上げられ，GSISAR及び新GSISAR

は密接な整合・連携が図られつつ逐次改良が加えられている．平成19年度には，平成19年(2007年)能

登半島地震，平成19年(2007年)新潟県中越沖地震，スマトラ南部沖の地震(2007年)等の際に地殻変動

分布図を公表，これらを基に作成した震源断層モデルを通して，地震像の解明や地すべりの研究など

に貢献した． 

 

２．研究内容 

 本研究では，ALOSに搭載されたＬバンドSARセンサーPALSARの諸元，及び地殻変動計測に適合した解

析ソフトウェアの開発・改良を行うとともに，SAR画像分析手法の高度化を行う． 

 なお，本研究は，特別研究「正確・迅速な地盤変動把握のための合成開口レーダー干渉画像の高度

利用に関する研究」（平成20～22年度），特別研究「SAR衛星の位置情報の高精度化を通じた地盤変動抽

出の高度化に関する研究」(平成19～21年度)と連携することでSAR分析や干渉画像利用の高度化を推進

している． 

 

３．得られた成果 

３－１．解析アルゴリズムの改良による残存干渉縞の軽減 

 地殻変動計測を目的としたSAR干渉解析処理では，地殻変動以外の要因による干渉位相（干渉縞）を

取り除くのが主要な工程である．取り除くべき干渉縞としては，軌道縞，地形縞，大気縞，電離層縞，

ドップラー縞等があり，これらをここでは残存縞と呼び，この軽減に取り組んでいる．第１年次は，

基線ベクトル計算・軌道縞除去・地形縞計算における地球半径の計算精度を上げることで，残存縞の

軽減に成功した．これを残存縞軽減のためのアルゴリズム１と呼ぶ．第２年次は，DEMを基に地形縞位

相をシミュレートする際に軌道縞を高精度に計算するアルゴリズム２を開発し，残存縞を軽減するこ

とができた．第３年次である本年度は，以下に示すアルゴリズム３を開発し，さらに残存縞を軽減で

きた． 

 アジマス方向に４シーンを連結したSAR画像の干渉位相とその次の４シーンを連結した画像の干渉



位相に不連続が生じる場合があること（図－１左）に着目、原因を調査したところ，基線ベクトル（Bh, 

Bv）を線形近似する従来の方法に主な原因があることがわかった．そこで，基線ベクトルを２次式で

近似して解析したところ，位相の不連続がほぼ解消された（図－１右）．この改善は，主に地形縞シミ

ュレーションプログラムのみを改造することで実現したが，広範囲の解析が必要とされたチリ地震や

ScanSAR-ScanSAR干渉解析においてその効果が立証できたことから，次年度に新GSISARへ組み込まれる

予定である． 

 また，ドップラーセントロイド周波数についても，地形縞シミュレーションプログラムを改造する

ことで，線形近似と２次式近似の両方に対応できるように改修を行った．この改修による位相の変化

は小さいが，画素位置がより正確になったことで，干渉画像とシミュレーション画像の位置合わせ精

度が改善した．なお，基線ベクトルはアジマス座標の関数として２次式で近似するのに対し，ドップ

ラーセントロイド周波数はレンジ座標の関数として２次式で近似する． 

 

  

図－１ 残存縞軽減アルゴリズム３

採用前（左）と採用後（右）

のSAR干渉画像．宇宙測地課

による検証結果． 

図－２ 2010年１月12日に発生し

たハイチ地震に伴う地殻

変動分布を示すSAR干渉

画像． 

 

３－２．解析プログラムの改良 

 上記の残存縞軽減以外にも，SAR画像分析の高度化として干渉解析処理ソフトウェア"GSISAR"を構成

するプログラム群の開発・改良を行っており，主なものを以下に挙げる． 

 基 盤 地 図情 報  数 値 標高 モ デ ル 10mメッ シ ュ（ 標 高 ）と 日 本の ジオ イ ド 2000をも と に ，

"GSI10mDEHMJapan"を作成した．これには，高速アクセス可能な10m間隔標高データセット"10mDEM"，

10m間隔楕円体高データセット"10mDEHM"，これら２つのデータセットへのアクセスライブラリ

"dehm10.o" for 32 bit Linux，"dehm10_64.o" for 64 bit Linux，サンプルプログラム・データ，ド

キュメントが含まれる．また，これら２つのデータセットをもとに，従来より高分解かつ高精度の地

形縞シミュレーションを行うSimDem10を開発した． 

 特別研究「SAR衛星の位置情報の高精度化を通じた地盤変動抽出の高度化に関する研究」で宗包主任

研究官が試算した高精度軌道情報を使用してInSAR解析が可能となるように，衛星軌道情報ファイル

"platform_position_data"を試算結果に置き換えるModOrb.cを開発した． 

 その他，ピクセルオフセット縞が生じる原因や，残存縞軽減のアルゴリズム２は垂直基線長が長い



場合にコヒーレンスを下げてしまう原因などについても解明した． 

 

４．まとめ 

 ALOS高精度軌道情報を用いても消えない残存縞について調査を行い，干渉解析ソフトウェアの解析

アルゴリズムの改良を行った結果，残存縞が有意に軽減された．残存縞の軽減は，より正確な地殻変

動計測に寄与するとともに，干渉処理の高速・自動化，離島や広域での地殻変動計測にも有効である．

また，個々のプログラムを改善することで，解析精度と実用度を高めた．本研究の成果は，2010年１

月12日に発生したハイチの地震（図－２），2010年２月27日に発生したチリの地震に伴う地殻変動の面

的な把握に利用された． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



火山変動監視システムの定常運用に関する技術的支援(第２年次) 

 

 

実施期間    平成 20 年度～平成 21 年度 

地理地殻活動研究センター         

地殻変動研究室 小沢 慎三郎 飛田 幹男 

西村 卓也  水藤 尚  

 

１．はじめに 

地理地殻活動研究センターでは，平成 17 年度～平成 20 年度に特別研究「火山変動監視観測網

の最適化に関する研究」として，火山活動の深部から浅部に至る地殻変動を連続的に追跡するため，

１周波型 GPS 受信機データと２周波型 GPS 受信機データを統合的に解析するシステム（以下「火山

変動監視システム」）を開発してきた．平成 20 年度からは，開発段階から運用段階に移行するにあ

たり，火山変動監視システムの運用を測地観測センターが担当している．円滑な定常運用に向けて，

地理地殻活動研究センターでは，開発した経験を生かした技術的支援と力源モデルの作成という一

定の役割を担うことになっている． 

 

２．実施内容 

火山性の地殻変動は以下の２種類のモデルで説明されることが多い．一つは火山性流体の浅部

への板状の貫入（ダイクモデル）．２つめは，地下の火山性流体が球状に溜まっている場合の圧力

変化（茂木モデル）である．ダイクモデルと茂木モデルを組み合わせた解析が多くの事例で行われ

ている．しかしながら従来のモデリングでは時間的にどう進展していくかに関しては，あまり精度

が良くなかった．これに対して，スタンフォード大学で開発された時間依存のインバージョンを使

用することにより，時間を含めたモデリングができるようになってきている．本研究では茂木モデ

ルを使用した時間依存のインバージョンを伊豆諸島の大島地区にあてはめて解析してみた． 

 

３．得られた成果 

図－１は大島の GPS 観測点の位置を示す．図－１の大島の中心付近の黒丸点は，圧力源（茂木

モデル）の位置を示している．深さは６km にとっている．これらのデータを使用して地下の圧力

源の体積の時間変化を示したのが図－２になる．2004 年の 1 月～2009 年 12 月までの期間で，体積

膨張が推定されている．この結果から伊豆大島では次の噴火に向けて，膨張・収縮しながら、全体

としては，マグマの集積が起きていることがわかった． 

 

４．今後 

今後は一般研究「地殻変動データに基づく力源モデルによる火山活動の監視手法の開発に関す

る研究」においてダイクやシル等の力源を含めて時間変化を推定できるようにプログラムを改良し

ていく予定である． 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 大島の GPS 観測点の位置．黒丸は圧力源の位置．77 から始まる観測点は， 

気象庁による観測点． 

 

図－２ 推定された茂木モデルの体積変化． 

 

 

 



正確・迅速な地盤変動把握のための合成開口レーダー干渉画像の 

高度利用に関する研究（第２年次） 

 

 

実施期間    平成20年度～平成22年度 

地理地殻活動研究センター  

地殻変動研究室  飛田 幹男  小林 知勝 

 

１．はじめに 

 本研究課題は，特別研究課題であり，SAR干渉画像による正確・迅速な地盤変動把握を実現すること

を目的として，SAR干渉画像に適合した水蒸気位相遅延分布の計算手法の開発（その１），位相連続化

処理の高度化（その２）を行うことにより，干渉画像の高度利用を可能とする技術を開発することを

目標とする． 

（その１）SAR干渉画像中に含まれる地殻変動性シグナル以外の位相変化（ノイズ）の主な原因の１つ

として，マイクロ波が大気中を伝播する際の水蒸気起因の位相遅延が挙げられる．本研究では，気象

データを用いて水蒸気起因位相遅延量モデルの構築を試み，気象モデルを利用したノイズ軽減処理の

有効性を評価する． 

（その２）干渉画像に含まれる地殻変動情報は，０°～360°の範囲に制限された位相であるため，定

量的な地殻変動情報を示す地殻変動地図を得るためには，位相から変動量を推定するPhase 

Unwrapping処理（以下「位相連続化処理」という）が必要である．本研究では，従来より高分解能の

干渉画像に対しても適用可能な位相連続化ソフトウェアの開発を目標とする． 

 

２．研究内容 

２－１．（その１）SAR干渉画像に適合した水蒸気位相遅延分布の計算手法の開発の研究内容 

 高時空間分解能に細密化された気象モデルを利用して，大気中水蒸気起因の位相遅延量モデルを構

築し，干渉画像内に含まれるノイズの軽減を試みる．平成21年度は，任意の領域・時間帯で自由に細

密化気象モデルを構築可能な“数値気象データ細密化計算ソフトウェア”の開発を行った． 

２－２．（その２）位相連続化処理の高度化の研究内容 

 実用的な位相連続化処理を可能とするため，GUI（Graphical User Interface）により状況に応じ対

話的手法を中心として位相連続化処理が行えるSAR干渉画像位相連続化処理ソフトウェアの開発を行

った．平成21年度は，昨年度開発した対話型基本ソフトウェアを試用・検証し，その結果に基づきソ

フトウェアの改造（機能拡張と改善）を行った． 

 

３．得られた成果 

３－１．数値気象データ細密化計算ソフトウェアの開発 

 開発したソフトウェア（図－１）の主な特徴を以下に挙げる． 

(１)雲解像数値気象モデル「CReSS」を実装． 

(２)気圧，水蒸気混合比など42項目の気象物理量が計算可能． 

(３)空間分解能250m，時間分解能１秒の細密化された気象モデルを構築可能． 

 （※気象庁客観解析データ（MANAL）は空間分解能５km，時間分解能３時間） 



(４)気象庁との協定に基づいて国土地理院が所有する数値予報格子点データを入力データとして利用

可能．（MANALなどの気象モデルを購入することなく，任意の領域・時間帯での気象モデルを自由に構

築可能に） 

 

３－２．SAR干渉画像位相連続化処理ソフトウェアの開発 

 今年度ソフトウェアの改造を行った主な機能を以下に挙げる． 

(１)斜め方向のプロファイルのグラフ表示機能・±１サイクルグラフ表示機能追加 

(２)カット、マスクの編集機能の強化，および編集操作のUndo，Redo機能拡大 

(３)位相連続化結果画像に不連続線の明示機能を追加 

(４)海域等では位相伝播させない機能を追加 

(５)Quadtree機能を追加（図－１） 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 数値気象データ細密化計算 

ソフトウェアの実行画面の例 

 

図－２ 機能追加により搭載されたQuadtreeアルゴリズム

で求めた画像分割ブロックと各ブロックのLOS変

動値分布図．2010年４月14日に中国青海省で発生

したSAR干渉画像の例． 

 

４．今後の課題 

 平成22年度は以下の内容を実施する予定である． 

（その１）開発したソフトウェアを用いて位相遅延量モデルを構築し，干渉画像内のノイズ軽減処理

を実施する．気象データを利用した位相遅延量軽減処理の有効性を調べる． 

（その２）位相連続化処理ソフトウェアの機能拡張を行うと共に，多くのデータでの検証やそれに基

づくソフトウェアの改良，既存のSAR干渉処理ソフトウェア“新GSISAR”への組み込みなどを実施する． 
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過去の測地測量データの再解析に基づく地殻活動履歴の推定（第１年次） 

 

 

実施期間    平成 20 年度～平成 22 年度 

地理地殻活動研究センター 

地殻変動研究室 水藤 尚 

 

１．はじめに 

これまでも多くの研究者によって，測地測量データを使用し過去に発生した大地震時のすべりの推

定が実施されてきた．しかしながら，プレート境界面上のゆっくりとしたすべり（大地震後に発生す

る余効すべりや単独で発生するスロースリップ）の推定を試みた例はあまりない．測地測量による地

殻変動データは，過去のプレート境界面上のすべりを推定することができる唯一のデータである．本

研究では，過去の測地測量データを再解析し，余効すべりやスロースリップ等のゆっくりとしたすべ

りに伴う地殻変動の検出を試みる．特に駿河，南海トラフ沿いに着目し，東海地方，紀伊半島，四国

地方，豊後水道周辺での地殻活動履歴を明らかにし，過去の大地震の余効変動のメカニズムおよびス

ロースリップの発生の可能性を検討する． 

 

２．研究内容 

本年度は，東海地方の水準測量データの整理および再解析を順次行い，上下変動履歴の検討を行っ

た．御前崎から掛川を通り森町までの水準路線では，年４回の水準測量が実施され，地震防災対策強

化地域判定会委員打合せ会，地震予知連絡会等に報告されている．また，静岡県全域をカバーする水

準測量は年１回実施され，毎年地震予知連絡会に報告されている．これら以外に愛知県が地盤沈下の

監視を目的に実施している水準測量の結果を整理，解析して，渥美半島周辺の上下変動履歴を検討し

た． 

 

３．得られた成果 

愛知県が実施した地盤沈下観測成果を使用した渥美半島の上下変動履歴を図－１に示す．観測成果

の提供を受けた 1993 年から 2001 年までの２年ごとの上下変動は，１cm を超える変動は検出されてい

ない．この期間概ね定常的な地殻変動が進行していたものと考えられる．国土地理院が実施した水準

測量の結果によると 2001 年以降，渥美半島先端（2892 側）に対して豊橋側（2914 側）が隆起してい

る傾向が 2005 年頃まで見えている（国土地理院，2005，2007）．これらは 2000 年秋頃から 2005 年夏

頃まで発生したスロースリップの影響を捉えているものと考えられる． 

 

４．今後 

来年度以降，愛知県が実施した地盤沈下観測成果を愛知県全域で解析するとともに，国土地理院が

実施している水準測量と併せて静岡県から愛知県の上下変動の時間変化の様子を明らかにする．また，

験潮のデータの解析も行い，水準測量データと併せて上下変動の時間変化の様子を明らかにする． 

 

 



 

 

 

 

       

 

図－１ 渥美半島における上下変動． 

 

参考文献 

国土地理院（2005）：東海地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，73，166－227． 

国土地理院（2007）：東海地方の地殻変動，地震予知連絡会会報，77，229－312． 

 



水準測量データの年周変動に関する研究（第 1 年次） 

 

 

実施期間    平成 21 年度～平成 23 年度 

地理地殻活動研究センター 今給黎 哲郎 

測地部機動観測課     瀬川 秀樹  根本 盛行 

 

１．はじめに 

 御前崎地区で年４回実施されている水準測量結果には年周変動が見られる．本研究では，これまで

に表面に日射を受ける片側の水準標尺のみ熱膨張の影響を受けることが，この年周変動の原因である

という疑いがあることを指摘し，視準線の屈折など他の要因よりも観測条件と年周変動のパターンの

関係が整合的であることを確認してきた．しかしながら，定量的に変動量を説明できるかどうかにつ

いては，観測時の水準標尺温度を実測することが難しいために未解決であった． 

 

２．研究内容 

 片側水準標尺の日射による熱膨張が年周変動の原因として最も有力であると想定される．過去の観

測結果に見られる年周変動を定量的に説明するために，標尺の表面温度の実測値に基づき，年周変動

のパターンを解釈し，観測誤差の除去手法について検討する． 

 

３．平成 21 年度実施内容 

 御前崎地区での水準測量作業を監督している測地部機動観測課により，観測路線の実地および観測

条件をコントロールした試験観測が実施された．これにより，観測中に水準標尺の表面温度が変化す

る状況についてのデータが得られた．御前崎地区の水準路線における実地観測は熱膨張係数の小さい

新型標尺を用いたもので，年周的な変動成分が減少することが確認された．この結果については機動

観測課から調査研究年報で報告されている（瀬川ほか,2010)．構内の試験観測では，日向になる側の

標尺が日射を受け始めてから最高温度に達してほぼ熱平衡の状態に達するまでの最大 30 分間の温度

変化測定と，通常の水準測量作業を想定して５分間隔で標尺の向きを反転させての温度変化測定を行

った．この構内試験観測は１月に実施されたが，これは御前崎地区の観測結果から，標尺の温度差が

最も大きくなると考えられた時期に相当している． 

 

４．得られた成果 

 日陰側を向いていた標尺を反転させて日射に当ててから，温度が上昇して極大値に達するまでは約

５分くらいであり，それ以上（最大 30 分）日射に当てていても温度が上昇しない平衡状態となること

が確認された．温度が極大値に達した後，日射に当て続けている状態でも，不規則な温度変化が見ら

れたが，これは風などの影響で奪われる熱量が時間的に一定でないために平衡となる温度が一定しな

いためと考えられる．この試験観測で確認された最大の温度差は，（バーコードでない）従来型の標尺

で 11.1℃であり，この極大値に達するまでの時間は４分 20 秒であった．また，５分ごとに標尺を反

転させた試験観測では，日照側と日陰側の標尺表面の温度差は，各極大値の平均で，午前中は 6.5℃，

午後は 4.8℃であった（図－１）．なお，夏季については，標尺表面の温度を連続的に記録する機器が

整っていなかったため，十分な時間分解能を持つ結果がまだないが，冬季よりは温度差が小さい結果



が得られている． 

 過去の研究で，改訂された作業規程で御前崎地区の水準測量が実施されるようになる 1999 年７月以

前では，チルチングレベルで２視準２読定を行うために，１測点あたりでの観測時間はやや長く平均

５分半程度，さらに遡って水準電卓が導入される 1986 年以前の手書き手簿の時代では，１観測点あた

り６分半程度であったことが統計として得られている．今回の試験観測により，作業規程変更以前の

観測では，日照側と日陰側の標尺の温度差が５℃から最大 10℃程度まで達していた可能性が確認でき

たと考えられる．一方，最近の作業規定に基づく観測では，１点あたりの観測時間は３分程度であり，

今回の御前崎地区で行った試験観測では，日射側と日陰側の温度差は午前中で３℃前後，午後で２℃

前後であった．年周変動の振幅が作業規程変更後小さくなっていることと対応している． 

 

 

図－１ 標尺の表面温度の時間変化（暗灰色部分が日陰側となった時間帯) 

 

５．まとめ 

 冬季に日照側と日陰側の温度差が大きいことが，年周変動の原因と考えられている．構内での観測

結果により，定量的にも両側標尺の温度差により年周変動が説明できる可能性が高いことが示された．

過去の観測値を補正することについては，観測点毎における日射や温度の状況を再現することが困難

なため，定量的に行うことは難しいと思われるが，記録された観測状況などから，年周的な変動が大

きく出た回の観測結果については，その原因を推定することが出来る可能性があると考える． 

 

参考文献 

瀬川秀樹，平岡喜文(2010)：スーパーインバールを使用した試験観測，平成 21 年度国土地理院調査研

究年報． 

 

 

 

 



インドネシアにおける地震火山の総合防災策にかかる地殻変動観測研究 

（第１年次） 

 

 

実施期間         平成 21 年度～平成 23 年度 

地理地殻活動研究センター 今給黎 哲郎 

 

１．はじめに 

 「インドネシアにおける地震火山の総合防災策」は，JICA（独立行政法人 国際協力機構）と JST（独

立行政法人 科学技術振興機構)が連携して，環境・エネルギー，防災，感染症対策などの地球規模課

題について，日本と開発途上国の大学・研究機関を支援して推進される国際共同研究の枠組みで実施

される事業である．本件研究は，東京大学地震研究所の佐竹健治教授を日本側代表者として，多数の

大学・研究機関が参加することとなっており，国土地理院もサブプロジェクト１（グループ１）の「地

震・津波発生機構の解明と予測」に加わり，インドネシア側機関とともにジャワ島，スマトラ島で地

殻変動監視のための GPS 連続観測を開始した． 

 

２．研究内容 

 上記 JST/JICA プロジェクトの一環として，ジャワ島西部を東西に走るレンバン断層とそれに南東方

向に連なるバリビス断層で，同断層帯の地震発生ポテンシャルを解明するための GPS 地殻変動観測が

実施される．インドネシア側参加機関であるバンドン工科大学が GPS キャンペーン観測を実施するの

と連携して GPS 連続観測点を国土地理院が設置し，観測体制を強化する．また，スマトラ島北部のス

マトラ断層周辺では，インドネシア側機関としてシアクラ大学が GPS キャンペーン観測を実施してお

り，こちらにも GPS 連続観測点を国土地理院が設置し，観測体制を強化する．連続観測とキャンペー

ン観測の結果をあわせることで，これらの断層帯周辺の地殻変動パターンを解明する． 

 

３．平成 21 年度実施内容 

３．１ レンバン断層・バリビス断層 

 レンバン断層，バリビス断層周辺の地殻変動観測のためにバンドン工科大学が東京大学地震研究所

等と従来から行ってきたキャンペーン観測網がある．特にレンバン断層は大都市バンドンに近く，周

辺には密なキャンペーン観測点が配置されている．それらの観測点との関連性及び機器の管理・保全

を考慮して 2009 年８月に連続観測点の設置箇所を日イ共同で選定した．同 10 月～11 月にかけてイン

ドネシア側により設置作業が実施された．図－１(a)にはバンドン市周辺のレンバン断層を対象とした

GPS キャンペーン観測点を示すが，このうち○囲みした TNGP および UPI1 に連続観測点を設置した．

TNGP はタングバン・プラフ火山観測所敷地内にあり，1990 年代からキャンペーン観測に用いられてき

たアンテナピラーが存在する．UPI1 はインドネシア教育大学の講義棟屋上にアンテナ固定用の金具を

新たに設置して連続観測点とした．図－１(b)はバリビス断層周辺の観測点で，○囲みした POSP およ

び POSC に連続観測点を設置した．POSP はパパンダヤン火山観測所構内のキャンペーン観測点を連続

観測点としたもの，POSC はチェレメ火山観測所構内に新設した観測点である．11 月以降順次観測が開

始されており，データの回収については，当面の間数週間ごとに ITB スタッフが手動でダウンロード

し，国土地理院には DVD メディアにコピーされたデータが郵送で届けられている． 



 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                     

図－１(a) レンバン断層周辺の観測点配置    図－１(b) バリビス断層周辺の観測点配置 

   TNKP と UPI1 に連続観測点を設置         POSP と POSC1 に連続観測点を設置 

  

３．２ スマトラ断層 

 スマトラ断層周辺では，シアクラ大学が名古屋大学等と共同で GPS キャンペーン観測を行っており，

それらとの連携を考慮して，スマトラ島の北西端バンダアチェ近郊にある津波防災研究センター(シア

クラ大学付属)に GPS 連続観測点を置くこととした．設置作業は 2009 年 10 月に国土地理院とシアクラ

大学が共同で行った．データの回収は，同研究センターのスタッフにより手動で行われており，DVD

メデイアに格納した後国土地理院に送付されることとなっている． 

 

 
図－２ 津波防災研究センター(シアクラ大学付属）屋上に設置された観測点 

 

４．主な成果 

 現在まで，電源事情等による欠測が一部発生したものの，観測はほぼ順調に行われている．解析は

まだ行われていないが，これらのデータはアジア太平洋地殻変動監視のデータアーカイブに登録され

ることとしている．また，キャンペーン観測と合わせた地殻変動の解析については，３年間のプロジ

ェクトの内で実行される予定である． 

 

５．まとめ 

 JST/JICA の国際研究プロジェクトの枠組みで，ジャワ島西部・スマトラ島北部の活断層周辺の地殻

変動を明らかにする連続観測点の設置を行い，観測を開始した．アジア太平洋地殻変動監視の枠組み

では，地元機関との共同による観測データ交換の足がかりとしても期待される． 




