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講演内容

活 監１．地殻活動の監視

変動 ズ２．地殻変動メカニズム

本列島 地殻変動３．日本列島の地殻変動と
プレート間の固着状態プレ ト間の固着状態

４ まとめ４．まとめ



１．地殻活動の監視１．地殻活動の監視



地殻変動と地殻活動

●地殻変動の監視●地殻変動の監視
＝ 地表の状態（GPS等により直接観測）

因 地原因は地下

●地殻活動の監視
地下の状態（地表の状態から推定）＝ 地下の状態（地表の状態から推定）
地表の変動を引き起こす地表の変動を引き起 す
（＝地殻変動メカニズム）



地殻活動の監視

地殻変動（＝地表の状態）
→ 地下で何が起こっているのか？→ 地下で何が起こっているのか？

（＝地殻変動メカニズムの解明）

地表の状態

地下の状態の推定陸側プレート



２．地殻変動メカニズム２．地殻変動メカ ズム



地殻変動メカニズム

１ 断層運動

日本列島周辺の地殻活動

１．断層運動
・地震，余効すべり，スロースリップ等地震，余効す り，ス スリップ等

２．火山活動
地 グ 膨張 収縮・地下でのマグマの膨張・収縮

・マグマの地表への流出（火山噴火）マグマの地表への流出（火山噴火）

３．プレート間の固着：本講演のメインテーマ
・沈み込む海側プレートと
陸側プレートとの固着陸側プレ トとの固着



断層運動の例：地震

＝地震波を放出する急激なすべり

地殻変動の観測例（地表の状態）地殻変動の観測例（地表の状態）
（２０１１年東北地方太平洋沖地震）

水平変動 上下変動水平変動 下変動



断層運動の例：地震

＝地震波を放出する急激なすべり

地殻変動 断層運動地殻変動
（地表の状態）

断層運動
（地下の状態）推定（地表の状態） （地下の状態）推定

継続時間：数秒～数分



断層運動の例：余効すべり

＝大地震後に地震波を伴わず地下の断層が
ゆっくりとすべる現象ゆっくりとすべる現象

地殻変動 断層運動
（地表の状態） （地下の状態）推定

継続時間：数カ月～数年



断層運動の例：スロースリップ
＝地震波を伴わず蓄積された歪みを解放する地震

別名「ゆっくり地震」別名 ゆっくり地震」

地殻変動 断層運動
（地表の状態） （地下の状態）推定

継続時間：数週間～数年



断層運動

＝歪みの蓄積を解消する現象

継続時間

地震
余効すべり

数秒～数分
数か月～数年（大地震後）余効すべり

スロースリップ

数か月～数年（大地震後）
数週間～数年



地殻変動メカニズム

１ 断層運動

日本列島周辺の地殻活動

１．断層運動
・地震，余効すべり，スロースリップ等地震，余効す り，ス スリップ等

２．火山活動
地 グ 膨張 収縮・地下でのマグマの膨張・収縮

・マグマの地表への流出（火山噴火）マグマの地表への流出（火山噴火）

３．プレート間の固着：本講演のメインテーマ
・沈み込む海側プレートと
陸側プレートとの固着陸側プレ トとの固着



火山活動の例：マグマの移動

＝マグマ溜まりの膨張・収縮

地殻変動

マグマ溜まりの
膨張・収縮地殻変動

（地表の状態）

膨張・収縮
（地下の状態）推定

体積膨張

x100万m3
収縮

2010/12/20まで膨張



地殻変動メカニズム

１ 断層運動

日本列島周辺の地殻活動

１．断層運動
・地震，余効すべり，スロースリップ等地震，余効す り，ス スリップ等

２．火山活動
地 グ 膨張 収縮・地下でのマグマの膨張・収縮

・マグマの地表への流出（火山噴火）マグマの地表への流出（火山噴火）

３．プレート間の固着：本講演のメインテーマ
・沈み込む海側プレートと
陸側プレートとの固着陸側プレ トとの固着



プレート間の固着

＝沈み込む海側プレートと
陸側プレートとの固着 → 歪みの蓄積陸側プレ トとの固着 → 歪みの蓄積

地表の状態表 状

陸側プレート

海側プレ ト

地下の状態

海側プレート



３ 日本列島の地殻変動と３．日本列島の地殻変動と
プレ ト間の固着状態プレート間の固着状態



日本列島周辺のプレート

北米プレート北米プレート

アムールプレートアムールプレート

太平洋プレート太平洋プレート

フィリピン海プレート



プレートの沈み込み

陸側プレ ト陸側プレート

海側プレート海側プレ ト

陸側プレート
（アムールプレート，北米プレート）
海側プレート海側プレート
（太平洋プレート，フィリピン海プレート）



日本列島の地殻変動

２００７年１年間の地殻変動
北米プレート北米プレ ト

アムールプレート

数cm

アムールプレート

太平洋プレート太平洋プレート
数cm

フィリピン海プレート



日本列島の地殻変動

２００７年１年間の地殻変動

地震
余効すべり

スロ スリップスロースリップ



日本列島の地殻変動

1997年1月～2000年1月までの

３年間の平均変動速度３年間の平均変動速度

太平洋プレート太平洋プレート

フィリピン海プレート



プレート間の固着の推定

＝沈み込む海側プレートと
陸側プレートとの固着陸側プレ トとの固着

地表の状態地表の状態

地 状態陸側プレート 地下の状態の
推定

海側プレ ト

推定

海側プレート



プレート間の固着の推定

地殻変動
（地表の状態）

プレート間の固着
（地下の状態）推定（地表の状態） （地下の状態）推定

フ リピン海プレ ト

1997年1月～2000年1月の 暖色系（赤）：固着が強い

フィリピン海プレート

３年間の平均変動速度 寒色系（青）：固着が弱い



固着の強い場所と大地震

1997年1月～2000年1月の
平均的な固着の状態

根室沖地震

平均的な固着の状態

十勝沖地震

宮城県沖地震

東南海地震

東海地震

南海地震
東南海地震

暖色系（赤）：固着が強い暖色系（赤）：固着が強い
寒色系（青）：固着が弱い



プレート間の固着の時間変化
大地震発生後，固着の回復には時間がかかる

M8 0 2003年M8.0 2003年
十勝沖地震

M7.7 1994年
三陸はるか沖地震陸はるか沖地震

M7クラスの地震
2005，2008年

1997年1月～2000年1月の 2007年1月～2010年1月の1997年1月 2000年1月の
平均的な固着の状態

2007年1月 2010年1月の
平均的な固着の状態



４．まとめ４．まとめ



まとめ１

★地殻変動の監視 → 地殻活動の監視
（地表の状態） （地下の状態）

★地殻活動（地殻変動メカニズム）
→ ・地下の断層運動→ ・地下の断層運動

地震，余効すべり，スロースリップ等
火山活動・火山活動
マグマの膨張・収縮，火山噴火等マグマの膨張 収縮，火山噴火等

・プレート間の固着



まとめ２

★プレート間の固着の推定間 固着 推定
→ 数年間の平均的な状態

・固着の強い場所：大地震の発生域・固着の強い場所：大地震の発生域
・固着の回復には時間がかかる

↓
・定常的なプレート間の固着の推定・定常的なプレート間の固着の推定
・時間的にも空間的にも精度の高い
推定手法の開発


