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1. はじめに 

 「フィリピン地震火山監視強化と防災情報の利活用推進」は，JICA（（独）国際協力機構）と JST

（（独）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．当該プロジェクトは，（独）防災科学技術研究所の井上公国際地震観測室長を日本側代

表者として，大学・研究機関が参加しており，国土地理院は「地震発生ポテンシャル評価」（サブプロ

ジェクトリーダー・京都大学・大倉敬宏教授）に加わっている．本件調査研究は，プロジェクト内で

国土地理院が実施する GPS 連続観測点の設置と，連続観測による地殻変動の検出に関わる課題である． 

 

2. 研究内容 

 ミンダナオ島東方沖にはフィリピン海プレートが東から沈み込むフィリピン海溝が南北に伸びてお

り，日本列島と同様にプレート境界における大地震が発生する場にあると考えられている．しかしな

がら，最近 150 年以上の観測によっても，ミンダナオ島東方沖のフィリピン海溝沿いでは，M8 クラ

スのプレート境界地震の発生は確認されていない．これは，プレートの固着が弱いために，この領域

における地殻歪みの蓄積レートが小さいことを意味している可能性がある．ミンダナオ島に GPS 連続

観測点を設置し，海溝軸からの距離の異なる複数観測点での地殻変動を追跡することで，この領域に

おけるプレート間固着の状態を推定することが本観測研究の主目的である．  

 

3. 平成 25 年度実施内容と得られた成果  

 ミンダナオ島北東部のButuan市，Tandag市，Talacogon市に設置したGPS連続観測点BTUN，TNDG， 

TCGN（図-4）に，9月と2月に訪問し，点検調整とデータ回収を行った．2012年10月までは，停電の

影響で欠測になることがあったが，それ以降はほぼ連続的にGPSデータが取得された．  

 シンガポールのIGS観測点NTUSのITRF2008座標系における座標値と速度を拘束し，IGS最終暦，Niell 

mapping関数，FES2004と共にBernese解析ソフトウエアVer. 5.0を用いて，日々の相対座標を計算した．

ここでは，暫定的な計算結果を報告する．  

 BTUN（図-1）では，ほぼ西方向へ約25 mm/年の水平変動速度と，約20 mmの沈降が観測された．TNDG

（図-2）では，ほぼ西北西方向へ約37 mm/年の水平変動速度が観測された．TCGN（図-3）では，ほぼ

西北西方向へ約26 mm/年の水平変動速度が観測された．それぞれ水平変動のバラツキは小さく，また

変動速度も非常に安定しており，万一，近傍のプレート境界の固着状態に顕著な変化があった場合に

は検出可能であると考えられる．BTUNの沈降の原因として，フィリピン断層のクリープ，プレート
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境界の固着または滑り，局所的な地盤沈下などが候補として挙げられるが，現段階では不明である．  

 図-4は，BTUNに対するTNDGとTCGNの相対的な水平変動ベクトルである．フィリピン海溝に垂直

な変動成分に着目すると，TNDGでは西向き成分をもっている一方，海溝からほぼ等距離のBTUNと

TCGNの大きさはほぼ等しく，プレート境界にいくらかの固着があることを示唆している．またBTUN

のすぐ東とTCGNのほぼ直上西側を通るフィリピン断層と平行な成分（これは，海溝軸に平行な成分

とほぼ等しい）は，TCGNで約5 mm/年，TNDGで約12 mm/年の左横ずれの地殻変動が観測されている．

左横ずれ成分が断層から離れるに従って大きくなることから，クリープが地表までは達しておらず，

地下で生じていることが示唆される．  

 H25年10月15日にボホール島で発生したM7.2の内陸地震が隣接したミンダナオ島でのGPS連続観測

に及ぼす影響を評価するため，Kobayashi (2014)の震源断層モデルパラメータを用いて地殻変動量を計

算したところ，5 mm以下であることがわかった．  

 

  

図-1 Butuan観測点のGPS時系列（暫定） 図-2 Tandag観測点のGPS時系列（暫定） 
  

 
 

図-3 Talacogon観測点のGPS時系列（暫定） 図-4 Butuan観測点に対する水平変動ベクトル（暫定） 

 

参考文献 

Kobayashi, T. (2014): Remarkable ground uplift and reverse fault ruptures for the 2013 Bohol earthquake (Mw 

7.1), Philippines, revealed by SAR pixel offset analysis, 1:7, Geoscience Lett., doi:10.1186/2196-4092-1-7. 
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ひずみ集中帯の地殻変動特性に関する研究（第 4年次） 
 

 

実施期間     平成 22年度～平成 26年度 

地理地殻活動研究センター 

研究管理課    川元 智司 

地殻変動研究室  水藤  尚  小林 知勝 

 

1．はじめに 

 国土地理院のGNSS連続観測網(GEONET)により，日本列島の地殻変動場が明らかになってきており，日

本列島の変形は一様ではなく，特に変形速度の大きい「ひずみ集中帯」とよばれる領域があることがわか

ってきた．特に新潟から神戸にかけて日本列島を横断する帯状の領域は，新潟−神戸ひずみ集中帯と呼ばれ，

現在の変形速度が大きいことに加えて，2004年新潟県中越地震，2007年新潟県中越沖地震等の内陸地震の

多発地域となっており，社会的注目度も高い．内陸地震の発生メカニズムを理解し，将来の発生予測につ

なげていくためには，ひずみ集中帯において重点的な観測研究を行っていくことが必要である．本研究で

は，新潟−神戸ひずみ集中帯の中でも新潟市南部とその周辺を主な研究対象領域として，稠密地殻変動観測

を行う．得られた地殻変動の詳細分布を付近の活断層，活褶曲との関係を考察し，数値シミュレーション

等で観測された地殻変動の再現を行うことにより，地殻の不均質に起因する地殻変動の不均質や断層深部

すべり，地殻の変形過程を解明し，内陸地震の発生メカニズムに関する知見を得ることを目標とする． 

 

2．研究内容 

 稠密地殻変動観測は，GNSS 繰り返し観測，SAR 干渉解析，精密水準測量の 3 つの観測手法を組み合わ

せて行うこととしているが，H25年度は，H24年度に引き続き，GPS繰り返し観測と干渉 SAR時系列解析

（PSI 法）を実施した． GNSS 繰り返し観測では，2013 年 10〜11 月に第 4 回目の繰り返し観測と GNSS

連続観測点の保守を行い，前年に取得したデータとの比較を行って 1年分の地殻変動分布を得た．干渉 SAR

時系列解析では，PSI 法を ALOS/PALSAR データに適用し地表変位速度を推定した．本年度は，GEONET

データを用いてSAR干渉画像内に含まれる長空間波長の誤差を多項式関数曲面で近似して低減する手法を

新たに組み込んだ． 

  

3．得られた成果 

これまでに実施した GNSS 繰り返し観測により，新潟市周辺において東北地方太平洋沖地震の余効変動

が継続していることが観測され，平成 24年から 25年にかけては佐渡市−阿賀町間において約 2cmの東西方

向の伸張が発生していたことが分かった（図−1）．さらにひずみ集中帯を横断する断面に対して投影した変

動速度を図-2 に示す．これを見ると，長岡平野西縁断層帯と月岡断層帯に挟まれた変形集中帯において，

西側の新潟市付近で周囲に比べ約 5mm/年沈降性の地殻変動が発生していることが分かる．この傾向は，平

成 23年から平成 24年にかけて実施した繰り返し観測でも同様に見られている． 

干渉 SAR時系列解析においては，GEONET データを用いることにより効果的に長空間波長の誤差を低

減することができた．標準的な PSI 法では，衛星軌道情報の誤差を修正することで長波長の誤差を補正す

る．図−3(a)及び 3(b)は軌道推定による誤差補正を施した場合及び GEONETを用いた誤差補正を施した場合

の変位速度分布を示す．昨年度報告した諸特徴（三条市付近に見られる顕著な衛星－地表間距離の伸長等）
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に大きな変化はないものの，数mm/yr程度の違いがみられる場所が幾つかある．図−4は，GEONET時系列

データとPSI解析により推定された変位速度を比較したものである．軌道推定を施した場合では（赤点線），

誤差が十分補正されずにGEONETデータと整合的ではない場所が幾つかあり，軌道推定のみの処理では誤

差が十分補正されないことが確認できる．一方，GEONET データによる補正処理（赤実線）を施すことに

より両者の整合性は改善する．数 mm/yr の規模の変動を抽出する際には，GNSS データによる補正が有効

であり推奨される． 

 

4．今後の課題 

 越後平野周辺の地殻変動場には現在も東北地方太平洋沖地震の余効変動の影響が多く含まれており，ひ

ずみ集中帯における活断層，活褶曲との関連について詳細な議論を行うためにはその影響を取り除く必要

がある．また，今年度までの観測から長岡平野西縁断層帯と月岡断層の間で約 5mm/年の沈降性の地殻変動

が発生している可能性が明らかとなったが，地下水汲み上げ等を原因とする局所的原因であるのか，それ

とも活断層，活褶曲と関連したものであるのかを今後検討する必要がある． 

 

 

図-1 GNSS繰り返し観測結果．（a）調査観測地域の地図，（b）各観測点で得られた地殻変動時系列． 
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図−2 図−1中AからBまでの断面に投影した地殻変動速度．丸で示したものが電子基準点，三角で示したものがGNSS

繰り返し観測で得られた変動を示す．網がけされた部分は変形集中帯を示す． 

 

図−3 干渉SAR時系列解析（PSI法）により推定された電波照射方向の地表変位速度分布．ALOS（2007〜2010年）

の南行軌道（軌道パス番号：60）のデータを解析したもので，GEONET 局 970805（水原）に対する変動を示

す．（a）軌道推定による誤差補正を施した場合．（b）GEONETを用いた誤差補正を施した場合． 
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図−4 GEONET時系列データと干渉 SAR時系列解析により推定された変位速度との比較．赤色の実線及び点線は，

GEONET及び軌道推定による誤差補正を施した解析により推定された変位速度を示す．GEONETの 970805（水

原）に対する変動を示す． 
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プレート境界の固着状態及びその変化の推定に関する研究（第 3 年次） 
 

 

実施期間     平成 23 年度～平成 25 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 

わが国はプレートの沈み込み帯に位置しており，海溝型地震が数多く発生してきた．特に西南日本

では，海溝型地震の危険度が高まっており，早急な対応が必要である．一方，地震発生のシミュレー

ション研究により，海溝型地震の発生前に，陸域プレートの一部が海洋プレートに対して跳ね上がる ”

前兆滑り”という先行現象が起こる可能性が高いことが明らかになってきた．また，南海トラフ沿いの

地震は連動型となる傾向が知られている．このため，プレート境界で大地震に至る先行的な滑りが発

生した場合に，それを早期に検出することは重要である．また，現在の固着状態を解釈するためには，

過去における固着状態の変遷を知ることが必要である．本研究では，西南日本をターゲットとし，海

溝型地震に至る先行現象を早期に検出する手法を開発するとともに，これまでの固着状態の変遷を明

らかにすることを目標とし，地震発生予測に貢献することを目指す   

 

2. 研究内容 

GNSS ネットワークで検出されている西南日本の地殻変動データから，プレート境界面の固着やス

ロースリップの時・空間変化を半自動で短時間に推定できるようにする．このために，次の 4 項目を

行った．1.解析時間の短縮，2.開発された解析手法での前兆すべり検出可能性の検証，3.海溝型地震に

いたる先行現象の有無を半自動で監視・可視化するシステムの構築，4.開発されたシステムを使用し

て西南日本のプレート境界面上の固着・すべりの網羅的な解析．   

 

3. 得られた成果 

カルマンフィルターを用いて解析を行うが，過去の計算結果の中間ファイルを作成し，新しいデー

タが来ると中間ファイルを使用して新しいデータから計算を行えるようにし，解析時間を大幅に短縮

できるようにした．一例としては 2 週間ほどかかっていた計算時間が 1 日でできるようになった．ま

た気象研究所で行われた南海トラフ沿いのプレート境界面上のすべりのシミュレーション結果の一例

を用い，地表の地殻変動を計算し，それにランダムな誤差を与えたデータセットを使用し，開発され

た解析手法でプレート境界上の南海地震に至る前兆的なすべりを検出できるか調べ検出できることを

確認した．また大きなイベントのなかった 1999 年～2001 年間の地殻変動データから，西南日本の沖

合のプレート間の固着状態を推定した．このモデルに見られる，固着の強い領域で次の南海・東南海・

東海地震に向けて歪が蓄積されていることがわかった（図-1）．また，1999～2001 年間の標準的な固

着状態からのずれとして，豊後水道，紀伊水道，東海地方のスロースリップが発生していることが捉

えられている（図-2）．豊後水道は，1997～2009 年にかけて 1 年程かけて 3 回発生し，いずれも Mw7 程

度のエネルギーが放出されている．また，紀伊水道では 2002 年ころに１年ほどかけて Mw6.4 程度の

エネルギーを解放している．東海では，2001 年くらいから 5 年程かけて ,Mw7.1 程度のすべりが生じ

ている．このように，スロースリップの発生頻度，規模，発生時間といった点に関して地域ごとの多

様性が明らかになりつつある．  
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4. 今後の課題 

本研究では，日本列島を構成するマイクロプレートの運動を考慮していない．このため，固着と滑

りの値にその影響が含まれている．この点を考慮に入れていれて解析手法の改善を行うことが本研究

課題終了後の課題の一つである．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 西南日本の暫定的な固着状態のモデル . 1991-2001 年間の固着状態． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 1997-2011 年間の図１の固着状態からのずれ．色が陸側プレートのすべりを示す．豊後水道，紀伊水道，

東海でスロースリップが発生している．  
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測地観測に基づく地殻活動イベントの検知能力に関する研究（第 3 年次） 
 

 

実施期間  平成 23 年度～平成 25 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  

本研究では，地震，火山噴火やその先行現象等（前兆すべり，スロースリップ，力源の膨張・収縮・

貫入等）によって引き起こされる地殻変動をモデル計算により定量的に明らかにし，これらのモデル

計算から得られる地殻変動量を基に先行現象を含む地殻活動イベントを検知する能力の検証を行い，

測地観測で検知可能なイベントの場所と大きさを定量的に明らかにする．  

 

2．研究内容  

2.1 活火山周辺の力源の検知能力の検討  

平成 24 年度に得られた成果から，活火山周辺の力源の膨張・収縮・貫入等の検知能力に関して，膨

張・収縮については検知可能な体積変化量，貫入についてはダイク・シルの開口量の大きさの検討を

行った．  

2.2 地殻活動メカニズム検索システムの開発  

本研究で行ったプレート境界面上の断層すべり，活断層帯周辺の断層すべり，活火山帯周辺の力源

の膨張・収縮・貫入等を検索対象とする地殻活動イベントと位置付け，GEONET 観測点１～10 点の変

位成分から地殻活動イベントを検索するシステムの開発を行った．  

 

3．得られた成果  

活火山周辺の力源について検知可能な膨張・収縮・貫入等は，ケースによって異なるが最も頻度が

高いのは，体積変化量が 220 万 m3程度で，貫入量が 10cm 程度であることが分かった．また力源の場

所が深いほど検知能力が低い傾向にあること，検知能力は観測点配置にも大きく依存することが分か

った．  

地殻活動メカニズム検索システムは，１～10 点の GEONET 観測点での想定される変位成分と許容

範囲を与えることで（図-1），想定された地殻活動イベントの検索及び各イベントによる地殻変動の計

算結果の表示が可能である（図-2）．今後，通常とは異なる変動が観測された際に，発生メカニズムの

早期把握等に活用されることが期待される．  

 

4．結論  

本研究では，日本列島周辺のプレート境界域及び内陸主要活断層帯周辺における断層すべり，活火

山地域における力源の膨張・収縮・貫入を，対象とする地殻活動イベントと想定し，既存の測地観測

網によって検知可能な地殻活動イベントの場所と大きさを定量的に明らかにした（図-3）．プレート境

界域では，海岸線付近で検知能力が高いこと，海溝軸付近や内陸直下では低いこと，太平洋プレート

上での検知可能な頻度が高い断層すべりの大きさはモーメントマグニチュード（以下，「Mw」という．）

6.8 程度，フィリピン海プレート上では Mw 6.5 程度であることが分かった．活断層帯周辺では，検知
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可能な頻度が高い断層すべりの大きさは Mw 6.0 程度であること，すべりの発生場所が深いほど検知能

力が低い傾向にあること，検知能力は観測点配置にも大きく依存することが分かった．活火山地域で

は，検知可能な頻度が高い体積変化量は 200 万 m3，貫入量は 10cm 程度であること，力源の場所が深

いほど検知能力が低い傾向にあること，検知能力は観測点配置にも大きく依存することが分かった．  

 

  

図-1 地殻活動メカニズム検索システムの地殻変動成分の

入力画面の例．  

図 -2 地殻活動メカニズムの検索結果の表示画面

の例． 

 

 

図-3 プレート境界域，活断層帯周辺，活火山地域における検知能力結果の例．  
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測地データに基づく余効すべりと地震活動に関する研究（4 年次）  
 

 

実施期間     平成 22 年度～平成 26 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 

大地震の後に，余効変動が発生することが知られている．特に海溝型地震では大きな余効変動が発

生する例が数多く報告されている．この海溝型地震の余効変動の原因の 1 つとして，地震後にプレー

ト境界でゆっくりとした滑りが起きる事があげられる（アフタースリップ）．地震後にどのような領域

でどの程度の規模の余効滑りが発生するのかを知ることは，地震後の余震活動や周辺域の誘発地震の

可能性を考える上で非常に重要である．このような中で，2011 年に M9 の東北地方太平洋沖地震が発

生し，地震後に非常に大きな余効変動が発生している．  

 

2. 研究内容 

本研究では，東北地方太平洋沖地震の余効変動がプレート境界でのゆっくりとした滑りによって起

きていると仮定し，プレート境界における滑りの時・空間変化を時間依存のインバージョンを使用し

て，2011 年 3 月 11 日以降について推定した．  

 

3. 得られた成果 

東北地方太平洋沖地震後のアフタースリップを 2011～2014 年間推定した．その結果地震後のアフタ

ースリップ領域は本震のすべり領域の深部延長で発生し，その滑り領域には時間的に顕著な移動が見

られない（図-1）．また，地震後に放出されたエネルギーの総量はＭ8.6 の地震のエネルギーに相当し，

時間と共に減衰しながら現在でも引き続きすべりが続いているように見える（図-2）．  

 

4. 結論 

東北地方太平洋沖以降にアフタースリップが本震の深部延長で推定された．地震後に放出されたエ

ネルギーの総量は M8.6 の地震のエネルギーに相当する．本研究では，粘弾性緩和現象を考慮してい

ないため，粘弾性緩和がどの程度本研究の結果に影響を与えるかは今後の課題である．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ） 
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図-1 (A) 黒線は 2011 年 3 月 12 日～2014 年 2 月 1 日までのプレート境界でのすべり．コンター間隔は１ｍ．

(B)2013/11/1-2014/2/1 期間のプレート境界でのすべり．牡鹿半島の北と南に小さなすべり域が推定され

ている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 解放されたモーメントの時間変化．地震後急激に解放されたモーメントが時間と共に減衰している．  

 

参考文献 

Ozawa S., et al. (2011): Coseismic and postseismic slip of the 2011 magnitude-9 Tohoku-Oki earthquake, 

Nature, 475, 373-376. 

Ozawa S., et al. (2012): Preceding, coseismic, and postseismic slips of the 2011 Tohoku earthquake, Japan, J. 

Geophys. Res., 117, DOI: 10.1029/2011JB009120. 
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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（第 4 年次） 
 

 

実施期間     平成 22 年度～平成 25 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 

火山地域の地下にはマグマ溜まりが存在し，マグマの蓄積，流出の源となっている．この地下のマ

グマ溜まりの膨張・収縮状態を知ることは，火山噴火予測にとって必要不可欠である．本研究では，

伊豆大島，桜島火山を取り上げ地下のマグマ溜まりの状態変化を推定した．  

 

2. 研究内容 

地下のマグマ溜まりの膨張・収縮により，地表面が変動する．従って，この地表面の変動を詳細に

調べることによって地下のマグマ溜まりの状態を推定することができる．本年度は，GNSS 観測結果

を用いて，伊豆大島及び桜島の地下のマグマ溜まりの状態を時間依存のインバージョンで推定した． 

 

3. 得られた成果 

 

 

図-1 伊豆大島の観測点の配点図と茂木ソースの膨張・収縮の推定結果  

 

伊豆大島の地下のマグマ溜まりの膨張・収縮を図-1に示す．この図に示されるように伊豆大島では，

膨張収縮を繰り返しながら，長期的には全体として膨張しており，次の噴火への準備が進行している

ことがわかった．2004 年以降の膨張量は，1800 万ｍ３に達する．また 2011 年以降最近のマグマ蓄積

量は，過去と比べて若干小さいようにも見える．桜島についても，2003 年以降のデータを用いて同様

の解析を行った（図-2）．その結果，桜島直下のマグマ溜まりが膨張・収縮を繰り返しながら長期的に

は全体として膨張していることがわかった．また姶良カルデラの地下のマグマ溜まりは，ほぼ一定の

ペースで膨張を続けている（図-3）．  
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4. 結論 

伊豆大島の地下のマグマ溜まりの状態が推定され，膨張と収縮を繰り返しながら，長期的には次の

噴火へのマグマの蓄積が進んでいることがわかった．2011 年以降のマグマ蓄積レートは若干小さいよ

うにも見える．また桜島でも，火口直下では，マグマ溜まりが膨張収縮を繰り返し，姶良カルデラの

下では，膨張が 2003 年以降続いてきたことが分った．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 桜島の茂木ソース 1 と 2 の位置と観測点配置図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 茂木ソース 1 と 2 の体積変化 
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SARデータによる地殻変動解析および地殻変動データに基づく 
力学的モデリングに関する研究（第4年次） 

 

 

実施期間     平成22年度～平成26年度 

地理地殻活動研究センター  

地殻変動研究室  小林 知勝 

 

1. はじめに 

地殻変動研究室では，測量により得られた地殻変動を分析し，地震や火山活動のしくみを解き明かすための研

究を行っている．SAR干渉（InSAR）解析は，地上に観測点を設置することなく広域の地表変位をcmレベルの精

度で計測できることから，地殻変動観測にとって有力な手段の1つである．本研究では，地震などの発生メカニ

ズムの解明を目指して，SARデータ解析を通じた変動源の定量的モデリングおよび地殻変動観測・解析技術の高

度化に関する研究を遂行する． 

 

2. 研究内容 

InSAR解析により，国内外で発生した大規模な地震・火山活動に伴う地殻変動の空間分布を広域かつ詳細に抽

出する．変動源の定量的なモデリングを行い，推定されたモデルおよび地震学/火山学的考察の下に発生メカニ

ズムの解明を目指す．また，SARデータに適合したモデリング手法の開発・改良を行う．さらに，東海・東南海・

南海地震発生域などを対象にした，地震間の歪蓄積過程に伴う経年的な地殻変動の検出の試みも行う．平成25

年度は，フィリピン・ボホール島の地震（2013年10月15日発生）に伴う地殻変動を，RADARSAT-2衛星のSAR

データを用いてピクセルオフセット解析により抽出し，震源断層モデルの構築を行った． 

 

3. 得られた成果 

2013年 10月 15日に発生したフィリピン・ボホール地震（死者 222名）の地殻変動を，カナダ宇宙庁（CSA）

の RADARSAT-2衛星の SARデータを用いて解析した．マイクロ波の波長が Cバンド帯で SAR干渉解析では地

殻変動の抽出が不可能であったため，本研究ではピクセルオフセット法を適用した．その結果，最大約 1ｍを超

える地殻変動が，島の北西部において，東北東－西南西の方向に，長さ約 50kmの帯状に観測された（図-1）．北

東部には，長さ約 5kmの変位の不連続が見られ，変位の跳びの量は最大約２ｍに達することがわかった（図-2）．

この付近では現地調査から地表地震断層が出現していることがわかっており，その結果と調和的ある．観測され

た地殻変動データをもとに矩形断層一様すべりの震源断層モデルを推定した．その結果，東北東－西南西方向の

走向をもつ長さ約 50km で約 60°の傾斜角をもつ断層による逆断層すべりが求められ，これにより観測された変

位場がほぼ説明されることがわかった．さらに，散乱強度の変化を利用した解析（加色混合法）による海岸線変

化抽出を試みたところ，震源領域の西側にあたるLoonからMaribojocにかけて約 10kmの海岸線が海側に移動（離

水）したことがわかった（図-3）．震源断層モデルから，この付近は周囲より大きな隆起（約 1ｍ）が予想されて

おり，加色混合法で得られた結果と空間的に良い相関が見られた．  
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図-1 ピクセルオフセット法により捉えられたフィリピン・ボホール島の地震に伴う地殻変動．赤色の領域は衛星に近づく

変動（隆起もしくは西向きの動きで説明可能）を，青色の領域は衛星から遠ざかる変動（沈降もしくは東向きの動きで

説明可能）を示す．本解析で使用した衛星は，西側上空から地上を見下ろしてレーダーを照射している（入射角：約34°，

衛星進行方向：約N11°W）．

 

 

図-2 （左）図-1に示される地殻変動域の北東部（白枠）の拡大図．（右）図-1の測線A-B及びC-Dにおいて観測された地表変

位（赤線）の断面図．測線A-Bには，地表地震断層と推測される変位の大きな跳びが見られる．
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図-3 加色混合法により捉えられた海岸線変化．地震前に海だったところが地震後に陸となった場合（散乱強度が増加）に

は赤色に，陸だったところが海となった場合（散乱強度が減少）には水色で表される．震源領域の西端に陸化した領域

（赤色）が確認できる．図の範囲は図-１と同じである．

 

4. 今後の予定

 国内外で地震や活発な火山活動が起きた場合には，干渉SAR解析やピクセルオフセット解析等の手法を用いた

地殻変動解析を行い，それに基づく力源モデルの構築を引き続き実施する．また，SARデータ解析やモデリング

等のための解析プログラムの新規開発・改造作業を行う（特別研究「干渉SAR時系列解析による国土の地盤変動

の時間的推移の面的検出に関する研究」と一部連携）．
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地震波形データを利用した火山性地殻変動の検出と 
力源モデル推定に関する研究（第3年次） 

 

 

実施期間     平成23年度～平成27年度 

地理地殻活動研究センター  

地殻変動研究室  小林 知勝 

 

1. はじめに 

地殻変動研究室では，測量により得られた地殻変動を分析し，地震や火山活動のしくみを解き明かすための研

究を行っている．GNSSやSARデータを用いた地殻変動解析は，地下の断層やマグマの位置・挙動を定量的に評

価する有効なアプローチである．しかしながら，数秒～数十秒の短い時間スケールをもった変動やmmレベル以

下の微小な地表変位には，GNSSやSARでの観測は有効ではない場合がある．本研究では，周期数秒から百秒前

後までの地震動を観測可能な広帯域地震計を用いることによって，GNSSやSARでは検出困難な地殻変動を抽出

し，その力源モデルの推定を試みる研究を行う． 

 

2. 研究内容 

広帯域地震計で記録された波形データから地殻変動性のシグナルを抽出し，その力源をモデル化することを試

みる．本研究では，広帯域地震計が複数設置され，噴火に伴う種々の記録がとれた2000年三宅島火山活動を主な

研究フィールドとする．東京大学地震研究所および防災科学技術研究所と連携して研究を進め，両機関から地震

波形データ等の提供を受ける．平成25年度は，広帯域地震計に記録された膨張性の地殻変動イベントに対応する

傾斜計データを精査し，両者の関係を調べた． 

 

3. 得られた成果 

昨年度までの研究では，約 20秒の時間をかけてゆっくりと島が膨張することを示す特異な地震（以降，超長

周期地震という）を解析してきた．これらは，カルデラ形成（7月 8日）の数日前から頻発する現象であったが，

一方，カルデラ形成後は，約 50秒の時間をかけて島が膨張することを示す超長周期地震が，１日に 1－2回の頻

度で約１ヶ月間発生したことが知られている．カルデラの形成前後で観測されるこれらの地震を比較すると，波

形の諸特徴や発生場所・発生機構に類似点が多いことから，カルデラ形成直前に地下で進行した現象が，カルデ

ラが発達する期間にも引き続き進行していた可能性を本研究では指摘してきた． 

他の先行研究によると，50秒の超長周期地震に関しては，傾斜計にも島の膨張を示すシグナルが記録されて

いたことが知られている（図-1，図-2）．そこで今年度は，地震計で捉えられる地殻変動をより詳細に理解する

ことを目的に，傾斜計データと広帯域地震計に記録された膨張性地殻変動との関係を調べた．その結果，20秒

の超長周期地震に対応して，わずかではあるが，地震の前後で地盤の傾きが変化していることが傾斜計で捉えら

れていることを発見した（図-2）．これらは50秒の超長周期地震に伴う傾斜変化と同じ方向に傾きを持っている．

ただし，20秒の超長周期地震に伴う傾斜変化の規模は 0.1 マイクロラジアンにも満たない小さなもので，ノイ

ズに埋もれている場合が多い．数十秒間で変動するような準静的な地殻変動の検出には，広帯域地震計は有効な

ツールであることが確認できる．  
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図-1 50秒超長周期地震（39個）に伴う傾斜変化．矢印の方向に地盤が傾き下がっている．

 

図-2 超長周期地震に伴うMKA観測点における傾斜変化．青及び赤色の実線は，それぞれ南北及び東西成分の傾斜データで

ある．黒色の実線は，同時間帯の広帯域地震計の速度波形記録である．地震波形記録には，0.05Hzのローパスフィルタ

が適用されている．

 

4. 今後の予定

 2000年三宅島火山活動における広帯域地震波形記録及び傾斜計データの精査・解析を引き続き実施する． 
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GPS データを用いた短期的スロースリップイベントの検出に関する研究 
（第 2 年次） 

 

 

実施期間   平成 24 年度～平成 25 年度  

地理地殻活動研究センター  

研究管理課   川元 智司 

 

1. はじめに 

南海トラフから沈み込むフィリピン海プレートの深部では様々な時定数を持つスロー地震が発生し

ているが，これらのスロー地震の特性を調査することは，南海トラフ沿いの巨大地震の発生サイクル

を理解する上で重要である．これらのスロー地震群のうち，数ヶ月から数年の時定数を持つ長期的な

スロースリップイベント（以下「SSE」と言う）に伴う地殻変動に関しては，豊後水道や東海地方に

おいて GNSS によって検出され，プレート境界でのすべりの時空間発展が調べられている．しかし，

数日から 10日の時定数を持つ短期的 SSEについては，傾斜計やひずみ計によってのみ観測され，GNSS

ではノイズレベル以下であるため検出できないと考えられてきた．  

 

2. 研究内容 

本研究では，従来不可能であると考えられてきた電子基準点データを用いた短期的 SSE の検出を試

みる．まず，観測点毎に電子基準点日々の座標値（F3 解）の水平成分から合成したプレートの沈み込

み方向成分の時系列 180 日分を 1 日ずつずらしながら，期間の中央にステップを含むものと含まない

1 次関数で近似して，2 つの関数のどちらがより良い近似であるかを AIC を用いて評価した．次に SSE

に伴う変動の中心となる候補点を低周波地震の震源などを参考に設定し，候補点の周辺の観測点の

AIC の差の平均をとり，候補点周辺で有意にプレート相対運動と反対方向の変動があると認められた

日付に対して，ステップ付一次関数の近似により得られたステップ量から地殻変動ベクトル水平成分

及び上下成分を算出した．そして，地殻変動ベクトルをデータとしてフィリピン海プレート上面での

矩形断層を仮定した非線形インヴァージョン（Matsu’ura and Hasegawa, 1987）を行い，断層モデルの

推定を行った．そして，断層モデルによって観測データがうまく再現できるイベントについて，短期

的 SSE であると判断した．  

本年次は，第 1 年次に続き，平成 25 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの期間について同様の解析を行

った．  

 

3. 得られた成果 

南海トラフ沿いにおいて，2013 年１月１日から 2013 年 12 月 31 日までの間に新たに 9 つの短期的

SSE を検出することに成功した．図-1 は，これまでに検出された SSE とともに，今期間において新た

に検出された SSEの断層モデルを全て表示したもので，南海トラフ沿いにまんべんなく発生している．

図-2 に，1996 年から 2013 年までのすべての SSE を示す．四国中・西部地区では他の地区よりも大き

な SSE が発生することが多く，頻度も高い．それより東側の地区では，発生頻度，大きさともに低く

なっている．また紀伊半島地区と四国東部地区の間では特に SSE の頻度が低いが，これは深部低周波

地震活動域のセグメント境界とほぼ一致している． 
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図-1 2013 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までに検出された SSE．新たに検出された 9 つの断層モデル  

については太線で表示している． 

 

 

図-2 1996 年から 2013 年までの期間で南海トラフ沿いで発生した SSE の時空間分布． 

 

4. 今後の課題 

現在の手法では誤検知も多く，安定した SSE 検出のためにはより信頼性の高い検知手法・基準を開

発する必要がある．また，より現実的なモデルを用いた推定手法も併せて検討する必要がある．  

- 129 -



余効変動の発生メカニズムに関する研究（第 2 年次） 
 

 

実施期間  平成 24 年度～平成 26 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  

 大地震後に観測されるゆっくりとした地殻変動は，余効変動と呼ばれている．この余効変動の発生

メカニズムには，地震時の断層面の深部延長もしくは周りの断層面上で進行する非地震性すべり（余

効すべり），地震時の応力変化に対応した粘弾性媒質中の応力緩和（粘弾性緩和），地震時の圧力変化

に対応した間隙流体の移動に伴う間隙弾性緩和の大きく 3 つが考えられている．過去の研究から報告

されているそれぞれのメカニズムによる変動の時定数は，間隙弾性緩和は数日～数週間，余効すべり

は数ヶ月～数年，粘弾性緩和は数年～数十年と大きく異なっている．本研究ではこれら 3 つのメカニ

ズムの内，特に粘弾性緩和による変動を考え，数値計算によりその変動量を定量的に見積もる．そし

て，残りの 2 つのメカニズムである余効すべりもしくは間隙弾性緩和の解釈において，粘弾性緩和に

よる変動を考慮することで，その推定に与える影響を定量的に評価する．  

 

2．研究内容  

 本年度は昨年度に引き続き東北地方太平洋沖地震による粘弾性緩和による変動に関して，三次元有

限要素法による数値計算を行った．三次元有限要素法コードの GeoFEM を使用し，断層すべりの計算

にはスプリットノード法を用いた．暫定的なモデルとして，地下構造は沈み込むスラブの傾斜を 16°

で一定としたモデルを作成し，地震の断層モデルは矩形 2 枚の断層で計算を行った．本年度は，余効

すべりのみでは説明が難しい以下の 2 点の変動についての考察を行った．1）宮城県沖に設置されてい

る海底地殻変動観測点の西向きの変動．2）関東・甲信越及び北海道南部で観測されている隆起．  

 

3．得られた成果  

 粘弾性緩和によって東北地方の陸域では東向きの変動，海域では西向きの変動が出ることが分かっ

た．粘性率の値が 1×1018Pa・s の場合には，地震発生から約 1 年間に観測された西向きの変動を定量

的におおよそ説明できることが分かった（図-1）．また，震源域から離れた関東・甲信越及び北海道南

部での隆起も定性的には粘弾性緩和によって説明が可能であることが分かった（図-2）．しかしながら，

粘性率が 1×1019Pa・s より大きい場合には，地震直後からの隆起は発生せず，粘性率が 1×1018Pa・s よ

り小さい場合には，隆起が発生することが分かった．余効すべりのみでは説明が難しい海域での西向

きの変動と震源域から離れた関東・甲信越及び北海道南部の隆起は，定性的には粘弾性緩和による変

動によって説明することが可能であることが分かった．しかしながら，その変動量は粘性率の値に大

きく依存し，現状のモデルでは水平変動と上下変動の両者を同時に説明することが難しい．  

 

4．今後  

 次年度は，より現実的な地下構造のモデルを構築し，すべり分布を考慮した計算を行う予定である．

さらに粘弾性緩和による変動の見積り結果を観測データから取り除き，余効すべりの推定を試みる．
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そして，余効すべりの推定における粘弾性緩和の影響を定量的に検討する．  

 

 
図-1 地震発生から約 1 年間の余効変動の観測値（黒矢印）と粘弾性緩和による変動

の計算値（茶矢印）の比較．海域の観測値は海上保安庁による海底地殻変動観

測による観測値．粘性率 1×1018Pa・s での計算結果．  

 

  

図-2 地震発生から約 3 年間の観測値（左図）と粘弾性緩和による変動の計算値（右図）．粘性率

5×1017Pa・s での計算結果． 
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精密地下構造調査と地盤変動検出による水蒸気爆発型噴火の可能性評価（第1年次） 
 

 

実施期間      平成25年度～平成27年度 

地理地殻活動研究センター 

地殻変動研究室  小林 知勝 

 

1. はじめに 

火山噴火災害軽減のためには，火山活動の現状を把握し，噴火の発生ポテンシャルを明らかにすることが重要

である．一般的に，水蒸気爆発型噴火は，噴火規模が小さいため，その発生予測が困難とされる．しかし，水蒸

気爆発型噴火の発生場と考えられる火山体浅部の電磁気学的な構造調査から，極めて低い比抵抗値を示す熱水変

質した難透水性の岩石層と，その直下のやや高い比抵抗値を占める蒸気層の卓越した熱水流体溜りの存在が，共

通した特徴として見られることがわかってきている．本研究では，近年の活動の高まりによって水蒸気爆発の発

生場が形成された可能性のある立山火山（弥陀ヶ原火山）・地獄谷を対象として，地下浅部構造調査，地盤変動

解析，地中温度観測を実施し，水蒸気爆発発生の要件が満たされているかを検討・評価することを目的とする．

なお，本研究は科学研究費補助金（研究課題番号：25350494；研究代表者：神田径東京工業大学准教授）により

実施されるものであり，国土地理院は，SAR干渉法による立山火山・地獄谷周辺の地盤変動解析を担当する． 
 

2. 研究内容 

水蒸気爆発の発生領域では，地下浅部の圧力が増加し，それに伴う地盤変動が進行している可能性があるため，

その空間的広がりや変動の規模を詳細に捉えることは重要である．このような背景の下，本研究では，空間的に

局在化していると予想される地盤変動を的確に捉えるために，SAR干渉解析を実施する．さらに，地盤変動が検

出された場合には，得られた地表変位量をもとに力源モデルの構築を目指す．平成25年度は，2007年から2010

年に立山火山を撮像したALOS/PALSAR画像を用いて，過去の地獄谷及びその周辺で有意な地盤変動が発生して

いないかを調べた． 

 

3. 得られた成果 

本解析には，立山周辺を撮像した ALOS/PALSARデータを使用した（パス（軌道番号）：409及び 410）．解析

領域は夏から秋の時期以外は地表が雪に覆われているため，非積雪期のデータを丹念に選別して解析に使用した．

結果的に，パス 409のデータからは，2007年 7月 18日，2009年 9月 7日，2009年 10月 23日，2010年 7月 26

日，2010年 9月 10日の 5枚を，パス 410のデータからは，2007年 8月 4日，2009年 8月 9日，2009年 9月 24

日，2010年 6月 27日，2010年 8月 12日，2010年 9月 27日の 6枚を使用した．パス 409の SAR干渉解析にお

いては 2007年 7月 18日を，パス 410では 2007年 8月 4日のデータをマスター画像（1回目の観測）とした．

垂直基線長は全ペア 1500m前後以内である．解析の一例として，パス 410の 2007年 8月 4日と 2010年 9月 27

日の干渉ペアの結果を図-1 及び図-2 に示した．解析の結果，干渉画像には，地獄谷及びその周辺に誤差を超え

る有意な地盤変動は見られなかった．他のペアからも同様に，有意な変動が見られないことから，少なくとも

2010年末までは，数 cmを超えるような地盤変動は発生していない可能性が高い． 

- 132 -



 

 

 

図-1 ALOS/PALSAR（パス：410）に
よるSAR干渉解析の一例．旧観測
日及び新観測日は2007年8月4日
及び2010年9月27日である．

 

 

図-2 図-1の立山火山及びその周辺の
拡大図．地獄谷及びその周辺に有

意な地盤変動は見られない．□は
電子基準点を示す．

 

4. 今後の予定

 平成26年度は，さらに干渉解析を進めて地獄谷及びその周辺における地盤変動の有無を精査する予定である．
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