
        

ひずみ集中帯の地殻変動特性に関する研究（第 5 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  

宇宙測地研究室  

水藤 尚   小林 知勝 

川元 智司  

 

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，特に変形速度が大きい「ひずみ集中帯」と呼ばれる領域があ

ることが分かってきた．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滑り，地殻へ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的とする．  

 

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，H26 年度は昨年度に引き続き，GNSS 繰り返し観測と干渉 SAR 時系

列解析（PSI 法）を実施した．GNSS 繰り返し観測は，2014 年 10 月～11 月に第 5 回目の繰り返し観測

と連続観測点の保守を行い，前年までに取得したデータとの比較を行った．また，ひずみ集中の成因

として，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動の影響を有限要素法による数

値計算から定量的に評価した．  

 

3. 得られた成果  

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（プレート間相

互作用等）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．  

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 よりも小さく，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
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難しいことが分かった．  

 

 

図-1 東北地方太平洋沖地震発生後のひずみ速度分布．（a）地震発生半年後から 1 年間．（b）地震発生 1 年半後

から 1 年間．（c）地震発生 2 年半後から 1 年間．  

 

 

図-2 （a）2009 年 1 月から 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変形に

よるひずみ速度（計算値）．  

 

4. まとめ  

本研究は，定常的な地殻変動として越後平野周辺で年間 1cm 程度の東西方向の短縮変形を想定して

いたが，東北地方太平洋沖地震の発生により，定常的な短縮変形を観測することは難しい状況となっ

た．代わりに遠方の断層運動により外力を受けている状態の地殻変動分布が明らかになった．  
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4.1 新潟県中部越後平野周辺の詳細地殻変動分布  

GNSS観測から越後平野周辺において 0.1～0.2ppm/yrの顕著な短縮ひずみと沈降を検出した．また，

水準測量データ解析及び SAR 干渉解析からも継続的に進行する沈降性の変動を検出し，GNSS 観測も

含め 3 つの異なる手法から，この沈降は最低でも 20 年間継続していることが分かった．2007 年以降

太平洋側では，プレート間固着のゆるみにより短縮ひずみが減少もしくは伸張に転ずる変化が観測さ

れたが，越後平野周辺での短縮ひずみ速度に変化は見られなかった．こうした観測事実は，越後平野

周辺のひずみ速度は太平洋プレートのプレート間固着の変化の影響を受けていないことを示唆し，ひ

ずみ集中の成因は，応力変化速度に比例するような弾性変形ではなく，応力の絶対値に比例するよう

な粘・塑性変形に支配されているものと考えることができる．  

東北地方太平洋沖地震発生時に越後平野周辺では，5ppm を超える伸張ひずみが観測された．有限

要素法によるモデル計算から，均質媒質で予想される伸張ひずみよりも観測された伸張ひずみが大き

いことが分かった．越後平野では地震波速度構造の低速度異常や堆積層が存在することから，不均質

構造の影響を強く受けていることが示唆される．  

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．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（プレート間相互作用

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も，

前記の解釈は上下変動からも裏付けられている．  

4.2 ひずみ集中帯の成因に関する数値計算 

ひずみ集中帯における特徴的な地殻変動である短縮変形及び沈降を再現するため，深部非地震性滑

りのモデル計算の実施から以下のことが分かった．短縮変形のみを再現するには，様々なモデルで再

現が可能であること，断層の深部形状が地表の地殻変動に影響があること，沈降を再現するためには

粘弾性媒質の考慮が必要であることが分かった．また，過去の内陸大地震の粘弾性緩和による変形の

モデル計算の実施からは以下のことが分かった．粘弾性緩和による変形のひずみ速度は，短縮変形を

作り出すものの概ね 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，ひずみ集中帯の主成因と考えることは難しいことが分かった．  

東北地方太平洋沖地震時のモデル計算において，地殻構造の不均質性を考慮することで，越後平野

の東西ひずみ分布が周辺部より 2 倍程度大きくなり，観測された伸張ひずみが均質媒質を仮定したモ

デル計算値より大きいという特徴を再現できた．  

 

5. 終わりに  

本研究は平成 26 年度で終了するが，東北地方太平洋沖地震の余効変動は，地震発生から 4 年が経過

した 2015 年 3 月現在も，地震発生前の定常的な地殻変動速度とは逆向きに 1 桁以上上回る速度で進行

している．今後この東西伸張の変形がどのように推移するのか，将来的には東西伸張の変形に戻るの

か，観測継続することにより，こうしたこれまでに例のない変形過程が明らかになることが期待され

る．また，新潟－神戸ひずみ集中帯に属する新潟県南西部や長野県周辺，奥羽脊梁のひずみ集中帯等

での地殻変動分布の挙動との比較，その変形過程をモデル化することで，変形の不均質を作り出す地

殻構造や対象地域における地震の発生メカニズムとの関係等に関する新たな知見が得られることも期

待される．  
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広域地殻変動データに基づくプレート境界の固着とすべりの 

モニタリングシステムの開発（第 1 年次） 
 

 

実施期間 平成 26 年度～平成 28 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 矢来 博司 

 

1．はじめに 

日本列島では，2011 年東北地方太平洋沖地震をはじめとする巨大な海溝型地震がしばしば発生して

きた．今後発生する地震の規模や発生確率については，地震調査委員会において長期評価が行なわれ

ているが，不確定さが大きく課題も多く，今後の課題として，プレート境界の固着のモニタリングや

シミュレーションを通した改良が期待されている．また，東海地方のプレート境界の固着状態のモニ

タリング結果は地震防災対策強化地域判定会においても現状把握のために重要なデータであるが，東

北地方太平洋沖地震後の余効変動がその精密なモニタリングの妨げとなっている．  

 

2．研究内容 

本年度は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．また，海底地殻変動データの収集を行い，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．それに加えて本年度は，国土地理院

で開発してきたプレート境界の固着状態の推定手法を用いて，2013 年以降現在の東海地域の固着状態

の推定を行った．この際に東北地方太平洋沖地震の余効変動は，太平洋プレートの上面でのアフター

スリップによって起きていると仮定した．  

 

3．得られた成果 

図-1に東北地方太平洋沖地震の余効変動がアフタースリップで起きているとの仮定の下にその影響

を取り除いた地殻変動を示す．図に示されるように，2013 年 11 月～2014 年６月にかけて浜名湖の西

側で南東方向，東側で東方向の変動が見られる．この変動パターンは，浜名湖付近でのプレート間滑

りを示唆する．図-2 は非定常地殻変動から推定したフィリピン海プレート上面での陸側プレートの滑

りを示している．図に示されるように，浜名湖付近を中心とした滑り領域が 2013 年 11 月～2014 年 6

月にかけて推定されている．推定されたモーメントマグニチュードは 6.5 程度である．過去にも東海

地域でスロースリップが発生しているがその時のエネルギーは，Mw7.1 程度であり，それに比べると

今回の規模はかなり小さい．このことは，同じプレート境界領域でも異なるエネルギーの放出パター

ンがあることを示唆する．  

 

4．結論 

東北地方太平洋沖地震の影響を取り除いた東海地方の地殻変動データは，フィリピン海プレートの

上面での滑りを示唆するパターンを示した．非定常地殻変動データから推定されたフィリピン海プレ

ート境界での滑りは浜名湖付近で発生しており，2013 年後半から 2014 年の半ばまでの期間でその傾

向は顕著であることがわかった． 
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図-1 東北地方太平洋沖地震の影響を除いた非定常地殻変動．定常変動は，208-2011 年の期間で推定．黒

丸は誤差を示す．  

 

 

図-2 推定された東海地方のプレート境界滑り．太いコンターが滑りの強さを示している．破線は東海地

震の想定震源域を示す．  
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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（第1年次） 

 

 

実施期間 平成 26 年度～平成 30 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  

本研究課題は，数mmから数cm程度の微小な規模で進行する地盤変動を，高い空間解像度で監視可

能とすることで噴火や地震の危険度予測に貢献することを目的に，干渉SAR時系列解析における計測

の空間密度と精度を劣化させる主要な誤差要因となる植生，大気，電離層の影響を低減するための技

術開発を行い，国土の地盤変動の推移監視に適した解析技術に発展させることを目標とした特別研究

課題である．技術開発は主として，1）地表の散乱特性の時空間的共通性を利用した植生の影響を低減

するための技術開発，2）数値気象モデルを利用した大気起因の誤差を低減する技術の干渉SAR時系列

解析への組み込み，3）GPS電離層モデルを利用した電離層起因の誤差を低減する技術の干渉SAR時系

列解析への組み込み，を中心に行う．また，本研究では，国土地理院における国土の地盤変動監視で

実利用可能な解析システムを構築することも目標とする．   

 

2. 研究内容  

計測の空間密度と精度を劣化させる原因となる植生，大気，電離層の影響を低減する技術の開発や

既存の要素技術の組み込みを行うことで，国土の地盤変動を網羅的に検出可能な干渉SAR時系列解析

に発展させるとともに，国土地理院における国土の地盤変動監視で実利用可能な解析システムを構築

することを目標とする．平成26年度は，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み，その効果を確かめた．また，計測点の空間密度増加のために，単一の

SLC画像からPS候補点を抽出する方法であるSignal-Clutter-Ratio（SCR）法の計算プログラムを開発し，

干渉SAR時系列解析に実装した．   

 

3. 得られた成果  

3.1 数値気象モデルを利用した誤差低減技術の干渉SAR時系列解析への組み込み  

SAR 干渉解析は，大気（特に水蒸気）の影響を受けやすく，それによる誤差がしばしば数㎝の規模

で含まれる．一般的な干渉 SAR 時系列解析では，大気起因の誤差分布が持つ空間の相関性と時間の非

相関性を利用したフィルタリング操作で誤差を低減することが多いが，フィルタリングの強さの設定

などに解析者の恣意性が含まれる短所があり，より客観的な低減処理が望まれる．国土地理院では，

特別研究「正確・迅速な地殻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 年度－22 年度）」にて，SAR 干渉画像に含まれる大気起因の誤差を低減するために，数値気象

モデルを用いて誤差を低減処理するプログラムツールを開発した．本研究では，干渉 SAR 時系列解析

に，この数値気象モデルを用いた誤差低減処理の適用を試みる．本年度は，通常の SAR 干渉処理用だ

った誤差低減処理ツールを，干渉 SAR 時系列解析に実装するための改造作業を実施した．本技術の効

果を確かめるため，富士山を撮像した ALOS/PALSAR による SAR データ（非積雪期のデータ 10 枚）

に適用した．なお，この期間は富士山において有意な地殻変動は観測されていない．図 -1 は，本技術
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を適用した場合と適用しなかった場合に得られた地殻変動速度図である．誤差低減技術を適用しない

場合は，山体東側の標高の高い領域で約 1cm/年の見掛けの変位速度が見られる．一方，低減処理を施

した場合は，見かけの変位が有意に低減しており，適用の効果が認められる．図 -2 は，図-1 の枠内の

画素（40 点）の変位時系列データを示す．低減処理技術の適用により，大気起因の誤差によるデータ

のばらつきが抑えられ，変位速度の推定の向上に貢献したことがわかる．ただし，マスター画像の 1

回帰前のデータでは低減処理により誤差が逆に大きくなっており，数値気象モデルを用いた処理を行

っても必ずしも全ての干渉ペアの誤差を低減できないことには注意すべきである．場所や気象条件に

よりその適用効果にも限界があると考えられる．  

 

 

図-1 干渉SAR時系列解析における数値気象モデルを利用した大気遅延誤差低減処理の効果．（左）数値気

象モデルによる低減処理なし．（右）数値気象モデルによる低減処理あり．   

 

 

図-2 図-1の枠内の画素の変位時系列データ．（左）数値気象モデルによる低減処理なし．（右）数値気象

モデルによる低減処理あり．点線は，推定された変位速度（傾き）の平均値を示す．  

 

3.2 SCR法を利用したPS候補点抽出処理の高度化  

干渉SAR時系列解析（ここではPSI法を扱う）には様々なアルゴリズムがあるが，その多くは振幅の

分散指標を用いてPS候補点を抽出している（Amplitude Dispersion（AD）法）．精度の良さや扱いの簡

便さから，多くのソフトウェア /解析でAD法を用いたPS候補点抽出が行われるが，画像数が20枚以下

になると十分な精度でPS候補点を検出できなくなることが指摘されている．精度の低下は，本来PS点
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となり得る点の見逃しやPS点以外の質の悪い点を多く拾うことになり，結果的に計測点密度の低下に

つながる．このような背景から，少数のデータセットでも効果的にPS候補点を抽出し，計測点密度を

向上させる手法が求められる．そこで本年度は，AD法と同様に振幅だけを用いた簡便な操作で，単一

のSLC画像からでもPS候補点を抽出する方法として提案されているSignal-Clutter-Ratio（SCR）法の計

算プログラムを開発し，干渉SAR時系列解析に実装する作業を実施した．図-3，図-4は，立山・弥陀ヶ

原火山を撮像したALOS/PALSARデータに干渉SAR時系列解析を適用した結果である．前者は軌道番

号409，後者は410のデータで，干渉処理が可能な非積雪期の画像を選んだ結果，利用できた画像は12

枚及び8枚であった．これは，一般的に干渉SAR時系列解析に使用される枚数（通常は20-30枚以上）

より少ない．図-3の上図は，AD法により得られたPS点分布（地殻変動速度の分布図），下図はAD法に

加えてSCR法も用いた場合に得られたPS点分布を示している．SCR法も利用することにより，計測点

数が有意に増加していることがわかる．その差は，画像枚数が少ない軌道番号410のデータ解析におい

てより顕著である．AD法により得られたPS点とSCR法により得られたPS点を比べると，SCR法により

新たに2010及び2463点がそれぞれの解析で得られたことがわかる（表 -1）．画像枚数が少ない場合やPS

点の少ない山間部においては，種々のPS候補点抽出法を利用したハイブリッドな処理で計測点密度を

向上させることが，干渉SAR時系列解析による地殻変動観測の高度化には重要であることを示唆して

いる．  

 

 

図 -3 AD法のみによる解析

（上）とAD法とSCR法

の両手法による解析に

よって得られた PS点

分布（地表変位速度分

布）（下）．立山・弥陀ヶ

原 火 山 を 撮 像 し た

ALOS/PALSARデータ

（軌道番号409）を12

枚用いた解析結果を示

す． 
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図-4  AD法のみによる解

析（上）とAD法と

SCR法の両手法に

よる解析によって

得られたPS点分布

（地表変位速度分

布）（下）．立山・

弥陀ヶ原火山を撮

像した

ALOS/PALSARデ

ータ（軌道番号

410）を9枚用いた

解析結果を示す． 

 

表-1 各手法で得られたPS点数．  

 AD法  SCR法  合計  

PS点数（軌道409）  3902 2010 5912 

PS点数（軌道410）  3198 2057 5661 

 

 

4. 今後の予定  

 平成27年度は，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（Distributed Scatterers: DS点）から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． 
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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（第５年次） 
 

 

実施期間 平成 22 年度～平成 28 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 矢来 博司 

 

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．海溝型地震の余効変動の原因として，大きく２つの要因が挙げら

れる．１つは，地震後のマントル物質の粘弾性変形，もう一つは地震後のプレート境界でのゆっくり

とした滑りがあげられる（余効滑り）．余効滑りがどの場所でどのくらいの大きさで発生しているかを

知ることは，今後の地震活動を解釈する上で大変重要である．  

本研究では，東北地方太平洋沖地震後の余効変動を取り上げる．昨年度までの研究では，余効変動

は余効滑りのみに起因するとしてプレート境界のすべりの推定を行ってきた．しかしながら，最近の

研究で，現在観測されている余効変動には粘弾性変形が大きく寄与していることが指摘されており，

余効滑りを正しく推定するためには，粘弾性変形の影響を考慮する必要がある．このため，本研究で

は粘弾性変形を取り入れた考察を行う．  

 

2．研究内容 

東北地方太平洋沖地震の粘弾性変形については，特別研究「広域地殻変動データに基づくプレート

境界の固着状態及びその変化の推定に関する研究」において，有限要素法を用いて東北地方太平洋沖

地震による粘弾性変形を全国の観測点について試算しており，本研究ではその結果の一部を用いた．

東経 125-152°，北緯 21-50°の領域を 30 万メッシュからなる三次元構造モデルでモデル化した．マン

トル領域の粘性率は 4x1018 Pa 秒としている．計算にあたっては，粘弾性変形の主要な部分は地震時の

すべりによるものと考えられるため，第一近似として地震時のすべりを初期条件として与えた．地震

時のすべりは Ozawa et al. [2012]を使用している．  

上記の有限要素法による計算で得られた地震後の粘弾性変形を，GNSS 観測により得られた地殻変

動時系列データから差し引き，その残差が余効滑りに起因する変動と仮定して時間依存のインバージ

ョンにより地震後 1 年間のプレート境界でのすべりを推定した．  

  

3．得られた成果 

東北地方太平洋沖地震の余効変動について，本震による粘弾性緩和の影響を考慮して余効滑りを推

定した結果を図-1a に，余効滑りのみとして推定した結果を図-1b に示す.粘弾性変形の影響を考慮す

ると，太平洋沿岸付近で推定される滑り量は 1～2m 程となる．また，推定されるモーメントマグニチ

ュードは，余効すべりのみとして推定した場合は Mw8.5 であるのに対し，粘弾性変形を考慮すると

Mw7.8 となった．これは，粘弾性変形を考慮しないと，余効滑りが過大評価となる可能性を示してい

る． 

なお，計算に用いた日本列島の三次元構造モデルや与えた粘性率の値の不確実さ等のため，現時点

での結果は暫定的なものであり，今後，更に検討が必要である．  

   

-108-



         

 

 

4．結論 

東北地方太平洋沖地震後の余効滑りを考える上で，地震後の粘弾性変形を考慮することが重要であ

ることが明らかとなった．複数の先行研究が指摘するように，粘弾性変形を考慮しない場合，余効す

べりの推定が過大評価となる可能性があることが確認された．  

 なお，地震後の粘弾性変形については，本研究において計算に用いた各種パラメータの不確実さ等

が大きいため，現時点での結果は暫定的なものである．今後，更に検討が必要である．  

 

参考文献 

Ozawa, S., T. Nishimura, H. Munekane, H. Suito, T. Kobayashi, M. Tobita, and T. Imakiire (2012), Preceding, 

coseismic, and postseismic slips of the 2011 Tohoku earthquake, Japan , J. Geophys. Res., 117, B07404, 

doi:10.1029/2011JB009120. 

 

 

 

図-1 2011/3/12-2012/3/12 間の推定プレート境界滑り分布．(a)は粘弾性の影響を除去したもの．内陸部の孤立

した大きなすべりは本物ではないと考えられる． (b)は粘弾性の影響を除去していない推定結果．   
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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 23 年度～平成 30 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 矢来 博司 

 

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．これまでの研究を通して，

GNSS 観測結果から，地下のマグマ溜りの体積膨張・収縮の時間変化を推定できる時間依存のインバ

ージョンプログラムを開発してきた．本年度は伊豆大島，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た．開発されたプログラムを用いて，地殻変動の

観測結果を説明できるモデルの構築を行ったが，非線形性が強いため適切なモデル化はまだできてい

ない．シル，ダイク，テクトニックな変形を取り入れない伊豆大島及び桜島の地下のマグマ溜まりの

状態の時間変化を引き続き時間依存のインバージョンで推定した．その結果を以下に述べる．   

  

3．得られた成果  

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，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（図-1―図-2）．  

また，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 -3－図-4）． 

 

      

図-1 伊豆大島のＧＮＳＳ観測点の位置と茂木ソースの位置   図-2 伊豆大島の茂木ソースの体積膨張 
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図-3 桜島の GNSS 観測点の位置と茂木ソースの位置  

 

 

図-4 桜島の茂木ソースの体積変化 

 

4．結論  

伊豆大島及び桜島のモデル化を通して，伊豆大島・桜島での膨張収縮を繰り返しながらの長期的な

マグマ溜りの膨張が推定された．今後は，非線形のモデル化を行っていく必要がある．  
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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 5 年次） 
 

 

実施期間 平成 22 年度～平成 30 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  矢来 博司 

 

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26年度は，御嶽山噴火活動及び長野県北部の地震に伴う地殻

変動を，ALOS-2衛星のSARデータを用いたSAR干渉解析により抽出し，力源モデルの構築を行った． 

 

3. 得られた成果  

3.1 平成26年（2014年）御嶽山噴火活動に伴う地殻変動検出と力源モデルの構築  

2014 年 9 月 27 日に噴火した御嶽山について，噴火前後に ALOS-2/PALSAR-2 が撮像したデータを用

いた SAR 干渉による地殻変動解析を行った．解析には，2014 年 8 月 18 日及び 2014 年 9 月 29 日に撮

像された北行軌道のデータを用いた．解析の結果，噴火口近傍の南西側に，最大で約 10cm の衛星に

近づく地殻変動が検出された（図-1（左））．観測された地殻変動データをもとに矩形の開口クラック

１枚を仮定し，Simulated Annealing 法により変位源のパラメータ推定を行った．計算では，開口クラ

ックの位置を国土地理院により分析された北西－南東方向の火口配列に強く拘束し，走向角 140-150°，

断層長 0.3-0.5km，傾斜角 0-90°(南東傾斜），開口量 0-2m の範囲でパラメータ探索を行った．さらに，

SAR データに加えて，気象庁の傾斜計（田の原）で観測された噴火前後の傾斜量も推定に用いた．モ

デリング計算の結果，ごく浅部（上端位置：0.1km）に位置するぼぼ垂直のクラックが 0.45m 開口する

解が得られた．図-1 にモデルにより計算された変位量および観測量との残差を示す．推定されたモデ

ルは，検出された変位量をほぼ説明できている．また，傾斜の観測量と計算量は，東西成分でそれぞ

れ-1.11 及び-0.72，南北成分で 0.46 及び 0.32 となり（単位は micro radian），構築された力源モデルは

両観測データを良く説明する．  
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図-1 御嶽山噴火活動に伴う地殻変動の力源モデリング計算の結果．（左）モデリングに使用された観測変位量．

図中の白枠は，推定された開口クラックを地表に投影した位置．（中）推定された力源モデルにより計算

された地表変位量．（右）観測量と計算量の残差．  

 

3.2 平成26年（2014年）長野県北部の地震に伴う地殻変動検出と震源断層モデルの構築  

2014年11月27日に長野県北部で発生した地震（Ｍ6.7）について，発生前後にALOS-2/PALSAR-2が撮

像したデータを用いたSAR干渉解析による地殻変動抽出及びそれを基にした震源断層モデルの構築を

行った．図-2及び図-3は，東側上空から撮像された2014年9月29日と2014年11月24日のデータペア及び

西側上空から撮像された2014年10月2日と2014年11月27日のデータペアによるSAR干渉解析で捉えら

れた地殻変動を示す．SAR干渉解析の結果，東西約30km，南北約30kmの地域に地殻変動を抽出した．

特に既知の神城断層沿いの東側に地殻変動の集中が見られ，断層を挟んで東側は西向・上方に最大約

1m変動し，西側は東向・下方に最大20cm程度変動したことがわかった．長野県北部の地震に関しては，

北行右ルック，南行左ルック，南行右ルックの視線方向が異なる3ペアについて干渉画像が得られたこ

とから，3次元（東西，南北，上下）の変動場の算出を試みた．図 -4に暫定的な結果を示す．東西及び

上下の2成分はばらつきが少なく，良好な結果が得られた．GEONET白馬観測点で得られた変動量とも

整合的である．しかし，南北成分については左横ずれ運動を示す変動分布が得られたものの，大きな

ばらつきを示し，変動量は過大となった．今回の解析で用いた3ペアの観測方向は，東西方向から最大

でも15°程度しか離れておらず，得られた干渉画像は南北方向の変動に対する感度が低い．そのため，

今回の解析では南北成分の精度が低くなったと考えられる．南北成分の精度を向上させるためには，

MAI法等，アジマス方向の変位を精度よく求める解析手法の適用が必要である．観測された地殻変動

データ及び震源領域周辺の電子基準点データ（30点）を基に断層面上の滑り分布モデルの構築を行っ

た．断層面は，試行錯誤的にSARデータを良く説明する面を探索し，最終的に，地表から傾斜角40°で

東に傾き下がる断層とその深部延長に傾斜角60°で東に傾き下がる断層が結合する屈曲した断層面モ

デルを用いた．なお，傾斜角が一様な一枚の断層面ではSARデータを説明することはできなかった．

解析の結果，主に2つのセグメントにおける左横ずれを含む逆断層運動が推定された（図 -5）．推定さ

れた地震モーメントの解放量は3.7×1018 Nmで，これはモーメントマグニチュード6.3に相当する（剛性

率は30GPaを仮定）．現地調査によると，神城断層周辺では，東側隆起でやや左横ずれを含む地表地震

断層が出現した．これは本モデルにおける地表付近の滑りに対応し，その滑り成分は地表で観測され

た断層運動の成分と調和的である．  
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図 -2 2014年 9月 29

日と2014年11

月24日のデー

タペアによる

SAR干渉解析

により得られ

た地殻変動分

布図．矩形の

枠は，滑り分

布モデルの構

築に用いた断

層面を地表に

投影した位置

を示す．白抜

きの四角は，

電子基準点の

位置を示す． 

 

 

図 -3 2014年10月

2日と2014年

11月 27日の

データペア

に よ る SAR

干渉解析に

より得られ

た地殻変動

分布図．矩形

の枠は，滑り

分布モデル

の構築に用

いた断層面

を地表に投

影した位置

を示す．白抜

きの四角は，

電子基準点

の位置を示

す． 
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図 -4  視線方向の

異なる3つの

SAR 干 渉 ペ

アから計算

した3次元変

動場． 

 

 

図 -5  推定された

断層面上の

滑り分布． 

 

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，ALOS-2衛星等のSARデータを用いてSAR干渉解

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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余効変動の発生メカニズムに関する研究（第 3 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．沈み込む太平洋プレートの形状を考慮したモデルを構築し，地震

時の滑り分布を考慮したモデル（図-1）で計算を行った．  

 

 

図-1 地震時のすべり分布，観測値と計算値の比較．実線は図-2 に示す断面図の位置．  
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3. 得られた成果  

マントルウェッジの粘弾性緩和によって，東向きの変動と断層近傍では隆起が引き起こされる（図

-2 上段左）．一方，海洋マントルの粘弾性緩和は，西向きの変動と断層近傍及びその西側で沈降を引き

起こし，概ねマントルウェッジの粘弾性緩和とは逆向きの変動である（図 -2 上段右）．実際の観測デー

タとの比較を考えた場合，定性的には海底地殻変動観測点での西向き及び沈降の傾向は，海洋マント

ルの粘弾性緩和に起因すると考えられる．一方，陸域の東向きの変動及び太平洋側の隆起は，マント

ルウェッジの粘弾性緩和によって引き起こされていると考えられる．  

マントルウェッジと海洋マントルの粘性率が同じ場合には，地震時の変動が海洋マントル内の方が

大きいために，海洋マントルの粘弾性緩和に起因する変動の方がやや支配的となる（図 -2 下段）．マン

トルウェッジに比べて海洋マントルの粘性率を大きくすることで，マントルウェッジの粘弾性緩和が

支配的となり，東向きの変位と局所的に太平洋側の陸域に隆起域が卓越する結果も得られている．  

粘弾性緩和による変動は，マントルウェッジと海洋マントルの粘性率の比に大きく依存することが

分かった．今後，観測されている変動を定量的に説明するために，マントルウェッジと海洋マントル

の粘性率の最適な比率を検討していく．  

 

 

図-2 地震後 3 年間の粘弾性緩和による変動．図-1 の実線の断面の変位場．粘性率はいずれのモデルも

1.0×1018 Pa・s．マントルウェッジのみ粘弾性媒質の場合（上段左）．海洋マントルのみ粘弾性媒質の場

合（上段右）．マントルウェッジと海洋マントルが粘弾性媒質の場合（下段）．  
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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 2 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26年度は，2007年から2010年に立山火山を撮像したALOS/PALSAR画像を複数枚用い

て干渉SAR時系列解析（PSI法）を適用し，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  

昨年度実施した標準的な干渉 SAR 解析では，ノイズレベルを超える有意な地盤変動は明瞭に検出で

きなかった．そこで今年度は，複数の SAR 画像を用いた干渉 SAR 時系列解析（PSI 法）を適用し，地

盤変動の有無を詳細に調べた．本解析には，昨年度同様，立山周辺を撮像した ALOS/PALSAR データ

を使用した（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解析に使用した．それぞれ使用できた画像数は 12 枚及び 8 枚であった．図-

1 は軌道番号 409 のデータによる干渉 SAR 時系列解析で得られた地盤変動速度を示す．解析の結果，

地獄谷に限られた局所的な領域で，年間最大約 4cm 程度の速度で衛星に近づく（膨張性の）地盤変動

が検出された（図-1）．軌道番号 410 のデータを用いた解析でもほぼ同様の変動分布と速度が共通に認

められる（図-2）．図中の写真に示すように，地獄谷には活発な噴気・熱活動が確認できるところがあ

り，変動域はこれらの領域と空間的な対応が良い．図 -3 は図-1 点線枠内の PS 点の時系列データであ

る．地獄谷では 2011 年頃から噴気活動の活発化等が顕在化したが，時系列データを見る限り，その活
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発化に向かって変動が加速するような挙動は見られず，ほぼ一定速度で膨張性変動が継続してきたこ

とがわかる．変動領域は 200-300m 程度の局所的な広がりであるが，PSI 法の適用により，高い空間分

解能を保持したまま変動の空間的パターンの詳細が把握できたことは特筆すべきことである．なお，

地獄谷の地盤変動はこれまで知られておらず，本解析にて初めて検出されたものである．  

 

 

図-1 軌道番号 409 を用いた干渉 SAR 時系列解析で得られた弥陀ヶ原火山・地獄谷とその周辺の地盤変動

速度図． 
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図-2 軌道番号 410 を用いた干渉 SAR 時系列解析で得られた弥陀ヶ原火山・地獄谷とその周辺の地盤変動

速度図． 

 

 

図-3 図-1の点線枠内のPS点の時系列データ．ほぼ一定速度で変動している．  

 

4. 今後の予定  

 平成27年度は，ALOS-2データを用いた干渉解析を実施し，最近の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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