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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は，地震規模がマグニチュード８級になるものと予想されるが，

そうした地震は過去 1000 年以上発生した形跡がないため，近い将来に大地震が発生する可能性が高いと評価

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，重

点的調査観測の目標，具体的な調査観測の手法，重点的調査観測の候補となる地震，及び基盤的調査観測と

しての活断層の追加調査・補完調査の候補と優先順位について記述されている．この中で，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調査観測が推進されることとなった． 

 

２．研究概要 

 国土地理院では，本重点的調査観測の中で地殻変動観測に関する部分を担当し，以下の２項目の研究を実

施する． 

１）GPS 観測による詳細地殻変動分布の解明 

断層帯周辺において GPS の稠密なキャンペーン観

測を繰り返して実施し，周囲の GPS 連続観測点のデ

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． 

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完し，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，干渉 SAR 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． 

 

３．平成 17 年度実施内容 

３．１ GPS 観測による詳細地殻変動分布の解明 

平成 17年 10月 31日から 11月 16日にかけて GPS

のキャンペーン観測を実施した．平成 14 年度に GPS

の稠密キャンペーン観測用として最短５km 程度の

間隔で設置された 28 点の観測点を２つのグループ

に分け（うち２点は両グループに共通），それぞれ１

週間の観測を実施した．なお，１ヶ所で施設の都合

のため観測を行なうことができなかった． 
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図－１ 2002-2005年における糸魚川-静岡構造線断

層帯周辺の水平地殻変動速度分布 

稠密キャンペーン観測によって得られた全データを

用い，臼田(USUDA)固定のベクトルを示した．矩形領

域は図－２に示す速度プロファイルの表示領域 



取得されたデータを周辺の GPS 連続観測点のデータと共に解析した．１日毎のデータから求めた日座標値

に基づき，速度ベクトルを計算した．キャンペーン観測の結果とルーチン解析による連続観測の結果を比較

したところ，全体的な傾向から外れる点も幾つか見られるものの，基本的には両者が良く一致していること

が分かった．数年にわたって一様な速度で地殻変動が進行している状況であれば，キャンペーン観測で mm/

年程度の精度の観測が十分可能であるといえる．なお，この観測期間中には 2004 年紀伊半島南東沖地震や

2004 年新潟県中越地震が発生している．キャンペーン観測点の大部分が設置されている糸静線周辺では，こ

れら二つの地震に伴う地殻変動は２mm程度以下と予想され，キャンペーン観測の検出限界程度と考えられる．

そこで，これらの地震の影響を無視し，GPS 連続観測点のアンテナ交換によるオフセットの補正のみを施し

て４年分のキャンペーン観測結果から速度ベクトルを求めた（図－１）． 

この図－１において，糸静線の北部から中部にいたる３ヶ所で横切るような測線について速度プロファイ

ルを作成し（図－２），地殻変動と活断層の関係について検討を行った． 

 

３．２ 干渉 SAR による断層帯周辺の地殻変動検出 

現在運用中の SAR 衛星は，2006 年１月に打ち上げられた ALOS（だいち）を除き，全て C-band のマイクロ

波を用いている（ALOS は L-band）．C-band と L-band のマイクロ波を比較した場合，波長の長い L-band の方

が干渉性が高く，山岳地域など植生に覆われている地域でも干渉が得られることが多い．それに対し C-band

は植生に覆われている地域では干渉を得ることが難しい．したがって，日本のように植生に覆われている領

域が多い地域では，L-bandのマイクロ波を用いるSARが適しているといえる．ただ，C-bandの SARには L-band

よりも地殻変動の検出感度が高いという利点がある． 

C-band のマイクロ波を用いる ENVISAT の SAR データを用いて干渉 SAR 解析を行い，糸魚川－静岡構造線断

層帯周辺の地殻変動の面的解明を試みた．解析には Track303，Frame2871，観測モード IS2 のシーンを用い

た．国土地理院の 50ｍメッシュ DEM を用い２パス法により地形縞を除去した．DORIS を用いて高精度に決定

された軌道情報を利用し，軌道縞，地形縞のシミュレーションを行い，これらを初期干渉画像から除去して

差分干渉 SAR 画像を得た． 

干渉性を高めるため，軌道間距離が短く，かつ観測間隔が比較的短いペアを選び解析を行った．2003 年４

月から 2005 年９月までの９ペアを解析した．得られた差分干渉 SAR 画像の例を図－３に示す．長野盆地や松

本盆地などでは良好な干渉が得られており，山間部に点在する谷間の平坦部などの一部でも干渉が得られて

いる．それに対し，山岳部ではほとんど干渉していない． 

図－２ 図－１の矩形領域の速度プロファイル 

(a) 白馬—長野方向，(b) 大町—上田方向，(c) 松本周辺．ISTL は糸魚川—静岡構造線，WNBF は長野

盆地西縁断層の位置を示す．網掛け部分で速度成分に変化が見られる． 

(a) (b) (c)



ペアによっては大気中の水蒸気による

位相遅延の影響が大きい（図－３b）．大

気中の水蒸気分布は観測ごとに異なり，

時間的にはランダムであると考えられる

ことから，異なる時期のペアを足し合わ

せる（スタッキング）ことにより，水蒸

気による位相遅延の影響を低減させるこ

とができる（Fujiwara et al, 1998）．そ

こで，水蒸気の影響が比較的少ない４つ

のペアを用いてスタッキングを行い，平

均的な地殻変動場を求めた（図－４）． 

 

４．得られた成果 

４．１ GPS 観測による詳細地殻変動分布の解明 

GPS 観測の結果（図－１）からは以下のような

特徴が分かる． 

１）長野盆地西縁断層の西側は東向きの速度を持

ち，断層付近の狭い範囲に変形が集中している． 

２）中央隆起帯では変形が非常に小さく，長野市

以南では，その西縁付近が変形フロントになっ

ている． 

３）明科(S036)付近を境に，北では逆断層型(西北

西-東南東方向の短縮)から南では左横ずれ型と

変形パターンが変わる． 

４）従って，牛伏寺断層や糸静線中部(諏訪湖以南)

は基本的に横ずれである． 

５）跡津川の南東側では，全体的にベクトルが時

計方向に回転しており，跡津川断層系が力学境

界として機能しているように見える． 

白馬－長野測線（図－２a）では，N105E 方向の

速度成分が，糸静線（ISTL）と長野盆地西縁断層

（WNBF）を横切るところでステップ状に変化して

いることが目に付く．この２ヶ所では，それぞれ 6-7mm/年の短縮がわずか幅５km 程度の範囲で生じており，

これらの断層が現時点では固着しておらず，ずるずるとすべっている可能性が考えられる．白馬付近では

1714 年，1858 年に比較的規模の大きい地震があり（M6-7 程度？），長野付近では 1847 年に善光寺地震（M7.4）

があった．これらの地震が発生する前には当然断層が固着し応力を蓄積していたと考えられ，その後 150 年

以上もの間本当に固着が回復していないかどうか検討する必要がある．大町－上田測線（図－２b）では，大

町付近の幅 30km 程度の範囲で N110E 方向に 10mm/年程度の短縮が見られる．これは，連続観測を通して既に

明らかになっていた内容であるが，キャンペーン観測でも再度確認された．なお，この場合，糸静線付近の

歪み速度は 0.3ppm/年程度と非常に大きいものの，変形を起こしている領域の幅が狭いことから，周辺領域

に蓄積されている弾性エネルギーの総量はあまり大きくなく，大地震につながるような歪み蓄積は現時点で

はないものと考えられる．最後に，松本付近を通る測線（図－２c）では，糸静線を東北東－西南西に横切る

測線の方向には変形が殆ど見られず，測線と直交する方向，すなわち断層の走向方向の変形が卓越する．変

形のセンスは左横ずれであり，地形学的に考えられている牛伏寺断層の変形様式と一致する．また，この地

域の特徴は左横ずれの歪みが断層周辺から南西側 50km 以上の広い範囲にほぼ一様に生じている点である．こ

図－３ ENVISAT/SARデータの解析で得られた干渉画像の例

(a)2003/10/7～2004/11/30，（b）2005/4/19～2005/5/ 24．

色の１周期が 2.8cm の衛星視線方向の変動に相当する． 

(a) (b) 

図－４ 干渉 SAR 画像のスタッキングにより得られ

た糸魚川－静岡構造線北部の地殻変動場 

衛星に近づく向きの変動を＋，衛星から遠ざかる方向

の変動を－としている．コンターは 2mm/yr 間隔． 



うした変形様式は，上でみた２つの測線に代表されるような糸静線北部の変形様式とは全く異質である．ま

た，断層の東側 15km ほどのところからは全く変形が見られなくなるのも特徴的である．牛伏寺断層では地形

学・地質学的手法により 8-9mm/年程度の平均変位速度が推定されているが，断層両側のブロックの測地学的

な変位速度が地形学・地質学的な見積もりと同等の変位速度となるようにするためには，断層の周囲に幅

50km 以上もの広い領域を考える必要が生じてくる．こうした幅は断層の固着域の（深さ方向の）幅を反映す

ると考えられるが，50km 以上の幅，そしてほぼ一様な歪み分布を説明するためには地殻全体が弾性エネルギ

ーを蓄えている状況を考える必要がある．以上の考察から，牛伏寺断層周辺の地震発生ポテンシャルは十分

高いものと考えられる． 

 

４．２ 干渉 SAR による断層帯周辺の地殻変動検出 

干渉 SAR 画像のスタッキングにより得られた地殻変動場（図－４）には次のような特徴が見られる． 

１）長野盆地よりも南部では中央隆起帯の西側に変形が集中している． 

２）牛伏寺断層付近には変形の集中は特に見られない． 

３）白馬付近で変形の集中が見られる． 

これらの特徴は GPS キャンペーン観測の結果と調和的である． 

今回解析したペアの中にはキャンペーン観測点を設置していない地域で干渉が得られているペアも存在

することから，干渉度が高いペアのみを用いてスタッキングを行えば GPS 観測を空間的に補完できる地殻変

動データを得ることができると考えられる．ENVISAT データは現在のところ約３年分の観測データが蓄積さ

れているが，干渉度の高いペアはまだ少数しか得られていない．今後の観測によりデータが増えれば軌道間

距離が短いペアも増えると予想されることから，今後も継続して ENVISAT データの解析を進めていく予定で

ある． 

 

５．まとめ 

GPS 観測による詳細地殻変動分布の解明では，キャンペーン観測により，糸魚川－静岡構造線断層帯周辺

の 2002～2005 年の３年間の変動量が得られた．これまで一部の測線沿いを除くと非常に低い空間分解能でし

か見えていなかった北部糸静線周辺の地殻変動の様子が明らかになりつつある．断層帯を横切る速度プロフ

ァイル等から，地域によって断層帯近傍での変形様式が大きく異なることが明らかとなってきた．さらなる

精度向上のためには同様な観測をあと２，３回程度繰り返す必要がある．このように，稠密な GPS のキャン

ペーン観測は断層帯周辺の地殻変動の詳細分布を明らかにするために有効な手段であると言える． 

干渉 SAR による構造線断層帯周辺の地殻変動検出では，ENVISAT データの干渉 SAR 解析により長野盆地，

松本盆地や山間部の平坦地で干渉が得られ，地殻変動を面的に捉えることができた．得られた地殻変動場は，

GPS キャンペーン観測の結果と調和的である．干渉度が高いペアのみを用いてスタッキングを行えば GPS 観

測を空間的に補完できる地殻変動データを得ることができると考えられることから，今後も継続して

ENVISAT データの解析を進めていく予定である． 

なお，ENVISAT の干渉 SAR 解析では，山岳地域で干渉が得られず，解析範囲の多くを占める山岳地域の地

殻変動を明らかにすることができなかった．2006 年１月に打ち上げられた ALOS（だいち）は干渉性の高い

L-band のマイクロ波を用いる SAR センサを搭載している．山岳部の地殻変動を明らかにするためには，ALOS

のデータを用いた干渉SAR解析が必要である．ALOSは2006年10月頃より本格的な運用が始まる予定であり，

平成 18 年度以降，解析を行っていく予定である． 
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