
ひずみ集中帯の地殻変動特性に関する研究（第 3 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  西村 卓也  水藤 尚 

         小林 知勝 

 

1．はじめに 

 国土地理院の GPS 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，H24 年度は GPS 繰り返し観測と PS-InSAR 法（永続散乱体干渉法）に基づく SAR 干渉

解析を実施した．PS-InSAR 解析では，ソフトウェアとして GAMMA IPTA モジュールを使用し，1992 年 6 月か

ら 1999 年 8 月までの ERS 南行軌道データ，2007 年 7 月から 2010 年 9 月までの ALOS 南行軌道データ，2007

年 7 月から 2010 年 7 月までの ALOS 北行軌道データを用いた．精密水準測量は測地部で実施し，観測結果の考

察を行った．GNSS 繰り返し観測では，2012 年 10〜11 月に第 3 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．前年度の観測から明らかにな

った，ひずみ集中帯の一部において東北地方太平洋沖地震の地震時地殻変動が大きい場所があることについて，

有限要素法を用いたモデル解析を実施し，地震学的に推定されている地殻不均質構造を考慮した地殻変動の計

算を行った．  

  

3．得られた成果 

今年度の主要な成果である PS-InSAR 法による地殻変動の把握と東北地方太平洋沖地震時の地殻変動のモデ

ル計算について記す．PS-InSAR 解析においては，ERS，ALOS データとも山岳部では，PS（永続散乱体）点が

少ないものの，越後平野においては，多数の PS 点を取ることができ，面的な地殻変動分布を得ることができた

（図-1）．得られた地殻変動分布の特徴として，阿賀野川河口周辺と三条市付近で沈降性（衛星−地面間の距離伸

張）の変動，長岡市付近で隆起性の変動（衛星−地面間の距離短縮）が認められる．これらの変動は地下水変動

に起因する可能性が高いが，1cm/年以下の微小地盤変動を SAR 干渉解析によって観測できることが示された． 

有限要素解析では，東北日本を対象として東北地方太平洋沖地震の地殻変動を再現することを目的とし，東

北日本を約 5km メッシュの要素に分割して，Nishimura et al.(2011)の矩形断層モデルを与えて地殻変動の計算を

行った．特に，越後平野周辺では約 1km の詳細なメッシュに分割して，地殻の不均質構造を反映するように努
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めた．各メッシュには，防災科学技術研究所による地震波速度構造を基に作成された地盤構造モデル（J-SHIS

深部地盤構造モデル）に準拠した弾性定数を与えて，東北地方太平洋沖地震の断層運動による越後平野での東

西歪みを図-2 に示す．越後平野の中軸部で歪みが大きな領域が分布していることがわかる．この計算結果は，

GNSS繰り返し観測から得られた越後平野内の観測点間の伸張ひずみが越後山地内の観測点と比較して約 1.8倍

であるという観測結果と整合的である．  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

図-1 PS-InSAR 法（永続散乱体干渉法）による視線方向の地殻変動速度分布．（左）ERS データ（1992〜1999 年）の解析

による変動分布．（右）ALOS データ（2007〜2010 年）の解析による変動分布．赤線は地震調査研究推進本部による活

断層の地表トレース． 

 

 
図-2 有限要素法による地殻不均質構造を考慮して計算した東北地方太平洋沖地震に伴う東西歪み分布 
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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 2 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を準連続的かつ半自動的に解析・

可視化するシステムを作成し，それを用いて南海トラフ沿いの固着状態を推定する． 

平成 24 年度は，プレート境界の固着状態の推定処理を効率化するとともに，プレート境界の固着状

態の 3 次元可視化，アニメーション表示といった機能を加えた．さらに，1997-2010 年の間の地殻変

動データから時間依存のインバージョンにより，プレート境界の固着状態を推定した． 

 

3. 得られた成果 

時間依存インバージョンのプログラムを効率化することにより，これまで 2 週間程度かかっていた

処理を 1 日程度で行うことが可能となった．また，プレート境界面の固着状態の 3 次元可視化，アニ

メーション表示ができるようになった． 

西南日本の沖合における固着状態を推定した．この暫定的なモデルでは，四国沖合で，7cm/年程の

速度で陸側のプレートが海洋プレートに引きずり込まれている様子が見られた．次回の南海地震はこ

の領域を中心として発生することが推察される．東南海・東海地震の発生域についても，固着状態か

ら推測される（図-1Ａ）．この領域の固着状態には時間的な変化はあまり見られず，その周辺の豊後水

道や東海地方で，スロースリップの発生が捉えられている（図-1Ｂ）．なお，紀伊半島南東沖の滑り領

域は，2004 年の紀伊半島南東沖の地震の余効変動をプレート境界の固着で解釈したために現れた見か

けのもので，本当のプレート境界面における滑りではないと思われる. 

 

4. 結論と今後の課題 

西南日本地域のプレート境界における 1999 年以降の固着状態を推定した．推定された固着状態は比

較的安定であり，顕著な時間変化はみられない．この結果を元に，将来の南海，東南海，東海地震の
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発生域を推測した．また，固着域の周辺部においてスロースリップが発生してきたことがわかった．  

 今後、解析結果の時間分解能や効率性を向上させるため、Q3 解の取り入れ，可視化結果の自動更新

など、手法の改良を行う必要がある．また，代表的な地震発生のシミュレーションの結果等を用い，

プレート境界における前兆的な滑りが発生した場合に得られる観測量に本研究で開発した時間依存イ

ンバージョンを適用することにより，前兆的な滑りの早期検出についての本手法の有効性を検証する

必要がある． 

 

 

図-1 西南日本の暫定的な固着状態のモデル. 左図は 1991-2001 年間の固着状態． 右図は 1997-2011 年間の

左図の固着状態からのずれ．紀伊半島南東沖の滑り領域は，2004 年の紀伊半島南東沖の地震の余効変動を

説明するために表れているもので本当のプレート境界面における滑りではないと考えられる. 
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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 2 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・

移動等）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 プレート境界面上及び活断層帯周辺の断層すべりの検知能力の検討 

平成 23 年度に得られた成果から，プレート境界面上の断層すべりに関しては，プレート形状，仮定

する断層の大きさを変更し，それぞれの違いによる検知能力の差を検討した．また，活断層帯周辺の

断層すべりに関しては，深さ依存性や仮定する断層の大きさの違いによる検討を行った． 

2.2 活火山周辺の地殻変動のモデル計算 

本年度は活火山周辺の力源の膨張・収縮やダイクやシルの貫入による地殻変動のモデル計算を行っ

た．活火山において火山活動を引き起こす地下の力源の様式や活動場所は活火山ごとに大きく異なる

が，本研究では以下の場合について計算を行った．力源の位置は日本活火山総覧第 3 版に記載されて

いる活火山の位置を中心に，経度方向に 1km 間隔で 7 グリッド，緯度方向に 1km 間隔で 6 グリッド，

深さ方向には 1km 間隔で 10 グリッドとした．力源の膨張・収縮の計算は各グリッドに茂木モデルを

仮定した．ダイクやシルの貫入は，実際には活火山ごとに異なり複雑になるが，茂木モデルと同じグ

リッドを中心に走向 45 度，長さ 10km，幅 5km を仮定し，ダイクは傾斜 90°，シルは傾斜 0°としてモ

デル計算を行った．観測点のある活火山ではグリッド上及び観測点での地殻変動の計算を行い，観測

点のない活火山ではグリッド上での地殻変動の計算を行った（図-1）． 

2.3 地殻活動に伴う地殻変動のモデル計算結果及び検知能力結果の表示システムの開発 

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，移動等による地殻変動のモデル計算及びそれぞれの地殻活動の検知能力に関してウェ

ブページを通して，計算結果及び検知能力結果を表示するシステムの開発を行った． 

 

3. 得られた成果 

プレート境界面上の断層すべりについては，検知可能な断層すべりの大きさに，プレート形状や仮

定する断層の大きさによってモーメントマグニチュードに換算して最大 0.5 程度の違いが出ることも

あることが分かった（図-2）．活断層帯周辺の断層すべりの検知能力は，基本的には各活断層帯の断層

面上の浅い場所で検知能力は高く，深い場所では低くなるが，活断層の形状や位置と観測点配置によ

っては，深い場所の方で検知能力が高くなる場合もあることが分かった（図-3）． 

 

- 90 -



4. 今後 

次年度は，活火山周辺の力源の膨張・収縮，ダイク・シルの貫入について，検知可能な体積変化量

及びは開口量の検討を行う．また，通常とは異なる変動の検出時に観測点での変動量を入力として，

その変動を生じさせ得る変動メカニズムを自動的に提示するシステムの構築を行い，本年度に開発し

た各地殻活動イベントによる地殻変動のモデル計算結果及びそれぞれの地殻活動の検知能力結果の表

示機能と併せて，測地観測に基づく地殻活動イベントの検知能力データベースとしてのシステムを完

成させる予定である． 

 

 

 

図-1  箱根山における力源の膨張による地殻変動．左図はグリッド上における地殻変動

の表示結果，右図は観測点における地殻変動の表示結果． 

 

 

 

図-2 異なるプレート形状によるプレート境界面上の

断層すべりの検知能力の差． 

図-3 六日町断層帯南部における断層すべりの検知能

力．上図が断層面上における検知可能な断層すべ

りの大きさ，下図が検知可能な断層すべりの大き

さの深さ分布． 
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フィリピン地震火山監視強化と防災情報の利活用推進にかかる 
地殻変動観測研究（第 3 年次） 

 

 

 実施期間     平成 22 年度～平成 26 年度 

 測地観測センター 今給黎 哲郎 

 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 

 測地部宇宙測地課 鈴木 啓 

 

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．当該プロジェクトは，独立行政法人 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，多数の大学・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・名古屋大学・木股文昭教授）に加わった．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

おけるプレート間カップリングの状況を推定することが本観測研究の主目的である． 

 

3．平成 24 年度実施内容 

 ミンダナオ島の GPS 連続観測点（平成 22 年度設置：2 点）について，相手国カウンターパート機

関 PHIVOLCS（フィリピン地震火山研究所）による点検およびデータのダウンロードと，日本から渡

航しての共同で受信機交換，機器の点検整備およびデータ回収が行われた．また，地理院側が用意し

た機材により相手方機関が連続観測点 1 点を新設した．回収した観測データについて解析を行い，既

設の 2 観測点における変動速度ベクトルを得た． 

3.1 点検整備 

 ブツアン（Butuan）市（科学技術局ブツアン支所庁舎屋上）およびタンダグ（Tandag）市（南スリ

ガオ州工科大学ゲストハウス屋上）に設置した連続観測点について，2012 年 10 月の作業でそれまで

のデータダウンロードを実施した後，受信機をそれまでの Trimble4000SSi から Trimble5700 に交換し
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た．ブトゥアン（Butuan）観測点については，2012 年１月の作業時以降のデータが回収できたが，タ

ンダグ（Tandag）観測点については，同年１月の作業後に停電のために受信機がダウンしたため，半

月程度のデータしか回収できなかった．2012 年 11 月に PHIVOLCS 担当者により，タラコゴン

（Talacogon）市に 3 点目となる連続観測点が設置された．同点においても，受信機は Trimble5700 を

用いた．同機種は，停電があっても電源が復旧すると自動的に観測が再開される機能があり，電源事

情に不安がある対象地域の観測においてはより安定的な観測体制をとることが可能となった．2013 年

３月に再度の点検調整を実施した際には，ブトゥアン，タンダグの両観測点では，停電時におけるデ

ータは欠測となっていたが，観測は複電後に再開して，データロガーにはほぼ全期間のデータが記録

されていた．ただし，受信機に内蔵させたコンパクトフラッシュカードにはデータが途中までしか記

録されていなかった．データ記録を二重化しておいたことで欠測期間を最小限に抑えることができた

と言える．タラコゴン観測点においては，データロガーの接続が 2013 年 3 月になったが，受信機に全

ての期間のデータが残されており，欠測期間はなかった． 

 

3.2 データ解析 

 ブトゥアン，タンダグ観測点のデータについて Bernese 解析ソフトウエア（Ver.5.0）により IGS 観

測点 NTUS を固定して日々の相対座標を計算した．位置関係を図-1 に示す． 

 

 

図-1 観測点と参照点（NTUS）の位置図 図-2 ブトゥアン観測点の座標時系列 

 

 

 図-3 タンダグ観測点の座標時系列 図-4 NTUS 固定の変動速度ベクトル 

 

 欠測期間があるが，両観測点とも，NTUS 固定で北西から西北西方向の水平変動のトレンドがある
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ことがは確認できた（図-2，図-3）．タンダグでは北西方向に 6.1cm/年の変動速度，ブトゥアンでは

西北西方向に 5.0cm/年の変動速度が求められた（図-4）．なお，参考としてルソン島（マニラ市内）

の IGS 観測点 PIMO の速度ベクトルも図中に記入してある．ミンダナオ島内では，海溝軸に近い東側

のタンダグ観測点の方が，ブトゥアン観測点よりも西向き成分が大きく，東から沈み込むフィリピン

海プレートと陸側プレートとの固着を示す結果と考えられる． 

 

4. その他 

 今年度設置したタラコゴン観測点については，2013 年 3 月に回収したデータの解析を今後行う．ま

た，ブトゥアン，タンダグ観測点についても，2012 年 10 月から 2013 年 3 月までのデータを加えて座

標時系列を作成し，変動速度を再計算する予定である． 

 PHIVOLCS からはミンダナオ島内に連続観測点をさらに設置して，プレートの固着状況をより詳し

く調べたいという提案があり，次年度にさらに追加での設置を検討中である．なお，プレートの固着

の推定については，国土地理院の計算結果と名古屋大学，京都大学，高知大学によるキャンペーン観

測による結果も合わせて，大学側の担当者が今後行う予定である． 
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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 3 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 

大きな地震の後に，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

レート境界で発生するゆっくりとした滑り（余効すべり）があげられる．地震後にどのような領域で

どの程度の規模の余効すべりが発生しているのかを把握することは，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．2011 年に東北地方太平洋沖地震（M9）が発生しそ

の後に，非常に規模の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を元に，時間依存のインバージョン手法を用いて，

東北地方のプレート境界における滑りを 2011 年 3 月 11 日以降について推定し，本震との位置関係に

ついて考察を行った．本推定においては，余効変動が全てプレート境界のゆっくりとしたすべりによ

って起きているものと仮定している． 

 

3. 得られた成果 

時間依存のインバージョン手法を用いて推定された東北地方太平洋沖地震後の余効すべりの空間分

布を図-1A に示す．地震後の余効すべりは本震の周辺部で発生しており，そのすべり領域には顕著な

移動が見られない．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，現在でも引き続き滑りが続いている． 

 

4. 結論 

東北地方太平洋沖地震後の余効すべり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． 
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図-1(A) 黒線は 2011 年 3 月 12 日～2013 年 1 月 12 日までのプレート境界での滑り．赤線は，本震時 

の滑り領域を示す．(B)アフタースリップの推定モーメントの時間変化 

 

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. [2011], Preceding, coseismic, and postseismic slips of the 2011 Tohoku earthquake, Japan, J. 

Geophys. Res., 117, DOI: 10.1029/2011JB009120 

  

（Ａ） （Ｂ）
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日本アルプスの隆起運動に関する研究（第 14 年次） 
 

 実施期間   平成 11 年度〜平成 24 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 

日本列島中央部には，飛騨山脈(北アルプス)，木曽山脈(中央アルプス)，赤石山脈(南アルプス)とい

った標高 3000m 級の山々が連なっており，日本アルプスと呼ばれている．これらの山脈は，第四紀の

急激な隆起によって誕生したと考えられているが，その隆起速度は第四紀の中でもかなりの変遷が合

ったと考えられている．また，隆起のメカニズムについては，様々な説があるものの，完全には理解

されていない． 

壇原(1971)によると，1965 年以前の約 70 年問の水準測量の結果から，赤石山脈周辺で 4mm/年の隆

起が推定されており、山脈の隆起運動が現在も継続していることが指摘されていた．それに対して，

飛騨山脈や木曽山脈の周辺では顕著な隆起は検出されなかった．また，村上・小沢 (2004)による

GEONET を用いた GPS 連続観測結果からは，日本アルプスを含む中部山岳地帯では，隆起ではなく沈

降傾向にある．このように，地質学的時間スケールでは隆起してきた飛騨山脈であるが，測地学的手

法によっては隆起の証拠が得られていない．しかしながら，壇原(1971)や村上・小沢(2004)が用いた水

準点や電子基準点は，山地の合間にある盆地にあるため，山脈そのものの上下変動は未解明のままで

ある．本研究では，山頂部での GPS 繰り返し観測と 2000 年以降に新設された電子基準点データ等を

用いて日本アルプスの隆起運動解明を目指すものである． 

 

2．研究内容 

本研究では，日本アルプスの中でも飛騨山脈に焦点を絞り，地殻変動のメカニズム解明を試みる．

GPS 繰り返し観測は，飛騨山脈南部に位置する前穂高岳山頂の一等三角点「穂高岳」において，1999

年 9 月，2005 年 9 月，2008 年 9 月に直営の観測作業（観測時簡約 48 時間）を行ったほか，1994 年 9

月に行われた高度基準点測量（外注，観測時間約 12 時間）のデータを利用した．その結果，上下変動

速度は，ITRF2005 を基準として 2.7±0.4mm/年の隆起という結果を得た．ただし，1998 年に飛騨山脈

直下で大規模な群発地震が発生しており，1994 年と 1999 年の間に観測された沈降は，群発地震に伴

う地殻変動を表している可能性がある．そこで，1994 年の測量データを除いて，上下変動速度を推定

すると 5.2mm/年という隆起速度となる．この変動速度は，観測誤差に対して有意だと考えられるが，

繰り返し観測という不安定要因や長期間の経年的傾向，さらには 2011 年 3 月 11 日に発生した東北地

方太平洋沖地震の影響を確かめるため，もう 1 度「穂高岳」での観測を行う必要があった． 

 

3．得られた成果 

平成 24 年度においては，研究センター技官 3 名と測手 2 名の班編制による飛騨山脈における観測作

業を行なった．この作業において，2012 年 9 月 20-22 日に三角点「穂高岳」上で約 48 時間の GPS 観

測を行った．今回のデータと過去に得られたデータを合わせて，GIPSY6.1 の精密単独測位法(PPP)を

用いて解析し，統一された座標系（ITRF2008）における楕円体高の変化を得た（図-1）．2012 年の観

測値は，2008 年の観測値と比較して約 1cm の沈降を示しており，全ての観測値に重み付き最小自乗法

の回帰直線をあてはめると，1.8mm/年の隆起という結果を得た．また，直営作業（1999 年，2005 年，

2008 年，2012 年）のみの観測値の回帰直線からは，3.2mm/年の隆起が推定された．東北地方太平洋
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沖地震を含む 2008-2012 年の変動はわずかな沈降であり，周囲の電子基準点が地震時及び地震後に若

干の隆起を示していることとは矛盾する結果となった．観測された沈降は地震時の変動と地震時以外

の変動の和であり，これらの分離が不可能であるため，解釈は難しい．しかし，2008 年の楕円体高と

は大きく違わないことから，2008 年以前に観測された隆起は間違いないものと考えられる． 

 

4．結論 

本研究により，群発地震や巨大地震などの大きなイベントがない期間においては，飛騨山脈の隆起

が現在も続いていることが測地学的観測によって明らかになった．山脈を横切る上下変動と水平変動

のパターンを比較すると，隆起域と水平短縮の集中域は異なっており，隆起のメカニズム解明に重要

な拘束条件を与えると思われるが，本研究期間内では，隆起のメカニズム解明には至らなかった．東

北地方太平洋沖地震の発生により飛騨山脈周辺でも有意な地震時変動と地震後地殻変動（余効変動）

が観測されており，地震前の地殻変動とは傾向が異なっている．余効変動は今後数十年に渡って時間

変化しながら継続する可能性が高く，今後は山頂で実際の測量を行っても，地質学的長期的変動速度

と測地学的に得られる短期的変動速度の単純な比較ができないと考えられる．よって日本列島全体の

地殻変動及び地形形成過程を理解していく中で，山岳地域の過去の電子基準点データを再解析やシミ

ュレーション技術を用いた地殻変動のモデリングを行って研究を長期的に継続していくことが重要で

ある． 

 

参考文献 

壇原毅（1971）：日本における最近 70 年間の総括的上下変動, 測地学会誌, 17, 100-108. 

村上亮，小沢慎三郎（2004）：GPS連続観測による日本列島上下地殻変動とその意義, 地震 2, 57, 209-231. 
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図-1 三角点上での GPS 観測結果．測地座標系は ITRF2008． 
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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 3 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，

特定の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，把握する．  

 

2. 研究内容 

本研究では，火山およびその周辺における測地観測データを用いて火山の地下の力源を推定する手

法を開発するとともに，その手法を用いて火山活動のモデリングを行う． 

本年度は，GEONET と気象庁の GNSS 観測点について得られた地殻変動観測結果を用いて，伊豆大

島及び桜島の地下のマグマ溜まりの状態を推定した．  

 

3. 得られた成果 

伊豆大島の地下のマグマ溜まりの膨張・収縮を 2004 年以降について推定した結果を図-1 に示す．

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，1700 万ｍ３に達する．また 2011 年以降の

マグマ蓄積の総量は，あまり変化していないように見える．桜島については，桜島直下と姶良カルデ

ラの地下の 2 箇所にマグマ溜まりを想定し，2003 年以降のデータを用いて伊豆大島と同様の解析を行

った（図-2，図-3）．桜島直下のマグマ溜まりは膨張・収縮を繰り返しながら長期的には全体として膨

張している．一方，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こ

とがわかった（図-3）． 

 

 

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（左図において観測点名が J で始まる

観測点は気象庁の GPS 観測点，それ以外は GEOENT 観測点である） 
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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，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．また桜島でも，火口直下では，マグマ溜まりが膨張収縮を

繰り返しながら長期的には膨張し，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-3 桜島の茂木ソース 1 と 2 の体積変化図 

 

 

図-2 桜島の観測点の位置図（左図において観測点名が J で始まる観測点は気象庁の GPS 観測点，

それ以外は GEOENT 観測点である）
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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6年次） 
 

 

実施期間   平成19年度～平成25年度 

地理地殻活動研究センター  

研究管理課  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を行い，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．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．2006年から2011年にはALOSによるLバンドSAR

観測により，平成19年能登半島地震，平成19年中越沖地震，スマトラ南部沖の地震(2007年)，平成20年岩手・宮

城内陸地震，中国・四川省の地震(2008年)，東北地方太平洋沖地震(2011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，平成25年に打上げが予定されているＬバンドSAR衛星であるALOS-2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．開発した成果は，

測地部の高精度地盤変動測量事業で利用している干渉解析ソフトウェアへ逐次反映させる． 

 

3. 得られた成果 

3.1 SAR干渉解析プログラムのALOS-2への適合化（左観測対応，高分解能化，データの大容量化） 

3.1.1 左観測対応 

 ALOS-2特有の左観測（左ルック）に適合させるプログラムの適合化を実施した．昨年度左観測に対応済みの

"SimDem.c"（任意のDEMに基づく地形縞シミュレーションプログラム）と整合するように，"SimDem10.c"（日

本の10m間隔楕円体高データに基づく地形縞シミュレーションプログラム）の更新（Ver.4.6→4.65, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 

5.1）及び左観測対応（→Ver. 6.0）を行った．計算結果の例を図-1に示す． 

3.1.2 高分解能化 

 ALOS-2の高分解能画像に対応するため，SAR画像のジオコードを行うプログラム"geocodbl.c"を改造し，従来

約6mだった最小画素間隔に約3m（緯度0.09秒，経度0.1125秒）を追加した．また，SAR干渉画像のkml化のため

の背景色の透明化の自動化手法を確立した． 

3.1.3 データの大容量化 

 ALOS-2の高分解能化によりSARデータ容量（ファイルサイズ）は巨大となる．近年のPCの高性能化は顕著で

あるが，ALOS-2データの処理には不足している．このギャップを少しでも埋めるには，最新のPCを使うことの

他，プログラミングの工夫も欠かせない．従来，逐次処理によりSAR観測を模擬していた"SimDem.c"と
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"SimDem10.c"の計算処理を最新のPC環境に適合させるために，任意の時刻からSAR観測を開始させ，かつ逐次

処理と計算結果がシームレスにつながるように，プログラムを根本から見直し，それぞれVer.6.1を開発した．こ

れにより，マルチCPUを有効に利用して，従来の数十倍の速度で地形縞シミュレーションが行えるようになった．

これは発災時の迅速な情報提供へ貢献する． 

図-1 開発した"SimDem10.c" Ver.6.0によるALOS-2の右観測と左観測によるSAR地形縞シミュレーション結果．

ALOS-2が淡路島上空を飛行する際に，右観測を行えば千葉県付近が観測されるが，左観測を行うと佐賀県付近が 

観測される．今回，左観測によるSAR地形縞を初めて作成した．軌道データは，2011年2月19日のALOSの実デー 

タ（Asc 34.3°，Path:405）を使用した．地形データは，GSI10mDEHMJapanを使用した． 

 

 上記適合化について，事業者開発部分とのすり合せが順調に進むよう，開発記録・説明書・報告書を作成した．  

3.2 日本の楕円体高データDEHMの更新 

 差分干渉SARでは，衛星と地上の幾何学的な位置関係に着目するため，地形を表すデータは標高データよりは，

楕円体高データの方が都合がよい．飛田(2009)は「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を基に，日本全国をカバーする日本の楕円体高データ“GSI10mDEHMJapan”を作成し，新GSISAR

解析用に限定配布している．DEHMは"Digital Ellipsoidal Height Model"の略である（飛田, 2002）．2012年9月に

GSI10mDEHMJapanの楕円体高データに20cm程度間違い（バグ）があることを見つけ，このバグを修正し，既配

布先に通知・配布を行った． 

 

4. 今後の課題 

 平成25年度は，2GB超のファイルサイズ対応等，ALOS-2の仕様へ対応した干渉解析ソフトの開発を測地部及

び事業者と連携しつつ実施する予定． 
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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3年次） 

 

実施期間     平成22年度～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24

年度は，干渉SAR時系列解析を越後平野及びその周辺の地盤変動計測に適用し，阿賀野川河口周辺や三条市周辺

等で年間約5mmから1cmの速度で進行する沈降性の地盤変動を抽出した．また，SARデータ解析などから得られ

た地表変位の空間分布とその規模を示すアニメーションを作成するソフトウェア（GUI操作）を開発した． 

 

3. 得られた成果 

3.1 干渉SAR時系列解析による地盤変動抽出の試み 

越後平野及びその周辺を撮像した ALOS（2007～2010 年）及び ERS（1992～1999 年）衛星の SAR データに干

渉 SAR 時系列解析を適用し，地盤変動の抽出を試みた．解析には GAMMA/IPTA モジュールを使用し，PSI 法を

適用した．解析の結果，地盤沈下が進行していることで知られる阿賀野川河口周辺に，最大約 1cm/年の速度で

衛星から遠ざかる変化が見られた（図-1）．北行軌道からも同様に衛星視線方向距離の伸長が見られ，沈降性の

変動が進行していることが確認できた．同様に，沈降性の変動は三条市付近にも見られた（約 5mm/年）．一方，

長岡平野の一部（長岡市）には，顕著な衛星視線方向距離の短縮が見られた．ALOS で確認された上記の変動は，

ERS 衛星データの解析からも共通に認められ，最低でも直近約 20 年間は継続的に進行している変動の可能性が

ある． GEONET 時系列データと PSI 法により得られた変位速度（実線）及び時系列データ（■印）とを比較す

ると，PSI 法による変位は GEONET データのばらつきの範囲内に求められており 両者には良い一致が見られる

ことがわかった（図-1）．  

3.2 地表変位の 3 次元描画ソフトウェアの開発 

SARデータ解析などにより取得された面的地表変位の空間分布やその規模を，視覚的にわかりやすく表示する

ことを目的に，3次元鳥瞰図アニメーションをGUI操作により簡便に作成できるソフトウェアを開発した（図-2）．

本ソフトウェアは図の作成にGMT（The Generic Mapping Tools）を，動画作成にffmpeg及びImageMagickを，GUI

開発にperl/tkを使用しており，全てフリーソフトにより構成されている．入力データは，緯度，経度，変位量を 
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図-1 （左）干渉SAR時系列解析により得られた越後平野及びその周辺の変動速度(ALOS/PALSARデータ)と（右） 

GEONET時系列データ（950234と970810）との比較（970805固定）． 
 

 

 
図-2 （左）3次元描画ソフトウェアのGUI操作パネルと（右）本ソフトウェアにより作成したアニメーションの 

スナップショット（津軽平野の地盤沈下）． 
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格納したASCIIフォーマットの他，GMT用GRDフォーマット，及びSAR干渉解析ソフトウェアGSISARで利用す

るRMGフォーマット（4byte-float (Little-endian)）に対応している．本ソフトウェアの使用により，AVIもしくは

GIFアニメ形式の動画出力が可能となっている．また，3次元空間における視点（方位角/仰角）を自由に設定で

きる． 

 

4. 今後の予定 

 平成25年度は，PSI法やSBAS法などの干渉SAR時系列解析手法による地震間の歪蓄積過程に伴う地殻変動の抽

出の試みを引き続き行う（特別研究「ひずみ集中帯の地殻変動特性に関する研究」と一部連携）．加えて，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・改造作業も引き続き行う． 
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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2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．GPS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，GPS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，GPS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

波形データの提供を受ける．平成24年度は，昨年度の研究で抽出した膨張性の地殻変動に関する力源モデルの推

定やカルデラ形成の準備過程モデルの構築を行った． 

 

3. 得られた成果 

昨年度の研究で抽出した約 20 秒の時間幅を持ったパルス状の特異な地震（以降，超長周期地震と呼ぶ）に，

波形インヴァージョン解析を適用し，モーメントテンソル 6 成分から成る震源時間関数を推定した（図-1）．モ

ーメントテンソル解の固有値分解から，最小主値の軸は鉛直軸から 20－30°傾き，最大および中間主値の軸はそ

れぞれ北西－南東および北東－南西の方向を向くこと，また，主値の比が 2.5：1.5：1.0 となり，球や円柱のよ

うな単純な幾何形状の圧力源では観測量を説明ができないことが分かった．さらに主歪 3 成分を比較したところ，

最小主歪の大きさが他の 2 成分の数％しかないことが分かった．そこで，ほぼ鉛直方向にある最小主歪成分が無

視できるものと仮定して，変形場を鉛直方向に伸びる楕円柱の静水圧下での平面歪みの問題(Eshelby, 1957)に近

似したところ，楕円の長・短軸の長さの比は 1.7 と見積もられた．超長周期地震は，ほぼ鉛直で，北東―南西方

向の長軸が北西－南東方向の短軸より約 2 倍長い楕円柱の形状を持った圧力源の膨張として説明できることが

分かった（図-1）． 

地震波形解析から得られた結果や三宅島火山活動における他の研究結果等を踏まえて，本研究では，火道内の

ピストン状岩塊がマグマだまりに落下・貫入することで，マグマだまりの内圧が増加し膨張することによって超

長周期地震が発生すると解釈した（図-2）．カルデラ形成の直前，間欠的な岩塊の崩落に伴い，火道の上部でも

重力不安定が促進され地殻が崩壊して空洞が発達し，山頂域のごく浅部の地殻も自身の重さを支えきれなくなり，

ついには山頂陥没を伴って崩落しカルデラ形成に至ったと考察した． 
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図-1 波形インヴァージョン解析により推定された震源時間関数（左）とモーメントテンソル解から推定 
される圧力源の幾何形状（右）．（Kobayashi et al.（2012）の図を一部改変） 

 

 
 

図-2 超長周期地震の発生メカニズム．（Kobayashi et al.（2012）の図を一部改変） 

 

4. 今後の予定 

 平成25年度は，2000年三宅島火山活動における広帯域地震波形記録の解析を引き続き行う．また，広帯域地震

計に記録されたイベントに対応する傾斜計のデータを精査する． 
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プレート間カップリングの推定システムの高度化に関する研究（第 2 年次） 
 

 

実施期間 平成 23 年度～平成 24 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 

平成 22 年度に終了した特別研究「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」で開

発したプレート間カップリングの推定システムは，数年間のデータからプレート間の固着状態を推定

していた．本研究ではこのシステムを，より短期間のデータから定期的にプレート間の固着状態を推

定できるように改良し，日本列島の地殻変動を引き起こす主要因として，プレート間の固着状態を定

期的にモニタリングができるようにシステムの改良を行う． 

 

2．研究内容 

 平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震（以下，「東北沖地震」という．）が発生し，その影響

は日本列島全域に渡り，余効変動も広範囲かつ長期間に渡っている．平成 23 年度にシステムを改良し，

1 ヶ月，3 ヶ月ごとの地殻変動のモニタリングを可能とした．本年度は，1 年ごとの地殻変動のモニタ

リングを行うとともに，1 年間のデータから定期的にプレート間の固着状態を推定できるようにシス

テムの改良を行った．また，定期的に作成を行っている地殻変動ベクトル図，時系列図，プレート間

の固着状態の推定結果に関してウェブページを通じて閲覧，図のダウンロードができる機能の開発を

行った． 

 

3．得られた成果 

 東北沖地震発生前の 3 年間には，北西方向に年間 2cm 程度の地殻変動が観測され，地殻変動速度に

は顕著な時間変化は見られていない（図-1）．これらのデータからプレート間の固着状態は，駿河湾か

ら志摩半島沖合にかけて最大 4cm/yr のほぼ一定のすべり欠損速度が推定された（図-2）．東北沖地震

発生後最新の 1 年間（2012 年 3 月 2 日～2013 年 3 月 2 日）には，北北西方向に最大 3cm 程度の地殻

変動が観測され，東北沖地震発生前に比べると若干南向きで 1cm 程度大きめの地殻変動が観測されて

いる（図-3）．これは固定局である白鳥観測点が東北沖地震の余効変動により年間 1cm 程度北東から

北向きに変動しているためと考えられる．これらの地殻変動からプレート間の固着状態は，志摩半島

沖合に最大 6cm/yr のすべり欠損が推定され，伊勢湾付近にもすべり欠損が推定されている（図-3）．

東北沖地震発生前に比べてすべり欠損の向きと大きさが異なることは，東北沖地震の余効変動を南海

トラフのプレート間の固着により説明しようとして推定された見かけ上のものであると解釈される．

震源域から数百 km 離れた東海地方においても，東北沖地震の余効変動は継続しており，東海地方に

おける地殻変動及びプレート間の固着状態のモニタリングには余効変動の影響を考慮しなければなら

ないことが分かった． 

 東北沖地震の余効変動に関しては，平成 24 年度から開始した一般研究課題「余効変動の発生メカニ

ズムに関する研究」において，発生メカニズムの解明とその影響について取り組みを開始している．

今後，時期をみて東北沖地震の余効変動を取り除いた地殻変動のモニタリング結果を地震防災対策強
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化地域判定会や地震調査委員会等の政府の地震防災に関する各種会議に国土地理院資料として提出す

るとともに，プレート間の固着状態の推定結果に関しても前記の各種会議に提出し，地殻活動の監視

業務に活用していきたいと考えている． 

 

図-1 東北沖地震発生前の東海地方の地殻変動速度（白鳥固定）．左から 2006 年 1 月～2009 年 1 月，2007 年 

1 月～2010 年 1 月，2008 年 1 月～2011 年 1 月の地殻変動速度． 

 

 

図-2 東北沖地震発生前の東海地方のプレート間の固着状態の推定結果．左から 2006 年 1 月～2009 年 1 月，

2007 年 1 月～2010 年 1 月，2008 年 1 月～2011 年 1 月のプレート間の固着状態． 

 

  

図 -3 東北沖地震発生後の東海地方の地殻変動速度とプレート間の固着状態の推定結果．左図が

2012 年 3 月 2 日～2013 年 3 月 2 日の地殻変動速度，右図が推定されたプレート間の固着状態．
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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1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  

地殻変動研究室  西村 卓也 

 

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）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 日の時定数を短期的 SSE については，傾斜計や歪計

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GEONET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GEONET 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日づつずら

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，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バージョン(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上手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． 

 

3．得られた成果 

相模トラフ及び南海トラフ沿いにおいて，1996 年 6 月 19 日から 2012 年 10 月 7 日までに合計 218 個の短期的

SSE を検出することに成功した．図-1 は，検出された SSE の断層モデルを全て表示したものである．南海トラ

フ沿いの低周波地震の発生領域に沿って，短期的 SSE が多数発生していることがわかる．また，プレート境界

付近で低周波地震の発生していない相模トラフや日向灘でも短期的SSEの発生が見られる．これらの領域では，

深部低周波地震の発生する深さ 30〜40km よりも浅部で発生する短期的 SSE が見られ，群発的な地震活動と同期

して発生しているものもある．GNSS データを使った SSE の検出手法の特徴として，南海トラフにおける SSE

の検出個数が従来の傾斜計等を用いた検出方法よりも多く，SSE の検出力が優れていることが挙げられる．しか

し，現状では現在から 3 か月前以前に発生したイベントしか検出できず，即時性に劣る点が欠点である． 

 

4．今後の予定 

 平成25年度は，短期的SSEの検出手法の改良を進め，東北日本や南西諸島海溝沿いにおいても短期的SSEの検

出を試みる予定である． 
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図-1 検出された短期的 SSE の空間分布図．破線は，弘瀬（気象研）によってコンパイルされたフィリピン海プレート上面

を内挿・外挿して作成したプレート境界面．赤丸は気象庁一元化震源による低周波地震． 

 

 
図-2 検出された短期的 SSE の時空間分布．長方形の横幅が滑り量，縦の長さが緯度もしくは経度の範囲，中央の縦線が発

生時期を表す． 
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余効変動の発生メカニズムに関する研究（第 1 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 

 本年度は東北地方太平洋沖地震による粘弾性緩和による変動を，三次元有限要素法により計算し，

定量的にどの程度の大きさで，どの程度の範囲まで，どの程度の期間継続するのかを見積もった．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．上部マントルの粘性率は，1×1017，5×1017，1×1018，5×1018，

1×1019，5×1019，1×1020Pa・s の 7 つの値で計算を行い，粘性率の値による変動量の違いを検討した． 

 

3. 得られた成果 

 過去の研究から東北地方下の上部マントルの粘性率は 1019Pa・s 程度と見積もられているが，粘弾

性緩和による変動は粘性率の値に大きく依存する（図-1）．粘性率の値を 1018Pa・s 以下にすれば，東

北地方太平洋側において観測されている余効変動の大部分を粘弾性緩和による変動のみでも定量的に

説明することが可能であるが，日本海側では観測値を大きく上回る変動が見込まれる（図-2 左）． 

粘性率が 1019Pa・s の場合には，粘弾性緩和による変動は，地震後 1 年間で東北地方では東向きに最

大 5cm 程度，中部地方では北東向きに数 cm 程度と見込まれる（図-2 右）．また，東北地方において

粘弾性緩和による変動は，少なくとも 30 年以上に渡って年間数 cm の東向きの変動が見込まれること

が分かった． 

 

4. 今後 

 次年度には，より現実的な地下構造のモデルを構築し，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．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． 
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図-1 粘弾性緩和による変動の時系列と観測値の比較．左図が太平洋側の宮城県牡鹿半島付近，右図が

日本海側の石川県舳倉島付近． 

 

  

図-2 地震発生後 1 年間の粘弾性緩和による変動（赤矢印）と観測値（黒矢印）の比較．左図が粘

性率 1×1018Pa・s での計算結果，右図が粘性率 1×1019Pa・s での計算結果． 
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