
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（第 2 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

本研究では，国土地理院で開発してきたプレート境界の固着の推定手法を，マイクロプレートの運

動の影響や海底地殻変動データを取り入れ，広域でのプレート境界の固着を効率よく精度よく推定で

きるように改良し，その手法に基づいて，固着を半自動的に推定するシステムの開発を目指す．以下

本年度実施した内容を述べる．

日本列島は，アムール，オホーツク，太平洋，フィリピン海の 4 つの主要なプレートが収束してい

る沈み込み帯である．この 4 つの主要なプレートに加えて日本列島は主要な活断層を境界としたマイ

クロプレートから成り立っていると考えられる．このため，観測される日本列島の地殻変動は，主に

プレート運動とプレート境界のすべり欠損の和から成り立っている．従って地殻変動から日本を構成

するプレートの運動とプレート境界のすべり欠損を逆解析によって求められる．プレート運動とすべ

り欠損を考慮したブロック断層モデリング解析は橋本他（2000）によって GNSS のデータを用いて日

本全国に対して行われている．また Lovelss &Meade（2010）も最新のデータを用いた解析を行ってい

る．本研究では，このブロック断層モデリングを時間変化も含めて解析できるようにし，日本列島の

解析を行った．ブロック断層の形状は，橋本他（2000）の形状を用いている．解析には GNSS 観測点

1174 点の座標時系列データを使用した．座標時系列データは，周期成分と地震時の影響を取り除いて

いる．期間は 1997～2010 年まで行った．この期間を 1 年毎に解析している．従って 1 年毎のモデルで

は期間前後のモデルとの拘束は入っていない．また.東北地方太平洋沖地震後の余効変動に関しては，

有限要素法を用いたシミュレーションを行い，粘弾性変形の影響評価を行った．またデータの前処理，

時間変化を含めた解析，解析結果の可視化を行うプロトタイプシステムの構築を行った．

3. 得られた成果

暫定的な結果ではあるが，太平洋プレートとオホーツクプレート間の固着状態の時間変化から，2003

年十勝沖地震（Mw8.0）の余効滑りの時空間変化が検出されている（図-1）．またフィリピン海プレー

トとアムールプレート間の固着状態の時間変化から豊後水道の長期的なスロースリップの検出が可能

であることが分かった（図-2）．本手法は，定常状態を仮定する必要がないため，プレート間の固着状
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態の監視に適していると考えられる．また東北地方太平洋沖地震後の粘弾性に伴う地殻変動は観測さ

れる余効変動に大きな影響を与えることがわかった．

4. 結論

暫定的ではあるが，日本の沈み込み帯におけるプレート間カップリングの時空間変化の特徴を本手

法である程度検出できることが分かった．

参考文献

橋本他（2000): A block-fault model for deformation of the Japanese Islands derived from continuous GPS 

observations. Geophys. Res. Lett., 52, 1095-1110．  

Loveless J.P., Meade B.J. (2010), Geodeteic imaging of plate motions, slip raktes,and partitioning of 

deformation in Japan, J. Geophys. Res., 115, doi: 10.1029/2008JB006248．  

図-1 太平洋プレートとオホーツクプレート間の推定滑り分布．破線は滑り欠損，実線はフォワード滑り．

十勝沖合の滑りは 2003 年からフォワード滑りになっており，2003 年十勝沖地震(Mw8.0)のプレート

境界上の余効滑りが検出されている．地震時の地殻変動は使用したデータから取り除かれているた

め，地震時の滑りは，この結果には含まれていない．

図-2 フィリピン海プレートとアムールプレート間の推定滑り分布．破線は滑り欠損，実線はフォワード滑

り．豊後水道ではフォワード滑りになっており，豊後水道のスロースリップが検出されている．
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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2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

解析技術を開発し，実データに適用してその効果を確かめた．また，干渉SAR時系列解析をGUI操作で

行うソフトウェアの開発を実施し，そのプロトタイプ版を作成した．

3. 得られた成果

3.1 同質のDS点抽出とPhase Linkingを利用した位相最適化技術の開発

干渉SAR時系列解析の代表的な手法であるPSI（Persistent Scatterer Interferometry）解析は，時間的に

散乱特性の変化が小さく位相が安定しているPSと呼ばれる点のみを利用することで，高い計測精度で

地表変位の時間変化を推定する手法である．しかしながら，PS 点は人工構造物等が密に分布する都市

部等では多く抽出できるが，それ以外の山間部等では数が少なくなり計測点密度の劣化が生じる．非

都市域で計測点密度を向上させるには，Distributed Scatterers（DS）点の利用が不可欠である．しかし

DS点の位相は本来誤差が大きく，PSのような高精度での計測は一般的に困難である．近年Phase 

Linkingと呼ばれる新たなアルゴリズムが開発された．この方法は，DS点の位相の時系列データを，全

干渉画像のコヒーレンスを基に最適化することにより，PS点と同等の精度で位相計測を実現するもの

である．この操作は位相連続化前に行われ，複素円周正規分布の下で最尤法によりラップ状態の位相

が得られる．最適化された位相はPSと同等に扱うことができ，PSI解析にそのまま利用可能となる．全

干渉画像の位相をつなぎ合わせる操作に相当することからPhase Linkingと呼ばれる．DS点を利用して
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高い計測精度の観測を実施する方法としてSBAS法があるが，本手法は，位相連続化前に位相を最適化

する点，短基線長ペアの限られた情報ではなく全干渉画像の情報を利用する点で優れている．本研究

では，このPhase Linking法を実施するプログラムを独自開発した．さらに，Phase Linking法を実データ

に対して効果的に適用するには，より正確なコヒーレンス値を得る必要がある．そのためには，同じ

散乱体からの信号で構成される近傍の画素（SHP: statistically homogeneous pixel）同士を抽出し，それ

らを用いたコヒーレンス計算が必要である．そのため，ノンパラメトリック検定（ここではカイパー

検定を用いる）を用いてSHPを抽出する適応型フィルタも開発した．  

開発した手法を，実データに適用してその効果を確かめた．解析には，弥陀ヶ原火山及び富士山を

撮像したALOS衛星のSARデータを使用した．これらの領域は草原や森林が広がり多くのPS点の取得

は期待できない場所であり，本手法の適用効果を見る上で適切である．比較のため，標準的なPSI解析

も実施した．図-1は，弥陀ヶ原火山に本手法を適用した解析結果である．PSI解析では最終的に全画素

720,000点中7,094点の計測点が取得できた．一方，開発した新手法では，その約25倍となる179,842点

が得られた．この解析では，地獄谷と呼ばれる地熱活動の活発な領域で進行する膨張性地殻変動が検

出されたが（科研費基盤（C）「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」と一部連携），観測点密度の増加により，変動域の広がりをよく把握できることがわかる（図-2）．

空間分解能を落とさずに各画素の位相精度を高める点も本手法の長所であり，局所的な変動の空間分

布を詳細に捉えることができる特長が明瞭に確認できる．同様の効果は，富士山を対象にした解析か

らも認められる（図-3）．PSI解析では，1,617点だった計測点が，本手法を適用することにより，207,612

点に増加した．

3.2 干渉SAR時系列解析ソフトウェアの開発  

干渉 SAR 時系列解析は複雑かつ高度な中間処理が多く存在する．そのため，一般的には，標準的な

質を常に確保し信頼度の高い結果を得るには，干渉 SAR 時系列解析についての専門的な知識や経験

が必要とされる．そこで本課題では，これら高度な一連の処理を，マウス・キーボードを用いた GUI

操作によるユーザーの指示に従って，簡便かつ高い操作性で統合的に実施可能なソフトウェアの開発

を行う．本開発では，1）GUI 操作により各解析ジョブを一括もしくは個別に投入可能であること，2）

干渉 SAR 時系列解析に特化した画像表示及び画像データ操作機能をもつことを目指している．本年

度は，前記 1）を中心に，ソフトウェアのプロトタイプの開発を実施した．図-4 は，ソフトウェアの

GUI 操作部の一例である．基本的な処理機能を 8 項目（①前処理，②PS 候補点抽出，③初期/差分干

渉 SAR 画像作成，④誤差低減処理，⑤変動速度 /標高補正量の推定，⑥軌道推定，⑦変動速度/標高補

正量の再推定，⑧ジオコード）に分類し，選択された各処理のジョブを投入し実行可能としている．

実行したい処理項目を選択すると，さらに詳細な処理に係るパラメータ等の設定・選択が画面上で細

かく実施できるようになっている．なお，昨年度開発した，SCR 法による PS 候補点抽出処理機能は，

前記②に，数値気象モデルを用いた誤差低減処理機能は，前記④にそれぞれ実装した．

-117-



図-1 立山・弥陀ヶ原火山のALOS-1データによる検証結果．（上）本手法（下）PSI

解析．地熱地帯である地獄谷で膨張性の地殻変動が検出されている．

図-3 富士山の ALOS-1 データによる検証結果．（左）PSI 解析．（右）本手法． 

図-2 弥陀ヶ原火山・地獄谷の拡大図．（左）PSI 解析．（右）本手法． 
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4. 今後の予定

平成28年度は，今年度開発したDS点の位相最適化処理の高速化等の技術改良を行う．さらに，干渉

SAR時系列解析のソフトウェアの改造を実施する． 

図-3 富士山の ALOS-1 データによる検証結果．（左）PSI 解析．（右）本手法． 

図-4 干渉 SAR 時系列解析ソフトウェアの GUI 操作部の画面例． 

-119-



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 6 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 1 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．

昨年に引き続き，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．昨年度の研究で，

粘弾性変形を考慮したプレート境界の滑りの推定を行った．本年度は GNSS の観測結果にあわせるよ

うにマントル物質の粘性係数の値を設定し，有限要素法を用いて，観測データから粘弾性の影響を取

り除き地震後のプレート境界上のすべり分布を推定した．

2. 研究内容

昨年度，東北地方太平洋沖地震の粘弾性変形について，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ている．粘性係数はマントル領域ですべて

1×1018 Pa･s と設定していた．本年度は，観測されている余効変動と照らし合わせて粘性係数を概略

設定して計算を行った．背弧下のマントル領域の粘性率は 1×1018 Pa･s，太平洋プレート下のマント

ル領域では 1.0×1020 Pa･s として計算を行った．計算にあたっては，粘弾性変形の主要な部分は地震

時の滑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滑りを初期条件として与えた．地震

時の滑りは 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滑りを昨年度に引き続き推定した．  

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-1（a）に，余効滑りのみとして推定した結果を図-1（b）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．図-1（a）の岩手沖合の余効滑り

に関しては，本当かどうか現時点でははっきりしない．また房総半島沖合の余効滑りは粘弾性変形を

考慮しても現れるため，粘弾性変形の影響は小さいように思われる．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

Mw8.3 となった．このように，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が確認

された．
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4. 結論

東北地方太平洋沖地震後の粘弾性変形を考慮することで，地震後の余効すべりの推定がかなり小さ

くなることが確認された．房総半島沖合の余効滑りは粘弾性変形を考慮しても消えないことがわかっ

た．地震後の粘弾性変形の計算で使用し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り，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．（b）は粘弾性の影響を除去していない推定結果． 

(a) (b)
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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 5 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．また，マグマの移動を考

える上では，ダイク，シルといった要素も解析プログラムに取り込んでいく必要がある．さらに火山

地域に影響を与える広域的なテクトニックな変形も考慮する必要がある．

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．昨年度に引き続き，本年度も伊豆大島，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．ダイク，シルといったモ

デルのパラメータは非線形であり，逐次線形化して最適解を推定できるように改良した．また，テク

トニックな変形は沈み込み帯の滑り欠損解析を用いてモデル化できるようにした．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ているが，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．ここでは，従来の手法を用いて，伊豆大島及び桜島の地下のマ

グマ溜まりの状態の時間変化を引き続き推定した．その結果を以下に述べる．

3. 得られた成果

従来の時間依存インバージョンにより，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，2015 年始め頃から体積収縮が急速に進行し，2015 年終わりころか

ら膨張に転じていることが推定された（図-1）．また，桜島では 2015 年 8 月 15 日のダイクの貫入前

に，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見られていたことがわかった（図

-2）．

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．2015 年 8 月 15 日の桜島でのダイク貫入前のマグマ溜りの膨張も捉

えられた．今後は，ダイク，シル，テクトニックな要素を取り入れた解析を行っていく必要がある．
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図-1 伊豆大島の GNSS 観測点の位置と茂木ソースの位置と伊豆大島の茂木ソースの体積膨張

図-2 桜島の GNSS 観測点の位置と茂木ソースの位置と桜島の茂木ソースの体積変化 

-123-



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 6 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27年度は，ネパールの地震及び桜島の火山活動に伴う地殻変

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27年（2015年）ネパールの地震に伴う地殻変動検出と震源断層モデルの構築

2015 年 4 月 25 日ネパールで発生した Mw7.8 の地震（Gorkha 地震）について，ALOS-2 の ScanSAR

観測データを用いて SAR 干渉解析を実施した．解析の結果，地震に伴い，カトマンズ北方を中心とし

て，東西 160km 程度の範囲に広がる最大 1m を超える地殻変動を検出することに成功した．図-1 は，

2015 年 4 月 5 日と 2015 年 5 月 17 日に撮像されたデータによる SAR 干渉解析の結果である．変動域

の南側は衛星視線方向の距離が短縮，北側は伸長を示している．SAR 干渉データを用いて滑り分布モ

デルを推定したところ，カトマンズの北東 20-30km の領域の直下に，最大 6m 超の滑りが推定された

（図-2）．滑りの中心域は，震源から東南東に約 80km の位置に見られ，震源周辺の滑りは相対的に小

さい．震源の西側には大きな滑りが見られないことから，破壊は震源から東方向に進んだと考えられ

る．滑りはほぼ純粋な逆断層滑りで，深部の滑りにはやや右横ずれが含まれる．断層の上端から傾斜

方向約 100km を超えると，有意な滑りは見られなくなる．本震及び最大余震（Mw7.3：5 月 12 日発

生）を含むデータから求められた地震モーメントは 7.0×1020 Nm (Mw7.8)であった．また，本震と最大

余震を含むデータから得られた滑り分布を詳細に見ると，本震の滑り領域の東端で発生した最大余震

のすぐ西隣に，不自然に滑りが欠如した半径 10km 程度の領域が認められる．本震及び最大余震によ

る滑りにより，この領域は逆断層滑りを促進する強い剪断応力にさらされていると考えられる．地震

性滑りで解放されるか非地震性滑りで解放されるかは不明であるが，今後この領域で Mw7 程度の滑

りを開放する可能性がある．
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図-1 ネパールの地震に伴う地殻変動．ALOS-2により2015年4月5日と2015年5月17日に撮像されたデータ

による干渉SAR画像を示す．赤い星印は，本震及び最大余震の震央位置を示す．○印は余震の震央を

示す．

図-2 SAR干渉データから推定された震源断層面上の地震時滑り分布図．矢印滑りの方向と大きさを示す．

等値線は2m間隔である．赤い星印は本震及び最大余震の震源の断層面上への投影位置である．6m超

の滑りが推定された．最大余震の西隣には，極端に滑りが欠損している領域が見られる．

3.2 平成27年（2015年）桜島の火山活動に伴う地殻変動検出と力源モデルの構築  

2015年8月15日，桜島で群発地震が急増し，噴火警戒レベルが3から4に引き上げられた．これに伴い，

ALOS-2による緊急観測が行われたことを受けて，SAR干渉解析により地殻変動を抽出しそれを基にし

た力源モデルの構築を行った．図-3（左）は，2015年1月4日と2015年8月16日に撮像されたデータ（北
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行軌道・左観測）によるSAR干渉解析の結果である．昭和火口の東側で，同心円状の広い範囲に最大

16cm程度の衛星に近づく地殻変動が見られた．図-4（右）は，2015年7月6日と2015年8月17日に撮像さ

れたデータ（南行軌道・左観測）によるSAR干渉解析の結果である．昭和火口の東側に最大6cm程度の

衛星から遠ざかる変動が見られるものの，同心円状には分布していない．また山体西側に最大5cm程

度の衛星に近づく地殻変動も明瞭に確認できる．これらのことから，これら地殻変動の力源は，球状

ではないことが示唆される．そこで，ALOS-2によるSAR干渉解析結果と，電子基準点（GEONET）及

び気象庁のGNSS観測点で観測されたデータを用いて，力源の推定を行った．力源のモデルとして，矩

形のダイク（開口割れ目）を仮定し，位置（水平・深さ），形状（長さ・幅・走向・傾斜），開口量に

ついて推定を行った．なお，モデリングには，数値気象モデルを用いた大気遅延誤差の低減処理を施

した干渉SARデータを使用した．8月16日観測の干渉SAR画像には，大気遅延誤差が南岳山頂域に最大

約7cm入り込んでおり，結果的に，低減処理によりモデル推定を適切に行うことが出来た．2015年1月

4日と2015年8月16日のペアによる解析の観測値と計算値と残差を図-3左下に，2015年7月6日と2015年

8月17日のペアによる解析の観測値と計算値と残差を図-4左下に示す．ダイクは，昭和火口のほぼ直下

に位置し，その上端は海抜下約400mと推定された．傾斜角は約80度でほぼ垂直な形状を持つ．体積変

化量は約180万m3と見積もられた．モデルによる計算値は，観測データを良く説明し残差も誤差レベル

である．求められたダイクの位置は，震源分布とも調和的である．

図-3 2015 年 1 月 4 日と 2015 年 8 月 16 日

のデータによる地殻変動解析結果．

（左上）観測値．（右上）モデルによる計

算値．（左下）残差．

-126-



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）．  

謝辞

本研究で用いたネパールの地震のALOS-2データは，地震予知連絡会SAR解析ワーキンググループ

（地震WG）を通じて，（国研）宇宙航空研究開発機構（JAXA）から提供を受けました．また，桜島

のALOS-2データは，火山噴火予知連絡会衛星解析グループを通じて，JAXAから提供を受けました．

原初データの所有権はJAXAにあります．  

図-4 2015 年 7 月 6 日と 2015 年 8 月 17 日

のデータによる地殻変動解析結果．（左

上）観測値．（右上）モデルによる計算値．

（左下）残差．
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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5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 
宇宙測地研究室 

小林 知勝

宗包 浩志

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27年度は，2000年三宅島火山活動に伴って広帯域地震計に記録された継続時

間約20秒の膨張性地殻変動の力源について，楕円体モデルを仮定した地殻変動解析を行い，地震波形解析から得

られた力源位置や形状と比較検討した．

3. 得られた成果

平成 23，24 年度の解析では，2000 年三宅島火山活動に伴って広帯域地震計に記録された継続時間約 20 秒の

膨張を示す特異な地震波に対して，波形インバージョン解析を適用した．そして，得られたモーメントテンソル

解を分析することにより，ほぼ鉛直で，北東―南西方向の長軸が短軸より約 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．今年度は，地震波形解析から得られる震源時間関数のモーメント比

による形状推定ではなく，同じデータに対して，3 軸楕円体（Davis, 1986）を仮定した地殻変動解析により力源

位置と形状の探索を実施した．解析では，速度波形記録を積分することにより得られた変位を地殻変動量として

利用した．位置及び 3 軸の軸長比は MCMC 法により最適解を探索した． 

図-1に解析の結果得られた力源の水平位置を示す．図中の黒丸印が，求められた力源位置である．灰色の丸印

は，平成24年度の地震波形解析から得られた力源位置である．ともに，山頂カルデラの南約1kmの位置に求まっ

た．深さは，前者が2.7km，後者が3.5kmで，ほぼ同じ位置に推定された．図-2に，得られた楕円体形状の模式図

を示す．鉛直方向に長軸をもつ，ほぼ垂直の楕円体で，垂直軸は約25°南東方向に傾いている．中軸は北東－南

西方向に伸び，短軸と中軸の軸長比は1：1.7となる．地震波形解析及び地殻変動解析から得られた力源の位置や

力源形状は，異なる解析手法であるが，ともに調和的である．地震波解析では，逆解析から得られたモーメント

から見積もられる長軸方向の歪が極めて小さいという結果から，無限に延びる楕円柱というやや非現実的な幾何

形状の解釈になった．一方，一般的な地殻変動解析では，力源の幾何形状を初めに設定して解を探索する．形状
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の設定は解釈に強く影響を与えるので慎重にすべきだが，現実的な幾何形状で力源の物理的特性を解釈できると

いう点で地殻変動解析にはメリットがある．特に今回は，形状を自由度高く表現できる3軸楕円体を設定してお

り，慣例的に使われる球状やダイク状のモデルを設定した推定より信頼性の高い解が得られたと考えられる．

図-1 3軸楕円体を仮定したモデル計算により推定された20秒超長周期地震の発生位置（黒色丸印）．灰色丸印は，地震波解析

から推定された発生位置（Kobayashi et al., 2012）．

図-2 （左）推定された3軸楕円体の形状 （右）地震波解析から推定された力源形状（Kobayashi et al., 2012） 

4. 今後の予定

今年度で本課題は終了とする．

参考文献
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GNSS 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 4 年次）

実施期間 平成 24 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  矢来 博司

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」という．）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，2014 年 1 月 1 日から 2016 年 1 月 1 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

東海から四国にかけての範囲を対象とし，2014 年 1 月 1 日から 2016 年 1 月 1 日までの間で解析を

行った結果，短期的 SSE を 16 イベント検出することに成功した．図-1 は，今期間において検出され

た SSE の断層モデルを全て表示したものである．南海トラフ沿いにまんべんなく発生しているが，紀

伊半島では検出数が少ない．図-2 に検出された SSE の例を示す．  

GNSS で検出された短期的 SSE を，Hi-net 観測点での傾斜変動から推定された短期的 SSE と照らし

合わせると概ね一致するが，傾斜変動でのみ検出されたイベントや，逆に GNSS でのみ検出されたイ

ベントもあることが分かった．台風等の影響により，傾斜変動では検出できなかったイベントが GNSS

で検出できたものもあるが，GNSS データのノイズ等により偶然断層モデルで説明されるような変動

パターンが生じたものを誤認したものが含まれている可能性もある．
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図-1 2014 年 1 月 1 日から 2016 年 1 月 1 日までの間で検出された短期的 SSE． 

図-2 検出された短期的 SSE の例． 

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．

参考文献

Matsu’ura, M. and Y. Hasegawa (1987), A maximum likelihood approach to nonlinear inversion under 

constraints, Phys. Earth Planet. Inter., 47, 179–187, 1987. 
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ひずみ集中帯の地殻変動特性に関する研究（第 1 年次） 

実施期間 平成 27 年度～平成 31 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 

森下 遊

川元 智司

1. はじめに

ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生メカニズムの理解に資するため，ひずみ集中帯内部の詳細地殻

変動分布の解明と地殻変動の特徴的パターンを生み出す地下の変形過程の解明のため，平成 22 年度

から平成 26 年度まで特別研究「ひずみ集中帯の地殻変動特性に関する研究」を実施した．平成 23 年

東北地方太平洋沖地震の発生により，地殻変動から定常的な詳細地殻変動を得ることは難しくなった

が，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詳細分布を明らかにしつつあっ

た．東北地方太平洋沖地震の余効変動は，地震発生から 4 年が経過した平成 27 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．そのためひずみ集中帯の地

殻変動特性に関する研究を一般研究として継続し，佐渡島から新潟平野にかけての対象地域の地殻変

動の観測を引き続き行う．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

見が得ることを目指す．

2. 研究内容

前年度までに引き続いて，第 6 回目（特別研究からの通算）の GPS 繰り返し観測と連続観測点の保

守を 2015 年 10 月～11 月（一部は 7 月から）に実施し，前年度までに取得したデータとの比較を行っ

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．越

後平野周辺でも，東北地方太平洋沖地震の余効変動により東西方向の伸張が卓越していたが，時間と

共に伸張は小さくなってきている（図-1）．2014 年 10 月から 2015 年 10 月の 1 年間では（図-1d），一

部の場所において北西－南東方向の短縮が卓越し，面積歪では短縮になっている場所もあることが分

かった．また，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は地震発生後も継

続して見られている（図-2）． 
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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．（d）地震発生 3 年半後から 1 年間．

図-2 ひずみ集中帯を横断する断面（N105E）に投影した変動プロファイル．上段：N105E 成分，下段：上

下成分．投影断面は図-1 参照．白抜きは GEONET 観測点，色塗りは本研究で設置した観測点．
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余効変動の発生メカニズムに関する研究（第 4 年次）

実施期間 平成 24 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  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 2004 年紀伊半島南東沖の地震の粘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．

3. 得られた成果

地下の粘性構造が一様の粘性率の場合には，6.0×1018 Pa・s が最適との結果が得られたが，海洋マ

ントルの粘性率が 1018 オーダーでは小さいという問題点がある．東北地方太平洋沖地震のモデリング

と同様に海洋マントルの粘性率が 1020 オーダーで考えた場合には，沈み込むプレート直下の弱面であ

る LAB を考慮することで観測データを説明できることが分かった．観測時系列との比較（図-1）から

最適な粘性率はマントルウェッジ，海洋マントル，LAB それぞれ，5.0×1018，1.0×1020，1.0×1018 Pa・

s であることが分かった．

東北地方太平洋沖地震の発生によりその余効変動の影響は中日本まで及んでいる．紀伊半島南東沖

地震発生後から東北地方太平洋沖地震発生前の 4 年間に志摩半島を中心に観測されている南向きの変

動は，紀伊半島南東沖の地震の粘性緩和による変動によって説明できることが分かった（図-2A）．東

北地方太平洋沖地震発生後の 4 年間の変動ベクトルにも志摩半島を中心に南向きの変動が見られ（図

-2B），紀伊半島南東沖の地震の粘性緩和による変動は地震発生後 10 年強以上に渡って継続している

と考えられる．最適な粘性率での計算の結果，粘性緩和によって地震発生後 10 年間で最大 6cm 強の

南向きの変動が生じ，地震発生 10 年後からの 10 年間で最大 3cm 弱，20 年後からの 10 年間でも最大

1cm 強の変動が継続することが分かった（図-3）．

以上の結果から，粘性緩和による変動は少なくとも数十年以上継続し，当該地域の地殻変動を解釈

する際には決して無視できない変動であると考えられる．
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図-1 非定常地殻変動時系列．黒丸は非定常地殻変動時系列，緑線は粘性緩和による変動時系列，茶丸は非

定常地殻変動時系列（黒丸）から粘性緩和による変動（緑線）を取り除いた時系列．950307：渥美観

測点，950314：志摩観測点，940066：尾鷲観測点．

図-2 観測値と粘性緩和による変動の比較．黒矢印は観測値，茶矢印は粘性緩和による変動の計算値．

（A）東北地方太平洋沖地震発生前の 4 年間．（B）東北地方太平洋沖地震発生後の 4 年間．

図-3 地震発生後 10 年ごとの粘性緩和による変動の計算値．（A）地震発生後から 10 年間．（B）地震発生

10 年後から 20 年後までの 10 年間．（C）地震発生 20 年後から 30 年後までの 10 年間．
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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 3 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27年度は，新たに開発した時系列解析手法を2007年から2010年のALOSデータに適用し

て地獄谷で進行していた地殻変動を詳細に検出，それを基に力源モデルを構築した．また，直近の

ALOS-2データによるSAR干渉解析により，最近の地盤変動を調べた．  

3. 得られた成果

昨年度実施した時系列解析（PSI法）により，弥陀ヶ原火山の地熱地帯である地獄谷において，有意

な地盤変動が検出された．しかしながら，今回の解析対象領域は山間部であり，干渉性劣化のために

計測点密度が必ずしも高くなく，変動の空間的広がりを詳細には捉え切れていなかった．そこで今年

度は，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」

にて，山間部の微小規模の変動検出のために新たに開発された時系列解析手法の適用を試みた．この

手法では，ノンパラメトリック検定（本手法ではカイパー検定を使用）により統計的に同質の画素

（SHP: statistically homogeneous pixel）を抽出してコヒーレンスを見積もった後，Phase Linking法によ

り位相の最適化処理を行う．この処理により，本来は位相の計測精度が低いDistributed scatterers（DSs）

点の位相誤差を低減させ，PS点と同等の質を持つ計測点として時系列解析の中で扱うことができる．

SAR画像を支配的に構成するDS点の位相を最適化することによって，高い計測精度を持った画素数を

増やし計測点密度を向上させ，変動の空間分布を詳細にとらえることができるようになる．
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解析には，昨年同様，2007年から2010年の非積雪期に撮像されたALOS衛星のSAR画像12枚を使用し

た．新しい解析手法を適用した結果，最も一般的な干渉SAR時系列解析であるPSI法で得られる画素数

の約25倍の画素を得ることができた．これにより，地熱活動の活発な地獄谷の領域で，有意な膨張性

地殻変動を示す領域が詳細に把握できるようになった（図-1）．地殻変動は，鍛冶屋地獄周辺等，現

在活発な噴気・熱水活動が地表で見られる領域とほぼ一致しており，その値は最大約4cm/yr に達する．

最大の変動速度は，鍛冶屋地獄から現在最も噴気活動の高い領域に見られる．変動域は局所的でおお

よそ数百mの広がりにとどまり，その広がりから，変動をもたらす力源はごく浅部にあることが示唆

される．そこで，50×50mサイズの矩形パッチ200枚で構成される開口シルを仮定し，その開口量分布

をインバージョンにより求めた．計算の結果，主な開口は鍛冶屋地獄周辺直下のごく浅部（深さ50-

100m）の局所的な領域に求まり，最大約10cm/yrの開口速度が見積もられた（図-2）．開口する領域は

西側の百姓地獄付近にも分布し，その速度は約5cm/yrである．開口に伴う体積変化率は約2.8×103m3/yr

と見積もられた．

最近の地殻変動の有無を調べるため，ALOS-2 衛星のデータを用いた解析も実施した．ALOS-2 にお

いては，打ち上げから日も浅く，時系列解析が実行可能な画像数に至っていないため，標準的な SAR

干渉解析を実施した．図-3 は，2014 年 10 月 5 日と 2015 年 9 月 6 日に観測されたデータを用いて SAR

干渉解析した結果である．結果として，有意な変動は認められない．観測期間は約 1 年である．もし

ALOS-1 による 2007 年から 2010 年の解析と同じ速度で変動が継続していれば，年間 2-4cm 程度の変

位のため標準的な SAR 干渉の計測精度と同程度である．これらのことから，2010 年以降，その変動

速度が大きくなるようなことにはなっていないことが示唆される．

図-1 時系列解析により検出された弥陀ヶ原火山・地獄谷の 2007 年－2010 年の膨張性地殻変動速度．

局所的な領域で，地殻変動が最大 4cm/yr の速度で進行している．その変動域は，地表での地熱活

動が活発な領域と調和的である． 
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図 -2 SAR干渉データから

推定されたシル状の

開口分布モデル．等

値線は3cm間隔であ

る．赤い星印は本震

及び最大余震の震源

の断層面上への投影

位置である．

図 -3 ALOS-2データを用

いたSAR干渉解析

結果．誤差レベルを

超える有意な変動

は見られない．

4. 今後の予定

今年度が最終年度である．
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