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１． プロジェクトの概要 

 

(1)  調査観測の方針と観点 

 

地震調査研究推進本部は、平成16年７月に「今後の重点的な調査観測について（中間報告）」、

平成17年８月に「今後の重点的調査観測について (-活断層で発生する地震及び海溝型地震を

対象とした重点的調査観測、活断層の今後の基盤的調査観測の進め方-) 」を策定し、長期評

価等の結果、強い揺れに見舞われる可能性が相対的に高い地域において、特定の地震を対象

とした重点的な調査観測体制のあり方を示し、以下の３つの目標を提示した。 

 

○ 長期的な地震発生時期及び地震規模の予測精度の向上 

○ 強震動の予測精度の向上 

○ 地殻活動の現状把握を高度化等地震発生前・後の状況把握の３点である。 

 

さらに、これらの報告書では、活断層を対象とした調査観測において、上記の３つの目標

を達成するために、具体的に以下の４項目の観点を設定している。 

 

・地震規模の予測手法の高度化 

・断層帯周辺における地殻活動の現状把握の高度化 

・地震発生時期の予測手法の高度化 

・強震動予測手法の高度化 

 

(2)  調査観測の内容 

 

本重点的調査観測は、この目標・観点に従い、糸魚川－静岡構造線断層帯（以下、「本

断層帯」）を対象として実施するものである。重点的調査観測に先行して平成 14～16 年度

までパイロット的な重点的調査観測が実施された。この調査観測では、本断層帯の形状の

地域性が地球物理学的観測から明らかになるとともに、断層帯の形状・物性、活動履歴解

明に有効な調査手法が示された。しかし、諏訪湖付近に存在するとされる本断層帯のセグ

メント境界については、地震発生規模予測に極めて重要であるにも拘わらず、その詳細な

地下構造は不明のまま残されるなど課題も明らかにされた。 

上記の成果及び課題を踏まえ、本調査観測では、上述のセグメント境界の詳細構造を明ら

かにするとともに、北部から南部に至る本断層帯の深部形状の全体像の解明を目指すこと、

また、電磁探査及び自然地震観測から断層帯周辺の物性の不均質構造を明らかにするととも

に、国土地理院が実施するGPS観測と合わせて地殻活動の実態を明らかにすること、さらに、

活断層履歴の調査から過去の地震活動の特徴を明らかにするとともに、地震時の変位量やア

スペリティーの分布予測精度を高めること、これらの調査観測から地震時の断層運動の特性

を明らかにし、加えて、人口の密集した盆地部の地下構造を求めることによって、この断層

帯についてのより高精度な強震動予測モデルの構築を図ることを目標とする。具体的には、

以下の８つのサブテーマを設定して、調査観測を進めるものとする。 
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○サブテーマ１： 断層帯の地下構造解明のための反射法地震探査および重力探査 

諏訪湖付近に想定されるセグメント境界の深部形状を解明するために、長測線の反射法

地震探査を実施するとともに、このセグメント境界の浅部構造を把握するために浅層反射

法探査を数測線で実施する。このほか、既往データに乏しい本断層帯南部の深部形状と北

端部付近の構造とを解明することを目的とする反射法地震探査を実施する。さらに、本調

査観測では、過去に大学・電力中央研究所等で取得されたデータを再吟味し、本計画で得

られた結果と合わせて総合的に解析・解釈を実施する。 

尚、本計画では、反射法地震探査測線上で重力測定を行うとともに、深部をターゲット

とする探査では反射法探査測線を延長して受振点を設置し屈折法データの取得を同時に行

い、信頼性の高い構造モデルを求める。 

 

○サブテーマ２： 断層周辺の不均質構造を解明するための電磁気探査 

本断層帯について、これまで構造が明らかになっていない、南部セグメントの南端である

甲府盆地西縁および、南部・北部セグメント境界付近の諏訪湖周辺を対象とした電磁気探査

を実施し、断層周辺の不均質構造を深度20 km程度まで解明する。 

 

○サブテーマ３： 断層帯周辺における自然地震観測 

本断層帯周辺において長期機動観測と稠密アレー観測を実施する。 

長期機動観測では、断層帯周辺に既存地震観測網を補完するように観測点を設置し、比較

的長期間の観測を実施する。定常的観測網データと合わせることによって、本断層帯を取り

囲むやや広域的な地震活動を明らかにする。具体的には、パイロット的な重点的調査観測で

整備した５観測点（長野四賀、長野松本、中山穂高、安曇、信濃新町）での観測の継続と15

観測点の新設を行う。既存の５観測点については、データ転送コストの削減とデータ処理の

利便性向上のために既設観測点のA/D変換および通信にかかる機器を変更し、データ転送を高

感度地震観測網（Hi-net）のIP-VPNの簡易版によるものに移行する。新設する15観測点につ

いては、地震活動度や現状の観測点分布を勘案し設置場所の策定を行う。この新設観測点に

ついては、地表の付近の人工ノイズを低減することを目的として深度約20～50 m程度の観測

井を掘削し、その孔底に高感度の１Hz速度計を設置する。従来の観測データとあわせて観測

データの流通を行うと共に、即時的処理システムの整備を行い、震源パラメータ決定につい

て観測波形の直接処理等を行い、その高度化を計る。 

稠密アレー観測は反射法探査域等で実施し、断層近傍の微小地震活動の実態を明らかにす

るとともに、地殻深部の不均質構造を解明する。更にこれらのデータから、P波初動の押し引

きのみでは一意に解を決められないような極微小地震までを含めたメカニズム解を決定し、

本断層帯に作用する応力状態を推定する。  

 

○サブテーマ４： 地震時断層挙動（活動区間・変位量分布）の予測精度向上に向けた変

動地形調査 

活断層全域において、航空写真測量とLiDAR（レーザレーダー）計測により地表の詳細な高

精度DEMを作成し、変位地形に現れた断層運動による累積的な変位量を高密度で計測すること
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によって、地形学的手法により平均変位速度（slip rate）分布を明らかにする。これにより

地震時の変位量やアスペリティーの分布予測精度を高める。同時に、これまで植生に被われ

断層変位が明瞭でなかった箇所の精査を行うことにより、活動区間推定精度を向上させ、断

層運動の履歴をより詳細に明らかにする。 

 

○サブテーマ５： より詳しい地震活動履歴解明のための地質学および史料地震学的調査 

地震活動履歴に関するデータがまだ十分得られていない断層帯北部を中心に、トレンチ

調査、ボーリング等の地質学的研究と未発見地震史料の収集等の史料地震学的調査を行う。

これらの調査観測結果に基づき、地震活動履歴を重視した断層帯のセグメンテーションを

行い、各セグメントから発生する地震の規模と時期、および隣接区間との連動性に関する

検討を行う。更に、本研究の成果と他のサブテーマの成果を統合することにより、地震発

生の確率評価と強震動予測のための地震シナリオを高度化することを目指す。 

 

○サブテーマ６： 強震動評価高精度化のための強震観測・地下構造調査 

パイロット的な重点的調査観測で実施した反射法測線上でボーリング・速度検層を行い、

ボーリング孔底・地表に強震計を設置して強震観測を実施する。その結果や他サブテーマ

による断層形状や変位速度等の情報から、微視的断層パラメータ等を含んだ高精度の震源

モデルを構築する。松本・諏訪盆地地域と長野盆地地域において、堆積層構造や基盤構造

を対象とした地下構造調査を実施する。併せて過去の各種構造探査結果のコンパイル等を

行って、両地域の高精度の地下構造モデルを構築する。これらの成果を総合し、強震動評

価の高精度化を図る。 

  

○サブテーマ７： GPS 観測による詳細地殻変動 

 本断層帯の周辺において GPS の稠密なキャンペーン観測を繰り返し実施し、周囲の GPS

連続観測点のデータと合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

布と解明とモデル化を行うと共に、断層帯周辺における応力と蓄積過程を検討するための

基礎データを提供する。 

 

○サブテーマ８： 干渉 SAR による構造線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、本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。 

また変動量が小さいと予想されるため、干渉 SAR による微小な地殻変動の検出技術の向

上を目指し、断層帯周辺域の地殻変動観測手法の確立に資する。 
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２. 業務の実施体制 

 

この重点的調査観測は、東京大学地震研究所、東京工業大学、名古屋大学、防災科学技

術研究所及び産業技術総合研究所の５機関が体制を構築し、関係する研究機関（者）の参

加・協力を得て実施する。調査観測代表機関は、東京大学地震研究所とする。 

研究を効果的に実施するため、上記５機関に加え関係する研究機関（者）等により構成

する「糸魚川－静岡構造線断層帯における重点的調査観測運営委員会（事務局は東京大学

地震研究所）」を設置する。 

 

調 査 観 測 項 目 担 当 機 関 担 当 者 

研究代表者 国立大学法人 東京大学地震研究所 岩崎 貴哉 

断層帯の地下構造解明

のための反射法地震探

査および重力探査 

国立大学法人 東京大学理学系研究科 

国立大学法人 東京大学地震研究所 

国立大学法人 千葉大学理学部 

国立大学法人 静岡大学理学部 

財団法人 電力中央研究所 

池田 安隆 

佐藤 比呂志 

伊藤 谷生 

狩野 謙一 

阿部 信太郎 

断層周辺の不均質構造

を解明するための電磁

気探査 

国立大学法人 東京工業大学火山流体研究セ

ンター 

国立大学法人 東京工業大学理工学研究科 

国立大学法人 東京大学地震研究所 

国立大学法人 京都大学防災研究所 

国立大学法人 京都大学防災研究所 

小川 康雄 

 

本蔵 義守 

上嶋 誠 

大志万 直人 

吉村 令慧 

断層帯周辺における自

然地震観測（長期機動観

測） 

 

独立行政法人 防災科学技術研究所 

独立行政法人 防災科学技術研究所 

独立行政法人 防災科学技術研究所 

独立行政法人 防災科学技術研究所 

独立行政法人 防災科学技術研究所 

独立行政法人 防災科学技術研究所 

独立行政法人 防災科学技術研究所 

独立行政法人 防災科学技術研究所 

小原一成 

武田哲也 

浅野陽一 

行竹洋平 

汐見勝彦 

松原 誠 

関根秀太郎 

堀 貞喜 

断層帯周辺における自

然地震観測（稠密アレー

観測による地震活動及

び地殻不均質構造の解

明） 

国立大学法人 東京大学地震研究所 

国立大学法人 東京大学地震研究所 

国立大学法人 東京大学地震研究所 

平田 直 

加藤 愛太郎 

ﾊﾟﾅﾖﾄﾌﾟﾛｽ･ﾔﾆｽ

断層帯周辺における自

然地震観測（稠密アレー

観測による微小地震の

メカニズム、応力解析） 

独立行政法人 産業技術総合研究所地質情

報研究部門 

独立行政法人 産業技術総合研究所地質情

報研究部門 

桑原 保人 

 

今西 和俊 
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独立行政法人 産業技術総合研究所地質情

報研究部門 

長  郁夫 

 

地震時断層挙動（活動区

間・変位量分布）の予測

精度向上に向けた変動

地形調査 

国立大学法人 名古屋大学大学院環境学研

究科 

学校法人   東洋大学社会学部 

独立行政法人 国立高等専門学校機構  鶴

岡工業高等専門学校 

国立大学法人 信州大学 

国立大学法人 岡山大学大学院自然科学研

究科 

財団法人   地震予知総合研究振興会 

国立大学法人 東京大学空間情報研究セン

ター 

国立大学法人 名古屋大学大学院環境学

研究科 

鈴木 康弘 

 

渡辺 満久 

澤  祥 

 

廣内 大助 

隈元 崇 

 

谷口 薫 

松多 信尚 

 

杉戸 信彦 

より詳しい地震活動履

歴解明のための地質学

および史料地震学的調

査 

独立行政法人 産業技術総合研究所 

国立大学法人 広島大学大学院文学研究科 

財団法人   電力中央研究所地球工学研

究所 

国立大学法人 東京大学地震研究所 

公立大学法人 大阪市立大学大学院 

遠田 晋次 

奥村 晃史 

三浦 大助 

都司 嘉宣 

原口 強 

強震動評価高精度化のた

めの強震観測・地下構造

調査 

国立大学法人 東京大学地震研究所 

国立大学法人 東京大学地震研究所 

国立大学法人 東京大学地震研究所 

国立大学法人 東京大学地震研究所 

国立大学法人 信州大学工学部 

国立大学法人 東京工業大学大学院総合理

工学研究科 

国立大学法人 信州大学工学部 

独立行政法人 防災科学技術研究所 

纐纈一起 

古村孝志 

三宅弘恵 

石瀬素子 

泉谷恭男 

山中浩明 

 

田守伸一郎 

若松加寿江 
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