
３． む す び 

 

推進委員会主査  岩 崎 貴 哉 

（東京大学地震研究所教授） 

 

これまでの研究によれば、糸魚川－静岡構造線断層帯中部は、諏訪湖を境にして南北で

その構造が大きく異なっていることが示唆されてきた。この構造線断層帯の深部までの構

造や運動の特性、地殻活動の詳細については、この断層帯沿いに発生する大地震の規模予

測や強震動予測に不可欠な情報であるにも拘わらず、まだ多くの不明な点が残されている。

平成 14 年度より 3年間実施されたパイロット的な重点的調査観測では、構造線断層帯の形

状・物性解明、地殻活動把握及び地震活動履歴解明を 3 つの柱として掲げ、有効な調査手

法の検討も含めた調査研究を実施してきた。 

  

1． 糸魚川－静岡構造線断層帯の形状・物性解明のための調査研究 

本調査研究では、糸魚川－静岡構造線の構造が大きく変わるとされる諏訪湖を挟んで北

と南に調査地域を設定し、反射法地震探査・重力探査及び電磁探査によって、この構造線

の地域特性を明らかにすることを目指した。この面で、本調査観測は直接的な成果をあげ

たと言える。 

反射法地震探査・重力探査では地下 4000-5000ｍまでの構造がイメージングされ、諏訪

湖を挟んでその北と南側で大きな地域差の存在することが明らかとなった。北側（松本地

域）の調査では、松本盆地東縁断層は東傾斜で、その深部（＞2 km）での傾斜が比較的低

角（30-40 度）であることが判明した。また、牛伏寺断層は、極浅部（地表下 100 m ぐら

いまで）を除けば、高角東傾斜であることがわかった。これらの結果より両断層は深度約

1.5 km で収斂すると予想される。変動地形学的データから見て、牛伏寺断層はほぼ純粋

な横ずれ断層であるのに対し、これに併走する松本盆地東縁断層のすべり速度は、垂直成

分を持つ。従って、糸魚川－静岡構造線は深さ 1.5km 以浅で高角の横ずれ断層（牛伏寺断

層）と東傾斜の逆断層（松本盆地東縁断層）とに分岐し、断層帯内で slip partitioning 

が生じていると考えられる。しかし本調査の結果によれば、これはあくまで表層現象に過

ぎず、地下深部では斜めすべりが起こっていることになる。断層面が 40 度ないしそれ以

下の比較的低角で傾斜しているにもかかわらず横ずれが卓越しているということは、糸魚

川－静岡構造線活断層帯の断層面の強度が低いことを示唆している。一方、諏訪湖の南側

の富士見地区においては、糸魚川－静岡構造線活断層帯の主断層面が、松本地域の場合と

は逆に、西傾斜であることが分かった。西傾斜の主断層面は、浅部（深度数 100 m）で若

宮断層（左ずれ）と青柳断層（スラスト）の併走する２断層に分岐していると推定される。

従って、ここでも松本地区と同様に、断層帯内で slip partitioning が生じている可能

性が高い。 
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本調査観測ではより総合的な構造の解明を目指すために、電磁探査の測線を反射法地震

探査・重力探査と同一の調査地域に設定した。その結果、反射法・重力探査と調和的かつ

補完的な興味深い知見を得ることができた。諏訪湖の北側（松本地域）の牛伏寺断層周辺

では、牛伏寺断層は深度 1km までは高比抵抗を示し、それより深部では調査域全体にわた

って東落ちの低比抵抗異常が捉えられた。この低比抵抗は、牛伏寺断層の西方にある東落

ちの逆断層（松本盆地東縁断層の南方延長）によって形成された可能性がある。この結果

は反射法・重力探査から判明した東落ちの構造と調和的で、松本盆地を埋めた第四紀の堆

積物に対応する可能性が強い。一方、諏訪湖の南側（富士見地区）で行われた調査では、

青柳断層よりも東側の八ヶ岳西麓において、断層を境として比抵抗基盤が急激に深くなる

ことがわかった。高比抵抗基盤より上位の低比抵抗は、火山性砕屑物であると考えられる。

青柳断層の地表下数 1km 程度までは基盤が南西落ちの傾向を示し、若宮断層より西側では

逆に北東落ちの傾向がある。しかしながらサンアンドレス断層で見られるように断層自体

の破砕帯が低比抵抗異常を示すことはない。また、測線西端の深度 2-3km にはある低比抵

抗体は、反射法地震探査で見られた青柳断層の深部延長上の reflective な層に対応する

と考えられ、断層深部の流体に富む破砕帯に伴う構造の可能性がある。 

また、電磁探査で求められた比抵抗構造と地震活動との対応を示唆する結果の得られた

ことも重要な成果と言える。例えば、2002 年 10 月に発生した群発地震の震源は、牛伏寺

断層よりも東側の深度 1-2.5km に求められ、本調査観測で求められた低比抵抗層が東側に

途切れる構造境界に位置する。更に、牛伏寺断層下の深さ 5km にある低比抵抗体周辺で、

近年地震活動が活発である。富士見地域での広域的な調査でも、測線の西側の深度 10km

以深に顕著な低比抵抗異常が見られ、気象庁の 1元化震源はこの低比抵抗体の上に集中し

ている。一般に、低比抵抗体の成因として地殻内流体が大きな役割を果たしていると考え

られる。今回得られた低比抵抗体と微小地震の対応は、地震の発生と地殻内流体の関連性

を示すものとして、断層帯における地殻活動の物理的なメカニズムを考える上で重要であ

る。 

 

2. 糸魚川－静岡構造線断層帯周辺域における地殻活動把握のための観測研究 

構造線断層帯及びその周辺における地震活動・地殻変動を観測するために、本調査観測

ではテレメータ観測及び稠密アレー観測を実施するとともに、得られたデータを既存観測

網データと組み合わせて解析することによって詳細な活動様式を求めることとした。これ

らの観測項目は、長期間のデータの蓄積が必要とされるが、その有効性を示す結果が出つ

つある。 

本調査観測でのテレメータ方式自然地震観測点は、合計 5ヵ所に設置された。本調査観

測の間に Hi-net 観測点の整備も進み、構造線断層帯周辺の観測網が充実した。これらの

観測点全てが稼働した期間はまだ短いが、一ヶ月平均で１割程度の震源決定数が増え、お

よそＭ0.3 程度までの地震を検知していると考えられる。従って、観測点の整備によって

- 120 -



検知能力に向上が見られたと言えよう。また、観測点整備とともに検測手法の検討が実施

され、震源決定計算において観測点補正値の導入、Double-Difference 法の適用、震源決

定における水平方向の構造変化の考慮などによって、震源位置の信頼性が向上するととも

に、ルーティン的に決定した一元化震源で不明瞭であった震源分布パターンの特徴がかな

り鮮明になった。今後データが蓄積すれば、本調査観測で開発した処理手法を用いること

によって糸魚川－静岡構造線断層帯域の詳細な震源分布が把握できると考えられる。従っ

て、本調査観測により設置した 5観測点は、今後の地震活動を観測するために有効な観測

点であると考えられる。 

稠密アレーによる自然地震観測では、3 カ所の稠密臨時自然地震観測と、1 カ所の線状

稠密臨時自然地震観測を実施して、地震活動の把握と地殻構造調査に資するデータを取得

した。この稠密高精度の観測によって震源決定精度が向上し、また、過去の制御震源探査

や本調査観測で明らかになった断層面の構造を参照することによって、地震活動領域と断

層面との位置関係が明らかになった。構造線北部の青木湖周辺域における観測では、定常

観測（一元化震源）の約 4倍の数の微小地震の震源を決定することができ、その中には繰

り返し発生する群発地震活動も含まれていた。この調査観測で得られた震源は、一元化震

源に比べてより狭い領域に集中していた。即ち、最も活発な活動の深さは 14ｋｍから 16

ｋｍであり、この地域の糸魚川－静岡構造線断層帯の断層面より有意に深いことが分かっ

た。更に、少なくとも 3カ所に集中的活動（クラスター）が存在していることが分かった。

最も浅いクラスターは深さ約 8ｋｍに位置しており、断層活動との関係が考えられる。富

士見地域の地震波速度構造をトモグラフィー法で求めた結果、八ヶ岳西麓の火山性砕屑物

のある領域と、この地域の糸魚川－静岡構造線断層（青柳断層）の上盤側の低速度領域の

存在が明らかになった。また、3次元的な速度構造を考慮すると震源の深さは従来の報告

より 3－5km 浅くなり、この領域の浅い地震活動の一部は、断層活動と関連していること

が示唆された。 

GPS による観測は、キャンペーン観測方式をとった。3 年間の繰り返し観測結果によれ

ば、キャンペーン観測点の座標値の再現性が連続観測点と比べても遜色なく、従ってこの

観測方式の有効性が示されたと言える。１年間あたり僅か１週間程度の観測であるにもか

かわらず、本調査観測の結果から計算された地殻変動速度ベクトルが、この地域の地殻変

動速度をかなり正確に表現していることがわかった。例えば、大町市から上田市に至る線

上では、これまでの連続観測と同様に松本盆地東縁断層周辺に集中した短縮変形の傾向を

示す。一方、白馬村から長野市に至る線上では、東西圧縮変形が神城断層と長野盆地西縁

断層、さらにはその間に挟まれた地域で分配されていることが示唆された。また、牛伏寺

断層付近では断層に平行な方向の変位成分が断層と直交する方向に変化する傾向があり、

左横ずれ的な剪断歪みが蓄積しているものと考えられる。この様に、本調査観測を通して、

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構造線

北部周辺域の地殻変動の様子が明らかになりつつあると言える。観測期間中に地殻変動傾
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向が変化しないという仮定のもとではあるが、このような稠密な 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 による解析は、新しい観測技術の有効性を検証する目的で実施されたものであ

る。牛伏寺断層、松本盆地東縁断層を含むデータで解析が行われ、JERS-1/SAR データか

ら得られたパターンの中には活断層の分布と関連するような位相変化パターンが見られ

た。また、波長の短いマイクロ波を用いるために分解能が高いとされる ERS-1 及び ERS-2

データでは、植生の影響の少ない盆地部・平野部の活断層であれば、その周辺の地殻変動

を調査することは可能との見通しを得た。しかし、前者のデータについては軌道縞の除去

等が、後者について大気中の水蒸気の影響の除去等が、今後の処理技術の課題として残さ

れている。 

 

3. 糸魚川－静岡構造線断層帯の過去の地震活動履歴解明のための調査研究 

本調査観測では、構造線断層帯の過去の地震活動履歴を解明する目的で、地質学的調

査・資料調査を実施してきた。下蔦木断層におけるトレンチ・地層抜き取り調査の結果、

断層の活動時期、平均変位速度に関して以下の新たな知見を得た。調査地点周辺の地形発

達史とトレンチ壁面の層序・年代から、下蔦木断層の横ずれ平均変位速度は最大で

5.5mm/yr と算出できる。この結果、下蔦木断層の平均変位速度は、従来の 1.5mm/yr とい

う推定を上回る 1.5～5.5mm/yr となった。また、トレンチデータの解析手法の高度化が試

みられた。即ち、ベイズ理論に基づく改良年代決定ルーティンを用いて、イベントの年代

を定量的に求めた。その結果、糸魚川－静岡構造線における並柳トレンチと中山トレンチ

の年代再計算結果の比較から、中山トレンチについてこれまでの推定法では検知できなか

った不良データを検出でき、イベント年代の決定の信頼性を向上させることができた。 

高解像度DEM等に基づく変動地形情報解析は、前出の干渉SARによる解析と同様に新しい

観測技術の有効性の検証するために本調査観測に取り入れたものである。具体的には、高

解像度DEM・リモートセンシング・GISに基づいて変動地形の数値情報解析を行い、断層変

位地形の3D情報の整備とそれをベースにした断層活動評価・監視計画の雛形の作成を目的

として実施した。LiDAR(レーザーレーダ)計測は糸魚川－静岡構造線断層帯の牛伏寺断層

付近で実施され、50cmメッシュDEMを作成した。その結果、植生のために上空から判別不

能な変位地形が明瞭に観察され、断層線の位置情報の高精度把握、複数の横ずれ変位地形

の確認、撓曲を含む変位地形の確認に有効であることがわかった。更に、糸魚川－静岡構

造線断層帯についての数値解析を可能にするPOS/IMU計測を併用した空中写真撮影及び航

測図化を行い、10mメッシュDEMの作成及び活断層位置の3次元データ解析、データオルソ

画像作成を行った。これによって、断層の累積変位量を多地点で計測して強震動予測のた

めのデータを提示できる最も基礎的なシステムが構築された。また、高度な幾何補正を施

した航空写真を用いることで、活断層線の高精度な位置情報取得や、地震前後の地殻変動

量計測が可能になり、活断層監視を目的とした活断層情報システム（活断層GIS）のモデ
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ル開発が可能となった。 

 断層帯付近の過去の地震活動解明のための調査研究においては、構造線上に歴史時代に

生じたと考えられる正徳４年(1714)小谷地震、宝暦元年(1751)越後高田地震、および安政

5年(1858)大町地震の詳細震度分布図を得た。その結果、小谷地震と大町地震は糸魚川－

静岡構造線断層帯が滑って起きた地震であったことがほぼ確実になった。この２つの地震

の震度６以上の震域は、糸静線に沿いつつもの西側にはほとんど被害域が延びておらず、

東側には張り出して次第に震度が弱まっていくような分布を示しており、反射法・重力探

査から判明した東下がり傾斜の断層面の形成と調和的である。宝暦元年(1751)越後高田地

震の震源は糸静線から20ｋｍほど東によっているが、実は糸静断層のやや深い面でのすべ

りによる可能性がある。この地震も被害域の西縁は明瞭に糸静断層線できわめて明瞭に縁

取られているのに対して、東側の震度分布はしだいに、弱まっていく様子が判明した。ま

た、この構造線ではM6-7クラスの地震が発生していることがより明確なり、今後の地震規

模予測や強震予測のための貴重なデータを提供した。 

  

以上述べたように、3年間にわたる本調査研究は、概ね順調に実施された。構造線断層帯

の形状・物性解明については、反射法探査・重力探査及び電磁探査によって諏訪湖を挟ん

でその北部と南部で構造に大きな差があることが明らかになった。今回の調査で取得した

反射法・重力及び電磁探査データは相補的であり、幾つかの調査項目からなる多面的観測

が、断層帯の構造解明に極めて有効であることが示された。更に、電磁探査からは、地殻

内流体が関与する可能性のある構造が出され、地殻活動を解釈する上での拘束条件を提供

した。 

また、地殻活動把握のための調査研究では、既存の地震・GPS 観測網に重ね合わせる形で

テレメータ観測や機動的稠密観測が進められた。その結果、これまでない詳細な震源分布

や地殻変動のパターンが得られ、その中から調査域の地殻活動の特徴が抽出されつつある。

本調査観測では断層面位置と微小地震発生域との位置関係が明瞭になった。このような知

見は、断層帯及びその周辺で進行しつつある歪・応力の集中プロセスの解明に必要不可欠

のもので、本調査観測のような精密な地下構造イメージングと高精度の地震観測の密接な

連携によって始めて実現されたものである。糸魚川－静岡構造線域の地殻活動はプレート

境界域に比較して低く、変動量も小さい。このような状況の中で、断層帯に起因する地殻

活動情報を引き出すには、高密度・高精度の地震・GPS 観測を長期的・継続的に実施するこ

とが極めて重要である。また、SAR による変動解析も実用に向けて更に進展させる必要があ

ろう。 

過去の地震活動履歴解明のための調査研究についても、進展があった。断層帯の地殻活

動及び地質時代まで溯った活動履歴解明のための新技術として高解像度 DEM 等に基づく変

動地形情報解析を実施した。その結果、植生による被覆のために上空から判別不能な変位

地形が明瞭に観察され、断層線の位置情報の高精度把握が可能となるとともに、変位測量
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も可能となった。この新手法は、トレンチ調査と組み合わせて、断層帯の運動による長期

間の変形を比較検討する意味で重要な役割を果たすこととなろう。資料調査から正徳 4 年

(1714)小谷地震と安政 5 年(1858)大町地震の震度分布調査が進展し、これらの地震に対応

する断層面は、東下がりである可能性が高いことが示された。この結果は、本計画で行っ

た反射法・重力探査及び電磁気的探査の結果を、実際に起きた地震から裏付けるものとい

える。また、この構造線に沿って M6-7 クラスの地震の発生していることが明瞭となった。

このような知見の集積は、将来の地震規模予測や強震動予測にも資するものである。 

本調査観測によって、糸魚川－静岡構造線断層帯に関する理解が大きく進展した。また、

このような内陸断層系を調査する有効な手法が幾つか提出されたことも大きな成果である。

一般に、内陸側で発生する地震については、内陸域への歪・応力の蓄積、特定断層への応

力の集中の過程がまだ十分わかっていない。これらの現象は不均質構造を持つ場の中で複

雑な物理機構に支配されていると考えられ、特定の観測だけでその全貌を解明することは

困難であろう。この意本調査観測で実施したような多面的な観測は、極めて重要である。

各調査項目間の連携を強化して、得られた成果に対してより総合的・統一的な解釈を行う

ことによって内陸断層系の理解が一層深まり、強震動予測に貢献するものと考える。 
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４．重点的調査観測推進委員会構成員 

「糸魚川－静岡構造線断層帯」重点的調査観測推進委員会構成員 

（平成 15 年 3 月現在） 

主  査  岩崎  貴哉 東京大学地震研究所教授  

委  員  池田  安隆 東京大学大学院理学系研究科助教授   

        伊藤  谷生 千葉大学理学部教授  

井上  大榮 （財）電力中央研究所我孫子研究所研究参事  

小川  康雄 東京工業大学火山流体研究センター教授 

桑原  保人 独立行政法人産業技術総合研究所地球科学情報研究部門

地震発生過程研究グループ長 

纐纈  一起 東京大学地震研究所助教授 

小村 健太朗 独立行政法人防災科学技術研究所 

固体地球研究部門主任研究員 

鷺谷  威 国土地理院地理地殻活動研究センター 

       地殻変動研究室主任研究員 

佐藤 比呂志 東京大学地震研究所助教授 

杉山  雄一 独立行政法人産業技術総合研究所 

活断層研究センター副研究センター長 

都司  嘉宣 東京大学地震研究所助教授 

平田    直 東京大学地震研究所教授 

    横田  崇  気象庁地震火山部管理課地震情報企画官 
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「糸魚川－静岡構造線断層帯」重点的調査観測推進委員会構成員 

（平成 16 年 3 月現在） 

 

主  査  岩崎  貴哉 東京大学地震研究所教授  

委  員  池田  安隆 東京大学大学院理学系研究科助教授 

伊藤  谷生 千葉大学理学部教授 

井上  大榮 （財）電力中央研究所我孫子研究所研究参事 

宇平 幸一 気象庁地震火山部管理課地震情報企画官 

小川  康雄 東京工業大学火山流体研究センター教授 

奥村 晃史 広島大学大学院文学研究科助教授 

小村 健太朗 独立行政法人防災科学技術研究所 

固体地球研究部門主任研究員 

桑原  保人 独立行政法人産業技術総合研究所地球科学情報研究部門 

地震発生過程研究グループ長 

纐纈  一起 東京大学地震研究所助教授 

鷺谷 威 名古屋大学大学院環境学研究科助教授 

佐藤 比呂志 東京大学地震研究所助教授 

杉山  雄一 独立行政法人産業技術総合研究所 

活断層研究センター副研究センター長 

鈴木 康弘 愛知県立大学情報科学部助教授 

都司  嘉宣 東京大学地震研究所助教授 

平田    直 東京大学地震研究所教授 

矢来 博司 国土地理院地理地殻活動研究センター 

地殻変動研究室主任研究官 
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「糸魚川－静岡構造線断層帯」重点的調査観測推進委員会構成員 

（平成 17 年 3 月現在） 

 

主  査  岩崎  貴哉 東京大学地震研究所教授  

委  員  池田  安隆 東京大学大学院理学系研究科助教授 

伊藤  谷生 千葉大学理学部教授 

井上  大榮 （財）電力中央研究所我孫子研究所研究参事 

宇平 幸一 気象庁地震火山部管理課地震情報企画官 

小川  康雄 東京工業大学火山流体研究センター教授 

奥村 晃史 広島大学大学院文学研究科教授 

小村 健太朗 独立行政法人防災科学技術研究所 

固体地球研究部門主任研究員 

桑原  保人 独立行政法人産業技術総合研究所地質情報研究部門 

地震発生過程研究グループ長 

纐纈  一起 東京大学地震研究所教授 

鷺谷 威 名古屋大学大学院環境学研究科助教授 

佐藤 比呂志 東京大学地震研究所教授 

杉山  雄一 独立行政法人産業技術総合研究所 

活断層研究センター長 

鈴木 康弘 名古屋大学大学院環境学研究科教授  

都司  嘉宣 東京大学地震研究所助教授 

平田    直 東京大学地震研究所教授 

矢来 博司 国土地理院地理地殻活動研究センター 

地殻変動研究室主任研究官 
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５．重点的調査観測推進委員会開催実績 

 

第１回「糸魚川―静岡構造線断層帯」重点的調査観測推進委員会 

１．日 時  平成１４年５月２４日（金） １３時００分～１５時３０分 

２．場 所  東京大学地震研究所第２会議室 

３．議 題  

 （１）「糸魚川―静岡構造線断層帯」重点的調査観測推進委員会の開催について 

 （２）実施計画について 

 （３）その他 

 

第２回「糸魚川―静岡構造線断層帯」重点的調査観測推進委員会 

１．日 時  平成１４年１１月２０日（水） １３時３０分～１６時３０分 

２．場 所  東京大学地震研究所第２会議室 

３．議 題  

 （１）糸魚川―静岡構造線断層帯（北部、中部）の地震を想定した強震動評価について 

 （２）調査観測の実施状況について 

 （３）平成 15 年度の実施計画について 

 （４）その他 

 

第３回「糸魚川―静岡構造線断層帯」重点的調査観測推進委員会 

１．日 時  平成１５年２月３日（月） １３時３０分～１７時００分 

２．場 所  東京大学地震研究所第２会議室 

３．議 題  

 （１）調査観測の実施状況について 

 （２）平成 15 年度の実行計画について 

 （３）その他 

 

第４回「糸魚川―静岡構造線断層帯」重点的調査観測推進委員会 

１．日 時  平成１５年７月３１日（木） １３時３０分～１７時００分 

２．場 所  東京大学地震研究所第２会議室 

３．議 題  

 （１）調査観測の実施状況について 

 （２）平成 16 年度の実行計画について 

 （３）その他 
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第５回「糸魚川―静岡構造線断層帯」重点的調査観測推進委員会 

１．日 時  平成１６年３月２日（火）  １３時３０分～１６時３０分 

２．場 所  東京大学地震研究所第２会議室 

３．議 題  （１）調査観測の実施状況について 

       （２）平成１６年度の実行計画について 

       （３）その他 

 

第６回「糸魚川―静岡構造線断層帯」重点的調査観測推進委員会 

１．日 時  平成１６年１０月２７日（水） １３時３０分～１７時００分 

２．場 所  東京大学地震研究所第２会議室 

３．議 題  （１）平成 16 年度の調査観測の実施状況について 

       （２）その他 

 

第７回「糸魚川―静岡構造線断層帯」重点的調査観測推進委員会 

１．日 時  平成１７年２月２５日（金）  １３時３０分～１５時３０分 

２．場 所  東京大学地震研究所第２会議室 

３．議 題  （１）本年度の成果と３年間の研究成果について 

       （２）成果報告シンポジウム（仮称）について 

       （３）その他 
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１． 趣 旨 
 
（背景及び必要性） 
地震調査研究推進本部（以下「推進本部」という。）は、平成９年８月、「地震に関する

基盤的調査観測計画」を策定した。この計画に基づき、高感度地震観測施設や GPS 連続観

測施設などが全国的にほぼ偏りのない形で整備されてきている。 

一方、推進本部では、平成１６年度を目途に、ある期間内にある地域が強い地震動に見舞

われる可能性を確率を用いて予測し、全国を概観した地震動予測地図を作成することとし

ており、これにより地域ごとに地震危険度（強い揺れに見舞われる可能性）の比較が可能

となる。その基礎データとして、地震発生可能性の長期評価を主要な活断層帯や海域にお

いて進めている。これまで実施してきた評価結果の中では、糸魚川－静岡構造線断層帯及

び宮城県沖の 2 地域でとりわけ高い地震発生の可能性が評価され、これら地域は、平成１

６年度の全国を概観した地震動予測地図の作成時点においても、地震危険度が高い地域に

なると見込まれる。 

こうした状況を踏まえ、推進本部は、平成１３年８月、「地震に関する基盤的調査観測計

画の見直しと重点的な調査観測体制の整備について」を決定し、基盤的調査観測に加え、

活断層に起因する地震や海溝型の地震などの長期評価の結果等により、地震発生の危険度

が相対的に高いと判定された地域について重点的に調査観測体制を整備し、 

・ 長期的な地震発生時期、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の高度化等地震発生前・後の状況把握 

を図ることとし、当面、現時点で高い地震発生の可能性が評価された上記２地域について

パイロット的な重点的調査観測体制を整備していくこととした。 

以上を踏まえ、文部科学省では、大学、関係行政機関及び関係する研究開発法人と連携し

て、上記 2 地域において、平成１４年度から３年計画で、パイロット的な重点的調査観測

を行うこととした。 

宮城県沖地震に関する重点的調査観測については、東北大学を幹事機関、気象庁（仙台管

区気象台）を現地事務局とし、東京大学地震研究所、海上保安庁、国土地理院などの関係

機関と連携して、本実施計画に従い調査観測を行うこととした。 

 

（全体的な概要及び目標） 
宮城県沖地震の長期的な地震発生時期や地震規模、強震動の予測制度の向上のためには、

震源域を含むプレート境界面上におけるアスペリティの分布とその振る舞いについて理解

を深めることが先ず必要である。また、地殻活動のモニタリングには、海域での調査観測

が欠かせない。宮城県沖でのパイロット的な重点的調査観測では、既存の観測網やこれま

での調査観測実績を踏まえて、以下のような項目について調査観測を実施した。 
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１．過去の宮城県沖地震の活動の履歴および活動様式に関する調査 

２．地震観測による地殻活動モニタリング 

３．地殻変動観測による地殻活動モニタリング 

４．プレート境界およびその周辺域の地殻構造調査 

それぞれの項目の詳細な報告は以下に示す。 
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（実施体制） 
調  査  観  測  項  目 担 当 機 関 

1. 宮城県沖の地震活動の履歴に関する調査 

(1)観測データに基づく過去の宮城県沖地震の震源再調査 

(2)津波波形解析による過去の宮城県沖地震の調査 

 

(3)歴史資料に基づく過去の宮城県沖地震の調査 

(4)波形インバージョンによるアスペリティの空間分布の調査 

(5)震度インバージョンに基づく宮城県沖地震の震源調査 

 

２．地震観測による地殻活動モニタリング 

(1) 海底地震観測 

 

(2)陸上高感度地震観測網による地殻活動モニタリング 

 

３．地殻変動観測による地殻活動モニタリング 

(1)海底地殻変動観測 

 

(2)陸上 GPS 連続観測による地殻活動モニタリング 

(3)PS-InSAR による地殻活動モニタリング 

(4)高精度水準測量 

 （5）重力観測 

 

４．プレート境界およびその周辺域の地殻構造調査 

   (1)宮城県沖における地殻構造探査 

   a) 爆破を制御震源とする上部マントル・地殻構造探査 

b) 大容量エアガン・アレーを人工震源とする地殻構造探査 

(2)精密海底地形データを用いた海底構造の調査 

 

５．進捗管理 

 
 
 
 

 
気象庁仙台管区気象台 

気象庁気象研究所 

北海道大学理学研究科 

東京大学地震研究所 

東京大学地震研究所 

鹿島建設（株）小堀研究室 

 

 

東京大学地震研究所 

気象庁仙台管区気象台 

東北大学 

 

 

海上保安庁海洋情報部 

東北大学 

東北大学 

国土地理院 

国土地理院 

東北大学 

 

 

 

東京大学地震研究所 

海洋研究開発機構 

海上保安庁海洋情報部 

 

東北大学大学院理学研究科 

（幹事機関） 

文部科学省研究開発局 

地震・防災研究課 

気象庁仙台管区気象台 

（現地事務局） 
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２．調査観測の報告 

 

2.1 過去の宮城県沖地震の活動の履歴および活動様式に関する調査 

 

2.1.1 地震観測データに基づく過去の宮城県沖地震の震源再調査 

 

（１）調査観測の内容 

(a) 課 題 地震観測データに基づく過去の履歴および活動様式に関する調査 

 

(b) 担当者 

所     属 役  職 氏   名 

仙台管区気象台技術部 

 

仙台管区気象台技術部地震火山課 

地震情報官 

地震情報官 

主任技術専門官 

橋本 徹夫（H14-15）

青木 元 （H16） 

吉川 一光 

(c) 調査観測の目的 

1936 年及び 1978 年の宮城県沖地震の本震、余震の再調査を実施し、それぞれの相

対的な位置関係を比較検討する。 

 

（２）平成１４～１６年度の成果 

(a) 調査観測の要約  

気象庁カタログの 1936 年と 1978 年の宮城県沖地震の震源は、震源決定手法などが異

なっているため、そのままでは震源の相対的な位置関係が議論できない。そこで本調査

では、震源計算手法や使用観測点などの条件を全く同じにして震源計算を行い、両者の

相対的位置関係を比較した。 

その結果、1936 年の震源の方が、1978 年の震源よりも相対的に北に位置することが確

かめられた。しかし、使用観測点の選定によって震源位置が大きく変わる場合もあると

いう問題点が明らかになった。 

 

(b) 1936 年及び 1978 年の宮城県沖地震の震源比較 

1) 調査観測の実施方法 

気象庁カタログの 1936 年と 1978 年の震源(図 2.1.1-1)は、震源決定に使用した観測

点、走時表及び震源計算方法が違っている(1936 年は 83A 走時表で深さ自由、1978 年は

市川・望月の走時表で深さ 10km 刻み)ので、そのままでは震源の相対的な位置関係が議

論できない。そこで本調査では、用いる観測点・検測項目を固定し、走時表は 83A を用

いることにした。また、震源決定手法としては、現在一般に行われているＰ波及びＳ波

の到達時刻をもとにした計算(以下、Ｐ・Ｓ計算)のほか、1936 年は手動時計のため各観

測点における時刻精度にばらつきがあるので、浜田(1987)の震源決定プログラムを用い

てＳ－Ｐ時間を用いた計算(以下、Ｓ－Ｐ計算)も実施した。なお、震源の深さは自由と

して計算した。 
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図 2.1.1-1 気象庁カタログによる 1936 年(左図)と 1978 年(右図)の宮城県沖地震の 

     本震の位置と本震発生から２週間以内の震源分布 

 

 

図 2.1.1-2 使用した観測点の配置。本調査で使用した観測点は●印 

 

本震 

本震 
1936年 1978年 

●：使用観測点

○：1936,1978 

□：1978のみ 

盛盛岡岡   

宮宮古古   水水沢沢   

仙仙台台   

福福島島   

小小名名浜浜

山山形形   
石石巻巻   
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観測点及び検測項目としては、Ｐ・Ｓ計算では、盛岡、宮古、石巻、仙台、山形、福

島、小名浜の７観測点のＰ波及びＳ波と水沢のＰ波の到達時刻、合わせて８観測点 15

要素を使用した。Ｓ－Ｐ計算では、水沢を除く７観測点のＳ－Ｐ時間を用いた。観測点

配置を図 2.1.1-2 に示す。 

なお、水沢観測点については、1978 年の検測値は気象庁カタログには掲載されていな

いので、国立天文台水沢観測所の地震記象紙から検測させていただいた。 

 

2) 調査観測の成果 

図 2.1.1-3 に、1936 年と 1978 年の本震の震源を上記の手法で再決定した結果を示す。 

Ｐ・Ｓ計算による 1936 年の震源は、気象庁カタログから猪苗代と八戸のデータを除い

ただけなので、気象庁震源とほぼ同じである。1978 年の震源は、震源計算手法や使用観

測点が変わったため、震源がやや西寄りに移動した。Ｓ－Ｐ計算では、1936 年と 1978

年の震源は、ともに気象庁震源より陸寄りに移動し深くなった。ただし、Ｐ・Ｓ計算、

Ｓ－Ｐ計算ともに、1936 年の震源は 1978 年の震源よりも北側に位置する傾向には変わ

りない。 

 

    

      図 2.1.1-3 1936 年と 1978 年の本震の再決定震源比較 

 

 

次にそれぞれの余震について同様の手法で震源再決定を行ったが、小名浜観測点のＳ

波の検測値が少なかったため、小名浜及び水沢を除いた６観測点のＳ－Ｐ時間をもとに

1936 年Ｐ・Ｓ計算 
(気象庁震源も同じ) 
深さ 61km 

1978 年気象庁震源 
深さ 40km 

1978 年Ｐ・Ｓ計算

深さ 40km 
1978 年Ｓ－Ｐ計算 
深さ 62km 

1936 年Ｓ－Ｐ計算 
深さ 89km 
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再決定を行った(図 2.1.1-4)。図 2.1.1-4 を見ると、1936 年の本震は 1978 年の本震よ

り北側に位置するという傾向は変わらないものの、小名浜観測点を使用しなかっただけ

で 1936 年の本震の位置が大きく北にずれたことが分かる。なお、余震の分布域は、1936

年と 1978 年で大きな違いがないように見える。 

 

 

 

 図 2.1.1-4 1936年(○)と 1978年(△)の本震及び余震の再決定（小名浜なしで計算） 

 

 

3) 結論ならびに今後の課題 

1936 年及び 1978 年の宮城県沖地震について、震源決定手法や使用観測点を全く同じ

にして震源再決定を行い、両者を比較した。その結果、1936 年の震源の方が、1978 年

の震源よりも相対的に北に位置することが確かめられた。 

しかし、小名浜観測点を使用しなかった場合に、1936 年の本震の位置が大きく北にず

れるなど、使用観測点の選定によって震源位置が大きく変わる場合もあることが明らか

になった。 

1936 年と 1978 年のアスペリティの相対的位置関係に関する議論を行うためには、本

震や余震分布の詳細な位置決定が重要である。今後、さらに使用観測点の組み合わせを

検討するとともに、必要に応じて地震記象紙を見直すことも考慮する必要がある。 

 

国立天文台水沢観測所の田村氏には同所保管の地震記象紙を閲覧させていただきまし

た。ここに記して感謝いたします。 

 

                    

1978年本震

1936年本震
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2.1.2 津波波形解析による過去の宮城県沖地震の調査 

 

（１）調査観測の内容 

 

(a) 課 題 津波波形解析による過去の宮城県沖地震の調査 

 

(b) 担当者 

所        属 役  職 氏 名 

北海道大学理学研究科地震火山研究観測センター

気象研究所地震火山研究部 

助教授 

主任研究官 

谷 岡 勇市郎 

長谷川 洋 平 

 

 

(c) 調査観測の目的 

過去の宮城県沖地震（1978 年、1936 年）により発生した津波が観測された検潮所の津

波記録を使用して、津波波形解析を行い、それぞれの地震のすべり量分布を明らかにす

る。1937 年の地震については津波の有無を明らかにし、津波波形が存在する場合は解析

を行う。 

 

（２）平成１４～１６年度の成果 

 
(a) 調査観測の要約 

平成 14~16 年度において次の各項目を実施した。 

1)検潮所で記録された 14 の津波波形を用いて 1978 年宮城県沖地震のすべり量分布を推

定した。 

2)1936 年宮城県沖地震による津波波形記録を収集、さらには検潮所近傍の地形及び海底

地形データを収集した。それらのデータも用いて 1936 年宮城県沖地震のすべり量分

布を推定し、1978 年のそれと比較した。 

3)1937 年宮城県沖地震について津波記録を調査した。 

 

(b) 1978 年宮城県沖地震のすべり量分布推定 

1)調査観測の実施方法 

1978 年宮城県沖地震の震源過程はすでに多くの研究者によって議論されている（相

田（1978）、Seno et. al.（1980）、山中・菊地（2005）等）。特に山中・菊地（2005）

は地震波形を詳細に解析し、1978 年のアスペリティーは余震の少なかった場所に位置

する（余震と相補的関係にある）事を示した。そこで本調査では、太平洋沿いの 14 検

潮所で観測された津波波形を用いて 1978 年宮城県沖地震のすべり量分布を推定し、こ

れまでの研究結果と比較する。 

津波波形データとして、八戸（湊）、八戸（鮫）、宮古、釜石、大船渡、気仙沼漁港、月浜、女

川、鮎川、石巻、塩釜、仙台工業港、小名浜、大洗の14検潮記録を用いる（図2.1.2-1）。断層

面は12個の小断層に分割した（図2.1.2-2）。断層の長さと幅は30 km ×30 kmである。全ての
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小断層においてメカニズムはSeno et al. (1980)が推定した、走向は190°、傾斜20°、すべり

角は76°、を用いた。各々の小断層に対して、単位すべり量を与えて海底の地殻変動を計算

し、線形長波の式を用いて津波の数値計算を行った。計算領域は図2.1.2-1に示す。全域の

グリッド間隔は20秒（約600ｍ）で、検潮所近傍のみ４秒（約120ｍ）を用いた。津波数値計算手

法についてはSatake(2002)を参照。各検潮所で計算された津波波形をグリーン関数としてイン

バージョンを行ない、各小断層のすべり量を求めた。 

 
2) 調査観測の成果 

最も大きくすべった小断層は図 2.1.2-1 に示す 9 番の断層ですべり量は 1.0ｍであった。さら

にその北東側にある５番の断層で 0.5m、北側の６番の断層で 0.4ｍであった（表 2.1.2-1 参

照）。さらに 8 番の断層で 0.3ｍすべった以外の小断層のすべり量は 0.2ｍ以下と推定された。

剛性率を７×1010N/m2 とするとトータルの地震モーメントは 1.9×1020Nm（Mw7.5）と計算される。

この結果は山中・菊地（2005）による 2.１×1020Nm とほぼ同等で、Seno et al.(1980)による 3.1

×20Nm に比べると少し小さい。図 2.1.2-2 に観測津波波形と計算津波波形の比較を示す。全

ての検潮所で観測波形が計算波形によりうまく再現されているのが分かる。 

 

表 2.1.2-1 1978 年宮城県沖地震のすべり量分布 

小断層 すべり量 （ｍ） 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

0.09 

0.08 

0.13 

0.20 

0.48 

0.37 

0.13 

0.31 

1.03 

0.03 

0.01 

0.12 

 

図 2.1.2-1（左）で山中・菊地（2005）が地震波形からすべり量分布を求めた結果と本調査

の結果を比較しているが、本調査により推定された 1978 年宮城県沖地震の際に大きく滑った

プレート境界は山中・菊地（2005）の結果と良く一致していることが分かる。詳しく見ると津波波

形解析からは北側５番・６番の断層より、南側９番で大きく滑ったと推定されたが、山中・菊地

（2005）では北側の方が大きくすべったと推定されているのが少し違う。図 2.1.2-1（右）に Seno 

et al.(1980)の結果と本調査の結果を比較する。津波波形解析で最も大きくすべった小断層は

Seno et al.(1980)が推定した陸側の断層に一致し、またその北東の５番の断層は彼らによる海

側の断層に一致するであろう。また陸側の小断層が海溝側より大きくすべている分布は Seno et 

al.(1980)と良 く一 致 している。ただ津 波 波 形 で推 定 されたすべり量 は全 体 的 に Seno et 
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al.(1980)よりも小さい。 

 

 

図 2.1.2-1  1978 年宮城県沖地震のすべり量分布。▲は解析に用いた検潮所の位置、番号付

長方形がすべり量を推定した小断層の位置を示す。 （左）山中・菊地（2005）の推定した

1978 宮城県沖地震のすべり量分布（コンター間隔 50cm）との比較。（右）Seno(1980)の推定し

た 1978 年宮城県沖地震の断層面との比較 

 

 

図 2.1.2-2 

1978 年宮城県

沖地震のすべり

量分布解析によ

る、観測津波波

形と計算津波波

形の比較。青色

実線が観測波形、

赤色破線が計算

波形。検潮所名

の下に使用した

津波波形の地震

発生時からの時
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刻（分）を示す。 

3) 結論ならびに今後の課題 
津波波形解析により 1978 年宮城県沖地震のすべり量分布を推定した結果は、地震波

を用いて推定されたアスペリティー（大きくすべった場所）とほぼ同じ場所である事が

明確になった。検潮記録を用いた津波波形解析は過去の地震のアスペリティー分布を知

る上で重要である事が再確認できた。 
 

(c) 1936 年宮城県沖地震のすべり量分布推定 
1) 調査観測の実施方法 

ⅰ）八戸測候所・仙台管区気象台・小名浜測候所にて津波波形記録の調査・収集を行

う。八戸の津波波形記録については、原記録を得ることができたため、記録の時刻補正

ができた。しかし解析に使用したその他の３つの津波波形記録（月浜、石巻、小名浜）

については、原記録は存在せず時刻精度が八戸の記録に比べてよくない。 
ⅱ）八戸港湾空港工事事務所・八戸市立図書館・塩釜港湾空港工事事務所・石巻港湾

事務所・石巻市立図書館・小名浜港湾事務所にて地震当時の検潮所周辺の海底地形デー

タの調査・収集を行う。収集されたデータを基に、津波波形数値計算に必要な 1936 年

当時の検潮所近傍の海底地形デジタルデータを作成した。 
ⅲ）八戸、月浜、石巻、小名浜の4検潮記録を用いて1936年宮城県沖地震のすべり量

分布を推定した。津波波形から断層面上のすべり分布を推定するため、想定される断層

面を９個の小断層に分割した（図2.1.2-3右）。断層の長さと幅は30 km ×30 kmである。

小断層は前述の(b)1978年宮城県沖地震のすべり量分布を津波波形解析から推定したも

のと同じ位置に配置した。ただし今回は北側の３つの小断層を省いた。その理由は、ま

ず本地震に対してインバージョンに使用できる津波波形記録は４つしかなく分解能が

無い事、さらに余震域や地震波解析から1936年の地震はすくなくとも北側に破壊が及ん

でいないと確認されている事である。全ての小断層においてメカニズムはSeno et al. 

(1980)が1978年宮城県沖地震に対して推定したものと同じと仮定し、走向は190°、傾

斜20°、すべり角は76°、を用いた。津波数値計算の方法及び津波波形インバージョン

の方法は1978年宮城県沖地震の場合と同じ。ここで得られた1936年宮城県沖地震のすべ

り量分布を1978年宮城県沖地震のすべり量分布と比較する。 

ⅳ) 八戸以外の３検潮記録は原記録に戻る事ができなかったため、時刻精度に問題が

残る。時刻精度によるすべり量分布の違いを評価するために、それらの検潮記録の時刻

を 5 分から 10 分程度変化させて津波波形インバージョンを行い、すべり量分布の結果

にどのような影響を及ぼすか評価した。 
 

2) 調査観測の成果 

八戸、月浜、石巻、小名浜の 4 検潮記録を用いて 1936 年宮城県沖地震のすべり量分

布を推定した結果を図 2.1.2-3 右に示す。最も大きくすべった小断層は６番の断層です

べり量は 0.7ｍであった。その他の小断層のすべり量は 0.15ｍ以下と推定された（表２

参照）。剛性率を７×1010N/m2 とするとトータルの地震モーメントは 0.68×1020Nm

（Mw7.2）と計算される。図 2.1.2-4 に観測津波波形と計算津波波形の比較を示す。４
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つ全ての検潮所で観測波形が比較的うまく再現されているのが分かる。 

 

表 2.1.2-2 1936 年宮城県沖地震のすべり量分布 

小断層 すべり量 （ｍ） 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

0.09 

0.05 

0.00 

0.04 

0.14 

0.66 

0.03 

0.07 

0.00 

 

 

 

図 2.1.2-3 1978年宮城県沖地震のすべり量分布と1936年宮城県沖地震のすべり量

分布の比較 
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図 2.1.2-4 1936 年宮城県沖地震のすべり量分布解 

  析による、観測津波波形と計算津波波形の比較。 

  青色実線が観測波形、赤色破線が計算波形。検 

潮所名の下に使用した津波波形の地震発生時から 

  の時刻（分）を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.2-3 に 1936 年宮城県沖地震のすべり量分布と 1978 年の宮城県沖地震のすべ

り量分布を比較する。まず、全体的にすべり量は 1978 年の地震は 1936 年の地震よりも

大きかったことが分かる。推定された地震モーメントは 1978 年の地震が 1.9×1020Nm

（Mw7.5）であったのに対し、1936 年の地震は 0.68×1020Nm（Mw7.2）であった。断層

がすべった断層域も 1978 年の地震の方が広かった。しかし、最も大きくすべった位置

はほぼ同じであるといえる。ただし、1936 年の地震に対する上記の結果は全ての検潮

記録の時刻が正しいと仮定して得られた結果で、実際には月浜、石巻、小名浜での時刻

精度は良く分かっていない。 

そこで上記３検潮記録の時刻を表３に示すように故意にずらしてすべり量を求める

事により、1936 年宮城沖地震のすべり量分布がどの程度正確に推定されているか評価

する。表 2.1.2-3 から８分以上ずらした場合は、波形の合いが悪くなり、観測波形を満

足させるようなすべり分布が得られない。しかし、月浜＋5 分、石巻＋5 分、小名浜-5

分とした場合は、観測波形と計算波形の合いも比較的良い結果を得る事ができた。その

結果を図 2.1.2-5 に示す。結果は時刻をずらさなかった場合よりもすべり量が南に染み

出したような分布となった。 
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表 2.1.2-3 ３検潮記録の時刻を故意にずらしすべり量分布を推定した結果 
検潮所 補 正 時 刻 （分） 
月浜 
石巻 

小名浜 

０ 
０ 
０ 

＋５ 
＋５ 
０ 

＋５ 
＋５ 
－５ 

＋８ 
＋８ 
－８ 

＋10 
＋10 
－５ 

＋10 
＋10 
－10 

RMS res. 2.98 3.57 3.17 3.52 3.96 3.86 
小断層 す べ り 量 分 布 （ｍ） 

１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
９ 

0.09 
0.05 
0.00 
0.04 
0.14 
0.66 
0.03 
0.07 
0.00 

0.15 
0.00 
0.00 
0.06 
0.13 
0.32 
0.10 
0.12 
0.14 

0.18 
0.00 
0.00 
0.08 
0.03 
0.28 
0.17 
0.18 
0.29 

0.11 
0.00 
0.10 
0.08 
0.00 
0.02 
0.17 
0.27 
0.23 

0.08 
0.00 
0.17 
0.10 
0.00 
0.00 
0.11 
0.30 
0.05 

0.04 
0.00 
0.16 
0.10 
0.00 
0.00 
0.13 
0.36 
0.00 

 
 

 
図 2.1.2-5 検潮記録の時刻誤差が月浜＋5 分、石巻＋5 分、小名浜－5 分とした場合 
    のすべり量分布（左）と観測波形と計算波形の比較（右） 
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3) 結論ならびに今後の課題 
1936 年宮城県沖地震のすべり量分布を八戸・月浜・石巻・小名浜の検潮記録を用い

て推定した結果、地震モーメントは 0.68×1020Nm（Mw7.2）と 1978 年の地震の 1.9×1020Nm

（Mw7.5）と比べると小さい事が分かった。大きくすべった位置は 1978 年の場合と同じ

場所に推定されたが、月浜・石巻・小名浜の記録の時刻に誤差が大きい事を考慮すると、

1936年のすべりが 1978年の地震のすべり域よりも南に及んでいた可能性は否定できな

い。過去の地震のすべり量分布を精度良く推定するためには、検潮記録の時刻精度が問

題となり、地震動が記録されていない場合には原記録に戻り、時刻遅れを正確に知る必

要がある。 
 
(d) 1937 年宮城県沖地震の津波調査 

1) 調査観測の実施方法 

八戸測候所にて津波波形記録の調査を行う。 
2) 調査観測の成果 

地震発生日時（1937 年 12 月 27 日）の八戸での検潮記録を収集する。ノイズレベル

をこえる津波は無かった事が確認できた。津波は 1978 年宮城県沖地震や 1936 年宮城

県沖地震に比べると小さかった事が確かめられた。 
3) 結論ならびに今後の課題 

1937 年宮城県沖地震の津波解析は難しい。 
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2.1.3 歴史資料に基づく過去の宮城沖地震の調査 

 

（１）調査観測の内容 

 

(a) 課 題： 歴史資料に基づく過去の宮城県沖地震の調査 

 

(b) 担当者  

所    属 役  職 氏    名 

東京大学地震研究所 

 

助 教 授 都 司 嘉 宣 

 

(c) 調査観測の目的 

宮城県沖地震は、江戸時代の初頭以来、1978 年の宮城県沖地震まで表 2.1.3-1 に記したよ

うに、合計７回の類似の地震が発生している。本研究では、このような歴史上に発生した宮

城県沖地震系列の地震の実像を解明して、共通する性質と、個々に異なった点を解明して、

将来にも発生するであろう宮城県沖地震の予知、防災対策の計画立案に資することを目的と

する。 

表 2.1.3-1 昭和 53 年(1978)宮城県沖地震に類似する地震 

  和 暦  西 暦  被害域
 関東中

部震度４
津波の有無 

前回間

隔年 

享保 2 Ⅳ 3 1717 Ⅴ 13    ○   ○ 
○気仙沼市

階上 
  

寛政 5 Ⅰ 7 1793 Ⅱ 17    ○   ○   ◎ 76 

天保 6 Ⅵ 25 1835 Ⅶ 20    ○   ○   × 42 

文久 1 Ⅸ 18 1861 Ⅹ 21    ○   △ ○綾里・野蒜 26 

明治 30 Ⅱ 20 1897 Ⅱ 20    ○   ○   ○ 36 

昭和 11 XI 3 1936 XI 3    ○   △ 
○女川

90cm 
39 

昭和 53 Ⅵ 12 1978 Ⅵ 12    ○   ○ 
○仙台新港

48cm 
42 

 被害域に○とあるのは、おおむね震度５以上の範囲が類似することを示し、 

関東中部震度４に○があるのは震度４の領域が関東地方中央部にまで拡がっている 

ことを示している。 

 

（２）平成14～16度（３か年）の成果 

 

(a) 調査観測の要約 

東北６県の各県立図書館を訪問し、各５～10日ほどの期間滞在して、従来の地震史料

集の刊行以後今日までに新しく発行された市町村誌類に紹介された歴史地震に関する資

料を収集した。これによって得られた史料を地震年代別に整理分類して、江戸時代に起

きた4回の宮城県沖地震の震度、津波の状況などを調査し、宮城沖地震に共通的な特徴と、

周期性、前震、余震活動などを調べた。過去に発生した最大の宮城県沖地震であると考

えられる、寛政五年(1793)宮城県沖地震の古文書史料の記載内容を整理分析し、震度分
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布、および津波の被災状況、浸水高さをとくに詳細に調査した。その結果に基づき、こ

の地震の震源モデルを考察した。寛政五年(1793)宮城県沖地震については(c)節で、その

他の三つの地震については(b)節で述べる。さらに、昭和53年(1978)宮城県沖地震を始め、

近現代に起きた宮城県地震について、前兆とおぼしき「宏観現象」が気づかれており、

これらは将来の宮城県沖地震の予知の手がかりとなると考えられるので、それらの記事

も集積した。その結果を(d)節で述べる。 

 

(b) 江戸時代に起きた三度の宮城県沖地震の研究 

表 2.1.3-1 から分かるように、江戸時代には宮城県沖地震と同系列の地震と見られる地震

が４回起きている。このうち、2番目の寛政五年(1793)の宮城県沖地震はやや大きな規模の

津波を伴う地震であって、次節で扱うこととして、ここではそれ以外の、享保二年(1717)、

天保六年(1835)、および文久元年(1861)の三度の地震について述べておこう。そもそも、震

度分布などから見た宮城県沖地震の特徴を要約しておこう。それは表 2.1.3-1 にも挙げた次

の三つの特徴を持つものを「宮城県沖地震」と定義することができる。 

1) 震度５弱以上の、家屋、建造物に被害を生ずる揺れの範囲が、仙台平野をはじめ宮城県

全域と岩手県の南部、および福島県北部の平野部の範囲に及んでいること。 

2) 震度４の範囲が関東地方中央部にまで及んでいること。 

3) 小さな津波を伴うこと。 

をあげることができる。ただし、昭和 53 年(1978)宮城県沖地震では、津波の最大高さを

示したのは、気仙沼港での 1.2ｍ、女川での 1.1ｍに過ぎなかったので、歴史の地震事例

では津波は必ずしも記録が残されているとは限らないことに注意する。 

 江戸時代には、宮城県地方を中心にして被害を生じた顕著な地震はこれ以外にもあるが、

この３つの特徴を備えていないものは宮城県沖地震とはみなさないことにした。 

  ① 享保二年四月三日（1717 Ⅴ 13）・享保宮城県沖地震 

享保二年(1717)宮城県沖地震の震度分布を図 2.1.3-1 に示す。震度５の領域が、北上側流

域に沿って盛岡に及んでいること、震度４の領域が関東地方中央部に現れていること、およ

び気仙沼市階上につなみによる田畑への浸水記録があって小津波を伴っていたことが判明

し、この地震が典型的な宮城県沖地震であることが明らかとなった。 

                
         図 2.1.3-1 享保 2 年(1717)宮城県沖地震の震度分布 
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② 天保六年六月二十五日（1835 Ⅶ 20）・天保宮城県沖地震 

            

 図 2.1.3-2 天保６年(1835)宮城県沖地震の震度分布 

 

 

           

          図 2.1.3-3 天保６年(1835)宮城県沖地震の震度分布 
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 天保宮城県沖地震の詳細震度分布を図 2.1.3-2 に、その宮城県とその周辺部での詳細図を図

2.1.3-3 に示す。震度５弱以上の地域は宮城県全域と、岩手県南部、および福島県北部に及んでい

る。さらに首都圏を含む関東平野中央部が震度 4 の地域となっており、宮城県沖地震の特徴が顕著

である。ただし、この地震には津波記録は見つかっていない。しばしば言及される「太平年表」、「校正

王代一覧」、「慶弘紀聞」など、後世の編年ものの文献にのみ現れる文章はすべて｢仙台領大地震、居

城大破損、大津波にて民家数百軒流死人数を知らず｣であって、対応する地方史料の裏づけがまった

く得られず、この地震に津波があったことは裏付けられない。陸算高田市の海岸に近い集落である今

泉で記された「小嶋家文書」の「世間風唱之事」では、この天保地震の現地の様子が述べられ、かつ、

寛政五年地震で津波があったことを対比している。また、石巻、塩釜、松島など仙台に近い場所で書

かれた、信頼性の高い地元記録にも津波の記載はない。さらに、松島町桜渡戸で書かれた桜井家文

書には、６月 25 日の地震被害を記したあと、その 9 日後の 7 月 4 日から 7 日まで大風雨があって、付

近の集落が海のようになり、さらに「仙台御城下澱橋から五軒茶屋まで「五百軒ばかり流れ、人死する

こと数知らず」という、大風雨災害があったことが記されている。「太平年表」などの「大津波にて民家

数百軒流。死数しらず」の記事は、この地震の 9 日後の暴風雨による被害記事をあやまって同一視し

たものとほぼ断定できるであろう。 

 武者(1941)の「増訂・大日本地震史料、第三巻」の第 417 ページに山奈宗真の「岩手県沿岸大

海嘯取調書」に綾里（大船渡市三陸町）での取材記事「天保ノ津浪ニ湊人家ニ破損無し、海岸

ヨリ百五十間マデ波走りたりと云」の記事が紹介してあり、山名宗眞はこの「天保ノ津浪」を、

天保六年宮城県地震の「津波ナラン」とあて推量している。しかし、三陸海岸には天保１４年

にチリ国コンセプシオン沖の地震による遠地津波が襲っており、大槌、気仙沼の市街地で床ま

で津波が揚がっている。綾里はこの大槌と気仙沼の中間点である。当然「天保ノ津浪」とはこ

ちらの津波と理解すべきである。 

 以上の論証により、天保六年宮城県沖地震の津波存在の根拠はすべて失われることとなり、

この地震が津波を伴っていたとする見解は否定されなくてはならない。 

 

③ 文久元年九月十八日（1861 Ⅹ 21）・文久宮城県沖地震 

 文久元年(1861)宮城県沖地震の震度分布を図 2.2.3-4，および図 2.1.3-5 に示す。この地震

の震度５弱以上の地域も、宮城県全域方岩手県の南部に及んでいる。また震度４の領域が江戸

に及んでいる。さらにこの地震には明白に津波が伴っており、綾里で１２尺、すなわち 3.6ｍ

であったことが記録されている。 
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     図 2.1.3-4 文久宮城県沖地震の震度分布 

 

    図 2.1.3-5 文久元年(1861)宮城県沖地震による宮城県 

およびその周辺部での詳細震度分布 

 

 

 

- 153 -



 どの宮城県沖地震の震度分布図にも共通して、石巻から北、鹿又、桃生など、北上側流

域の平野部に位置する各集落で震度が大きく現れていることが指摘できる。地盤の軟弱な

ことによるのであろう。 

 

(c) 寛政五年(1793)宮城県沖に発生した地震の詳細震度分布と津波の状況 

１）寛政地震の震度状況 
寛政五年正月七日昼九ツ（1793 年 2 月 17 日 12 時頃）、宮城県と岩手県を中心に東日本一帯

の広い範囲で地震が発生した。この地震について書かれた史料は比較的多く残っており、そ

れをもととした地震の先行研究がいくつかある。 

各史料からの寛政地震記事を引き抜き，場所，記事，出典及び震度をまとめたものを表 2.1.3-1

にかかげ，その表 2.1.3-1 から得られた震度分布図を図 2.1.3-6 に載せた。また，震度が判

定された地点の多い，宮城県及び福島県については，分布を明瞭にするために，図 2.1.3-7

及び図 2.1.3-8 にそれぞれ拡大図を載せた。これらの図から，寛政地震は宮城県を中心に福

島県や岩手県が強く揺れた地震であることが言える．とくに宮城県は震度 6 から震度 5 の強

い揺れを県内全域で感じている。また，岩手県内陸南部から福島県北部にかけても震度 6 ク

ラスの強震域が及んでおり，これが寛政地震の大きな特徴といえよう。そして，震度 4 の分

布は東京にまで及び，震度 3に関しては宮城県沖から約 500km 離れた長野県山口村や約 350km

離れた新潟県糸魚川などでも感じるなど、広範囲で揺れたことがわかる。 

 
この震度 4 の分布に注目すると、その分布は関東南部にまで及んでおり、寛政地震の震度

は、北は青森県から南は関東地方にまで及んでいる。 
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表 2.1.3-2 政地震の震度判定表（記事は要約して書かれているものもある） 

 

史料地名 現在地名 記事 出典
判定
震度

八戸 青森県八戸市 大地震三度あり 八戸藩勘定所日記 4

鷹巣
秋田県北秋田郡鷹
巣町

大地震 永年記 4

雫石 岩手県雫石町 所々家蔵損、酒屋酒こぼし瀬戸物屋品物沢山損 雫石歳代日記 5-
牛頭天王宮 岩手県盛岡市 大破 寺社　四 5-
花巻 岩手県花巻市 潰町屋6、給人家2、土蔵1、寺1 盛岡藩雑書 ６
本荘 秋田県本荘市 地震良繁して止まらず 編年日記覚書 3
黒沢尻 岩手県北上市 土蔵大破3 盛岡藩雑書 5+
鬼柳 岩手県北上市 役屋大破2、小屋大破1 盛岡藩雑書 5+
永徳寺 岩手県金ヶ崎町 永徳寺本堂土蔵崩れる 水沢市史　Ⅲ 6-
藤沢 岩手県藤沢町 大地震 皆川家日記 4
鶴岡 山形県鶴岡市 余ほどの地震有 大泉百談　弐 4

迫 宮城県迫町
家作寝返り、人馬死すことおびただし10日の余震で
倒れた家もあり

近世日誌 6-

藤里 宮城県瀬峰町 藤里村、破損多し 藤里村誌 5-
寺池 宮城県登米町 後船橋で居家倒壊4、5軒 登米町史 6-
瀬峰 宮城県瀬峰町 大地震被害頗る多し 瀬峰町史 5+
西野 宮城県米山町 米岡周辺村で潰家42,3軒 登米町史 6+
古川 宮城県古川市 所々家倒れ、酒屋酒こぼれ、産婦負傷 岩崎三代記録 6-
鹿又 宮城県河南町 屋敷石垣崩れる、長屋十五軒程瓦崩れ、町家数多 永書 6-
塩竈 宮城県塩釜市 百年にも之無大地震、人馬に怪我無し 塩釜町方留書 4
仙台東照宮 仙台市青葉区 東照宮の金灯籠4本、石灯籠2本、眞浄院灯籠1本倒 仙岳院文書 5-

仙台城 仙台市青葉区
仙台城大手先、片倉小十郎屋敷石垣揺り崩れ、茂庭
様表御長屋15軒瓦崩、城下芭蕉辻雁金屋店8軒倒

鷧齋日録（うさいにちろ
く）

5+

上余田 宮城県名取市 当町近隣所々棟梁折れ、壁倒崩 香集院文書 6-
米沢 山形県米沢市 米沢城、御堂はじめ御城破損か？ 上杉家御年譜 5-
飯坂温泉 福島県福島市 上飯坂温泉小湯トフクダ湯停まる 明光寺過去帳 5+
伏黒 福島県伊達町 土蔵大破、壁落ち潰もあり、居宅潰 伊達町史　Ⅳ 6-
相馬 福島県相馬市 相馬城内籾蔵等破損、家破損 新妻蔭常手記 5-

福島 福島県福島市
痛み家多く、戸障子多く外れ散乱す、潰家20余、土
蔵潰20余怪我人1人

永書 6-

川俣 福島県川俣町 土蔵屋根潰、石落、酒樽の酒こぼれる 累世年鑑 5-

本宮 福島県本宮町 大地震
藤原家記録（「本宮地
方史」所収）

4

白沢 福島県白沢村 大地震 年代記 4

三春 福島県三春町 大地震
福島県史3　近世2　三
春藩

4

長岡 新潟県長岡市 地震 専福寺「諸事見分雑 3
守山 福島県郡山市 大地震 守山藩御用留 4
田島 福島県田島町 地震 農業耕作帳 3
四倉 福島県いわき市 大地震 北行日録 4
糸魚川 新潟県糸魚川市 地震 榊神官日記 3
矢祭 福島県矢祭町 大地震 万覚帳 4
日光 栃木県日光市 大地震、御機嫌伺い 表日記 4
赤城神社 群馬県宮城村 地震 赤城神社年代記 3
笠間 茨城県笠間市 大地震有之、天水桶の水こぼれ申候 牧野家御家譜 4
関城 茨城県関城町 地震 飛田佐平太年々覚付 3
下諏訪 長野県下諏訪町 地震 上社大祝家日記 3
岩槻 埼玉県岩槻市 地震無慮7回 児玉南柯日記 3
川越 埼玉県川越市 強き地震 松平藩史料 4
豊田 茨城県龍ヶ崎市 余ほどの大地震 豊田村名主日記 4
蕨 埼玉県蕨市 大地震 (岡田家)日記 4
飯岡 千葉県飯岡町 大地震 向後太郎兵衛家文書 4
江戸城内紅葉山 東京都千代田区 東御蔵白壁割れ、窓三ヶ所落ちる 書物方日記 4
江戸城 東京都千代田区 地震にて東御蔵白壁窓蓋三箇所落 幕府書物方日記 4
甲府 山梨県甲府市 地震 坂田御用日記 3
八王子 東京都八王子市 地震 石川日記 3
山口 長野県山口村 地震　長く揺れる 外垣覚書 3
九十九里 千葉県九十九里町 大地震 飯高家御用留 4
生麦 横浜市鶴見区 地震 関口日記 3
御殿場 静岡県御殿場市 地震長く揺り申 名主日記 3
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図 2.1.3-6 寛政地震震度図 
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図 2.1.3-7 

 岩手県の寛政地震詳細 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
図 2.1.3-8 

福島県の寛政地震詳細 
 

 
 
 

 
 
2) 寛政地震による津波の状況 

寛政地震による津波(以下寛政津波と記す)は，『新収史料』が発刊されてから記事が豊

富になった。これにより、三陸海岸から福島県沿岸にかけて比較的詳しい津波の様子が明

らかになり、浸水高分布だけでなく、引き波が強かったなどの津波の特徴も明らかになっ

た。 
 史料からの津波記事による浸水高判定は一般に難しい。ひとつの方法は、実際に現地に

行って高さを測ることであろう。都司･上田(1995)は、三陸海岸を踏査し史料の記述の中

で高さを測定できそうな地点を選んで、寛政津波の浸水高を推定した。その結果、岩手県

宮古で約 1 m、山田で 2.6 m、大槌で 2.4 m、大船渡で 4.2m、長部(陸前高田市)で 4.6 m 
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などと推定している。これらは信頼の置け

る値であろうと思われる。 
 

われわれは、2004 年 1 月 9 日、10 日の

2 日間にわたって、岩手県山田町以南、宮

城県牡鹿町までの 11 点(図 2.1.3-9 参照)
について、古文書の記載に基づき津波の浸

水高さに関する測量測定を行った。それら

の測量のさい、各市町村役場発行の『都市

計画地図』の 2500 分の 1 の地図が入手で

き、標高目標点の近くに TP 測定標高の既

知点があるときには、その点を起点として

津波浸水点の標高を測定した。 
現地において実地測量した 11 点での寛

政津波による海水の浸水高の推定値を表

2.1.3-2 としてまとめた。 
 
       
 

 図 2.1.3-9 寛政津波の浸水高を

実際に測定した 11 点 
 

 
表 2.1.3-3 寛政津波の水位上昇高実地測定結果 
 

 
 

° ′ ″ ° ′ ″
山田町・細浦 141 57 34 39 27 12 往来を塩浪打越 2.3m (MSL)
山田町・織笠 141 57 44 39 26 45 川通家水上がり 2.4m (MSL)
釜石市両石水海 141 53 22 39 17 52 家十四件流失 ≧4.5m (TP)
釜石市唐丹本郷 141 53 29 39 12 23 御制札場で肩まで水漬かる 5.9m (TP)
大船渡市三陸町砂子浜 141 50 42 39 4 19 御制札へ水付き候 3.9m (MSL)
大船渡市三陸町綾里 141 47 56 39 2 29 肝入輿平治宅道具流失 4.5m (TP)
陸前高田市長砂 141 38 34 39 0 34 長砂海道まで海水のぼる 1.6m (TP)
陸前高田市誂石下 141 37 21 39 1 15 誂石下まで津波押し流される 2.6m (TP)

家々の土台上三尺程水漬かる
居家へ四尺水揚げたり

雄勝町雄勝 141 28 11 38 30 55 床上浸水二尺 5.4m (MSL)
牡鹿町給分浜小淵 141 28 25 38 19 0 小淵は四十軒流失 4.3m (MSL)

津波による水
位上昇高測定

陸前高田市長部湊 141 37 28 38 59 20 5.0m (TP)

場所
経度 緯度

記事
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図 2.1.3-10 寛政津波の浸水高分布図 
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 (d)1978年宮城県沖地震の宏観現象の報告事例 

1) 調査観測の実施方法 

 1978 年宮城県沖地震の発生後 2,3 年以内に地震学会、学会誌、マスコミ報道 

などに現れた様々な宏観現象の報告を収集した。 

2) 調査観測の成果 

Ａ．専門的研究者による物理化学現象 

А－１  地下水、水位異常変化 

静岡県御前崎水位観測井戸にて、前兆と考えられる水位異常変化（低下）が観測さ

れた。 

 ［文献］ 脇田宏・中村裕二、帯水層の飽和度と地震前の水位変動、 

    地震学会講演要旨集、1981 春、C23。 

 中村裕二・脇田宏・島村英紀、深層地下水の温度変化（Ⅱ）、地震学会講演要旨集、 

1980 春、C44。 

Ａ－２ 地震観測、ストレスドロップ：モーメント Mo 比 

    約１年前から宮城県沖海域に生じた中小の地震のおのおのについてこの比を測定 

したところ、約１年前の M5.8 地震の発生を境にこの日の値が小さくなった。 

［文献］斉藤和也･増田徹、浜口博之、高木章雄、地震学会講演要旨集、1980 秋、A19． 

Ａ－３ 微小地震の活動様式の変化＜第２種空白域＞ 

    1975 年-1977 年 6 月 8日まで「プリズム領域」内に地震が頻発したが、1977 年 

6月 8日から本震の1978年 6月１２日までここではほとんど地震が起きていない。

［文献］ 高木章雄、長谷川昭、海野徳仁、地震学会講演要旨集、1980 秋、A20． 

Ａ－４．地層の電気比抵抗の変化 

    神奈川県油壺観測所（D＝404ｋｍ）付近の「ナマズ岩」の電気比抵抗が変化した。 

４時間前から比抵抗が降下した。 

［文献］山崎良雄、東京大学地震研究所彙報、58、1980、477-525． 

Ａ－５ 本震８分前の前震（文献多し） 

Ａ－６ 地磁気の短周期変動の異常 

    女川（Δ＝70km）で、地磁気の短周期変動の振幅比異常が本震の 30 日前から発生。 

   ［文献］<原文献未調査>「１９７８年宮城県沖地震調査報告書」､土木学会東北支部 

Ａ－７ 地下水中のラドン量の変化 

   ［文献］<原文献未調査>「１９７８年宮城県沖地震調査報告書」､土木学会東北支部 

Ａ－８（長期前兆） 

    地震活動、三陸沖の海底地震活動に空白域を生じていた。 

［文献］笠原順三、三陸沖における海底地震活動と空白域、地震学会、1978 秋、A43． 

Ａ－９ 地下水位・温泉温度 

 仙台市、塩釜市、東京都、横浜市、葉山町、大和市、大井町、長野県戸倉などの 

- 160 -



井戸に水位異常。また山北町、伊東市の温泉温度に多少の変化あり。 

［文献］大木靖衛、平賀士郎、伊豆半島近海および宮城県沖地震に関する地下水位、

温泉温度の前兆現象について、地震学会、1978 秋、A53． 

Ｂ．生物現象 

Ｂ－１ ネムノキの電位 

    東京都杉並区善福寺２丁目東京女子大文理学部校内のネムノキの電位、２日前の 

6 月 10 日に、鋸歯状異常が出現した。 

［文献］鳥山英雄、川口正人、地震学会、1978 秋、Ａ54、および 1979 春、Ｃ52-1． 

Ｂ－２ 生物異常 

    本震の約 10 日以前か本震発生時までに気づかれた生物異常行動（有意性の判定の

困難なものが大部分） 

    亀井（1978）は 365 件をあげている。 

［文献］ 亀井義次、宮城県沖地震前の異常調査、地震学会、1978 秋、A41． 

    仙台市八木山動物公園の動物。インド象、チンパンジー、ラマ（9頭）、キリン 

    県立第一女子中学校調査の動物異常。 

   ［文献］ 力武常次、鈴木美音子、宮城県沖地震と動物先行現象、「1978 年宮城県沖 

地震の記録と教訓」、泉市、1979． 

Ｃ．アマチュアの指摘する物理現象 

Ｃ－１ 前日の夕焼け 

    前日の夕焼けが異常な赤さであった。 

［文献］亀井義次、宮城県沖地震前の異常調査、地震学会講演要旨集、1978 秋、A41． 

Ｃ－２ 雲の異常 

    白い毛糸のような横縞（？）、NHK 東京放送の上空に現れたとされる。 

［文献］ 高石慶次、地震学会、1980 春、Ｃ54 

Ｃ－３ 雲の異常、予知雲（？）が東京で観測された。 

［文献］ 谷口宏、地震予知と大気現象の異常雲、地震学会、1979 秋、C60. 

       和田忠夫、大石小四郎、地震学会、1978 秋、A58． 

Ｃ－４ 地中水平電位  

［文献］川口正人、地震学会、1978 秋、Ａ56． 

Ｃ－５ 彗星？ 

［文献］ 児堀四郎、地震学会講演要旨集、1978 秋、A59． 

3) 結論ならびに今後の課題    

地震研究者として専門家といえる人の観測項目に宏観現象が気付かれていることは

注目に値する。現象が震源に近い宮城県方面よりも関東地方や東海地方など震源から遠

い地方で多く気付かれている。電磁気的な現象、井戸内水位変化の報告が多い。将来の

宮城県沖地震の予知の手段として有効な情報が含まれていると考えられる。 
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(e) 考察と今後の課題 

 宮城県沖地震は、江戸時代の初期からすくなくとも 7回あったこと、それらがおおむ

ね40年弱の間隔で起きていることがわかった。また震度5以上の地域が宮城県全域と、

岩手県南部、福島県北部に及んでいることが判明した。震度 4の地域は関東地方中部と

首都圏に及ぶ。ときには局地的にではあっても、栃木・群馬両県に被害を生ずることが

ある。また多くの場合小さな津波を伴っているため、海域に震源のある地震である。こ

の３カ年に研究で、新たに震度の判明した点もあり、図に反映されているが、せっかく

集められた資料の活用はまだ十分とは言えない。40 年周期は、日記による、有感地震か

ら見た地震活動の変化に対応しているかどうか？液状化、斜面崩壊、亀裂、家屋の倒壊、

人の死傷、特異的に震度がいつも大きくなる地点と地盤との関係、沿岸湖沼への地震津

波の痕跡調査など、このあとに手がけるべき課題はいくつもあげることができる。 

 昭和 53 年宮城県沖地震では宏観現象がいくつか現れた。そのうちのいくつかは十分信

頼するに足る研究者の手によって、客観的な測定や観察事実によってとらえられている。

そのなかには、電磁気的な現象が多い。その体系化、アマチュア観測者による報告など

にも謙虚に耳を傾け、将来の宮城県沖地震への対策に活用すべきであろう。  

 

 (ｆ)引用文献 

武者金吉、1941、「増訂・大日本地震史料・第二巻」、文部省震災予防評議会、pp754.  

武者金吉、1941、「増訂・大日本地震史料・第三巻」、文部省震災予防評議会、pp944. 

武者金吉、1951、「日本地震史料」、毎日新聞社、pp757. 

東京大学地震研究所、1983、「新収・日本地震史料（第三巻）」、pp961. 

東京大学地震研究所、1984、「新収・日本地震史料（第四巻）」、pp870. 

東京大学地震研究所、1989、「新収・日本地震史料（補遺）」、pp1220. 

東京大学地震研究所、1993、「新収・日本地震史料（続補遺）」、pp1043. 

宇佐美龍夫、1987、「新編 日本被害地震総覧」、東京大学出版会、pp434. 

 

（ｇ）結果の論文発表・口頭発表等 

1) 論文発表 

著 者 題   名 発  表  先 発表年月日 

行谷佑一・都司嘉

宣・上田和枝 

寛政五年（1793）宮城県沖に

発生した地震の詳細震度分布

と津波の状況 

歴史地震、19、80-99 2003 

2) 口頭発表、その他口頭発表 

発 表 者 題    名 発表先、主催、発表場所 発表年月日 

行谷佑一・都司嘉

宣・上田和枝 

寛政五年（1793）宮城県沖に

発生した地震の詳細震度分

布と津波の状況 

第 20 回歴史地震研究会

九十九里町 

 

平成 15 年 
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行谷佑一・都司嘉

宣・上田和枝 

寛政五年（1793）宮城県沖に

発生した地震の詳細震度分

布と津波の状況 

「地球科学合同学会」幕

張メッセ 

平成 16 年 4

月 
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2.1.4 波形インバージョンによるアスペリティの空間分布の調査 

 

（１） 調査観測の内容 

 

(a) 課 題 波形インバージョンによるアスペリティの空間分布の調査 

 

(b) 担当者 

所        属 役 職 氏  名 

東京大学地震研究所 助 手 山 中 佳 子 

(c) 調査観測の目的 

強震計波形記録を用いて 1978 年宮城県沖地震の断層面上の詳細なすべり量分布を求め、

アスペリティの位置を押さえる。 

 

（２） 平成１４～１６年度の成果 

 
(a) 調査観測の要約   

平成 14~16 年度は次の各項目を実施した。1978 年宮城県沖地震の強震動波形記録を収集し

デジタル化しを行った。またそれらのデータを用いてインバージョン解析を行った。その結果

これまでの結果に比べ陸側に寄ったところに２つのアスペリティが存在することがわかった。 

 
(b) 調査観測の実施方法 

気象庁で観測された強震計波形記録を収集した。これらはインク書きのアナログ記録である

ため，スキャナで取り込みデジタイズをしてデジタルデータに変換した。今回解析に用いた観

測点は，石巻、大船渡、仙台、福島、山形、宮古、小名浜、盛岡の 8 観測点である。これらの

データに 0.02-0.5Hz のバンドパスフィルターをかけて波形インバージョンを行った。解析には

Kikuchi et al. (2003)の方法を用いた。メカニズムから断層面を仮定し、その断層面上でのす

べり量分布を求めた。 

 
(c) 調査観測の成果 

平成 14 年度の解析では震源から見て南側の観測点である福島、小名浜のデータが得られ

ずこれらを使わずに解析を行っていた。平成 15 年度、新たにこれらのデータが見つかり追

加した。その結果、北側の観測点を主に使ってきた解析では海溝側に見えていたアスペリ

ティが見かけ上のアスペリティであった可能性がでてきた。図 2.1.4-1 にこれまでの解析

結果（青コンター）と今回の結果（赤コンター）を比較する。コンター間隔はともに 0.3m

で 0.5m 以上すべった領域のみコンターを引いてある。主なるアスペリティの位置は南側の

観測点を含めた解析でもそれほど変わらない。解析の結果、1978 年のアスペリティは主に

２つ（図 2.1.4-1 のＡ，Ｂ）あることがわかった。図 2.1.4-1 にあわせて本震後１ヶ月以

内に起きた余震分布も示す。余震がアスペリティの周りを囲むように起きていることがわ

かる。 
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波形を使った解析から、1978 年宮城沖地震は約 37km の深さから始まり、破壊はプレー

ト境界に沿って深い方に進展した。地震の規模は Mo=2.1×1020Nm (Mw=7.5)、 最大すべり

量は 1.9m となった。 

   図 2.1.4-1 1978 年宮城沖地震のアスペリティ分布（赤コンター）と余震分布 
      参考に北側の観測点のみを用いた解析結果（青コンター）も示した。 

 

1978 年の宮城沖地震の１つ前の地震といわれる 1936 年の地震については現存する観測

波形記録が少なく、精度のよい解析はできないが、破壊開始点である震源は２つの地震と

もほぼ同じような位置でありながら、1936 年は南側に、1978 年は北側に破壊が進んでいっ

たことがわかる。図 2.1.4-2 に 1936 年と 1978 年のすべり分布を示す。さらに 1937 年にも

Mw=7.2 程度の地震が起きているが、これもちょうど 1936 年と 1978 年のアスペリティの間

の隙間で起きた可能性が高い。 

        図 2.1.4-2 1936 年と 1978 年宮城沖地震のすべり分布 
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 (d) 結論ならびに今後の課題 

今回の解析の結果、1978 年宮城沖地震のアスペリティの場所が押さえられた。ただ、観

測波形と理論波形を比べる（図 2.1.4-3）と福島、仙台の水平成分の振幅が完全には説明

できていない。これは観測点付近の構造、あるいはプレートの影響が考えられる。今後解

析手法を改良し、３次元構造を考慮した解析が必要である。また 1936 年については波形記

録が少ないため、破壊開始点としてはＰ波、Ｓ波の到着時刻を基にした震源決定によって

決められたものを基にするしかない。これらの地震のアスペリティ分布を正確に求めるた

めにも古い地震の正確な震源の位置の情報は重要である。 

 

 

   図 2.1.4-3 1978 年宮城沖地震の解析結果 

   (a)求められたメカニズム解 (b)震源時間関数 (c)仮定した断層面上のすべり分布 
   (d)観測波形（上段）と理論波形（下段）との比較 
 

(e) 引用文献 

1) Kikuchi M., M. Nakamura and K. Yoshikawa : Source rupture processes of the 1944 
Tonankai earthquake and the 1945 Mikawa earthquake derived from low-gain 
seismograms, EPS, 55, 159-172, 2003. 
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(f) 成果の論文発表・口頭発表等   

1) 論文発表 

著  者 題     名 発  表  先 発表年月日

Yamanaka, 
Y. and M. 
Kikuchi 

Asperity map along the 
subduction zone in 
northeastern Japan inferred 
from regional seismic data 

J. Geophys. Res., 109, 

B07307, 

doi:10,1029/2003JB002683 

2004 

山中佳子 大地震の位置を示す全国版アス

ペリティマップを作る 
AERA Mook, 91-93 2002 

山中佳子 100 年間の地震記録から見えて

きた大地震発生の特徴 
東京消防，81，16-19 2002 

山中佳子・

菊地正幸 
見えてきたアスペリティの特徴 月刊地球, 277, 526-528 2002 

 

2) 口頭発表、その他 

発 表 者 題      名 発表先、主催、発表場所 発表年月日 

山中佳子 大地震アスペリティのマッピン

グ 

科学技術振興調整費「地震災

害軽減のための強震動予測

マスターモデルに関する研

究」シンポジウム 

平成 17 年 3

月 16 日 

山中佳子 東北沖のアスペリティ 地震サイクルシンポジウム 平成 16 年 6

月 

山中佳子 アスペリティマップから見えて

きたこと，そして... 
地球惑星科学関連学会合同

大会 

平成 16 年 5

月 

山中佳子・

菊地正幸 

アスペリティとは 安全工学シンポジウム 平成 15 年 7

月 10 日 

Yamanaka, 
Y. and M. 
Kikuchi  

Asperity Map Along the 
Subduction Zone in the 
Northeastern Japan Inferred 
From Historical Seismograms

ＡＧＵ 平成 14 年 12

月 10 日 

 

菊地正幸・

山中佳子 

アスペリティ 産経新聞 平成 14 年 10

月 27 日 

菊地正幸・

山中佳子 

アスペリティマップについて 東京新聞，他 平成 14 年 5

月 27 日 
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2.1.5 震度インバージョンに基づく宮城県沖地震の震源調査 

 

（１） 調査観測の内容 

(a) 課 題 震度インバージョンに基づく宮城県沖地震の震源調査 

(b) 担当者 

所       属 役  職 氏  名 

鹿島建設（株）小堀研究室 室次長 武 村 雅 之 

 

(c) 調査観測の目的 

宮城県沖で過去に発生した海洋プレートに沿う大地震に対して震度インバージョン手法

を適用し、プレート境界地震、スラブ内地震の区別ならびに各地震の震源過程の違いを明

らかにする。 

 

（２）平成１４～１６年度の成果 

 

(a) 調査観測の要約  
平成 14～16 年度は次の各項目を実施した。 

1)2003 年 5 月 26 日の地震を解析し、震度インバージョン手法の有効性を確認する。 

2)1978 年 6 月 12 日と 1936 年 11 月 3 日の地震を解析し波形インバージョン結果と比較す

る。 

3)1897 年 2 月 20 日,8 月 5 日と 1898 年 4 月 23 日の３地震を解析し、互いの性質を区別する。 

4)1861 年 10 月 21 日の地震（文久の地震）を解析し性質を明らかにする。 

 

(b) 2003 年 5 月 26 日の地震の解析 
1) 調査観測の実施方法 

神田・武村(2003、2004)の震度インバージョン手法の手順を図 2.1.5-1 に示す。震度デ

ータは地震動の短周期成分を反映し、サイト特性の影響を強く受けるため、インバージョ

ンにあたって予めその影響を除去しておく必要がある。このため、豊富な震度データがあ

る最近の地震により標準的な震度の距離減衰式を評価しそれからの差をサイト特性とし

て評価する。図 2.1.5-1 ではその値を相対震度と呼んでいる。対象とする地震の震度デー

タから近傍で求められた相対震度の値を差し引いたデータセットを作成し、それをインバ

ージョンすることにより短周期発生源を突き止める。 
図 2.1.5-2 は、もとめられた震度観測点毎の相対震度、右側はそれらを用いて求めた揺

れ易さマップである。図 2.1.5-3 は、インバージョンに用いる際の断層の領域である。太

平洋プレート潜り込み面を想定して定めている。2003 年 5 月 26 日の地震はスラブ内地震

であり、断層面はプレートの潜り込み面に分布する訳ではないが、やや深発地震面の上面

の地震であり、震度から評価する震源位置の精度を考慮すれば、プレートの潜り込み面に

仮定しても、それほど不都合は起こらない。 
2) 調査観測の成果 

図 2.1.5-4 は 2003 年 5 月 26 日の地震の震度分布で、左は気象庁発表の観測値、右はサ
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イト特性を補正した震度分布である。サイト特性を補正すると、震央を中心にほぼ震度分

布が同心円状になることが分かる。図 2.1.5-5 はインバージョン結果と余震域である。余

震域は針生・他(2003)をもとに評価した。色が濃く相対的にエネルギー放出の大きい場所

と余震分布がよく一致し、震度分布から短周期発生域を有る程度の精度で評価できること

がわかる。残差を最小にするＭは 7.1 で気象庁マグニチュードの値にほぼ一致する。 

 

図 2.1.5-1 震度インバージョンの流れ 
 

 
図 2.1.5-2 相対震度の分布とそれを元にしてもとめたコンター 
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図 2.1.5-3 解析に用いたプレート境界面の位置 

 

 

図 2.1.5-4 2003 年 5 月 26 日の地震の震度分布と相対震度補正後の震度。＋印は震央、等

震度線は余震域の中心から距離減衰式によって描く。 
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図 2.1.5-5 2003 年 5 月 26 日の地震の震度インバージョン結果。気象庁発表の 

震央とおよその余震域を示す。 
 

3) 結論ならびに今後の課題 

2003 年 5 月 26 日の地震を例に震度インバージョン手法の有効性が確認できた。 
 
(c) 1978 年 6 月 12 日と 1936 年 11 月 3 日の地震の解析 

1) 調査観測の実施方法 

1978 年 6 月 12 日の地震の震度インバージョンをやるにあたっては、気象庁発表の震度

データがこの時期気象管署に限られ極めて少ないため[武村、2004a]、気象庁による震度デ

ータ[浜松・宇佐美(1985)]に加え、表（1980）によるアンケート震度データも用いた。1936

年 11 月 3 日の震度データは浜松・宇佐美（1985）がまとめた中央気象台発表のデータで

ある。鏡味（2002a）は新聞記事を中心に本地震の被害を調べているが、全潰家屋はほと

んどなく、震度はいずれの地点も 5 以下と小さいようである。このことは 1978 年の地震

で、宮城県北部を中心に震度 6 の地域が出現したことと異なる特徴であり、中央気象台の

震度データもそのことをよく表している。 
2) 調査観測の成果 

図 2.1.5-6、図 2.1.5-7 が用いたデータ分布とインバージョン結果である。各図に２つの結

果があるのは、気象庁マグニチュードを仮定した場合と、残差が最低となるＭを求めた場合で

ある。最適なＭは両地震とも気象庁マグニチュードにかなり近い。図の四角は 1978 年 6 月 12

日の地震の推定震源域［地震調査研究推進本部(2000)］を囲ったもので、以下の全ての結果に

対して位置の目安として示す。星印は気象庁による震央位置である。楕円で囲う地域は短周期

地震波が強く出たと思われる地域で、解析対象地域の平均を１とした場合におよそ 10 倍以上の

地域を示している。解析対象範囲をどの範囲まで取るかによってこの値は変わるために、絶対

値に意味はない。1978 年の地震では四角で囲まれた断層面のうち陸よりの地域から主に短周期
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地震波が強く励起されたことがわかる。 

  一方 1936 年の地震は、1978 年の地震の震源域を基準に見ると、明らかに短周期発生域が

南にずれていることが分かる。図 2.1.5-8 は Yamanaka and Kikuchi(2004)の波形インバー

ジョン結果との比較である。1936 年の地震はすべりの大きな部分も 1978 年の地震とは異

なり南にずれていることが分かる。 
  3) 結論ならびに今後の課題 

1978 年と 1936 年の地震を比べると震度分布は明らかに異なり、それを反映して短周期

発生域も違う。このような違いは Yamanaka and Kikuchi(2004)の波形インバージョン結果

とも整合し、両者が異なる断層面で発生したことを示唆するものである。宮城県沖では

1937 年７月にも M=7.1 の地震があり、この地震と 1978 年ならびに 1936 年の地震との関

連を明らかにすることは宮城県沖のプレート境界地震の繰り返しを考える上で重要な今

後の課題である。 

 
図 2.1.5-6 1978 年 6 月 12 日の地震の震度データとインバージョン結果。上は気象庁マグニ

チュードを用いた場合、下は最適なマグニチュードを用いた場合。四角は震源域、短

周期発生域を点線の楕円で示す。星印は気象庁による震央 
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図 2.1.5-7 1936 年 11 月 3 日の地震の震度データとインバージョン結果。上は気象庁マグニ

チュードを用いた場合、下は最適なマグニチュードを用いた場合。点線の四角は 1978
年の地震の震源域、短周期発生域を点線の楕円で示す。星印は気象庁による震央 

 

 
図 2.1.5-8 1978 年 6 月 12 日と 1936 年 11 月 3 日の地震の短周期発生域と Yamanaka and 

Kikuchi(2004) の波形インバージョンによるすべり分布との位置関係 
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 (d) 1897 年 2 月 20 日、8月 5日と 1898 年 4 月 23 日の地震の解析 
1) 調査観測の実施方法 

1897 年と 1898 年には宮城県沖に相次いで大地震が発生している。1900 年 5 月 12 日に起こ

った宮城県北部地震も加えると、対象地域ならびにその周辺で被害地震が頻発した時代で

ある。1900 年の地震は武村(2004b、c）により詳しく調べられているので、ここでは 1897

年及び 1898 年の地震について検討する。 

 この時期の地震の震度も浜松・宇佐美（1985）によりまとめられているが、1898 年頃か

ら 1907 年頃までの時期の震度は定義の変動があり、それ以後の震度とそのままの対応関係

で用いると明らかに不自然な状況になることが指摘されている［武村(2004b)］。この点に

ついては武村（2004a）に詳しく説明されている。そのことを考慮して、ここでは、以下の

ような修正を加えて震度分布を評価することにする。 

(1)烈震を 5（烈震）ただし、対象地震には報告点なし 

(2)強震を４（中震）とする。強の弱き方は３（弱震）とする。 

(3)弱震を２（軽震）とする。弱の弱き方（8/5 の地震のみ存在）も２（軽震）とする。 

(4)微震を１（微震） 

 烈震については 6 も含むし、強震については 5 も含む可能性があるが、原データで区別す

ることは不可能である。このためひとまず 5 と 4 にそれぞれ対応させる。弱い方のデータ

の方が多くなるのが普通であるため、その方が間違いが少ないと判断したからである［武

村(2004a)］。また３地震とも中央気象台の地震報告［中央気象台(1900、1902)］に震度分

布の図が出ているが、その図には弱き方の分類はなく、それ以前の分類通り、烈、強、弱、

微の４段階で示されている。その内 2 月 20 日の地震のみは烈の地域が示されているため、

その地域に入る地点の震度は上記の対応を考慮して 5 に変更した。 

  さらに、3 地震について同報告に揺れの特徴などについての記載がある。そのうち 1897

年 2 月 20 日と 1898 年 4 月 23 日の地震には揺れによる被害の記述がある。一方 1897 年 8

月 5 日の地震に対しては津波についての記述が中心で、揺れによる被害の記述はなく、揺

れによる被害はほとんど無かったものと思われる。1897 年 2 月と 1898 年 4 月の地震につ

いては他の被害資料も用いて震度を決め直した。用いた他の資料は、2 月の地震は木村

(1898)、鏡味(2002b)、東京地学協会(1897)、池上(1900)、4 月の地震は東京地学協会(1898)

である。池上(1900)には 1900 年宮城県北部地震と被害を比較した結果が掲載されている。

このようにして決め直した震度の有る地点はその値を用いた。  

2) 調査観測の成果 

図 2.1.5-9 に 1897 年 2 月 20 日の地震の結果を示す。表現は図 2.1.5-6 や図 2.1.5-7 と

同じである。震央とマグニチュード MＵは宇津(1979)を用いた。最適な地震規模も含め、

図 2.1.5-9の結果は 1978年 6月 12 日の宮城県沖地震と非常に良く似ていることが分かる。  
図 2.1.5-10 に 1897 年 8 月 5 日の地震の結果を示す。震央とＭＵは宇津(1979)による。短

周期発生域は 1978年 6月 12日の地震より遥かに海溝よりにあり、地震調査推進本部（2000）

の指摘通りである。また最適な地震規模はＭＵに比べはるかに小さい。ＭＵは励起された津

波の規模や長周期地震動の振幅で決められた地震規模から推定されており [宇津(1979)]、
この結果は、短周期地震波の励起が少なかったことを表している。武村・小山（1981）は、
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東北日本の太平洋沿岸では水深 3000ｍ以上の海溝に近い地域では低周波地震が発生する

と指摘しているが、その指摘と整合する。 
図 2.1.5-11 は翌年 4 月 23 日の地震の結果である。プレート境界で発生したと考えられ

る 1978 年 6月 12日や 1936 年 11月 3日や 1897 年 2月 20日に比べ仙台以南の震度が低い。

この特徴は図 2.1.5-4 の 2003 年 5 月 26 日の地震と共通している。短周期発生域は領域の

北西部に強くでるが、中央部にもやや弱く現れる。これは先に指摘したような震度データ

の問題点が完全に修正できていないためかもしれない。より強い北西側の短周期発生域が

真の姿に近いとすれば 2003 年 5 月 26 日の地震と短周期発生域の位置が近く、宮城県北部

の沿岸直下で発生するやや深発地震である可能性が高い。最適な M は 7.2 で宇津（1979）

による評価と同じである。 
3) 結論ならびに今後の課題 

    1897 年、1898 年に発生した３地震のうち、1897 年 2 月の地震は 1978 年の地震と極めて

よく似た短周期発生域を示すことが分かった。また 1897 年 8 月の地震は海溝近くに震源が

あるプレート境界地震、1898 年 4 月の地震は短周期発生域の場所から 2003 年 5 月と同種

のスラブ内地震ではないかと推定される。迫田(2004)の Fig.5 を見ると、2003 年の地震の

震源域より西側のやや深い場所にスラブと直行する方向に微小地震のクラスターが見られ、

1898 年の地震との関連が注目される。 

 

  図 2.1.5-9 1897年 2月20日の地震の震度データとインバージョン結果。上は宇津(1979) 
      によるマグニチュードを用いた場合、下は最適なマグニチュードを用いた場 

   合。点線の四角 1978 年の地震の震源域、短周期発生域を点線の楕円で示す。星

印は宇津による震央 
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図 2.1.5-10 1897 年 8 月 5 日の地震の震度データとインバージョン結果。上は宇津

(1979)によるマグニチュードを用いた場合、下は最適なマグニチュードを用い

た場合。点線の四角は 1978 年の地震の震源域、短周期発生域を点線の楕円で示

す。星印は宇津による震央 

 
図 2.1.5-11 1898 年 4 月 23 日の地震の震度データとインバージョン結果。上は宇津

(1979)によるマグニチュードを用いた場合、下は最適なマグニチュードを用い

た場合。点線の四角は 1978 年の地震の震源域、短周期発生域を点線の楕円で示

す。星印は宇津による震央 
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e) 1861 年 10 月 21 日の地震（文久の地震）の解析 
1) 調査観測の実施方法 

この地震は宇佐美(2003)によれば M=6.4 の内陸地殻内地震とされているが、一方で都司

（2000）は、宮城県沖のプレート境界地震の可能性を指摘している。武村（2004b）は、

宮城県北部地域の地震帯が 1900 年以来、1962 年、2003 年の 3 地震の震源域で埋め尽くさ

れたように見えることから、内陸地殻内地震の一般的な発生頻度から考えて、わずか 40

年前に起こった 1861 年の地震が内陸地殻内地震であった可能性は低いと指摘している。 

図 2.1.5-11 は、文久の地震と 2003 年に相次いで起こった 5 月 26 日の地震ならびに 7

月 26 日の地震の震度分布の比較である。内陸地殻内地震である 7 月 26 日の地震は震源付

近の震度が６と高い割に、震度４の範囲が狭く、強い震動が遠くまで届かない特徴がある。

一方文久の地震は震度４の範囲は十分広く関東地方にまで及んでおり、この点からも内陸

地殻内地震とは考えにくい。一方、5 月 26 日の地震は、宮城県北部沿岸直下の海洋スラブ

内で発生したやや深発地震である。このタイプの地震の震度分布の特徴は、震度 5 以上の

強い揺れの範囲が岩手県に大きく広がり、逆に仙台以南にはそれ程広く広がらないことで

ある。このため震度 4 の範囲も、内陸地殻内地震に比べ、全体としては大きく広がるが、

図 2.1.5-12 に示す宮城県沖で繰り返すプレート境界地震のように関東地方にまでは延び

ない点である。このような観点から文久の地震の震度分布を見ると、少なくとも宮城県北

部沿岸直下のやや深発地震ではなく、プレート境界地震である可能性が高いことが分かる。 

そこで宇佐美(2003)による震度データを用いて震度インバージョンを試みた。 

2) 調査観測の成果 

  図 2.1.5-13 に結果を示す。目印となる 1978 年 6 月 12 日の宮城県沖地震の断層の西縁近

くにに短周期発生域が求まり、1978 年 6 月 12 日（図 2.1.5-6）や 1897 年 2 月 20 日（図

2.1.5-9）と極めてよく似た短周期発生域分布を示すことが分かる。 

3) 結論ならびに今後の課題 

 図 2.1.5-13 からも分かるように岩手県方面に十分なデータが無く、その意味で評価結果

に不安は残るが、現状のデータで見る限り文久の地震は 1978 年 6 月 12 日や 1897 年 2 月

20 日と同種のプレート境界地震ではないかと考えられる。 

 
図 2.1.5-12 1861 年の文久地震の震度分布と最近の２地震の震度分布比較 
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図 2.1.5-13 1978 年、1936 年、1897 年に宮城県沖のプレート境界で発生したとみられ

る地震の震度分布 
 

 
図 2.1.5-14 1861 年 10 月 21 日の地震の震度データとインバージョン結果。上は地

震調査研究推進本部(2000)によるマグニチュードを用いた場合、下は最適なマ

グニチュードを用いた場合。点線の四角は 1978 年の地震の震源域、短周期発生

域を点線の楕円で示す。星印は宇佐美(2003)による震央 
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2.2 地震観測による地殻活動モニタリング 

 

2.2.1 海底地震観測 
 
（１）研究観測の内容 
 
(a) 課 題 海底地震観測 
(b) 担当者 

所 属 機 関 役  職 氏    名 
東京大学地震研究所 
      〃 
   〃 
東北大学大学院理学研究科 
 地震・噴火予知研究観測センター 
   〃 
   〃 
   〃 
仙台管区気象台気象台技術部 
   〃 
  同  地震火山課 
   〃 
   〃 
   〃 
   〃 
   〃 
気象庁地震火山部地震津波監視課 

教 授 
助 手 
技術職員 
教 授 
助教授 
助 手 
教務補佐 
大学院生 
地震情報官 
地震情報官 
主任技術専門官 
主任技術専門官 
主任技術専門官 
技術専門官 
技術専門官 
技術専門官 

災害調査解析係長 

金 沢 敏 彦 
山 田 知 朗 
八 木 健 夫 
海 野 徳 仁 
日 野 亮 太 
西 野  実 
桑 野 亜 佐 子 
山 本 揚 二 朗 
橋本徹夫（H14－15） 
青 木 元（H16） 
草 野 富 二 雄 
吉 川 一 光 
眞 坂 精 一 
太 田 健 治 
晴  山 智 
畠 山 信 一 
阿 部 正 雄 

      
(c) 調査観測の目的 

1978 年宮城県沖地震の震源域およびその周辺の海底において自己浮上式海底地震計に

よる地震観測網を展開し、その長期繰り返しによって、この地域における微小地震活動の

時間・空間的な分布を詳細に明らかにすることを目的とする。 
 

（２）平成 1４～１６年度の成果 
(a) 調査観測の要約 

宮城県沖地震の想定震源域およびその周辺における微小地震活動の詳細な把握を目的

として、この海域に自己浮上式海底地震計を設置し、これによる微小地震観測を行った。
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海底地震計の設置および回収には、南極観測船「しらせ」、気象庁観測船「凌風丸」、「高

風丸」、「清風丸」の船舶の協力を得た。海底地震観測により得られた観測データは、気象

庁および東北大学の陸上観測網ならびに東京大学の海底ケーブル式地震観測システムの

データと統合処理・解析された。平成 14～15 年度の間に得られたデータの精密な解析に

より、宮城県沖地震の想定震源域周辺の３次元地震波速度構造と微小地震の詳細な空間分

布が明らかになった。その一方で、海底地震観測のデータに基づく正確な震源分布をいち

早く得るため、海底地震計の回収後の迅速なデータ処理のための手法の検討も進めた。平

成 16 年度に回収された海底地震計のデータを用い、これら海底地震計における検測値に

観測点補正を施して気象庁一元化検測値に加えて震源の再決定を行ったところ、上記の精

密解析の結果に近い震源分布を得ることが可能であることがわかった。 
 
(b) 自己浮上式海底地震計を用いた繰り返し観測 

1) 調査観測の実施方法 
宮城県沖地震の想定震源域周辺における地震活動の時空間的な分布を明らかにするた

めには、長期間にわたる地震観測の蓄積が必要である。しかしながら、震源域が位置する

宮城県沖の海域には常設の地震観測網がなかった。そこで、本パイロット的重点調査観測

においては、震源域周辺に海底に設けた海底地震観測点に自己浮上式海底地震計を設置、

これらを定期的に交換することによって、陸域に展開された恒常的観測網に準ずるような

地震観測網を海域に展開することを目指した。 
この調査観測に使用された海底地震計は、長期観測型海底地震計（LTOBS）と短期観測

型海底地震計（STOBS）の２種類からなる。LTOBS はおよそ 1 年間の連続観測が可能であ

る反面、開発されたのが最近であり使用可能な機材数に限りがある。一方、STOBS は多年

の観測実績を有するとともに多くの機材が気象庁・大学で保有されているが、観測期間は

最長で 2ないし 3ヶ月となっている。本調査観測においては、5～11 月の期間に実施され

る観測航海の際に海底地震計の設置および回収作業を行うことができることとなったの

で、こうした船舶の運航日程にあわせて、海底地震計を次のようなサイクルで運用して観

測することにした。観測点配置図を図 1.2.1-1 に示す。 
・LTOBS による通年観測（5観測点） 
平成14年度は、8月29日に南極調査船「しらせ」の訓練航海中に４観測点においてLTOBS

の設置を行った。これらの地震計は翌 15 年度、観測船「清風丸」（舞鶴海洋気象台）の航

海（5 月 15 日～22 日）で回収されるとともに、同一観測点に LTOBS を再設置し、さらに

１観測点の増設を行った。これら５観測点においては、平成 16 年度に観測船「凌風丸」

（気象庁気候・海洋気象部）の航海（5月 8日～17 日）により再び機材の回収・再設置が

行われ、平成 17 年度の 5月に回収するまでの期間観測が継続的に行われている。 

- 182 -



 

図 2.2.1-1 本調査観測の地震観測点の配置図．菱形が解析にデータを使用した観測点の位

置。３文字の観測点コードの最初２文字が LS となっている位置には、長期観測型自

己浮上式海底地震計を、コードが Sと２桁の数字で表されている観測点には、短期観

測型海底地震計を設置した。OB1，OB2，OB3 は東京大学の海底ケーブル式海底地震計

システムの観測点 
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・STOBS による夏期間観測（5～10 観測点） 

STOBS による観測は、平成 15 および 16 年度の 5～10 月の期間に実施された。平成 15

年度の 5 月には、「清風丸」の航海（LTOBS の設置回収と同じ航海）により気象庁所有の

５台の STOBS が設置された。同年の観測船「高風丸」（函館海洋気象台）の航海（7 月 1

日～8日）では、これらの STOBS を回収するとともに同一 5観測点に再設置を行い、さら

に 5 観測点に新規に STOBS を設置して合計 10 観測点からなる観測網を構築した。これら

10 観測点の STOBS は「凌風丸」の航海（平成 15 年 10 月 17 日～23 日）ですべてを回収し、 

平成 15 年度の STOBS 観測は終了した。 

平成 16 年度には，5月の「凌風丸」の航海（LTOBS の設置回収と同じ航海）において平

成 15 年度の STOBS 観測を行ったのと同じ 10 観測点に STOBS を設置し、7月の「高風丸」

の航海（7 月 4 日～12 日）で全観測点で回収・再設置を行うことで 10 月まで観測を継続

し、「高風丸」の航海（10 月 19 日～27 日）で全ての STOBS を回収した。 

 

2) 調査観測の成果 

LTOBS に関しては観測に使用した全ての機材が回収され、宮城県沖地震想定震源域にお

ける海底連続地震観測が達成された。また、STOBS も一部の機材が回収不能となったが、

３年度の間で予定していたすべての観測点において海底地震観測が実施でき、従来より高

い観測点密度での海底観測が実現できた。このようにして、本調査研究により、従来に比

して格段に時空間的に密な地震観測データの取得が達成され、そのデータ解析により、後

述のような地震活動の空間分布および３次元地震波速度構造の詳細を解明することが可

能となった。 

 

3) 結論ならびに今後の課題 

長期および短期観測型の自己浮上式海底地震計を活用し、これらを年３回の観測航海で

設置・回収を繰り返す観測により、宮城県沖のような重点的な調査観測が必要な海域にお

いて、長期間にわたってほぼ均一な地震観測データを取得することが可能であることが実

証された。こうした観測データは、リアルタイムで提供することができないために地殻活

動現況の監視に活用することはできないが、震源域における地殻活動や地下構造に関する

理解を飛躍的に向上させるものである。今後は、長期観測型の機材を設置する観測点を増

やし、高密度観測網を長期間・連続して維持できるような体制を整えることにより、地殻

活動の時空間的な変動をさらに詳細に解明することが可能になるものと期待される。 

 

(c) 地震波トモグラフィによる３次元地震波速度構造と微小地震震源分布の同時推定 

1) 調査観測の実施方法 

本調査観測で行った海底地震観測で得られたデータのうち、データ整理・処理が終了し

た平成 16 年 4 月までのものを用いて、地震波トモグラフィの手法により、宮城県沖地震
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想定震源域およびその周辺の３次元地震波速度構造をこの領域で発生した微小地震の震

源分布とともに推定した。解析の対象とした地震は，OBS 観測期間中に発生した地震のう

ち、気象庁一元化処理によって 37.5～39.5°N、140.75～144.5°E の範囲に震央が求め

られているもので、本調査観測で設置した自己浮上式海底地震計の他、図 2.2.1-1 に示し

た陸域の地震観測網のデータを併せて解析に使用した。トモグラフィに使用する各観測点

での Pおよび S波の到達時刻データは、それぞれの波形記録から P・S波それぞれに対し

て 0.05s および 0.10s 以内の精度で検測されたもののみを使用した。海底地震計の観測点

については、表層堆積層による走時遅れの補正を施している。 

解析は次の手順で行った。 

・ 海陸にまたがる地震観測網での地震波到達時刻データを用い、１次元速度構造モデル

を用いて震源位置のみを決定する。速度構造モデルには東北大学のルーチン処理で用

いられているものと同じものを用いた。 

・ 上記を初期震源とし、３次元地震波（P および S 波）速度分布を地震波トモグラフィ

解析により推定する。このとき、震源位置も同時に再決定する。トモグラフィ解析で

は、解析に用いる地震の震源が解析領域内での分布が均等になるよう、解析対象とな

る地震を選別している。 

・ 推定された３次元速度構造モデルを用いて、観測されたすべての地震の震源位置を決

定し、さらにそれを初期値として double difference 法（DD 法）を用いた震源再決定

を行った。その結果を以下では「最終震源」と称する。 
 
2) 調査観測の成果 
得られた速度構造解析の結果（図 2.2.1-2）を、過去に行われた人工地震探査による構

造モデルと総合して検討を行ったところ、多くの地震が発生している領域は、低速度の海

洋性地殻に対応する低速度層と高速度の島弧側プレートのマントル（マントルウェッジ）

との境界、すなわち海陸プレート境界であることが明らかになった。これらの地震群の中

にはプレート境界上での微小繰り返し破壊と考えられる相似地震も含まれる。これらの地

震の震源分布からこの地域のプレート境界の形状を推定すると、その傾斜角度が南北で異

なっていることがわかった。宮城県沖地震の震源域より南側では、北側に比べて太平洋プ

レートの沈み込み角度が緩い。領域内での南北方向の構造の変化はマントルウェッジ内に

も認められ、北部では南部に比べて 5％以上低速度となっている。 

また、最終震源の分布から、明らかにプレート境界よりも浅い領域に地震活動を確認す

ることができた。この浅い地震活動が見られる範囲は、1978 年宮城県沖地震の地震時す

べり量が最も大きかった場所の直上ないし up-dip 側に限定される。こうした地震活動は、

大地震発生前に起こるプレスリップにより静穏化することが理論的に予測されており、

1978 年に観測された浅い地震の静穏化（高木・他，1980）は、このような本震発生に至

る準備過程を反映したものである可能性が高い。
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  図 2.2.1-3 最終震源と一元化震源の比較（2002 年 6 月～2004 年 4 月） 
 
一方、上記のようにして求めた最終震源を、気象庁で整理している同じ期間の一元化震

源と比較したところ（図 2.2.1-3）、震央分布、断面図ともに最終震源の方が一元化震源よ

り地震活動域のまとまりがよく、また、沖合で一元化震源より浅く震源分布がシャープに

なっていることが見てとれる。 
 
3) 結論ならびに今後の課題 

宮城県沖地震の震源域周辺で実施した繰り返し海底地震観測のデータを陸上観測網の

データと併せて解析することにより、この領域で発生する微小地震の震源の決定精度が飛

躍的に向上すると共に、震源域周辺の地震波速度の不均質構造の概要が明らかとなった。

特に、1978 年の地震時すべりの大きかった領域（アスペリティ）の近傍で上・下盤とも

にプレート内の地震活動が高くなっていることや、アスペリティの北側でプレート境界面

の傾斜角度や上盤プレートのマントル内の速度に変化が見られるなどの特徴が抽出され

た。今後、データを蓄積するとともに、人工地震探査のデータをも併せた解析を行うこと

により一層の分解能向上をめざしていきたい。 
 

(d) 暫定的な震源処理手法の検討 
1) 調査観測の実施方法 
本調査観測では、LTOBS と STOBS という２タイプの海底地震計を併用しており、機材ご

とに海底地震計の回収時期が異なる。上記で行ったような、すべての観測点のデータを使

用した詳細解析を行うためには、LTOBS が回収される観測開始の１年後まで待たなくては

ならない。一方で、迅速に地震活動の現状を評価するためには、先に回収された STOBS の

観測データだけから比較的簡便に暫定的な震源を求めることが必要である。そこで、ここ

○一元化震源 

○最終震源 
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ではそうした解析手法を考案し、その結果についての評価を行った。 
この暫定震源計算では，気象庁一元化震源を決定する際に使用した陸上観測点の検測値

に使用可能な海底地震計の検測データを加え、これらを併合処理する。震源計算には気象

庁ルーチンで用いている走時表を用いるが、この走時表は陸域の平均的な一次元構造を基

に決められたものなので、海底地震計の検測値に対しては、上記で説明した堆積層補正値

とともに、海底地震計の観測海域付近の平均的な構造と気象庁ルーチンの走時表の差に相

当する分の補正値も与えた。 
 
2) 調査観測の成果 
暫定震源は、2004 年 7 月に回収された 2 台の STOBS（S04，S05）によって観測された

2004 年 5 月 17 日から 7月 4日に発生した地震について，同期間の一元化検測値と併合処

理することによって求めた。なお、S04 及び S05 観測点に与えた補正値は、それぞれ、P

波について-0.885 及び-0.734 秒、S 波について-2.972 及び-2.360 秒である。図 2.2.1-4

に求められた暫定震源と一元化震源（暫定震源と同じ期間のもの）との比較を、図 2.2.1-5

に暫定震源と最終震源（2002 年 6 月から 2004 年 4 月）との比較を、それぞれ示す。これ

らの図から、使用した海底地震計の観測点が 2点のみだったとはいえ、震源分布は最終震

源とも整合しており、暫定的な処理結果を示すにあたってはこの震源計算手法によっても

妥当な結果が得られることが分かった。 

 

 
図 2.2.1-4 暫定震源と同期間の一元化震源の比較 

 
 

○一元化震源

○暫定震源 

暫定震源の方がやや浅い 
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図 2.2.1-5 暫定震源と最終震源の比較 
 

3) 結論ならびに今後の課題 
このように、少数の観測点であっても海底地震観測で得られるデータを適切な補正値を

与えて使用すれば、一元化検測値と併合して気象庁ルーチンと同様な震源計算法によって

妥当な震源分布が得られることが確認された。この手法を用いると、海底地震計回収後に

一元化検測値に追加検測を行うことにより、比較的短期間のうちに、通常の一元化震源よ

り精度が向上した震源分布を暫定的な成果として示すことが可能となる。周囲の地殻活動

の変化などにより、海底地震観測による成果を早急に報告しなければならない場合などに

は、この手法は有効であると期待される。 
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2.2.2 陸上高感度地震観測網による地殻活動モニタリング 

 

（１）調査観測の内容 

 

(a) 課 題 相似地震データに基づくプレート間の準静的すべりの推定 

 

(b) 担当者 

所     属 役  職 氏     名 

東北大学大学院理学研究科地震・噴火予

知研究観測センター 

教 授 海 野 徳 仁 

 

  

(c) 調査観測の目的 

相似地震の分布と活動履歴から、プレート境界での準静的すべりの時空間分布を推定

する。 

 

（２）平成14～16年度（3か年）の成果 

  

(a) 調査観測の要約 

プレート境界地震はアスペリティ（固着域）が急激にはがれる現象であることが、最

近の研究で明らかになってきた。このアスペリティの周辺域は、非地震性の準静的すべ

りにより常にプレート間の相対すべりを解消しているものと考えられる。プレート境界

での準静的すべりを推定するために、相似地震を用いた推定を行った。相似地震はプレ

ート境界の小さなアスペリティの繰り返し破壊と考えられており、その周囲の準静的す

べりに追いつくように発生すると考えられるため、その積算すべりから逆に準静的すべ

りの時間発展を推定することができる。1984 年以降観測が継続されている、東北大学微

小地震観測網の波形データを用いて、相似地震の抽出および、すべりレートの推定を行

った。その結果、宮城県の領域は全体的に相似地震グループの分布が少なく、強いプレ

ート間カップリングを反映していると考えられること、1978 年の宮城県沖地震アスペリ

ティの深部では、比較的速いレートの定常的なすべりが進行していること、宮城県沖の

陸側と海溝側のアスペリティの間と考えられる場所に若干の相似地震グループの分布

が見られることなどが明らかとなった。 

 

(b) 調査観測の実施方法 

波形の相似性を利用して相似地震の同定を行った。方法は Igarashi et al. (2003)と同様であ

り、1-4Hz のバンドパスフィルタをかけて短周期地震計の速度波形記録について、2つ以上の観

測点での相互相関係数が 0.95 以上のものを相似地震のペアとした。さらに同じ地震を共有する

ペアは 1つの相似地震グループとした。データは東北大学微小地震観測網による、M2.5 以

上の地震を用いた。相似地震の積算すべりの推定には、Nadeau and Johnson (1998)に
よる地震モーメントとすべり量の関係を用いた。 
 

- 191 -



(c) 調査観測の成果 

3 年以上の活動期間をもつ相似地震は、宮城県沖の北緯 38.0°～39.0°を含む全域で、

低角逆断層型地震の西縁(図 2.2.2-1，黒太線)と海溝の間に分布し、Yamanaka and 
Kikuchi (2004) によるアスペリティと相補的な分布を示すことがわかった。2 年ごとの

準静的すべりの時空間変化（図 2.2.2-2）を見ると宮城沖地震の震源域深部を含む低角

逆断層型地震の西縁に沿って、定常的なすべりが見られる。比較的信頼性の高い、1997

年～2002 年の結果を見ると、ここでは、おおよそ、5～10cm/year のすべりレートが見

られる（図 2.2.2-2）。 

2001 年末から比較的大きな地震が続いている宮城県沖の領域について、相似地震の積

算すべりを図 2.2.2-3 に示す。ただし、ここではより多くの相似地震を解析に用いるた

め、活動期間が 1 年以上の相似地震を示している。1978 年宮城県沖地震のアスペリティ

のすぐ西側に、すべりレートが高いグループが見られる（図 2.2.2-3 A, B, C 領域）。

また、2003 年の地震で破壊した領域と、1936 年，1978 年のアスペリティの間には、す

べりレートが小さい相似地震グループがいくつか分布し（図 2.2.2-3 G, H 領域）、準

静的すべりが卓越する領域の存在が考えられる。準静的すべりが卓越する領域は速度強

化の摩擦特性を持つと考えられ、そのような速度強化域が「バリア」となって、海溝側

と陸側での地震性すべりを分離している可能性がある。ただし、1793 年の宮城県沖の地

震時には、陸側と海溝側の領域が連動して破壊した可能性が高く [地震調査研究推進本

部地震調査委員会 (2000)]，時にはこの「バリア」を乗りこえて地震性すべりが伝わる

こともありうると考えられる。 

2001 年 11 月 3 日 (Mj6.3) の地震の周辺、2003 年 3 月 3 日 (Mj5.9) の地震の北側で

は、図 2.2.2-3b に示すようにそれらの地震の後、準静的すべりレートの小さな変化が

見られる。2003 年 10 月 31 日(Mj6.8)の地震では、この地震のアスペリティの南東の領

域（図 2.2.2-3 J 領域）ですべりが見られた。 

  

(d) 結論ならびに今後の課題 

宮城沖地震震源域周辺の相似地震からプレート境界の準静的すべりのレートを見積

もったところ、1978 年の地震のアスペリティの深部で 5～10cm/year の定常的なすべり

が進行していることが推定された。最近の中規模のプレート境界地震に対応して、若干

のすべりレートの変化が見られた。また、過去の地震のアスペリティの間の部分に、い

くつかの相似地震グループが存在し、これらの領域が「バリア」となっている可能性が

示された。今後は、相似地震解析の自動化により、この領域の準静的すべりの時間発展

を準リアルタイムで追跡していくとともに、相似地震の抽出手法やすべりレートの見積

もりの高精度化を目指す。 
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図 2.2.2-1  1984 年 7 月～2003 年 4 月の解析による相似地震グループの分布と大地震

のアスペリティ [Yamanaka and Kikuchi (2004)，室谷・他 (2003)] の比較．星

はそれぞれの地震の震央の位置を示す。黒太線は Igarashi et al. (2001)による

低角逆断層型地震の西縁 
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図 2.2.2-2 2 年ごとのすべりレートの分布。ただし、(e) と(f)の期間は三陸はるか

沖地震が発生した 1994 年 12 月 28 日で区切った。すべりレートは相似地震グル

ープを 3 つ以上含む 0.3×0.3°のウインドウごとに、カラーパターンで示す。赤

い星、黄色い星はそれぞれ、M6 以上、M5 以上 M6 未満の地震の震央 
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図 2.2.2-3  宮城県沖の 1984 年 7月～2003 年 11 月 8日の準静的すべりの時空間変化。

(a) 相似地震グループの分布と最近のプレート境界での地震活動。1 年以上の活

動期間を持つグループについて、全期間での平均のすべりレートをそれぞれの相

似地震グループの位置にカラースケールで示す。赤い星は、2002 年 11 月 3 日

(Mj6.3) [イベントⅠ]、2003 年 3 月 3 日(Mj5.9) (イベントⅡ)、2003 年 10 月 31

日(Mj6.8) [イベントⅢ]の地震の震央、黒いコンターは Yamanaka and Kikuchi 

(2003) による 1936 年、1978 年、1981 年の宮城県沖地震のアスペリティ、 赤い

コンターは東京大学地震研究所地震予知情報センター(2003) による 2003 年 10

月 31 日の地震のアスペリティを示す。 (b) 図 6.3a ウインドウ A-J において平

均化した相似地震の積算すべりの時系列。縦棒は、イベントⅠ、Ⅱ、Ⅲの発生時

を示す。 

- 197 -



2.3 地殻変動観測による地殻活動モニタリング 

 

2.3.1 海底地殻変動観測① 

 

（１）調査観測の内容 

 

(a) 課 題 海底地殻変動観測① 

 

(b) 担当者 

所       属 役  職 氏   名 

東北大学大学院理学研究科 教   授 藤 本 博 巳 

 

 

(c) 調査観測の目的 

バックスリップが大きいと予想される海域に海底地殻変動観測基準局を新たに設置し

て GPS 音響結合海底精密測位観測を行い、観測における問題点を明らかにし、繰り返し観測精

度の向上と地殻変動の現状把握を図る。 

  

（２）平成１４～１６年度の成果 

 
(a) 調査観測の要約   

 宮城県沖地震の陸側想定震源域に近いGJT4サイトおよび海側の想定震源域に近いGJT3

サイトにおいて、ＧＰＳ音響結合海底精密測位観測を行った。1.5ｍ四方のブイにGPSアン

テナ3台と音響送受波器を装備し、船から数10ｍ離して曳航して、各海底局および海底局

アレイの測位を行った。GJT4サイトでは複数回の観測を実施し、海底局アレイの位置の

計測誤差は3-4cmと推定できた。測位精度向上の鍵は、海中の音速構造変化の影響を除去

し、海上のGPS測位精度を向上させることにあることがわかった。 

 

(b) GPS音響結合方式の海底地殻変動観測の経過および成果 

1) 調査観測の実施方法  

 宮城県沖地震の海側の想定震源域に近いGJT3サイトにGPS音響結合海底精密測位用

の海底局（精密音響トランスポンダー）を海面から投下する方式で 4 台設置し、陸側

想定震源域に近い GJT4 サイトに同じ方式で海底局を 3 台設置した。各海底局は、水深

と同程度の半径の円周上にほぼ等間隔に設置することが原則であるが、より正確には

ある海上の点からそれぞれの海底局に向かう音波の入射角が等しくなるように設置す

る。この点をアレイの中心と呼ぶ。各サイトの海底局およびアレイ中心の位置を以下

に示す。 

GJT3 (Deployment June/August 2003) 

         EJ13  38 - 17.002  143 - 27.498  3254 m  4105m  5.47s 

   EJ14  38 - 14.980  143 - 28.996  3274 m  4130m  5.51s 
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   EJ15  38 - 16.978  143 - 30.533  3285 m  4144m  5.53s 

         CNT-S 38 - 16.342  143 - 28.998  37.57 deg 

   EJ13  38 - 17.002  143 - 27.498  3254 m  4104m  5.47s 

         EJ15  38 - 16.978  143 - 30.533  3285 m  4143m  5.53s 

         EJ16  38 - 19.007  143 - 29.011  3295.8m  4157m  5.54s 

   CNT-N 38 - 17.637  143 - 29.014  37.55 deg 

 

GJT4 (Deployment July 2003) 

   Unit 1  38 - 25.231  142 - 49.976  1489.5m  2114m  2.82s 

   Unit 2  38 - 24.031  142 - 49.093  1483.8m  2106m  2.81s 

         Unit 3  38 - 24.027  142 - 50.886  1479.3m  2099m  2.80s 

   CNT   38 - 24.420  142 - 49.993  45.20 deg 

 

GPS 音響結合海底精密測位観測には、図 2.3.1-1 に示す 1.5ｍ四方のブイを用いた。

ブイには GPS アンテナ 3 台と音響送受波器を装備し、船から数 10ｍ離して曳航した。

GPS によりブイの位置と姿勢を 1 秒毎に測定するとともに、各海底局まで音波が往復

する時間を計測した。船で直接観測すると、船の推進機が出す水中音響雑音が音響計

測の障害になるという障害が生ずる。推進機を使うことができなければ、測位観測を

行う場所を制御できず、観測は潮任せ、風任せになる。  

 

          

 

図 2.3.1-1 GPS 音響結合海底精密測位観測用の曳航ブイ 

 

2) 調査観測の成果 

最初の観測では、ブイを曳航して各海底局の周りを１周し、設置点の水平位置を測

定した。音速プロファイルは温度と塩分濃度の鉛直プロファイルから求め、観測期間
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中は一定とした。ブイと各海底局との測距残差を最小にするように海底局の位置を求

める。測距残差は、観測値から理論値の差である。観測値は音波の往復時間の半分に

平均音速を掛けた値であり、理論値はブイと海底局の位置および音速プロファイルか

ら求められる。前記のように海底局の位置を求めると、測距残差は 10ｃｍ程度になる。 

そのようにして求めた各海底局の位置に基づいて、海底局アレイの測位を行った。

各海底局に向かう音波の入射角が等しくなる点の付近にブイを保持して、GPS により

ブイの位置と姿勢を 1 秒毎に測定するとともに、各海底局までの音波の往復時間を計

測する。海洋は基本的に水平成層構造をなしているので、音速変化の大きい海洋の表

層部においては、各海底局に至る音波はほぼ共通の音速構造を通過し、したがって音

速構造の時間変化が海底局アレイの水平位置の計測に与える影響はほとんどキャンセ

ルされる。一例として、2004 年 8 月 22 日に GJT4 サイトで行った観測により得られた

アレイ中心の位置の測定結果を図 2.3.2-2 に示す。1 時間毎の平均値を示しており、

その標準偏差は約 10ｃｍである。1 日の平均値の推定計測誤差は 3-4ｃｍである（舟

越、2005）。 

 

       

  図 2.3.1-2 2004 年 8 月 22 日に GJT4 サイトで行った観測により得られたアレ

イ中心位置の測定結果。1 時間毎の平均値を示しており、その標準偏差

は約 10ｃｍである。 

 

GJT4 サイトでは、海底局アレイの位置を求める観測を複数回実施している。2003

年の 8 月に１回（ただし約 2 時間のみ）、2004 年の 8 月に 2 回（それぞれ約 1 日間）

の観測を行い、その結果をまとめて図３にプロットした。2004 年 8 月の 2 回の観測結

果は推定計測誤差 3-4ｃｍの範囲に収まっており、またたった 2 時間しか観測できな

かった 2003 年の結果も、東西方向については、陸上 GPS 観測から推定されている海底

地殻変動の値（諏訪・他、2004）と調和的である。 

- 200 -



 

      図 2.3.1-3 宮城県沖 GJT4 サイトにおける海底測位観測の結果。十字の大き

さは推定誤差を示す。2003 年は 2 時間程度の観測であったので、誤差が

大きい。2004 年の 2 回の観測結果は推定誤差の範囲にある。矢印は陸上

ＧＰＳ観測から推定されている海底地殻変動のマップ（諏訪・他、2004）

から推定した値である。 

 
3) 結論ならびに今後の課題 

  海底に 3～4 台の海底局を設置し、そのアレイの中心において、ブイを用いて海上

キネマティック GPS 測位と海底局との音響測距を行い、海底局アレイの水平位置を精

密に測定する観測を行った。2004年 8月に行った 2回の観測結果は推定計測誤差 3-4cm

の範囲に収まっているが、今後引き続き、繰り返し測位精度の評価が必要である。測

位精度の向上の鍵は、海中の音速構造変化の影響を除去し、海上の GPS 測位精度を向

上させることにある。 
 
 (c) 引用文献 

1) 長田幸仁：曳航ブイに搭載した GPS 音響結合方式の海底精密測位システムの開発と

深海底における測位試験，東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻博士論文 , 
2005． 

2) 諏訪謡子、三浦哲、長谷川昭、佐藤俊也、立花憲司：東北日本沈み込み帯における

プレート境界の固着状況 , 地震 2, Vol. 56, pp. 471-484, 2004. 
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(d) 成果の論文発表・口頭発表等   

1)論文発表 
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2004 
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2.3.1 海底地殻変動観測② 

 

（１） 調査観測の内容 

 

 (a) 課 題 海底地殻変動観測② 

 

 (b) 担当者 

所   属 役  職 氏 名 

 海上保安庁海洋情報部  課長補佐 

 課長補佐  

 主任衛星測地調査官 

 衛星測地調査官付 

 加 藤 幸 弘 

 矢 吹 哲一朗 

  藤 田 雅 之 

 石 川 直 史 

 (c) 調査観測の目的 

バックスリップが大きいと予想される地域に海底地殻変動観測のための海底基

準局を新たに設置して、GPS音響結合海底精密測位観測の問題点の解明と精度向上、

及び地殻変動の現状把握を図る。 

 

（２）平成14～16 年度の成果 

 

 (a) 調査観測の要約 

 平成 16 年度は宮城県沖地震の想定震源域に近い海域に、４台の海底基準局を新

しく設置し、地殻変動を観測する海底基準点（一体となって動くと仮定した海底基

準局４台の重心位置）を新設、GPS 音響結合方式による測位観測を 3 日間実施した。

ここで得られたデータを解析し、海底基準点の精密な位置を求めた。 

 今回の 1 回の観測結果のみから地殻変動を議論することはできないものの、今後

も観測を継続的に実施することによって、この地点の地殻変動が把握できるように

なると期待される。 

 

 (b) 調査観測の実施方法 

 平成 16 年 10 月 12 日、測量船「明洋」によって、宮城沖西海底基準点に海底基

準局 4 台を設置した。設置場所は、塩釜の東方約 120km、平成 13 年 9 月に設置し

た宮城沖海底基準点の西約 40km の水深約 1100m の地点（図 2.3.1-1）である。4 台

の海底基準局を、直径が水深と等しい円の円周上の東西南北に設置した。 

 平成 13 年設置の宮城沖海底基準点は、これまでにも重点的に観測を行っており、

ユーラシアプレート安定域に対する西北西方向の変動が捉えられている(Fujita 

et al. 2004)。今回新設した宮城沖西海底基準点は、宮城沖海底基準点に対して海

溝軸直交方向陸側に位置し、この両基準点において海底地殻変動観測を実施するこ

とによって、プレート境界付近から陸上に至る間での地殻変動速度の変化を把握す

ることができる。 
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図 2.3.1-1：海底基準点設置位置 

 

 海底基準局設置後、10 月 13 日から 15 日までの 3 日間、測位観測を実施した。

測位観測は、測量船の位置を精密に求めるための GPS 測位、測量船と各海底基準局

との間の音波往復伝播時間を求める海中音響測位、慣性 GPS ジャイロによる船体動

揺計測、及び海中の音速度構造を求めるための CTD・XBT 観測によって行う。 

 これらの観測で得られたデータを結合させて解析を行い、海底基準点の精密な位

置を求めた。 

 なお、海底地殻変動観測の技術開発は東京大学生産技術研究所と協力して行って

いる。また、KGPS 解析に用いた GPS 陸上基準点の一部は、国土地理院の電子基準

点であり、1 秒データを提供していただいている。 

 

 (c) 調査観測の成果 

 宮城沖西海底基準点の測位観測において取得したデータの数(音響測位における

音波のショット数)は表 2.3.1-1 の通りである。得られたデータを解析し、各海底

基準局の水平位置を求めた結果を図 2.3.1-2 に示す。図のプロットは海底基準局の

重心位置について、3 日間の観測結果を比較したもので、3 日間の平均値を基準と

して 1 日ごとの結果の間の差を示している。結果のばらつきはほぼ 10cm 以内に収

まっており、1 日データの解析結果の再現性としては、現時点での所定の精度を有

している(藤田・佐藤、2004)。 

図 2.3.1-2：宮城沖西海底基準点観測結果 

(3 日間の平均を基準、左：東西成分、右：南北成分) 
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表 2.3.1-1：観測データ数 

日付 10/13 10/14 10/15 
データ数 975 600 1512 

 

 

 (d) 結論ならびに今後の課題 

 宮城県沖地震の想定震源域の近くに、GPS 音響結合方式による海底地殻変動用の

観測基準点を設置し、引き続き測位観測を実施した。 

 今回の 3 日間の観測結果は、これまでの海底地殻変動観測の実績からみて、想定

内の精度を有しており、さらに観測を続け、データを蓄積していくことによって、

海底基準点の位置変化を求めることができると期待される。 

 この調査観測の目的である海底地殻変動の測定のためには、既設の宮城沖海底基

準点と併せて、今後も定期的に観測を行い、長期間に渡ってモニタリングしていく

ことが必要である。 

 

 (e) 引用文献 

Fujita M., T.Ishikawa, M.Sato, M.Mochizuki, M.Katayama, S.Toyama, 
T.Yabuki, A.Asada and O.L.Colombo: Seafloor geodetic observation along 
the major trenches around Japan -Focusing on results at off-Miyagi area-, 
EOS. Trans. AGU, 85(47), Fall Meeting Suppl., Abstract G41 A-06, 2004. 

藤田雅之、佐藤まりこ：海底地殻変動観測における局位置決定再現性の評価、海

洋情報部研究報告、40, 85-92, 2004. 
 

 (f) 成果の論文発表・口頭発表等 

1)論文発表 

著   者 題  名 発 表 先 発表年月日

なし    

   

2)口頭発表、その他 

発  表  者 題   名 発表先、主催、発表場所 発表年月日

藤田雅之、石川直史、

松本良浩、河合晃司、

矢吹哲一郎、望月将志

、浅田昭 

海溝沿いの 

海底地殻変動観測

 ～現状と計画～ 

地球惑星関連学会 

2005年合同大会、 

地球惑星科学合同大会 

運営機構、 

幕張メッセ国際会議場 

2005年 

5月23日 
（予定） 
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2.3.2 陸上 GPS 連続観測による地殻活動モニタリング 
 
（１） 調査観測の内容 
 
(a) 課 題   陸上 GPS 連続観測による地殻活動モニタリング 
 
(b) 担当者 

所        属 役   職 氏     名 
東北大学大学院理学研究科 
地震・噴火予知研究観測センター 

教  授 
助 教 授 

海 野  徳 仁 
三 浦    哲 

 
(c) 調査観測の目的 
 

陸上において GPS 連続観測を実施し、宮城県沖地震想定震源域周辺の地殻活動をモニターする。 
 

（２） 平成１４～１６年度の成果 
 
(a) 調査観測の要約 
 
本プロジェクトにて平成 14 年度に東北大学の金華山地震観測点に設置した GPS 連続観測システ

ム、および国土地理院・東北大学の既設 GPS 連続観測網において得られたデータを蓄積した。平成

15年度には想定震源域周辺で 5月 26 日に M7.0 のスラブ内地震、7月 26日に M6.4 の内陸地震が発

生したため、これらの地震の前後で得られた GPS および水準測量のデータを用いて、測地インバー

ジョンにより断層モデルの推定を行った。平成 16年度には、2003 年十勝沖地震(M8.0)の発生後に

顕著な余効的地殻変動が観測されている北海道の GPS 観測点で観測されたデータをもとにプレー

ト境界面上の余効すべり分布の時空間発展に関する調査研究を実施した。 

 
(b) 2003 年 5月 26 日宮城県沖地震(M7.0)の断層モデルの推定 
 
1) 調査観測の実施方法 
 
2003 年 5 月 26 日宮城県沖（気仙沼市直下）で M=7.0 の地震が発生した。震度は大きいところでは 6

弱が観測され、大きな被害がでた。この地震の震央は、想定されている宮城県沖地震の震央より約 80km
北に位置していた。この地震に伴い、地表で顕著な地震時地殻変動が観測された(図 2.3.2-1)。地表変

位の特徴としては、震央から放射状に外側を向いており、震央に近いところで変位量は小さい反面、少し

離れたあたりで最大となり、さらに震央から遠ざかるにつれて変位量は再び小さくなっている。これは、想

定されている宮城県沖地震のようなプレート境界型地震の低角逆断層型地震による地表変位とは大分異

なった特徴である。本課題では、あらかじめ地震波形解析などから得られている結果を用いて断層のジオ

メトリを拘束し、GPS 連続観測によって得られた地震時地殻変動データを用いて、断層モデルを推定する。 
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断層モデルの幾何学的パラメターについては、あらかじめ地震波形インバージョンによって得られたメカ

ニズム解(Okada and Hasegawa, 2003)と Double Difference 法を用いて再決定された高精度余震分

布(迫田，2003)より、断層のジオメトリ（走向、傾斜、深さ、位置）を拘束し、平面矩形断層面を仮定する(図
2.3.2-2)。すべり方向については傾斜方向の逆断層型に固定し、すべり分布については、Yabuki and 
Matsu’ura(1992)による手法を用いてインバージョンによって推定した。  
 
2) 調査観測の成果 
図 2.3.2-3 に推定されたすべり量分布を示す。すべり量の大きな領域は，余震が多数発生してい

る領域によく対応している。最大すべりは、約 2m で本震の震央(破壊の開始点)の北側に位置して

いることがわかる。図 2.3.2-4 に八木・他(2003)による地震波形インバージョンの結果を示す。図

をみると、南北二つの領域ですべり量が大きなことがわかる。GPS による推定では、そこまでの空

間分解能はないと考えると、後者は前者を空間的に滑らかにしたような分布になっており、両者の

結果は調和的であると言える。八木・他(2003)による地震モーメントの積算値は、約 4.0×1019Nm

であったのに対し、本研究では、約 3.9×1019Nm となり概ね一致している。 

 
 

図 2.3.2-1  国土地理院・東北大学の GPS 連続観測点で得られた 2003

年 5月26日の宮城県沖地震（M7.0）の地震時地殻変動。紫が国土地

理院、緑が東北大学の観測点の水平変位ベクトルを示す。 
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図 2.3.2-2  (a)Okada and Hasegawa (2003)によるメカニズム解。(b)
迫田(2003)による余震の震央分布と、(c)深さ分布。赤線は仮定した断

層面を示す。 

図 2.3.2-3  (a)インバージョンによって推定されたすべり分布。コンター

間隔は 0.5m。(b)観測された地震時水平変位と推定された断層モデ

ルから計算された変位の比較 
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3) 結論ならびに今後の課題 
 

2003 年 5 月 26 日の宮城県沖地震は、深さ約 70km のスラブ内地震であったが、マグニチュードが 7.0
と比較的大きな地震であったために、地表でも広い範囲で地震時地殻変動が観測された。この地震は宮

城県気仙沼市直下を震源域としており、地殻変動データはその西側のみでしか得られていないが、断層

パラメターのうち幾何学的パラメターについては、余震分布やメカニズム解から先験情報として与えてやる

ことによりすべり分布を求めることができた。得られたすべり分布は、地震波形インバージョンによって得ら

れる分布ほどの空間的分解能はないが、その大まかな特徴はとらえることができた。 
今後は、水準測量による上下動変動をデータとして与えることにより、どの程度分解能が向上するか検

討する必要がある。 
 
(c) 2003 年 7月 26 日宮城県北部地震(M6.4)の断層モデルの推定 
 
1) 調査観測の実施方法 
 

2003年 7月 26日 07時 13分に宮城県北部を震源とするM6.4の内陸地震(以下では宮城県北部地

震と称する)が発生した。この地震は、それぞれ M5.6，M5.5 の最大前震(同日 00:13)、最大余震(同

日 16:56)を伴っており、これらの震源の深さが約 7 km と浅かったこともあって、600 人以上がけ

がをし、家屋 10,000 棟以上が被害を受けた。 

本震発生後約 10時間後には、東北大学の地震・噴火予知研究観測センターによって震源域近傍

に臨時余震観測網が展開され。Okada et al., （2003)は、得られたデータに、Waldhause and Ellsworth 
(2000)によって考案された二重差震源決定法を適用することにより、非常に高精度な余震分布を得た。海

野・他(2003)は、同じデータを用いて、多数の余震のメカニズム解を求めた結果、大部分の余震は逆断層

型のメカニズム解を持つこと、また、余震のメカニズム解の主圧力軸は，震源域の南側領域では北西－南

図 2.3.2-4  地震波形インバージョンによるすべり分布(八木・他,2003) 
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東、中央部では東西、北側領域では北東－南西であることを明らかにした。また、八木・他(2003)は，地震

波形インバージョンを行い、前記の三つの主要なイベントのすべり分布を求め、最大すべりが余震域の中

央部やや北側に存在することを示した。 
例えば Seno et al. (1980)などによれば、宮城県沖では、M7.5 クラスのプレート境界型大地震が繰り返し

発生していることが知られている。もっとも最近発生したイベントは、1978 年の宮城県沖地震(M7.4)であり、

今回の地震はその真西に位置している。政府の地震調査研究推進本部では、過去の歴史地震の記録に

もとづいて、宮城県沖地震の長期評価を行い、次の M7.5 クラスの宮城県沖地震が今後 10 年以内に起こ

る確率を約 40%，30 年以内では約 99％と非常に高い確率で発生する可能性を公表している。 
この長期評価の結果に鑑み,国土交通省国土地理院は、既存の GPS 連続観測網における GPS 観測と

ともに、宮城県北部地域においてキャンペーン方式の GPS 臨時観測，ならびに水準測量を実施した。特

に水準測量については、地震発生前日に震源域近傍を通る路線の測量作業を完了していたが、地震発

生をうけて急遽 2 回目の測量を行うことにより、地震時の上下変動を捉えることができた。GPS 臨時観測に

ついても地震前に観測を行っており、地震後の再測によって、貴重なデータが得られている(Nishimura et 
al., 2003)。 

Nishimura et al. (2003)は、2 枚の矩形断層を用いて観測された地震時地殻変動の説明を試みており、

得られたモデルは、観測された地殻変動を概ね説明するものであったが、2 枚のモデル断層は一部重な

っており、Okada et al. (2003)によって得られた余震分布とは、整合していない。そこで本研究では、Okada 
et al. (2003)による高精度余震分布のデータにもとづいて曲面断層を仮定し、その断層面上でのすべり分

布を Yabuki and Matsu’ura (1992)によって考案された測地インバージョン法によって推定した結果につい

て報告する。 
 

2) 調査観測の成果 
国土地理院では、全国に 1000 点以上の観測点からなる GPS 連続観測網，GEONET、 (GPS Earth 

Observation Network) を構築している(Miyazaki et al., 1997)。この観測網から得られるデータは、地震

時や地震後の地殻変動(例えば，Heki et al., 1997; Nishimura et al., 2000)や，火山活動に伴う地殻変動

(例えば、Miura et al., 2000)、歪集中帯の発見(例えば、Sagiya et al., 2000; Miura et al., 2002)等々、日本

列島で進行しているさまざまな時間・空間スケールの地殻変動に関して重要な知見を提供している。しか

し、平均的な観測点間距離は，20～30km 程度であり、今回の地震のような M6 クラスの地震による地殻変

動を詳細に議論するには十分な観測点密度とは言い難い。 
宮城県沖では、前述のように次の M7.5 クラスのプレート境界型地震の発生確率が年々高まっているた

め、国土地理院では GEONET に加え、数日間の観測を繰り返し行う(キャンペーン観測)ための測点網を

宮城県北部地域に設置し(図 2.3.2-5)、地震前に 1 回目の観測を完了していた。また、地震調査研究推

進本部の長期評価にもとづいて、文部科学省では、2002 年から 3 年計画で「宮城県沖地震に関するパイ

ロット的な重点的調査観測」を行っており、その中の観測項目の一つとして仙台市から牡鹿半島突端に至

る一等水準路線の再測量が挙げられていたため、国土地理院では 2003 年 7 月 9 日から測量作業が行

われていた。地震前日の 7 月 25 日までには仙台市から石巻市までの路線の測量が終了しており、

地震発生を受けて 7 月 29 日から 8 月 4 日にかけて再測が行われている。この結果、地震の直前・

直後の貴重な上下変動データが得られている。 

GPS 機動観測点と国土地理院および東北大学の GPS 連続観測点、水準測量によって得られた地震時

地殻変動を図 2.3.2-6に示す。図 2.3.2-6(a)の黒矢印は水平変動、(b)の黒三角は水準路線に沿った上

下変動を示す。GPS 連続観測点における水平変動の推定誤差は、時系列の短期再現性から約 2－3mm程

度、GPS 起動観測点の場合は、観測時間が 48時間しかないため、その 2倍程度と考えられる。 
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震源域に最も近い GEONET 観測点 0549(矢本町立矢本東小学校)の座標値の時系列を図 2.3.2-6(c)

に示す。解析には、米国航空宇宙局(NASA)ジェット推進研究所(JPL)で開発された GIPSY/OASIS-II とい

うソフトウエアのなかの精密単独測位法(Zumberge et al., 1997)を用いた。この解析方法では、グローバル

な解析によって GPS 衛星の精密軌道暦・時計誤差、地球回転パラメターなどを予め高精度で推定してお

き、それらを使って観測点位置を推定するため、特に基準点を必要としない。また、得られる結果は、地球

重心に原点を持ち、地球の自転とともに回転する直角座標系(ITRF 座標系)上の座標値として得られる。

それを GRS80 という回転楕円体の緯度・経度・楕円体高に変換したものが図示されている。図に示

したように、宮城県北部地震によって南東方向に 16cm 変位しており、また約 8cm の隆起が顕著で

ある。なお、5月末にもわずかなステップ的な変化が見られるが、これは、5月 26日に気仙沼市周

辺直下で発生した M7.1 の地震によるものである。 

図 2.3.2-5 震源域周辺の測地観測点配置図。黒丸、白丸、白四角は、国土地理

院の GEONET 観測点、GPS 機動観測点、水準点を、灰色丸、三角印は、東北大

学の GPS 連続観測点および臨時観測点を示す。 
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図2.3.2-6 GPS、水準測量により観測された地震時地殻変動および測地インバージョンにより

推定されたすべり分布から計算された地殻変動。(a)黒矢印、灰色矢印はそれぞれ水

平変動の観測値および計算値を示す。(b)黒三角、灰色三角はそれぞれ上下変動の観

測値および計算値を示す。(c)本震近傍の国土地理院矢本観測点(0549)の座標値の時

系列。宮城県北部地震による顕著な地震時地殻変動(南東方向に約16cm、及び約8cm

の隆起)が観測されている。5月下旬に見られる小さなステップ的変化は、5月26日に

気仙沼市周辺直下で発生したM7.1の地震による地震時変動である。2002年12月に見ら

れる沈降は、GPSアンテナの交換による見かけの変動である。 
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震源域から遠方の観測点の水平変位に着目すると、西側の観測点では東向き、東側の観測点では西

向きの変位が卓越している。また、震源域近傍では顕著な隆起が観測されている。このような地震時地殻

変動の特徴は、地震のメカニズムが逆断層型であることを示しており、海野・他 (2003)の結果と一致する。

次章では、これらの観測データをもとに、Okada et al. (2003)による精密余震分布から示唆される曲面断

層面上のすべり分布を測地インバージョン法によって推定する。 
測地インバージョン法としては、Yabuki and Matsu’ura (1992)によって考案された手法を用いる。この方

法では、予め仮定された断層面(曲面でも可)においてすべり分布を推定する際に、すべり分布は滑らか

であるという物理的な先験情報を取り入れ、分布の粗さの度合いは観測データの品質や数によって統計

的に最適になるように推定される。 

 

 
 
 

 
 
 
図 2.3.2-7 は、この手法によって推定されたすべり分布を示す。推定されたすべり分布から計算

された水平・上下変位を図 2.3.2-6 に灰色の矢印、および灰色の三角で示した。全体的な特徴につ

いては、概ね説明できていると考えられるものの、観測点によっては、計算値と観測値があまりよ

く合ってない場合も見受けられる。この原因については、例えば地表近くの副次的な断層による局

所的な変動や、地震による強振動にさらされたことによるアンテナ固定柱や基準点の不安定性など

が考えられる。推定されたすべり分布を見ると、約 1.6m の最大すべり域は、余震域の北側、すな

わち最大前震と最大余震の中間付近にある。また、その周辺では、余震活動も相対的に活発である

ことがわかる。 

得られたすべり分布から地震モーメントを積算すると、約 1.8×1018 Nm 程度(Mw6.1)となり、例

えば八木・他(2003)により得られている地震モーメントの推定値と一致している。このことは、今

回の地震では、本震発生前後数日間では、特に顕著な非地震性すべりはなかったことを意味する。 

図2.3.2-7 Yabuki and Matsu’ura (1992)による測地インバージョン法により

推定されたすべり分布(黒矢印)。破線はOkada et al. (2003)により得ら

れた高精度余震分布(丸印)に基づいて仮定した曲面断層の等深線(1km間

隔)。細実線は、すべり量の等値線を示す(0.2m間隔)。星印は、北から最

大余震、最大前震、本震の震央を、菱形はGPS観測点を示す。 
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我々は、今回の地震活動にともなって余効変動の有無を確認するため、本震発生の 2日後から震

源域直上で GPS 臨時観測を開始した。観測点配置は、図 2.3.2-5 の三角印で示してある。各観測点

には、東北大学の GPS 連続観測点と同じ仕様の米国 Ashtech 社製の 2周波 GPS 受信機とチョークリ

ングアンテナを設置してある。観測されたデータの伝送方法は、鳴瀬町宮戸(MYAT)と河南町北村

(KTMR)の両観測点については、携帯電話にモデムを接続し 1日 1回のダイアルアップによって収集

する方法をとった。矢本町大塩(OSIO)については、臨時余震観測点でもあったため、全国大学衛星

テレメターシステム(卜部、1996)を採用し、地震データとともにリアルタイムで仙台の東北大学理

学研究科附属地震・噴火予知研究観測センターに伝送した。なお、MYAT 観測点については、後に

携帯電話から一般加入電話に変更した。 

図2.3.2-8 東北大学のGPS臨時観測点の座標値の時系列．(a)河南町北村観測点

(KTMR)、 (b)矢本町大塩観測点(OSIO)、 (c)鳴瀬町宮戸観測点(MYAT)。灰色

は震源域から北に約30km離れた位置にある若柳観測点の時系列  
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データ解析には、前述の GIPSY/OASIS-II (Zumberge et al., 1997)を用いた。この手法は、研究的な用

途によく用いられている(例えば、Ohtani et al., 2000; Shoji et al., 2000; Takiguchi et al., 2000). 図
2.3.2-8 にこれらの臨時観測点で得られた座標値の時間変化を示す。各観測点の時系列には、震源

域から約 30km 離れており、有意な地震時地殻変動が観測されていない東北大学の若柳観測点の時

系列を重ねてしめしてある。両者を比較すると図示した期間においては、顕著な余効的地殻変動は

観測されていないようである。 

 
3) 結論ならびに今後の課題 
 

最近約 10 年間の間に、GPS によって観測された内陸地震に伴った地震後地殻変動に関する論文がい

くつか発表されている。 Shen et al. (1994)は、1992 年に米国カリフォルニア州で発生した M7.3 のラ

ンダース地震後に約55mmに達する地震後地殻変動が観測されたことを報告している。観測された変

動の時系列に指数関数を当てはめたところ、時定数は約 34 日であった。 Nakano and Hirahara (1997)は、

1995 年の兵庫県南部地震(M7.2) 後に、時定数約 50日で変位量約 20mm の地震後地殻変動を検出し

ている。さらに最近橋本・他(2003)は，2000 年の鳥取県西部地震(M7.3) に伴って約 10mm の地震

後地殻変動を見出し、それが地震断層上のゆっくりしたすべりで説明できることを示した。 

これらの地震後地殻変動の観測例では、地表で観測される地震後地殻変動の地震時地殻変動に対

する割合は約 8～15%である。この割合を単純に今回の地震にあてはめると、KTMR や OSIO などの震

源極近傍の観測点では、10～20mm 程度の地震後地殻変動が期待されるが、前述のように現在まで

のところ、顕著な地震後変動は観測されていない。このことは、地震後地殻変動の大きさが単に地

震本体の大きさだけでは決まらないことを示唆していると考えられる。それ以外の要因、例えば本

震の地震断層や地震時には変位しなかった周辺の既存断層あるいは弱面の摩擦特性や、震源域周辺

媒質の非弾性的性質に依存する可能性も考えられよう。 

図 2.3.2-9 に八木・他(2003)による地震波形インバージョンの結果を示す。彼らは最大前震、本

震、最大余震の三つのイベントについて、それぞれすべり分布を求めている。得られた結果では、

最大すべりが、本研究の結果と同様に余震域の北側に位置していることがわかる。インバージョン

の際に仮定した断層の幾何学的パラメターが異なるので、詳細な比較はできないが、全く独立なデ

ータセットを用いた解析結果が大局的に一致したことから、今回の地震によるすべり分布の特徴は，

双方の結果によって明らかにされていると考えてよいであろう。 

海野・他(2003)は、前震・本震・余震のメカニズム解の時空間分布を詳細に調査している。その

結果、大部分の余震は逆断層型のメカニズム解を持つこと、余震のメカニズム解の主圧力軸は、震

源域の南側領域では北西－南東、中央部では東西、北側領域では北東－南西であることなどを明ら

かにした。本研究で得られたすべり分布(図 2.3.2-7)を見ると、最大すべりが推定された震源域の

中央部から北側については、上盤側のすべり方向がほぼ東向きであるのに対し、南側の領域ではす

べり方向が南東方向に回転している様子が見られる。このような特徴は、海野・他(2003)の結果と

整合している。 
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(d) GPS から推定された十勝沖～釧路沖における余効すべり 

 
1) 調査観測の実施方法 
 
図2.3.2-10に北海道内の代表的なGEONET観測点における変位の時系列を示す。GPS解析には、

GIPSYの精密単独測位法(Zumberge et al., 1997)を採用した。横軸は2003年1月1日からの通算日で

示してあり、269が2003年十勝沖地震が発生した日に相当する。十勝沖地震に伴うステップ状の地

震時地殻変動に引き続いて、各観測点とも地震発生以前の変位速度とは異なる速度で変化している。

この傾向は震源域に近づくにしたがって顕著になる。このような変化は十勝沖地震にともなう余効

変動として地震直後から指摘されている(Miura et al., 2003; Miyazaki et al., 2004; Ozawa et 

al., 2004)。特に震源域に近い北海道のえりも観測点(0019)では、地震時に東南東に約60cm程度変

位したあと、引き続き同一方向に変位し続け、2004年10月の時点で約20cm程度変位していることが

わかる。 

図2.3.2-9 八木・他(2003)が地震波形インバージョンにより推定した各イベントのすべり

量分布。灰色線：最大前震（コンター間隔0.05m）、黒線：本震（コンター間隔0.2m）、

点線：最大余震（コンター間隔0.05m） 
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以下では、十勝沖地震発生前の時間の 1次関数で変化するトレンドを経年的変化として取り除い

たものを余効変動とみなす。この変動分を抽出するため、地震前までの期間の GPS 変位時系列デー

タが、時間の 1 次関数、1 年および半年の sin、cos 関数で近似できると仮定し、各項の係数を最

小二乗法により推定し、生データからそれらの項による寄与を差し引いた。図 2.3.2-11 にこのデ

ータ処理の例を示す。図 2.3.2-11(a)が GIPSY の精密単独測位法により得られた生の観測点変位の

時系列を示す。2002 年の後半に上下成分にステップ的な変化が見られるが、これは GPS アンテナ

図2.3.2-10 北海道内のGEONET観測点における変位の時系列。GPS解析には、

GIPSYの精密単独測位法を採用した。 

図2.3.2-11 GPS変位データの時系列から経年的トレンドを除去した例。(a)GIPSYの

精密単独測位法により得られた0112観測点(図10参照)の変位時系列。赤、緑、青

は、それぞれ南北、東西、上下成分を示す。(b)地震前のデータに対して、時間の1

次関数、1年および半年のsin、ｃｏｓ関数を最小二乗法によりあてはめた結果。(c) (b)

で推定した各項の係数を地震後のデータにも適用して、生データから差し引いた結

果 
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の交換に伴う見かけの変化である。このようなステップ状の変化についてもその大きさを最小二乗

法により推定した。図 2.3.2-11(b)が地震前のデータから推定されたトレンド成分と年周・半年周

成分、ステップ状の変化である。 トレンド成分と年周・半年周成分については、地震後のデータ

についても同じ係数を仮定して生データから差し引いた結果を図 2.3.2-11(c)に示す。この図の地

震後の変化を余効変動と考える。地震前の地殻変動のほとんどは、プレート間のバックスリップに

より駆動されていると考えられる(例えば諏訪・他, 2004)ので、このようなデータ処理により推定

されるプレート境界面上のすべりは、すべり欠損の解消分を意味することになる。図 2.3.2-12 に

本研究で解析に用いた GEONET 観測点の配置図を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
上で述べた処理後のデータに基づいて、Yagi and Kikuchi (2003)によるインバージョン法によ

りプレート境界面上のすべり分布の時空間変化を推定する。以下にインバージョン法の概要を示す。

このインバージョン法では、3次元のプレート境界面を仮定し、その一部を切り出してその領域に

おけるI個のグリッドを持つ1次のスプライン関数で基底関数展開する。また各グリッドにおけるす

べりベクトル各成分のすべり速度関数を、立ち上がり時間TrでL個のノットを持つ1次のスプライン

関数で基底関数展開する。観測点ｊ における観測方程式を次式で定義する。 

 
 

図2.3.2-12本研究で解析に用いた北緯41度以北のGEONET観測点の配置図。黄色の

星印は2003年十勝沖地震本震の震央を示す。 
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ここで、 iklA はタイムステップｌ におけるｋ 番目の副断層の非地震性すべりのi 成分、 ikjF は iklA に相

当するグリーン関数、 )(tR はライズタイムTr のすべりの時間関数、 jC は変動前の座標値、 )(tLj は観測

点のローカルな変動、 )(te j は分散σ の観測誤差である。また、 )(tLj は空間的にインコヒーレントなラン

ダムウォークプロセス(分散τ )である。上記の観測方程式は下記のようにベクトル表記できる。 

 
ここで，解を安定化するために、いくつかの拘束条件を導入する。すなわち、 

 
n=1は断層面上のすべり時間関数の2階微分がゼロに近くなる条件であり、 

 
と書ける。n=2はすべり分布が空間的に滑らかである条件を2階空間微分がゼロに近くなるとして、 

 
と書ける。n=3はすべりベクトルが先験的情報に基づく方向(たとえばプレートの沈み込み方向など)に近

くなる条件であり、 
 

と書ける。これらの拘束条件と観測方程式を用いると、次式の残差を最小にするモデルパラメターを定

めることになる。 

 
ここで、 

 
である。超パラメターと呼ばれる  が与えられればモデルパラメターの最適値を最小二乗法的

に定めることができる。  を定めるためにAkaike (1980)によって提唱されたAkaike’s Bayesian 

Information Criterion (ABIC)を用いる．複数の超パラメターが存在する場合のABICはFukahata et 

al. (2004)によって導入されている。 

 

1) 調査観測の成果 

 
本研究でプレート境界面上にすべりを与えたグリッドを図2.3.2-13に示す。プレート境界面は、

Hasegawa et al. (1994)による二重深発地震面上面を採用した。解析期間は、2003年9月27日から

2004年11月13日までである。図2.3.2-14に推定されたすべり分布のスナップショットを示す。また、

図2.3.2-10に示した4観測点について，観測された変位データと計算された変位の時系列を比較し

たものを図2.3.2-15に示す。 
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図2.3.2-14をみると、本震後50日間程の期間の余効すべりは、主に本震の南側で発生しているこ

とがわかる。これは，Miura et al. (2004)による本震後15日間の余効すべり分布やOzawa et al. 

(2004)の推定結果と調和的である。しかし、Miyazaki et al． (2004)の結果とは異なっている。

Miyazaki et al. (2004)によって推定されたすべりベクトルの方向をみると、南東から南南東を向

いていて、かつその方向は場所によってほとんど変化していないように見える。したがって、実際

図2.3.2-13 プレート境界面上のすべりを与えたグリッドの配置図。Hasegawa et 

al. (1994)による二重深発地震面上面をプレート境界面とし、その面上の40km

毎に走向方向、傾斜方向にそれぞれ、13個，10個のグリッドを配置した(緑丸)。

黄色の星印は2003年十勝沖地震本震の震央を示す。 

図2.3.2-14 GEONET観測点の変位データから地震前の経年的トレンドを取り除き、

Yagi and Kikuchi (GRL,2003) の方法により推定されたプレート境界面上のすべりの

時空間発展。コンター間隔は0.2mで，矢印は上盤側プレートのすべりベクトルを示

す。星印は本震の震央を示す。
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のすべり方向とはやや異なる方向に拘束が強すぎたために本震の東側に大きなすべり域が推定された

可能性が考えられる。 

 

 

 

 
 
本震発生後50日以降から余効すべり域が北東方向へ拡大していった傾向が見られる。この方向に

は、2004年11月に釧路沖地震(M7.1)が発生していることから、この余効すべりの拡大現象が、M7.1

のイベント発生前にそのアスペリティに応力蓄積を加速した可能性もある。さらに100日以降は本

震から北西方向への拡大傾向や、本震破壊域深部の西隣の浦幌(帯広-釧路間)直下でも比較的大き

くすべりはじめ、約40cm程度のすべりが深さ100kmまで達していることがわかる。 

図16に十勝沖地震発生直後から2004年10月31日までの期間で推定されたプレート境界面上のす

べりの積算値を示す。青のコンターは、Yagi (2004)が遠地実体波および近地強震動波形を使って

推定した本震のすべり量分布を示しているが、両者を比較すると，本震破壊域と余効すべり域は一

部を除いて重なっていない。このような本震破壊域と余効すべり域の相補性は、Yagi and Kikuchi 

(2003)やYagi et al. (2003)によって、1996年日向灘地震や1994年三陸はるか沖地震などについて

既に指摘されているが、十勝沖地震についても同様の結果が得られたことになる。 

帯広周辺直下の余効すべりについては、GPSによるプレート境界深部のすべり分布推定における

分解能の問題も考慮すべきであるが、このように100kmに達するような深い領域において実際に余

効すべりがあったとすれば、そこにすべり欠損が蓄積されていたことを意味しており、諏訪・他

(2004)が行ったバックスリップインバージョンの結果と整合している。また、特にこの深部に張り

出したように見える余効すべりが相対的に大きな領域は、Katsumata et al. (2003)により指摘さ

れている太平洋プレートの沈み込み角の急変帯に概ね一致している。さらに彼らは、その周辺で発

生している特異なスラブ内地震の震源分布や、二重深発地震面上面で発生している地震の発震機構

解から、この急変帯では、太平斜角の変化やスラブ内の現在の応力状態を考慮するとプレート間カ

ップリングが局所的に弱まっている可能性もあり、それが大きな余効すべりの原因となっている可

能性も考えられる。 

 

図2.3.2-15 観測された変位と計算された変位の時系列の比較。図2.3.2-10に示

した4観測点について示す。 
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3) 結論ならびに今後の課題 

 

2003年十勝沖地震発生後のGPS解析により推定されたプレート間すべりの時空間変化から

以下のことがあきらかとなった。 

– 十勝沖地震の余効すべり域は本震破壊域と相補的である。 

– 本震破壊域の南側で大きな余効すべりが進行し、北東方向への伝播現象も見られた。

この現象が2004年11月と12月に釧路沖で発生したM7クラスのプレート境界型地震の

アスペリティに応力蓄積を引き起こし、これらの地震の発生を促進したと考えられ

る。 

– 帯広周辺直下にも40cm程度の比較的大きなすべりが深さ約100km程度まで達してい

ることが推定された。これはKatsumata et al. (2003)が指摘したスラブの断裂に対

応している可能性もある。 

今後はGPS解析をさらに最近のデータまで含めて行い、2004年11月以降の釧路沖の地震活動

についても相似地震解析の結果と比較できるようにするとともに、下記の点を今後の課題と

したい。 

図2.3.2-16 2003年十勝沖地震発生直後から2004年10月31日までの期間で推定され

たプレート境界面上のすべりの積算値。コンター間隔は0.2mで＜矢印は上盤側プレ

ートのすべりベクトルを示す。青のコンターは、Yagi (2004)が遠地実体波および近地

強震動波形を使って推定した1.2m以上の本震のすべり量分布を0.6m間隔で示す。 

- 223 -



• 今回導入したインバージョン法を日本海溝沿いまで領域を拡大し、バックスリップイ

ンバージョンにも応用できるようにする。 

• 相似地震により推定されるすべりをインバージョンの拘束条件のひとつとして取り込

めるよう改良する。 
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2.3.3 PS-InSAR による地殻活動モニタリング 
 
（１）調査観測の内容 

 

  (a) 課 題  PS-InSAR による地殻活動モニタリング 

 

   (b) 担当者 
所     属 役     職 氏     名 

国土交通省国土地理院 主任研究官 小 沢 慎 三 郎 
 

 (c) 調査観測の目的 
干渉合成海溝レーダー技術の１つである PS-InSAR 技術により、宮城県沖地震想定震源域付近牡

鹿半島地域における地殻変動を長期にわたって調べる。 

 

（２）平成１5 年度の成果 
 (a) 調査観測の要約 
   平成１5年度は次の項目を実施した。 

通常の干渉SARでは、２時期のSAR画像を干渉させて人工衛星と地上点間の距離変化を測定するが、

PS-InSAR 技術では、一連の時期の SAR 画像を用いて、地上の恒久的な散乱点（ＰＳ点）と人工衛星

間の距離変化を時間変化まで含めて計測できる。この手法では、通常の干渉 SAR では地殻変動を明

瞭に推定するのが難しいと考えられる場所においてもかなりの精度で地殻変動を推定することがで

き非常に有効な新技術と考えられる。本研究では、PS-InSAR を用いて、牡鹿半島を含む面積約

953.2km2のエリアの地表変動情報を得ようとした。 

(b) PS-InSAR による地殻変動推定の試み 
１）調査観測の実施方法 

  1992-2001 年に撮られた、合成開口レーダー画像 20 
シーンを処理して、PS-InSAR 解析を行った。全領域

処理ではほとんど石巻市上にしか PS 点は抽出でき

ず牡鹿半島には見出せなかった。牡鹿半島の地表変

動を得るため、2 回目の処理として領域を分割し牡

鹿半島内に別のリファレンスポイントを設定して実

施した。即ち図 2.3.2-1 に示されるように領域を大き

なクラスタ1と小さなクラスタ2に分けて解析した。

まずクラスタ 1 には 10 年間分 20 シーンのデータが

用いられた。このシーン数は推奨の 10 年間以上の処

理は最低 30 シーンというレベルより少ない数字であ 
る。またクラスタ 2では、1997 年以降のデータ間隔 
が、小さいクラスタを処理するのに相応しくなく 20 
シーンのうち 1996 年以前の 17 シーンのみを使用し 
ている。 

図 2.3.2-1 ERS 衛星の 100km ﾃﾞｰﾀ

範囲（黄色矩形）と２つに分かれたタ

ーゲットエリア（赤線） 
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2) 調査観測の成果 
 以下の解析結果が得られている。 

図 2.3.3-2(a)に石巻市の解析結果を示す。図 2.3.3-2(a)に示されるように石巻市では、殆どの地点

で ＋1.5 から－1.5mm/年の速度範囲の動きが推定されており、非常にこの地域が安定していることが

わかる。また、推定された変位速度の変化は空間的な傾向も持っていない。図 2.3.3-2(b)に石巻市の

牡鹿半島よりの PS 点の時間変化を示すが、非常に変動が小さいことがわかる。図 2.3.3.2(a)の参照

点は、石巻市のほぼ中心となっている。また図 2.3.3-3(a)-(b)に牡鹿半島地域の観測点の変動速度の

頻度分布図と、牡鹿半島の南部に位置する網地島の点の経年変化図を示す。両者とも、非常に変動量

が小さい結果が得られている。 

4.3% subsiding

0.98 0.64 0.56 0.80 1.36
2.96

6.47

16.78

29.32

26.16

11.34

2.00
0.38 0.27

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

-2
8.

25
 to

 -3
.5

-3
.5

 to
 -3

-3
 to

 -2
.5

-2
.5

 to
 -2

.0

-2
.0

 to
 -1

.5

-1
.5

 to
 -1

.0

-1
.0

 to
 -0

.5

-0
.5

 to
 0

.0

0.
0 

to
 0

.5

0.
5 

to
 1

.0

1.
0 

to
 1

.5

1.
5 

to
 2

.0

2.
0 

to
 2

.5

2.
5 

to
 2

6.
5

Average annual displacement rate range 1992-2002 (mm/year)

Pr
op

or
tio

n 
of

 p
er

m
an

en
t s

ca
tte

re
rs

 (%
)

93.02% stable 2.65% uplift

 
図 2.3.3-2(a)：クラスタ 1（石巻市）の変位速度別の PS 点の分布 

図 2.3.3-2(b)：AB568 の PS 点の非線形時刻暦チャート 
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図 2.3.3-3(a) クラスタ２（牡鹿半島）の変位速度別の PS 点の分布 
 

図 2.3.3-3(b)：AA271 の PS 点の非線形時刻暦チャート 
 
3) 結論並びに今後の課題 
 PS-InSAR 処理から得られた結果は、全エリアの 93％の PS が安定的で 7％の PS が何かしらの動き

をしていることを示した。変動として多かったのは沈下である。しかしながら空間的に見て意味のあ

るような変動を捉えることはできなかった。石巻及び牡鹿半島の 2 つの異なる参照点に対して処理が

実行されたため、牡鹿半島の変動と石巻側の関連を評価することはできなかった。牡鹿半島で低い密

度でしか観測点がとれなかったことから、限定されたシーン数でのさらなる PS-InSAR は望ましくな

い。代わりにこれから 3 年あまりで 30 シーン取得できる ENVISAT の新規撮影が望まれる。データ

期間間隔が密集していることにより抽出される恒久的な散乱点の数は最大になりそれによって内陸と

Time Series of Displacement of PS displacement (1992-1996) for AA271
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の相対的関連のある半島全体の変動を計測することが可能になると思われる。 
 
(d) 引用文献 

 

(e) 成果の論文発表・口頭発表等 

  1)論文発表 

著 者 題     名 発  表  先 発表年月日

    

 

2)口頭発表、その他 

発 表 者 題      名 発表先、主催、発表場所 発表年月日
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2.3.4 高精度水準測量 

 
（１）調査観測の内容 
 
(a) 課 題 高精度水準測量 
 
(b) 担当者 

所     属 役    職 氏     名 
国土交通省国土地理院 
 

主任研究官 小 沢 慎 三 郎 

 
(c) 調査観測の目的 

水準測量により宮城県沖地震震源域近傍における過去の地盤上下変動を調べ、想定宮城

県沖地震の震源域の状態推定に必要な情報を得る。 
 
（２） 平成１４年度の成果 
 
(a) 調査観測の要約 

平成１４年度は次の項目を実施した。 
水準測量を、2002 年 7 月～11 月期に仙台市から牡鹿半島にかけて実施し、過去の水準測

量成果との比較を行った。 

 
(b) 水準測量調査 
１）調査観測の実施方法 
図 2.3.4-１に、仙台市から牡鹿半島にかけて約 50ｋｍの観測路線図を示す。この路線

にそって 2002 年 7 月～11 月期に水準測量を行った。 
                                                 

 
 

図 2.3.4-1 仙台市～牡鹿半島間の水準観測路線図 
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２）調査観測の成果 
 
図 2.3.4-2 に観測結果を示す。図 2.3.4-2 に示されるとおり、前回の観測が 1980 年 8～9

月期という事で、22 年間も経過しているために、白丸印で示される改埋点が多く見られる。

一般的に改埋点の精度は移設等されていない点に比べて精度は落ちると考えられる。矢本

町、石巻側からみると牡鹿半島の先端は過去 22 年間で２ｃｍ程の隆起が見られる。最近２

２年間の結果に対して、1980 年 8～9 月期と 1978 年 9～10 月期の地殻上下変動は、やはり

牡鹿半島側が内陸側に対して２ｃｍ程隆起して見える。但し 1978 年の観測は 1978 年宮城

県沖地震後に行われている。1978 年から２年間の上下変化とその後 22 年間の上下変化に量

的な差があまり見えない点は、牡鹿半島の隆起・沈降のレートが時間的に変化してきた可

能性を意味する。GPS 連続観測網の普及により、この地域の海溝型地震では、地震後の余効

変動が多くの場合において発生することが知られており、1978 年宮城県沖地震でも地震後

の余効変動が起きた可能性がかなり高いと考えられる。従って、1978 年の地震後２年間の

変動には地震後の余効変動の効果が含まれていると考えられる。また、2003 年に宮城県北

部の地震が今回実施した水準測量の近辺で起きており、2002 年の本観測成果のおかげで非

常に明瞭な地震に伴う上下変化が地震前後に捉えられている（図 2.3.4-3）。 

 

 

図 2.3.4-2 仙台市～牡鹿半島間の水準測量結果 
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図 2.3.4-3 2003 年宮城県北部の地震に伴う地殻上下変動 

 
３）結論並びに今後の課題 

2002 年～1980 年の観測結果と 1980～1978 年の観測結果で、空間的なパターンが若干

仙台市側で違っているように見える。これが有意なものであるのかどうか、今後の観測デ

ータの蓄積が待たれる。 
 

(ｄ) 引用文献 

 

(e) 成果の論文発表・口頭発表等 

  1)論文発表 

著  者 題     名 発  表  先 発表年月日

Takuya 

Nishimura, 

Tetsuro, 

Imakiire, 

Hiroshi, 

Yarai, Taku 

Ozawa, 

Makoto, 

Murakami, 

and Masaru 

Kaidzu 

 

A preliminary fault model of the 2003 

July 26, M6.4 northern Miyagi 

earthquake, northeastern Japan, 

estimated from joint inversion of GPS, 

leveling, and InSAR data 

Earth, Planets, and 

Space 

2004 12/1 

 

2)口頭発表、その他 

発 表 者 題    名 発表先、主催、発表場所 発表年月日
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2.3.5 重力観測       

 

（１） 調査観測の内容 

(a) 課 題 重力観測 

 

(b) 担当者 

所        属 役    職 氏   名 

東北大学大学院理学研究科 教  授 藤 本 博 巳 

 

(c) 調査観測の目的 

海底において重力の経年変化を観測する可能性、および海底圧力観測と合わせて上下

方向の海底地殻変動を観測する可能性を調べるために、海底試験観測を行う。海底圧力

観測については、宮城県沖で通年観測を開始し、長期安定性に関する問題点を明らかに

する。 

 

（２）平成１４～１６年度の成果 

 
(a) 調査観測の要約   
  既設の海底重力計を用いて平成 14 年度に瀬戸内海の浅海で海底重力測定を実施した。

平成 15 年度にはこの海底重力計の電池交換と保守点検を行い、この重力計のセンサー

や計測システム、鉛直保持機構等に問題のないことを確認した。海底における精密な繰

り返し重力測定を実現するために、平成 16 年度には、無人探査機を用いて海底ベンチ

マーク上の海底重力測定を試行し、観測における問題点を明らかにした。平成 15 年度

に海底圧力計を宮城県沖に設置し、通年の海底圧力観測を開始した。その観測データか

ら、圧力計測値のドリフトとセンサーの腐蝕が問題であることが分かったので、周期測

定用の水晶発信器の精度を向上させるとともに、真水を入れたビニール袋の中にセンサ

ーを入れて腐食を防止するという対策を施し、平成 16 年度から再度通年観測を開始し

た。 

 
(b) 海底重力測定等に関する調査 

1) 調査観測の実施方法 

   既設の海底重力計（図2.3.5-1）は、シントレックス社の野外観測用重力計をオイル

ダンパーとフリージンバル機構で鉛直に保っている重力計であり（藤本ほか、1998； 

Fujimoto et al., 1998）、東京大学海洋研究所で連続観測をしている。1日約0.2ミリ

ガルのドリフトがあるが、そのドリフトは極めて安定している。この重力計を用いて

平成14年度に瀬戸内海播磨灘の浅海で、船からロープで海底重力計を吊り下ろして海

底に設置するという方式で、海底重力測定を実施した（上嶋・他、in press）。平成

15年度にはこの海底重力計の電池交換と保守点検を行い、この重力計のセンサーや計

測システム、鉛直保持機構等に問題のないことを確認した。 
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      図2.3.5-1 チタン合金耐圧球を用いた海底重力計 

 

沈み込み帯は一般に厚い堆積層で覆われており、1cm の海底変動を検出する海底測

地観測を行うためには、陸上と同じように海底にも測地観測用ベンチマークを設置し、

それを用いた繰り返し観測が不可欠である。その一例として、海底における重力の精

密な繰り返し測定に関する試験観測を行った。海底掘削孔の Re-entry Cone のように

大掛かりな海底プラットフォームは海底の極限られた場所にしかないので、海底ベン

チマークを設置し、無人探査機を用いて測定を試みた。 

2005 年 1 月に海洋研究開発機構（JAMSTEC）の調査船なつしまの相模湾航海 NT05-01

において、無人探査機ハイパードルフィンを用いて海底ベンチマーク上の海底重力測

定を試行した。まず、ベンチマークとして用いる約 80cm 四方で水中約 200kg のコンク

リート製の平板（図 2.3.5-2）を無人探査機（図 2.3.5-3）で海底まで運び、厚い堆積

物で覆われた平均傾斜約 8 度の海底に水平に設置する作業を行った。海底重力計はフ

リージンバル機構を有しているが、傾きの限界は約 15 度であるので、平板を傾斜 10

度以内に設置し、その上に海底重力計を据えつけて一晩観測することを試みた。 

 

   
    図 2.3.5-2 海底ベンチマークとして用いたコンクリート製の平板 
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    図 2.3.5-3 海洋研究開発機構の無人探査機ハイパードルフィン 
      

海底における長期圧力観測については、平成 15 年 6 月に宮城県沖の海底に圧力計を

設置した。圧力センサーは Parosientific 社製の水晶圧力計であり、1 分間隔で１年

以上の観測ができる設計となっている。計測システムは耐圧ガラス球に入っており、

音響信号により錘を切り離し、自己浮上することができる。 

 
2) 調査観測の成果 

瀬戸内海播磨灘の浅海における海底重力測定では、毎朝淡路島の基点から出発し海

底における測定を行って夕方には基点に戻るという方式で、4 日間にわたって 23 点の

海底重力測定を行った。重力測定では、1 秒間隔で 40 秒間の測定を行いその平均値と

標準偏差を求めることとし、そのような測定を１分間隔で行った。基点における測定

は、標準偏差が 0.03-0.04 mgal と安定しており、重力計のドリフトは基点における測

定値を用いてチェックし、ドリフトレートが 0.196mgal/日であることを確認した（上

嶋・他、in press）。 

海底では、１点において 3 分から 10 分間の測定データが得られた。重力計を吊り下

ろしたロープが重力計に振動を与えることが測定の障害になるので、途中にアンカー

をつけた。測定値の標準偏差は、アンカーなしの場合は 2～5mgal と異常に大きい値を

示したが、アンカーをつけると、0.6～0.9 mgal となった（上嶋・他、in press）。た

だし、海底に単独で据えた時の標準偏差は 0.01-0.02 mgal であった（Fujimoto et al., 

1998）ことを考慮すると、ロープで吊り下ろす方式による浅海の重力測定では高精度

の測定は難しいようである。 

深海底のベンチマーク上における重力測定を試みて分かったのは、緩やかであって

も、傾いた海底に平板を水平に近い状態に設置することは難しい作業であるというこ

と、および傾斜している海底においては、無人探査機のビデオ映像から傾きの角度を

推定することは難しいということである。傾斜は 10 度程度であると判断して、平板の

上に重力計を設置して一晩測定したが、傾斜が大きすぎて測定できなかった。 

   そこで急遽図 2.3.5-4 に示す簡易傾斜計を作り、再度測定を試みた。簡易傾斜計は役
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に立ち、平板が 10 度以上傾いているかどうかはビデオ映像で判断できた。しかし水中

約 200ｋｇの平板を無人探査機で水平にすることはたいへんな難作業であり、またそ

の上に海底重力計を乗せる作業も難航し、途中で重力計が横倒しになるようなことも

あった。最終的には約 15 度傾いた平板の上で一晩重力測定を行ったが、横倒しになっ

た影響か、ドリフトが異常に大きく、正常な重力測定はできなかった。 

 

 

 
      図 2.3.5-4 船上で急遽作成した簡易傾斜計 
 

海底圧力観測については、平成 14 年度に海底圧力計を購入し、平成 15 年度に宮城

県沖に設置し通年の海底圧力観測を開始した。その観測データから、圧力計測値のド

リフトとセンサーの腐蝕が問題であることが分かった。これまでのいくつかの地点の

観測結果から判断すると、ドリフトは多くの場合水深換算で 1 ヶ月に１cm 程度である

が、１桁以上大きいドリフトを示す場合もある。そこで周期測定用の水晶発信器の精

度を向上させるという対策を施した。センサーの腐蝕については、真水を入れたビニ

ール袋の中にセンサーを入れるという対策を施した。これらの対策をした後に、16 年

度から再度通年観測を開始した。 

 
3) 結論ならびに今後の課題 

数 10 マイクロガルあるいはそれ以上精密な海底重力測定は、重力計を海面からロー

プで吊り下ろす方式では無理である。海底の観測ベースの上で測定する場合は、平坦

な地形を選んで測定することが最も重要である。緩やかでも傾いた海底に平板を水平

に設置することは難しいので、どうしても緩斜面で測定する必要がある場合には、ベ

ンチマークの上面を平面ではなく窪んだ球面にすることが一つの解決策である。しか

し、平板に乗せる前に泥の海底の上で 10 マイクロガル程度のばらつきで重力測定がで

きていたこと、および斜面が傾いていると海底重力計をベンチマークの上に据えつけ

ることが難しいことを考慮すると、海底における精密な繰り返し重力測定は、ベンチ

マークの上ではなく、そのそばの海底で行い、重力計とベンチマークの水深の違いを

１cm の精度で測定する方式も考慮すべきである。海底重力計のドリフトの問題は、１
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週間以内の短い航海において、1 晩海底で測定する場合、あまり問題にはならないよ

うである。 

海底における長期圧力観測は、計測分解能は水深換算で１cm 程度であるが、圧力計

測値のドリフトとセンサーの腐蝕が問題であることが分かったので、周期測定用の水

晶発信器の精度を向上させるとともに、真水を入れたビニール袋の中にセンサーを入

れて腐食を防止するという対策を施した。 
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2.4 プレート境界およびその周辺域の地殻構造探査  

 

2.4.1 宮城県沖における地殻構造探査 

 

（１）調査研究の内容 

 

(a) 題  目 宮城県沖における地殻構造探査  

(b) 担当者 

   所     属 役   職 氏    名 

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 

国立大学法人北海道大学理学研究科 

国立大学法人北海道大学理学研究科 

国立大学法人東北大学理学研究科 

国立大学法人東北大学理学研究科 

国立大学法人九州大学理学研究院 

国立大学法人九州大学理学研究院 

国立大学法人千葉大学理学部 

海洋研究開発機構 

海洋研究開発機構 

 

教授 

助教授 

助手 

助手 

助教授 

助手 

助教授 

助手 

教授 

助手 

助教授 
プログラムディレクター 

グループリーダー 

 

金 沢 敏 彦 

篠 原 雅 尚 

望 月 公 広 

山 田 知 朗 

高 波 鐵 夫 

村 井 芳 夫 

日 野 亮 太 

西 野   実 

清 水   洋 

植 平 賢 司 

佐 藤 利 典 

金 田  義 行 

小 平  秀 一 

 

 

(c)  調査観測の目的 

 宮城県沖地震の想定震源域とその周辺において、海中発破、大容量エアガンアレイ、海底地震計

を用いた屈折法・反射法探査を実施することにより、想定震源域および周辺海域におけるプレート

位置およびプレート間の固着度等に関する情報を抽出する手法の有効性を調査する。 

 

(d)  実施計画 

 1) 平成16年度 

宮城県沖地震の想定震源域とその周辺部における地震探査 

宮城県沖の想定震源域およびその周辺において、独立行政法人海洋研究開発機構の分担と合わせ

て、海中発破、大容量エアガンアレイ、海底地震計を用いた屈折法・反射法探査により、宮城沖地

震の想定震源域および周辺における構造の特徴の抽出とプレート間の固着度等について調べる。ま
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た、上記の目的のために、測線延長上の陸域に臨時地震観測点と発破点を設置し、観測を行う。 

(e) 平成16年度業務目的 

 宮城県沖地震の想定震源域とその周辺において6トン規模の海中発破（40kg発破を150発）及び

大容量エアガンアレイ（総容量約200リットル）と多数の海底地震計を用いた反射・屈折法探査を

実施し、構造の特徴の抽出とプレート間の固着度等について調べる。受波器には、測線上に並べら

れた海底地震計を用いる。大容量エアガンアレイは短時間での繰り返し発震が可能であるので、最

上部マントルまでの浅部構造を詳細に明らかにする。一方、大エネルギーである爆破の特徴を生か

し、比較的深部の地震波速度構造を求めることを目的とする。また、多数の海底地震計を使用する

ことにより、求められる構造の解像度を上げると共に、反射波データも積極的に活用する。 

 

（２）平成16年度の成果 

(a) 業務の要約 

 宮城県沖地震の想定震源域とその周辺において発破及び大容量エアガンアレイを制御震源とした

海底地震計を用いた広角反射・屈折法探査を実施した。また、海域測線延長上の陸上に臨時観測点

と発破点を設置した。これにより、震源域付近の地震波速度構造を詳細に明らかにするとともに、

プレート境界の特性の推定などを行い、発生が想定されている宮城県沖地震の震源域と構造の関係

を明らかにすることを目指している。 

構造探査は日本海溝の海溝軸に直交する東西測線（A測線）と、海溝軸に平行な南北測線（B,C測

線）に沿って実施した。エアガンデータを用いて、各測線ごとにP波初動を用いた走時トモグラフ

ィーにより、深さ15km程度までのP波速度構造を求め、さらにA測線では反射波によるイメージン

グを行った（エアガンを震源とした構造探査の詳細については、海洋研究開発機構の報告を参照）。

発破データからは、現在解析が進行中であるが、B測線下の深さ40km程度までのP波速度構造を、

波線追跡法により、求めた（発破を震源とした構造探査の詳細については、東京大学地震研究所の

報告を参照）。また、探査手法の調査の一環として、新たに開発された機動的ケーブル式海底地震

計を、構造探査の受波器に用いる実験を行った。この実験は、株式会社ＯＣＣ、日本サルヴェージ

株式会社、国際ケーブル・シップ株式会社との共同研究である。 

 

(b) 業務の実施方法 

構造探査実験は、日本海溝の海溝軸に直交する東西１測線（A測線）と、海溝軸に平行な南北２測

線（B,C測線）にて、実施した（図2.4.1-1）。探査実施日程を表2.4.1-１に示す。A測線は1999

年にJAMSTECが実施した構造探査測線と一致させてあり、1897年三陸地震および1978年宮城沖地震

の震源域を通っている。一方、陸よりのB測線は、1978年宮城沖地震震源域を通っており、測線下

では過去の構造調査からは、沈み込み海洋プレートと陸側プレートの上部マントルが、プレート境

界で接していると考えられる。C 測線は、震源域の境界部を通っており、プレート境界までの深さは、

B測線に比べて、浅い。設置した海底地震計は、A測線上に22台、B測線上に21台、C測線上に31

台の計72台である（写真2.4.1-1）。設置された海底地震計は、エアガンまたは爆破からの水中直

接波の走時を用いて、最小二乗法により、海底での位置を推定した（表2.4.1-2）。海底地震計は、

発震作業終了後に、C12を除きすべて回収された（写真2.4.1-2）。また、A測線の延長上の陸上部
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に、臨時観測点７点が東京大学地震研究所により設置され、エアガンと発破を観測した。陸上臨時

観測点の位置は測量により、決定された（表2.4.1-2）。 

１．大容量エアガンアレイを人工震源とする地殻構造探査 

エアガン発震に使用した船舶は海洋研究開発機構の海洋調査船「かいれい」であり、「かいれ

い」搭載の大容量エアガンアレイを用いた。エアガンアレイは各25リットルのチャンバー容量のエ

アガン８台からなっている。発震は３測線すべてで行った。発震間隔は、約200mである。また、エ

アガン発震時には、浅部堆積層構造を詳細に求めるためにシングルチャンネルハイドロフォンスト

リーマ（SCS)を曳航した。A測線の西半分、C測線の南半分では2度目のエアガン発震を実施し、こ

れらの場所では最終的には発震間隔が100メートルである。各測線ごとにP波初動を用いた走時ト

モグラフィーにより、深さ15km程度までのP波速度構造を求め、P波速度5km/secの層の厚さが場

所により大きく変化していることを明らかにした。さらにA測線では反射波によるイメージングを

行い、沈み込む海洋性プレートの形状やコンラッド面の形状を明らかにした。なお、この探査に関

する詳細な報告は、海洋研究開発機構の報告を参照されたい。 

 

２．爆破を制御震源とする上部マントル・地殻構造探査 

爆破を用いた構造探査は日本海溝の海溝軸に直交する東西測線（A測線）と、海溝軸に平行な南

北測線（B測線）に沿って実施した。発破は、両測線共に間隔約3kmで、計150発行った。各発破の

薬量は、すべて40kgである。求める構造の信頼性を高めるために、Ａ測線の延長上の陸上で薬量

300kgの発破を実施し、Ａ測線上の海底地震計、陸上臨時観測で観測した。B測線では、波線追跡法

を用いた解析より、深さ40km程度までのP波速度構造を求め、陸側プレートの最上部マントル速度

がP波速度約8.1km/sであることを明らかにした。また、陸側プレートの地殻の厚さは約24km、プ

レート境界は深さ約36kmに存在していることが分かった。 

 

３．機動的ケーブル式海底地震計を用いた構造探査実験 

自己浮上式海底地震計を用いた構造探査実験では、発震が完了し、海底地震計が回収されるまで

は、記録の質を吟味することができない。ケーブル式の海底地震計を用いて、リアルタイムで記録

を得ることができれば、地震計からの記録を即座に吟味することができ、探査実験の質を向上させ

ることが可能である。そこで、株式会社ＯＣＣ、日本サルヴェージ株式会社、国際ケーブル・シッ

プ株式会社が開発した機動的ケーブル式海底地震計システムを、Ａ測線の海溝よりの部分に設置し

（図2.4.1-2）、エアガンの記録をリアルタイムで記録することを試みた。この実験は、特に新たに

開発された機動的ケーブル式海底地震計の記録を、従来の自己浮上式海底地震計の記録と比較検討

することが目的である。また、得られたデータは、構造解析にも資することができる。実験の結果、

機動的ケーブル式海底地震計は、従来の自己浮上式海底地震計の記録と同程度であることが確認さ

れた。特に、水平動に関しては、従来の自己浮上式海底地震計の記録よりも、質がよい可能性があ

ることが推察された。 

  

(c) 業務の成果 

宮城県沖地震の想定震源域とその周辺において発破及び大容量エアガンアレイを制御震源とした
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海底地震計を用いた広角反射・屈折法探査を実施した。また、海域測線延長上の陸上に臨時観測点

と発破点を設置して、実験を行った。また、機動的ケーブル式海底地震計システムによる観測も試

みた。その結果、エアガンおよび発破を用いて、精度の良い構造を求めることができた。とくに、

エアガンを用いた構造探査では、反射波を用いたイメージングにより、沈み込む海洋性プレートの

形状やコンラッド面の形状を明らかにすることができ、この手法が有効であることがわかった。一

方、爆破を用いた構造探査では、測線下の陸側プレートマントルウェッジのPn速度を精度良く決定

できた他、比較的深部であるプレート境界（震源域）からの反射波と思われる波を観測することが

できた。これらの結果は、比較的深い領域で発生する地震の震源域の構造を研究するために、爆破

を震源に用いることが極めて有益であることを示している。また、リアルタイムで、海底に置いて、

制御震源からの地震波を吟味することができる機動的ケーブル式海底地震計システムは、従来の自

己浮上式海底地震計の記録と同程度であることを確認できたばかりでなく、今後の探査手法の方向

性を示すものであると考える。 

 

(d) 結論ならびに今後の課題 

 深部に存在している宮城県沖地震の震源域付近の構造調査のために、爆破、大容量エアガンアレ

イ、多数の海底地震計、陸上臨時観測点及び陸上発破を用いた大規模な探査実験を行い、構造を求

めることができた。また、機動的ケーブル式海底地震計システムによるリアルタイム観測にも成功

した。この探査実験から、深部の震源域を調査する手法として、これらの方法が有効であることを

わかった。得られた記録は、探査実験が大規模であったために、大量であり、現在も解析が進行中

であるが、今後は構造不均質を精度良く決定するばかりでなく、反射波の振幅特性を利用した解析

などを行い、それらの結果を、過去の地震の震源過程研究結果などと比較することにより、震源域

付近の構造特徴の抽出とプレート間固着度等について、研究を行う。 

 

(e) 引用文献 

 三浦誠一, 高橋成実, 仲西理子, 小平秀一, 金田義行 (2001), 日本海溝前弧域(宮城沖)におけ

る地震学的調査－KY9905航海－, JAMSTEC深海研究, 18, 145-156 

 

(f) 成果の論文発表・口頭発表等 

1) 東京大学地震研究所・海洋研究開発機構・東北大学理学研究科・北海道大学理学研究科・九州大

学理学研究院・千葉大学理学部・山形大学理学部（発表者 金沢敏彦）、宮城県沖地震想定震源域

付近の海陸合同地震波構造探査実験、日本地震学会秋季大会、B72、2004年、福岡 

  

2) 2004年宮城県沖構造探査グループ、「宮城県沖地震想定震源域付近の地震波構造探査実験」、 

しんかいシンポジウム、2005年、横浜 
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表2.4.1-1 調査日程 

8月6日 海洋研究開発機構「かいれい」 横須賀出港 

8月7日～8日 海底地震計設置（A測線、B測線、C測線） 

8月9日～13日 エアガン発震（C測線、B測線） 

8月14日 機動的ケーブル式海底地震計位置決定 

8月15日～18日 エアガン発震（A測線、C測線） 

8月19日 海洋研究開発機構「かいれい」 横須賀入港 

8月24日 新日本海事（株）「新世丸」（地震研傭船） 横須賀出港 

8月25日 爆薬積み込み（鹿島港） 

8月26日～29日 海中発破作業 

8月29日 海底地震計回収作業 

8月30日 新日本海事（株）「新世丸」塩釜入港 

9月1日 新日本海事（株）「新世丸」（地震研傭船）塩釜出港 

9月1日～4日 海底地震計回収作業 

9月6日 新日本海事（株）「新世丸」 横須賀入港 調査日程全終了 
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表2.4.1-2 海底地震計及び陸上観測点の位置座標 

番号 緯度（WGS84） 経度(WGS84) 水深(m) 備考 

  度 分 度 分     

A01 38 23.076318 141 48.927618 185   

A02 38 22.754448 141 51.338916 212   

A03 38 22.466334 141 53.634066 242   

A04 38 22.1312 141 55.9844 274 *1 

A05 38 21.836766 141 58.249314 305   

A06 38 21.501216 142 0.775014 347   

A07           *2 

A08 38 20.877168 142 5.568732 460   

A09 38 20.557632 142 7.933182 543   

A10 38 20.178264 142 10.290600 629   

A11 38 19.890918 142 12.677082 719   

A12 38 19.579248 142 15.021300 798   

A13 38 19.231 142 17.3275 855 *1 

A14 38 18.907314 142 19.825464 921   

A15 38 18.577314 142 22.198518 978   

A16 38 18.241218 142 24.574236 1028   

A17 38 17.855016 142 26.922582 1083   

A18 38 17.398902 142 30.631098 1145   

A19 38 16.867902 142 34.409766 1208   

A20 38 16.317900 142 38.360214 1272   

A21 38 15.777636 142 42.274848 1346   

A22 38 15.225750 142 46.191882 1408   

       

番号 緯度（WGS84） 経度(WGS84) 水深(m) 備考 

  度 分 度 分     

B01 37 15.832368 142 0.380484 835   

B02 37 23.976468 142 1.612434 672   

B03 37 31.969416 142 2.839950 536   

B04 37 39.947436 142 4.061868 537   

B05 37 48.8264 142 5.4186 584 *1 

B06           *2 

B07 38 4.028916 142 7.784634 543   

B08 38 12.082314 142 9.031116 563   

A10 38 20.178264 142 10.290600 629   
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B09 38 28.150866 142 11.553852 644   

B10 38 36.187614 142 12.810300 618   

B11 38 44.202336 142 14.077266 648   

B12 38 52.279032 142 15.374184 695   

B13 39 0.321102 142 16.639884 750 *3 

B14 39 8.3946 142 17.9298 790 *1 

B15 39 16.377336 142 19.209150 776   

B16 39 24.374718 142 20.508966 763   

B17 39 32.406450 142 21.800118 731   

B18 39 40.427286 142 23.091516 677   

B19 39 48.513498 142 24.420516 652   

B20 39 56.518518 142 25.728702 663   

       

番号 緯度（WGS84） 経度(WGS84) 水深(m) 備考 

  度 分 度 分     

C01 37 13.605732 142 17.078364 1302   

C02 37 18.9867 142 17.7707 1034 *1 

C03 37 24.397416 142 18.540666 939   

C04 37 29.727516 142 19.4079 898   

C05 37 35.150316 142 20.2497 846   

C06 37 40.437786 142 20.967564 910   

C07 37 45.784848 142 21.876498 974   

C08 37 51.149664 142 22.629834 945   

C09 37 56.498832 142 23.366916 982   

C10 38 1.844268 142 24.266118 1019   

C11 38 7.192836 142 25.189332 1059   

C12           *2 

A17 38 17.855016 142 26.922582 1083  

C13 38 23.26635 142 27.74235 1098   

C14 38 28.6239 142 28.5393 1075 *1 

C15 38 33.931536 142 29.647002 1128   

C16 38 39.310098 142 30.23265 1153   

C17 38 44.738064 142 30.94485 1181   

C18 38 49.992864 142 31.926468 1200   

C19 38 55.3611 142 32.8159 1202 *1 

C20 39 0.70815 142 33.536148 1199   

C21 39 6.038136 142 34.495884 1182   
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C22 39 11.4206 142 35.334 1227 *1 

C23 39 16.728786 142 36.100716 1328   

C24 39 22.067586 142 37.081236 1316   

C25 39 27.449184 142 37.919868 1252   

C26 39 32.787486 142 38.79915 1126   

C27 39 38.157384 142 39.659616 931   

C28 39 43.5491 142 40.5241 913 *1 

C29 39 48.893364 142 41.40105 931   

C30 39 54.254802 142 42.28665 991   

       

番号 緯度（GRS80） 経度(GRS80) 標高(m) 備考 

  度 分 度 分     

RP01 38 28.669980 141 23.530200 30   

RP02 38 28.622160 141 24.411540 155 *2 

RP03 38 28.490640 141 25.059900 275   

RP04 38 28.298100 141 25.871160 80   

RP05 38 27.878520 141 26.892780 95   

RP06 38 27.819840 141 28.673820 85   

RP07 38 27.289200 141 29.796000 8   

       

       

*1 投入位置  

*2 記録が得られていない観測点  

*3 エアガンの記録は存在  
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図2.4.1-1宮城沖構造探査における全体図 

 

図2.4.1-2 機動的ケーブル式海底地震計の設置位置
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写真2.4.1-1 海洋研究開発機構内で準備中の海底地震計 

 

 

写真2.4.1-2 「新世丸」上の回収されたすべての海底地震計 
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2.4.1宮城県沖における地殻構造探査 

a. 爆破を制御震源とする上部マントル・地殻構造探査 

 

（１）調査観測の内容 

 

(a) 題 目  爆破を制御震源とする上部マントル・地殻構造探査 

 

(b)担当者 

所         属 役  職 氏    名 

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 

教 授 

助教授 

助 手 

助 手 

金  沢  敏  彦 

篠  原  雅  尚 

望  月  公  広 

山  田  知  朗 

 

(c) 調査観測の目的 

 宮城県沖地震の想定震源域とその周辺において爆破と海底地震計を用いた広角反射・屈折法探査

を実施し、島弧マントルのモホ面、プレート境界面といった構造境界面を含む地殻速度構造の不均

質を明らかにし、さらに地震発生に深く関連していると考えられるプレート境界面の特性を調査す

る。本業務では大エネルギーである爆破の特徴を生かし、比較的深部に存在する宮城県沖地震の想

定震源域付近の詳細な地震波速度構造を求める。これらは、宮城県沖地震の発生予測精度の向上に

資することを目指す。 

 

(d) 実施計画 

1) 平成16年度 

宮城県沖地震の想定震源域とその周辺部における地震探査 

宮城県沖の想定震源域およびその周辺において、約６トン規模の海中発破（40kg発破を約150

発）を測線上で実施し、構造調査を行う。受波器には、測線上に並べられた海底地震計を用いる。

また、測線延長上の陸域に臨時地震観測点と発破点を設置し、観測を行う。独立行政法人海洋研究

開発機構の分担と合わせて、構造調査の全体計画としては、海中発破、大容量エアガンアレイ、海

底地震計を用いた屈折法・反射法探査により、宮城沖地震の想定震源域および周辺における構造の

特徴の抽出とプレート間の固着度等について調べる。 

 

(e) 平成16年度業務目的 

 宮城県沖地震の想定震源域とその周辺において爆破と海底地震計を用いた広角反射・屈折法探査

を実施し、島弧マントルのモホ面、プレート境界面といった構造境界面を含む地殻速度構造の不均

質を明らかにし、さらに地震発生に深く関連していると考えられるプレート境界面の特性を調査す
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る。 

 本業務では大エネルギーである爆破の特徴を生かし、比較的深部に存在する宮城県沖地震の想定

震源域付近の詳細な地震波速度構造を求める。宮城県沖地震の想定震源域では、沈み込む太平洋プ

レート上面と陸側プレートの最上部マントルが接していると考えられ、その深度は30km～40kmに達

する。このような深部までに地震波を届かせるためには、爆破を制御震源とすることが有用である。

本業務では、プレート境界の正確な位置を求めるとともに、想定震源域付近のプレート境界の上盤

側である陸側プレートの最上部マントルの構造を明らかにすることを目的とする。また、想定震源

域付近のプレート境界からの反射波を観測し、これらを用いた詳細な構造決定の手法を検討する。 

 

（２）平成16年度の成果 

 

(a) 業務の要約 

 宮城県沖地震の想定震源域とその周辺において発破を行い、それを制御震源とした海底地震計を

用いた広角反射・屈折法探査を実施した。また、海域測線延長上の陸上に臨時地震観測点と発破点

を設置した。これにより、震源域付近の地震波速度構造を詳細に明らかにするとともに、プレート

境界の特性の推定などを行い、発生が想定されている宮城県沖地震の震源域と構造の関係を明らか

にすることを目指している。 

 構造探査は日本海溝の海溝軸に直交する東西測線（A測線）と、海溝軸に平行な南北測線（B測

線）に沿って実施した。発破は、両測線共に間隔約3kmで、計150発行った。各発破の薬量は、す

べて40kgである。A測線の延長陸上に臨時地震観測点と発破点を設置した。海底地震計、陸上臨時

地震観測点共に、良好な記録を得ることができた。記録は現在でも解析中であるが、B測線では、波

線追跡法を用いた解析より、深さ40km程度までのP波速度構造を求め、陸側プレートの最上部マン

トル速度がP波速度約8.1km/sであることを明らかにした。また、陸側プレートの地殻の厚さは約

24km、プレート境界は深さ約36kmに存在していることが分かった。また、両測線の海底地震計、陸

上臨時観測点の内、多くの記録でプレート境界からの反射波と思われる振幅の大きな相が観測され

ており、震源域が深部にある場合には、爆破を用いた構造調査が有益であることが分かった。 

 

(b) 業務の実施方法 

日本海溝では、これまでに多くの構造探査実験が行われ、地震波速度構造が明らかになってきた

（例えば、Suyehiro and Nishizawa, 1994, Takahashi et al., 2000, Hayakawa et al., 2002な

ど）。さらには、プレート境界が浅い陸側斜面の海溝に近い部分では、プレート境界からの反射波

の強度に空間変化が見られ、その変化と微小地震活動との関係が指摘されている（Fujie et al., 

2002)。発生が予想されている宮城県沖地震の想定震源域でも、これまでに構造探査が行われている

が（三浦・他、2001、伊藤・他、2002、Ito et al., 2005）、想定震源域が深部に存在しているた

めに、想定震源域付近の構造を高分解能に明らかにするには至っていなかった。  

本業務は、宮城県沖地震の想定震源域とその周辺の地殻構造を明らかにすることを目指し、南北

300km、東西200kmにおよぶ構造探査測線を設定して構造探査観測を行った。特に深部に着目してい

るために、制御震源に発破を用いるほかに、空間的に高密度な発破点と海底地震計の展開を行った。
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海底地震計は、海洋研究開発機構の海洋調査船「かいれい」により、設置された。制御震源として

は、火薬40kgを用いた（写真2.4.1.a-1）。探査測線は海溝軸に直交する東西方向1測線（A測

線）、海溝軸に平行な南北測線1測線（B測線）の合計2測線である（図2.4.1.ａ-1）。発破は、

両測線で合計して、150発である。用いた爆薬の総量は、6トンである。A測線は1999年にJAMSTEC

が実施した構造探査測線（三浦・他、2001）と一致させてあるが、1999年には海底地震計を設置し

なかった宮城県沖地震の想定震源域直上付近に集中して海底地震計を設置した。海底地震計の設置

間隔は1999年の探査と同じく約3.5kmである。この測線は、プレート沈み込みをできるだけ深い領

域まで明らかにしようとしたもので、測線延長上の陸上にも臨時地震観測点を設置する一方、逆測

線のために、薬量300kgの陸上発破も行った。一方、南北測線（B測線）では、深部である宮城県沖

地震の想定震源域まで波線が通過するように、300kmの長い測線を設定した。海底地震計の設置間隔

はA測線よりも大きく、B測線でそれぞれ約15kmである。B測線下の水深は、水深500メートルで

ほぼ一定である。発破作業終了後、全測線上に設置されていた海底地震計は新日本海事（株）「新

世丸」（東京大学地震研究所傭船）により、回収された。 

発破は、安全のために観測船から100m程度の距離をおいて行う。そのために、正確な発破位置を

決定する必要がある。また、正確な発破時刻も必要である。そこで、発破作業を行った観測船から、

ハイドロフォンを曳航し、発破からの直接波および海底反射波を観測した（写真 2.4.1.a-2）。一方、

発破は電気式であり、クランプメーターなどの誘導電気センサーを用いることで、電気雷管に電力

を供給する電線に接触することなく、安全に正確な時刻を得ることができる。正確には、クランプ

メーターで捉えられる信号は、電気雷管に電力を供給したものであるが、電気雷管は瞬時に爆発、

発破を起こすので、この電気雷管に電力を供給した時刻を発破時刻とした（図2.4.1.a-2）。発破の

位置については、直接波及び海底反射波の走時から、船舶から発破点までの水平位置と距離を求め

ることができる。なお、海底の水深は、発破時の音響測深儀の値を採用した。また、海底反射波が

観測されなかった発破については、発破の深さを60mと仮定して、発破までの水平距離を求めた。

発破の水平位置については、発破時の観測船の位置を基準として、観測船のジャイロコンパスと、

爆薬を吊しているブイと船尾の角度を用いて、求めた（図2.4.1.a-3）。なお、観測船の位置は、デ

ファレンシャルGPSにより、決定した。 

海底地震計は、レコーダ内の水晶発振子を元に刻時を行っている。そこで、投入直前及び回収直

後に、GPS時計と海底地震計の時計を比較し、記録期間中は直線補間することによって、各海底地震

計の時刻をGPS時刻に統一した。一方、海底地震計の海底での位置は、同じ観測で発震されたエア

ガン、または発破の水中直接波の走時を用いて、最小二乗法により決定した。また、陸上観測点に

ついては、測量により座標を決定した。A測線上の観測点で得られた上下動記録の距離時間軸断面を

図2.4.1.a-4に、陸上発破により得られた上下動記録の距離時間軸断面を図2.4.1.a-5に、B測線上

の観測点で得られた上下動記録の距離時間軸断面を図2.4.1.a-6に示す。 

B測線に関しては、得られた記録を用いて、波線追跡法（Zelt and Smith, 1992）により、測線

下のＰ波速度構造を求めた（図2.4.1.a-7）。波線追跡法の初期構造は、三浦・他2001、伊藤・他

2002、Ito et al., 2005を参考にして作成した。 
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(c) 業務の成果 

暫定的に決定した波線追跡法によるB測線下のＰ波速度構造を図2.4.1.a-8に示す。屈折波の波

線は 25km 程度の深さまで通過しているので、それ以浅の構造が精度良く求まっていると考えられる。 

測線下の海底直下には、堆積層と考えられる1.7km/s層、2.6km/s層が存在する。これら２層を

合計した厚さは、2km程度である。その下に、古い堆積岩からなると考えられる層があり、上面のＰ

波速度が4.1km/s、最下部で4.4km/sである。この下に火成岩からなると考えられる上部地殻が存在

する。上部地殻の上面の速度は、5.8km/s、下面で6.1km/sである。また、この層の上面の深度は、

大きく変化しており、測線中央付近で深くなる。上部地殻の提琴的な厚さは、約7kmである。下部

地殻のＰ波速度は、上面で6.6km/s、下面で6.9km/sであり、典型的な島弧の下部地殻の速度とほぼ

同じである。また、厚さは平均して約13kmである。この下にモホ面が存在している。最上部マント

ルの速度は、8.1km/sと、他の同じような領域の中では速いものに分類される。また、モホ面は南に

向かってやや深くなる傾向がある。これから下の領域では、屈折波が観測されなかったので、精度

が下がるが、Pnとほぼ同じ見かけ速度で、初動となっているPn相から数秒後に大きな振幅をもつ反

射波と思われる相が、距離時間軸断面では認められる。この相をプレート境界からの反射波と解釈

すると、プレート境界の深さは約37kmとなる。この深さはこれまで行われている構造探査の結果と

調和的である。 

 

(d) 結論ならびに今後の課題 

 海底地震計及び陸上臨時観測点を用いて、制御震源として発破を用いた構造探査を行った。その

結果、各観測点で良好な記録を得ることができた。この記録を用いて、B測線下の暫定的なＰ波速度

構造を求めた。その結果、陸側プレートの地殻の厚さは約25kmであり、プレート境界の深さは、約

36kmとなった。この間には、陸側プレートのマントル（いわゆるウェッジマントル）が存在してい

る。このウェッジマントルのＰ波速度は、8.1km/sと求まった。例えば、Miura et al.(2003)は、福

島沖において、エアガンと海底地震計を用いた構造探査の結果、ウェッジマントルのＰ波速度は、

7.8km/s程度と遅いことを明らかにしている。このように、一般的にウェッジマントル先端付近の速

度は、通常海洋底で見られるようなPn速度よりも遅いと考えられているが、宮城沖ではほぼ同じと

いう結果になった。海溝型の地震はプレート境界を震源域としているので、プレート境界の上盤側

の構造も地震発生を規定している可能性がある。今後は、地震発生領域の上盤側の構造が与える影

響についても、考慮する必要があると考える。 

今回は、40kgの爆薬を震源として、約3km間隔という高密度で発震を行った。その結果、良好な

S/N比の記録を得ることができた（図2.4.1.a-9）。特に、明瞭な最上部マントルからの屈折波、B

側線では、深さ30kmを超える深部からの反射波と思われる相を観測できたことは、発破を震源とし

た構造探査が、比較的深い領域で発生する地震の震源域の構造を研究するために、極めて有効であ

ると考えることができる。 
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図2.4.1.a-１ 発破を震源とした構造探査における海底地震計と発破位置。Yamanaka and Kikuchi 

(2004）のアスペリティ位置と気象庁が1997年から2003年までに決定した地震の震央位置も

示してある。 
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図2.4.1.a-2 発破位置決定のために船上で収録した誘導電気センサー、ハイドロフォンの記録例 
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図2.4.1.a-3  発破位置の決定方法 
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図2.4.1.a-4 Ａ測線上の海底地震計と陸上観測点の上下動の距離時間軸断面例。リダクション速度は

8km/s、2Hzから7Hzのバンドパスフィルターをかけてある。また、各トレースの最大震幅で

規格化されている。 
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図2.4.1.a-5 陸上発破を震源とした上下動の距離時間軸断面。リダクション速度は8km/s、2Hzから

7Hzのバンドパスフィルターをかけてある。また、各トレースの最大震幅で規格化されている。 
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図2.4.1.a-6 Ｂ測線上の海底地震計の距離時間軸断面例。他は図４と同じ。 
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図2.4.1.a-9 爆破とエアガンを震源とした記録の比較。同一測線（Ｂ測線）で同一の海底地震計

（B01）。上が発破を震源としており、下がエアガンを震源としている。 
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写真2.4.1.a-１ 爆薬（40kg）投入風景 

 

写真2.4.1.a-2 発破作業中の観測船上作業風景 
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2.4.1宮城県沖における地殻構造探査 

b. 大容量エアガン・アレーを人工震源とする地殻構造探査 

 

（１）調査観測の内容 

 

(a) 課 題 宮城県沖における地殻構造探査 

―（ｂ）大容量エアガン・アレーを人工震源とする地殻構造探査― 

(b)  担当者 

所  属  機  関 役   職 氏     名 

海洋研究開発機構 プログラムディレクター 

グループリーダー 

研究員 

研究員 

金 田  義 行 

小 平  秀 一 

三 浦  誠 一 

藤 江   剛 

 

(c) 調査観測の目的 

 宮城県沖地震の想定震源域とその周辺において大容量エアガン・アレーと海底地震計を用いた広

角反射・屈折法探査を実施し、地殻速度構造の不均質や、島弧マントルのモホ面、プレート境界面

といった構造境界面の形状を明らかにする。 

 本業務では稠密に発震できるエアガンの特徴を生かし、反射波データも活用して詳細な地震波速

度構造を求める。 

 これによって、宮城県沖地震の発生メカニズムの解明に資する構造要因の抽出を目指す。 

 

(d) 実施計画 

   1) 平成16年度 

    宮城県沖地震の想定震源域とその周辺部における速度構造 

 

(e) 平成16年度業務目的 

 宮城県沖地震の想定震源域とその周辺において大容量エアガン・アレーと海底地震計を用いた広

角反射・屈折法探査を実施し、島弧マントルウェッジのモホ面やプレート境界面の形状および地殻

の速度構造の不均質性を明らかにする。 

 本業務ではエアガンショットデータを用いて、詳細な地殻速度構造を求めることを目指す。稠密

に発振可能なエアガンデータでは反射波などの後続波を解析に取り入れやすいので、反射波を用い

て島弧モホ面、プレート境界面といった構造境界の形状を明らかにすることも目指していく。 

 

（２）平成16年度の成果 

 

(a) 調査観測の要約 

  宮城県沖地震の想定震源域とその周辺において大容量エアガン・アレーと海底地震計を用いた広角

反射・屈折法探査を実施し、島弧マントルウェッジのモホ面、プレート境界面の形状や地殻の速度

構造の不均質性を求め、宮城県沖地震の震源域付近における地殻構造と地震発生の関係を明らかに

- 270 -



することを目指す。 

  構造探査は日本海溝の海溝軸に直交する東西測線（A測線）と、海溝軸に平行な南北測線（B,C測

線）に沿って実施した。各測線ごとにP波初動を用いた走時トモグラフィーにより、深さ15km程度

までのP波速度構造を求め、P波速度5km/secの層の厚さが場所により大きく変化していることが分

かった。さらにA測線では反射波によるイメージングを行い、沈み込む海洋性プレートの形状やコ

ンラッド面の形状を明らかにすることができた。 

 

(b) 調査観測の実施方法 

 宮城県沖地震の想定震源域とその周辺の地殻構造を明らかにすることを目指し、南北300km、東西

200kmにおよぶ構造探査測線（図2.4.1.b-1）を設定して構造探査観測を行った。調査実施詳細は表

2.4.1.b-1に示す。使用した船舶は海洋研究開発機構の海洋調査船「かいれい」であり、人工震源と

しては「かいれい」搭載の大容量エアガン・アレーを用いた。システム構成、データ取得パラメー

タは表2.4.1.b-2に示す。 

 設定した探査測線は海溝軸に直交する東西方向1本（A測線）、海溝軸に平行な南北測線2本（B,C

測線）の合計 3 本である。A 測線は 1999 年に JAMSTEC が実施した構造探査測線と一致させてあるが、

1999年には海底地震計を設置しなかった宮城県沖地震の想定震源域直上付近に集中して海底地震計

を設置した。海底地震計の設置間隔は1999年の探査と同じく約3.5kmである。この測線では1999

年のデータと統合することによって広い範囲にわたって稠密な探査データが得られるので、沈み込

む海洋性プレートや島弧モホ面の形状を詳細に求めることに主眼を置いている。 

  一方、南北測線のB測線とC測線では、宮城県沖地震の破壊域と同程度の40〜50km程度の空間ス

ケールの構造不均質を明らかにすることを目的としており、300km の長い測線を設定した。そのため、

海底地震計の設置間隔はA測線よりも大きく、B測線、C測線でそれぞれ約15km、約10kmである。B

測線はほぼ水深500メートル、C測線は水深1000メートルの等深線に沿っている。 

  エアガンは短時間のうちに連続してショットすると前のショットの残響により深部からの反射波が

見えなくなるという問題がある。そのため、深部構造を解明するのに影響が出ないようにショット

距離間隔200メートル（約120秒間隔）でショットした。しかし、ショット距離間隔が小さいほど

データのS/Nが向上し後続波の解析などに有効であるので、調査時間が許す範囲で二度打ちを行い

ショット間隔を100メートルにする。また、エアガンショット時には、浅部堆積層構造を詳細に求

めるためにシングルチャンネルハイドロフォンストリーマ（SCS)を曳航した。 

  本探査では、船長をはじめ乗組員、観測技術員の努力と、海況に恵まれたこともあり、海底地震計

の設置、各測線上での1度目のエアガンショット（200メートル間隔）が順調に終了した。したがっ

て、A測線の西半分、C測線の南半分では2度目のエアガンショットが実施でき、これらの場所では

100メートル間隔のショット記録を得ることができた。エアガンショットデータは、ショット時刻か

ら90秒間を切り出した。各観測点で得られた上下動の記録断面を図2.4.1.b-2に示す。また、SCS

の記録を図2.4.1.b-3に示す。 

  得られた上下動データから初動をピックし、初動走時トモグラフィーを適用し、それぞれの測線下

におけるP波速度構造を求めた。さらにA測線下における島弧モホ面、プレート境界面などの構造

境界面の形状を求めるために、反射波をピックしそれを求めたP波速度構造上にマッピングした。

なお、A測線の解析では1999年のデータも同時に使ってトモグラフィーとマッピングを行った。 
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(c) 調査観測の成果 

  初動走時トモグラフィーにより求まった各測線下におけるP波速度構造とA測線における反射波の

マッピング結果を図2.4.1.b-4に示す。初動波線は10～15km程度の深さまで潜っているので、その

付近までは構造がよく求まっていると考えられる。 

  各測線下の構造を見ると、深さ5～10km程度に存在しているP波速度5km/sec程度の層の厚さが場

所によって大きく変化していることが分かる。A測線とC測線の交点付近ではP波速度が5km/sec程

度の層が薄く、高速度な6km/sec程度の層が浅い部分にまで存在している。一方、A測線とB測線の

交点付近では5km/secの層が厚く存在しており、6km/secの層はかなり深い。 

  求めたA測線のP波速度構造を使って、顕著な反射波フェイズの走時データを構造上にマッピング

した結果を図2.4.1.b-5に示す。今のところ観測された一部のフェイズしかマッピングしていない

が、太平洋プレートの沈み込み角度が急変している様子が分かる。 

 

(d) 結論ならびに今後の課題 

  求まったP波速度構造をYamanaka and Kikuchi (2004)のプレート境界型地震のアスペリティ（地

震発生時の断層面上の滑り量が大きい領域）マップと比較すると、5km/sec層が薄い場所には大地震

のアスペリティが存在せず、反対にアスペリティが存在する領域では5km/sec層が厚くなっている

傾向が見受けられる。プレート境界型地震の断層面は5km/sec層よりもはるかに深いため、ここで

見られたような地殻浅部の速度構造不均質がプレート境界型地震の断層面と有意な関係を持ってい

るかどうかは今のところ判断できないが、プレート境界型地震の断層面の影響がこのような浅部に

まで及んでいる可能性があるかもしれない。今後、反射波などの後続波を速度構造解析にも活用し、

深部の速度構造を求め、断層面（プレート境界面）付近にまでこれら浅部で見られた速度構造不均

質が存在しているのかどうかを確認していく必要があるだろう。 

  A測線ではマッピングに用いた以外にも複数の反射波フェイズが観測されている。今後これらのフ

ェイズをマッピングしていくことにより、更に深い反射面の形状が明らかにできると期待される。

また、南北測線では、特にC測線で反射波が多数観測されており、A測線と同様なマッピング処理に

よって反射面の分布や形状を明らかにできる可能性がある。今後、南北測線にも反射波のマッピン

グ処理を施していくことが必要であろう。 

 

 

(e) 引用文献 

 Yamanaka, Y., and M. Kikuchi (2004), Asperity map along the subduction zone in 

northeastern japan inferred from regional seismic data, J. Geophys. Res., 109, B07307, 
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(f) 成果の論文発表・口頭発表等 
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しんかいシンポジウム、2005年、横浜 

 

 

 

- 272 -



表2.4.1.b-1 調査実績 

8月6日 海洋研究開発機構 出港 

8月7日 A測線 海底地震計投入（東→西） 

 B測線 海底地震計投入（南→北） 

8月8日 C測線 海底地震計投入（北→南） 

8月9日 C測線 エアガンショット（南→北） 

8月12日 B測線 エアガンショット（北→南） 

8月14日 ケーブル式海底地震計の位置決め 

8月15日 A測線 エアガンショット（東→西） 

8月16日 A測線 2度目のエアガンショット（西→A,Cの交点まで） 

8月17日 C測線 2度目のエアガンショット（A,Cの交点→南） 

8月18日 調査終了、海域離脱 

8月19日 海洋研究開発機構 帰港 

 

表2.4.1.b-2 データ取得システム、パラメータ 

Source Total volume 12000 cu. Inch 

Pressure 2000PSI 

8 x Bolt 1500LL 

Shot Interval 200m  

Depth 10m 

Recording Sensor 3-comp. 

Geophone 4.5Hz. 

Sampling 100Hz – 200Hz. 

A/D Converter 16bit/24bit 

Navigation Differential GPS 
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図 2.4.1.b-2 SCS 記録断面。縦軸は往復走時（sec)。横軸は距離（km)。横軸の原点

は A測線は西端、B,C 測線は南端 
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図 2.4.1.b-3 A05 観測点における記録断面。横軸(x)は海底地震計からの水平オフセット 
    距離（海底地震計の水平位置は掛けるｘ＝０km）縦軸は 6km／sec でリダクシ

ョンしたエアガンショット時刻からの経験時間（走時）。顕著なフェイズを矢で

示してある。F.A は初動屈折波、P.Ｂはプレート境界面からの反射波、ＰｍＰ

は海洋性プレート内のモホ面から反射波と解釈されるフェイズ 
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図2.4.1.b-1 探査測線。赤丸が海底地震計の設置位置。背景の灰色のコンターと塗り潰し領域は 

Yamanaka and Kikuchi (2004)によるアスペリティマップ 
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図2.4.1.b-4 初動走時トモグラフィによって求めた各測線下のP波速度構造 ▼は海底地震計 

 

A 測線
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図2.4.1.b-5 観測された反射波をトモグラフィーで求めた速度構造上にマッピングした結果 

（A測線） 
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2.4.2 精密海底地形データを用いた海底構造の調査 

 

 （１） 調査観測の内容 

 

 (a) 課題 精密海底地形データを用いた海底構造の調査 

 

 (b) 担当者 

所    属 役  職 氏   名 

 海上保安庁海洋情報部 

 

 

 

 

 課長補佐 

 課長補佐 

 地震調査官 

 主任海洋調査官 

 

 加 藤 幸 弘 

 矢 吹 哲一朗 

 渡 辺 一 樹 

 林 田 政 和 

 登 崎 隆 志 

       

 (c) 調査観測の目的 

 想定される宮城県沖地震の震源域周辺において、詳細な海底地形図、海底音響画像を作製す

ることによって、海底面の構造、断層の海底面における詳細な位置・形態、斜面変動の分布を

明らかにする。これらの解析結果は、本海域に設置された海底地殻変動観測基準局の適地選定

時に検討資料として活用された。適地に設置された新たな海底地殻変動観測基準局において観

測を行うことによって、海底の地殻活動の状況把握の高度化を図る。 

 

（２）平成14～16年度の成果 

 

 (a) 調査観測の要約 

 宮城県沖地震の想定震源域の周辺海域においてマルチビーム音響測深機、深海用サイドスキ

ャンソナーを用いて調査を実施し、得られた海底地形と海底音響画像を解析することによって、

想定震源域周辺海域の断層分布等の海底面の状態を明らかにする。 

 測量船「昭洋」により得られた海底地形、海底音響画像に、シングルチャンネル反射法地震

波探査記録、海上地磁気・重力観測の結果を加味して総合的に解析し、断層分布等の海底面の

形態を判読した。 

 今回の調査解析の結果、調査区域の海底面には露岩域、海底谷、地すべり頭部の亀裂や断層

の可能性があるリニアメントが分布することが判明した。平成16年度設置の海底地殻変動観測

基準局は、判読した海底面の形態と宮城県沖地震の震源域の位置等を加味して検討した。 

 

 (b) 調査観測の実施方法 

 宮城県沖における測量船「昭洋」による調査は、平成14年、15年にそれぞれ1回実施された。

調査範囲は北緯37度30分から38度45分まで、東経142度5分から144度30分までの海域（図

2.4.2-1）であり、大陸斜面から日本海溝海側斜面を含んでいる。調査項目はマルチビーム音響

測深機（Seabeam 2112）による海底地形調査、深海用サイドスキャンソナー（「アンコウ」：ス

ワス幅10km，8192ピクセル）による海底音響画像調査、3.5kHz表層探査とシングルチャンネル

反射法地震波探査（エアガン：350in3）による海底表層部の地層調査、海上地磁気・重力観測で
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ある。 

 得られたデータは、既存データと合わせ解析を行い、海底地形図、海底音響画像、地磁気異

常図、重力異常図を作製した。海底地形データと海底音響画像データを結合させて、立体的な

海底音響画像イメージを作製した。特に海底音響画像に現れる海底面の微細な起伏を解析し、

リニアメント（線構造）、海底谷、露岩域等の分布を確認し、これらの分布と海底地形・シング

ルチャンネル反射法地震波探査記録等を比較検討して、海底面に達する断層等の詳細な位置、

形態を描画した。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.4.2-1 調査区域（北緯37度30分から38度45分、東経142度5分から144度30分） 

   黒線が調査測線、測線の無い部分は既存データを使用した。 

図2.4.2-2 海底地形図（100mコンター） 

   水深が浅い所は起伏に乏しく、水深が深くなると起伏に富む地形面が認められる。 

   日本海溝の海側斜面には地塁・地溝が明瞭に現れている。 
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 (c) 調査観測の成果 

1) 海底地形 

 日本海溝の北部（三陸沖）では海溝陸側斜面から大陸斜面にかけては大陸斜面が全体として

東に凸となっており、逆に南部では西に凹んだ地形を示している。調査区域である宮城県沖は、

この北部と南部の地形の境界部のやや北側に位置し、大陸斜面が東に凸となっている。 

 調査区域は大陸斜面の水深600ｍから、水深7500ｍの日本海溝底までを含んでいる。全体的

な傾向としては、水深が浅い所は起伏の乏しい緩傾斜の斜面を構成しており、水深が深くなる

につれて起伏に富む地形面が認められる。日本海溝の陸側斜面の基部（深海部）には付加プリ

ズムの小刻みな起伏が、日本海溝の海側斜面にはプレートの沈み込みに伴って形成された地

塁・地溝帯が存在する。 

 

  2) 海底音響画像 

 海底地形データと海底音響画像データを結合した３次元イメージを図2.4.2-3に、海底音響

画像の全体図を図2.4.2-4に示す。海底音響画像は反射強度の強い場所を黒く、弱い場所を白

く描画した緻密なグレースケールの図面であり、全体図のままでは解析が困難なので、Ａ～Ｃ

区の３区域を切り出して紹介する。 

 Ａ区（図2.4.2-5）では地形の尾根部に反射強度の強い露岩域が、地形の谷部に海底谷の谷

筋が現れている。区域東部のリニアメントは東側に連なる斜面の上端に位置するので、小規模

な地すべり頭部の亀裂の可能性がある。Ｂ区（図2.4.1-6）では区域中央の地形の尾根部に露

岩域が、区域南部と露岩域の東には海底谷の谷筋が現れている。区域東部と北東部のリニアメ

ントはいずれも東側に連なる斜面の上端に位置するので、小規模な地すべり頭部の亀裂の可能

性がある。Ｃ区（図2.4.1-7）では区域南西部に４筋のリニアメントが存在し、ケスタ状の露

岩域か、または東側に連なる斜面の上端に現れた小規模な地すべり頭部の亀裂の可能性がある。

区域北西には、海底面に現れた断層に相当すると考えられるリニアメントが存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図2.4.2-3 海底地形データと海底音響画像データを結合した３次元イメージ 

 

 

   調査区域を南南東方向から鳥瞰。垂直方向を10倍に強調して表示。調査区域東部の海溝斜面には海底面 

   の起伏に対応した濃淡が現れ、西部の大陸斜面は比較的平坦で音波の反射が弱いため淡い色彩となる。 
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調査区域

A区

C区 

 

 

 

 

 

 

B区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海底谷

     図2.4.2-4 海底音響画像の全体図（平面図） 

        調査区域西部の大陸斜面上のＡ区（黄枠）を図５に、Ｂ区（赤枠）を図 2.4.2-6 に、Ｃ区（青枠）を図 2.4.2-7

に示す。 

露岩域

露岩域

露岩域

リニアメント 

 

 

  図2.4.2-5 Ａ区の海底音響画像 

        茶色枠のエリア：露岩域、 青枠のエリア：海底谷 

     赤線：リニアメント（ここでは小規模な地すべり頭部の亀裂と判読） 
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海底谷 

海底谷 

 

露岩域 

 

 
     赤線：リニアメント（ここでは小規模な地すべり頭部の亀裂と判読） 

     茶色枠のエリア：露岩域、 青枠のエリア：海底谷 

  図2.4.2-6 Ｂ区の海底音響画像 
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海底谷

海底谷 

 

 

 

 

 

 

 

 

露岩域 

露岩域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ケスタ状 

露岩域  

 

 

 

 

 

 
  区域北西部のリニアメントは海底面に現れた断層と判読。 

     区域南西部の４本のリニアメントはケスタ状の露岩域または小規模な地すべり頭部の亀裂と判読。

     茶色枠のエリア：露岩域、 青枠のエリア：海底谷、 赤線：リニアメント 

 図2.4.2-7 Ｃ区の海底音響画像 

 全調査区域におけるリニアメント、海底谷、露岩域の分布と海底地形から判読した海底の状

態を図2.4.2-8に示す。図中のＡＢ線、ＣＤ線のシングルチャンネル反射法地震波探査記録に

は海底面に変位を与えている断層が現れている。ＡＢ線の記録（図2.4.2-9）には海底面に変

位を与えている断層が３本存在し、これらの断層に相当する場所の海底音響画像にも明瞭にリ

ニアメントが現れている。ＡＢ線の北側に位置するＣＤ線の記録（図 2.4.2-10）には海底面

に変位を与えている断層が何本か存在するが、相当する場所の海底音響画像にリニアメントは

現れていない。これは海底面の変位量が深海用サイドスキャンソナー「アンコウ」の分解能以

下である可能性、または海底面の変位が堆積物に覆われて平滑化されているため音響画像に現

れていない可能性がある。ＣＤ線の記録では、測線の中ほどに後で記述する岩体が貫入してい

るような記録が得られている。 
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海底谷

海底谷

 

 

 

 

  

     

 

 

 

露岩域

露岩域

露岩域

海底谷

地塁地溝構造 

付加プリズム

海溝底 調査区域

海底面に 

現れた断層 

A B

C 

ケスタ状 

露岩域 

D 

図2.4.2-8 海底音響画像から判読した海底面の状態 

   区域北西部のＡＢ線のシングルチャンネル反射法地震波探査記録を図９に、ＣＤ線の記録を図10に示す。

   海溝海側斜面には地塁・地溝構造、陸側斜面基部には付加プリズムが現れている。 

W12測線 

１ｓ 

２ｓ 

W 

E 

A 
B 

     リニアメントとして現れている。 

     海底面に変位を与えている断層が３本（赤破線）存在し、これらの断層は海底音響画像にも 

  図2.4.2-9 区域北西部のＡＢ線のシングルチャンネル反射法地震波探査記録 
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測線W13.5 

２ｓ 

１ｓ 
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図2.4.2-10 区域北西部のＣＤ線のシングルチャンネル反射法地震波探査記録 

 
   海底面に変位を与えている断層が何本か存在するが、相当する場所の海底音響画像には 

 
   リニアメントが現れていない。測線の中ほどに貫入岩体状の記録が見られる（赤破線）。

 

 

 

 

 

 

 

  3) 地磁気異常・重力異常 

 地磁気異常図を図2.4.2-11、ブーゲー重力異常図を図2.4.2-12、フリーエア重力異常図を

図2.4.2-13に示す。 

調査区域の東部では、東北東－西南西方向の縞状地磁気異常が存在し、海溝の海側斜面から海

溝を越えて海溝の陸側斜面の下部まで分布している。この縞状地磁気異常は太平洋プレート誕

生時に形成されたものであり、プレートが海溝で沈み込んでもなお海溝の陸側斜面の下部まで

その縞状地磁気異常が現れているものである。前記のＣＤ線の記録で岩体が貫入しているよう

な記録が得られている場所には地磁気のダイポール異常が存在する。重力異常図の同じ場所に

も正の異常が現れているので、密度の高い深成岩体が貫入している可能性があるが、岩体の性

質や貫入の時期などは不明である。 
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 図2.4.2-11 地磁気異常図（25nTコンター） 

    調査区域北西部にダイポール異常、東部に正負の縞状異常が存在する。 

   図2.4.2-12 ブーゲー重力異常図（5mgalコンター、ブーゲー密度：2.67g/cc） 

 図2.4.2-13 フリーエア重力異常図（5mgalコンター） 
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 (d) 結果ならびに今後の課題 

 今回の調査解析の結果と本海域の既設の地殻変動観測基準局の位置を図2.4.2-14に示す。既

設の地殻変動観測基準局は、露岩域、地すべり頭部の亀裂の可能性があるリニアメントの無い

比較的平坦な場所に設置されている。地震調査委員会の資料（図 2.4.2-15）によると、既設の

地殻変動観測基準局は宮城県沖地震の震源域Ｂの南東部上に位置し、震源域Ａよりは東側に位

置している。 

 平成16年度に本海域に設置した海底地殻変動観測基準局も同様に、露岩域、地すべり頭部の

亀裂の可能性があるリニアメントの近傍、大陸斜面下部の傾斜が急で起伏に富んだ場所を避け

て、比較的平坦な場所に設置することを検討した。さらに、宮城県沖地震の震源域Ａ及びＢと

の位置関係に加え、特定の断層に焦点をあてた観測を行う可能性も含めて海底基準局の設置場

所を検討し、今回の調査結果をそのための基礎資料として活用した。 

 

 

 

 

 

ケスタ状

露岩域 海底谷 

海底谷 

 

 

 

 

 

 

 

露岩域 

露岩域

露岩域 

海底谷

地塁

地溝

構造付加プリズム 

海溝底

調査区域 

C D 

A B 

海底面に 

現れた断層 

既設海底地殻 

変動観測基準局 

図2.4.2-14 海底地形50mコンター図上に示した海底面の状態と既設の海底地殻変動観測基準局

の位置 
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既設 

海底地殻変動観測基準局

 

調査区域 

 図2.4.2-15 宮城県沖地震の想定震源域と本調査区域・既設海底地殻変動観測基準局との位置関係

   （地震調査委員会の資料に加筆）  

    既設地殻変動観測基準局は想定震源域Ｂの南東部上に位置する。 
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３．む す び 
 

推進委員会主査  長 谷 川 昭 

（東北大学大学院理学研究科教授） 

 

  今後 10 年以内の発生確率が約 50％と評価されている宮城県沖において、平成 14 年度～

16 年度の３年間にわたり、 

（Ⅰ）長期的な地震発生時期、地震規模の予測精度の向上 

（Ⅱ）地殻活動の現状把握の高度化等地震発生前・後の状況把握 

（Ⅲ）強震動の予測精度の向上 

を図ることを目的として、以下のような調査観測を行ってきた。（カッコ内は担当機関） 

  １)  宮城県沖の地震活動の履歴に関する調査 

 （1.1）観測データに基づく過去の宮城県沖地震の震源再調査（仙台管区気象台） 

 （1.2）津波波形解析による過去の宮城県沖地震の調査（気象研究所） 

 （1.3）歴史資料に基づく過去の宮城県沖地震の調査（地震研究所） 

 （1.4）波形インバージョンによるアスペリティの空間分布の調査（地震研究所） 

 （1.5）震度インバージョンによる宮城県沖地震の繰り返しの実体（武村委員） 

  ２)  地震観測による地殻活動モニタリング 

 （2.1）海底地震観測（地震研究所・仙台管区気象台） 

 （2.2）陸上高感度地震観測網による地殻活動モニタリング（東北大学） 

  ３)  地殻変動観測による地殻活動モニタリング 

 （3.1）海底地殻変動観測（海上保安庁・東北大学） 

 （3.2）陸上 GPS 連続観測による地殻活動モニタリング（東北大学） 

 （3.3）PS－InSAR による地殻活動モニタリング（国土地理院） 

 （3.4）高精度水準測量（国土地理院） 

  （3.5）重力観測（東北大学） 

  ４) プレート境界およびその周辺域の地殻構造調査 

 （4.1）宮城県沖における地殻構造探査（地震研究所・海洋研究開発機構） 

 （4.2）精密海底地形データを用いた海底構造の調査（海上保安庁） 

  本調査観測により得られた成果については、本報告書の「2. 調査観測の報告」の項に詳

細に記述した通りである。ここでは、上記目的に照らしてどこまで明らかになったかとい

う観点から、３年間にわたる本調査観測により得られた成果全体を整理し、その概要を記

述することとする。 

（Ⅰ）長期的な地震発生時期・地震規模の予測精度の向上には、ⅰ）プレート境界の位置・

形状、ⅱ）アスペリティの位置・大きさ・空間分布、ⅲ）アスペリティの活動履歴（複数

のアスペリティの相互作用を含めて）を明らかにし、それに基いて、地震発生の多様性を
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把握し、地震発生モデルの高度化を図る必要がある。 

  海底地震観測と陸上地震観測網によるデータのトモグラフィ解析から、沈み込む太平洋

プレート最上部の海洋性地殻を地震波低速度層としてイメージングすることができた。ま

た、地殻構造探査ではプレート境界面からの反射波を検出した。これらにより、宮城県沖

地震の震源域及びその周辺域におけるプレート境界の位置・形状が明らかとなった。 

  地震波形記録のインバージョンにより、1936 年と 1978 年宮城県沖地震のすべり分布の比

較検討が行われ、1936 年の地震で大きくすべった領域は 1978 年の地震のそれに隣接してそ

の南東側にあると推定された。本震と余震の震源再調査では、震源決定の方法の違いによ

り、本震の震源（破壊の開始点）の位置は互いに異なるものの、余震域の範囲がほぼ同じ

という結果と、それとは異なり、再決定前と同様に 1936 年の地震の余震域が 1978 年の地

震の余震域よりやや南側に位置するという結果が得られた。津波波形記録解析からは、八

戸以外の検潮記録は原記録が存在しないため時刻補正ができず、その時刻誤差を 5 分程度

とすると、1936 年と 1978 年宮城県沖地震の破壊域の違いを議論することは難しいこと、し

かし、1936 年の地震が 1978 年の地震よりは小さく、Mw 7.2 程度であることが明らかとな

った。また、震度データのインバージョンからは、短周期波の発生源が 1938 年の地震では

1978 年の地震の南東側に位置すると推定された。ただし、推定された短周期波の発生源の

位置は、地震波形データのインバージョンで得られたアスペリティの位置と有意に異なっ

ている。 

   以上の結果を総合して考えると、１）1936 年及び 1978 年の宮城県沖地震はどちらも単

独型であるが、いずれの場合も複数のアスペリティの破壊で引き起こされた、２）1978 年

の地震の場合、そのうち主として北側にあるアスペリティ群のすべりで生じた、３）1936

年の地震の場合、すべったアスペリティの一部は 1978 年ですべったアスペリティと同じで

あるが、それに南側にあるアスペリティのすべりが加わった、４）1936 年にすべらなかっ

た北側のアスペリティは，その後 1937 年の地震ですべった、というシナリオが考えられる。

そうであるとすると、地震発生時期、地震規模の予測精度向上のために不可欠なアスペリ

ティの相互作用を考える上で重要な情報を提供することになる。ただし、1936 年の地震の

アスペリティの分布の推定精度の問題が依然として残っており、今後更なる検討が必要で

ある。ここで得られた結果は、たとえ単独型であっても、宮城県沖地震の発生様式の多様

性を強く示唆している。今後はこれらの成果を基に、地震発生モデルの高度化が図られる

ことが期待される。 

（Ⅱ）地殻活動の現状把握の高度化等地震発生前・後の状況把握における根本的な課題は、

アスペリティへの応力蓄積状況を如何に把握できるかであり、そのためにはⅰ）プレート

境界におけるアスペリティの周囲のゆっくりすべり（非地震性すべり）とⅱ）プレート境

界及びプレート内におけるアスペリティ周辺の地震活動をきちんと検出することが基本と

なる。この点については、本調査観測により大きな進展がみられた。 

  陸上 GPS 観測データの解析から、宮城県沖地震のアスペリティおよびその周辺のプレー
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ト境界は、現在ほぼ 100％固着していることが明らかになった。海底地殻変動観測でも観測

精度が向上しつつあり、陸上データから推定されたこの固着状況を支持するデータが得ら

れた。さらに陸上地震観測データおよび陸上 GPS 観測データの解析から、現在 100％固着し

ている宮城県沖地震のアスペリティの周辺のプレート境界面で、M5～6 級の地震によるすべ

りや広域にわたる余効すべり（非地震性すべり）が生じ、アスペリティ周辺域でプレート

間の固着がはがれつつあることが明らかになった。 

  また、このようなプレート境界面上のアスペリティおよびその周辺域の現在の活動状況

を反映して、隣接した陸域下の地殻浅部および沿岸直下のスラブ内で、2003 年 5 月 26 日宮

城県沖地震（M7.3）、2003 年 7 月 26 日宮城県北部地震（M6.4）が発生した。さらに、2003

年 10 月 31 日には，宮城県沖地震のアスペリティ南東部に隣接して，福島県沖のプレート

境界で M6.8 の地震が発生した。相似地震（小繰り返し地震）解析、陸上地震観測データお

よび陸上 GPS 観測データの解析から、この地震によるすべりとそれに伴う余効すべりが検

出され、宮城県沖地震のアスペリティ周辺のプレート境界で、固着のはがれがさらに進行

しつつあることが明らかになった。ただし、その後この固着のはがれの rate は減速し現在

に至っている。 

  このように現在 100％固着している宮城県沖地震のアスペリティ周辺域では、それまで固

着していた領域でも、はがれが進行しつつあることが明らかになり、次の宮城県沖地震の

発生に向けて着々と準備が進んでいる状況を捕捉できた。このような情報は、（Ⅰ）地震発

生時期、地震規模の予測精度の向上にとっても決定的に重要であり、今後とも、この地域

の地殻活動のモニタリングを高度化し、最終的な破壊（次の宮城県沖地震の発生）に至る

過程をきちんと把握することが、冒頭に記した目的の達成に大きく貢献するはずである。 

（Ⅲ）強震動の予測精度の向上には、震源特性と地震波伝播特性をきちんと把握する必要

がある。本調査観測により、アスペリティや短周期波の発生源の位置が推定された。これ

らは震源特性を把握する上で重要な情報である。また、海底地震観測データと陸上地震観

測データのトモグラフィ解析や地殻構造探査の結果から、震源域から沿岸域に至る領域の

地下構造の情報が得られた。これらは地震波伝播特性を把握する上で基本的な情報であり、

今後これらを基にして地震動予測の高度化が図られることが期待される。 
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４．重点的調査観測推進委員会構成員 

「宮城県沖地震」重点的調査観測推進委員会構成員（平成 15 年 2 月現在） 

主  査  長谷川  昭 東北大学大学院理学研究科教授 

委  員  海野  徳仁 東北大学大学院理学研究科助教授   

岡村  行信 独立行政法人産業技術総合研究所海洋資源環境研究部門 

海洋地質研究グループ長    

小沢 慎三郎 国土地理院地理地殻活動研究センター 

地殻変動研究室主任研究員 

金沢  敏彦 東京大学地震研究所教授 

加藤  幸弘 海上保安庁海洋情報部海洋調査課課長補佐 

纐纈  一起 東京大学地震研究所助教授 

武村 雅之  鹿島建設株式会社小堀研究室地震地盤研究部長 

谷岡 勇市郎 気象庁気象研究所地震火山研究部第一研究室主任研究官 

        都司  嘉宣 東京大学地震研究所助教授 

橋本  徹夫 気象庁仙台管区気象台技術部地震情報官 

平田    直 東京大学地震研究所教授 

藤本  博巳 東北大学大学院理学研究科教授    

      堀内  茂木 独立行政法人防災科学技術研究所固体地球研究部門長 

        三ケ田  均 海洋科学技術センター深海研究部第 4 研究グループ 

研究主幹 

山中  佳子 東京大学地震研究所助手 

吉田  真吾 東京大学地震研究所助教授 
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「宮城県沖地震」重点的調査観測推進委員会構成員（平成 16 年 3 月） 

主  査  長谷川  昭 東北大学大学院理学研究科教授 

委  員  海野  徳仁 東北大学大学院理学研究科助教授   

岡村  行信 独立行政法人産業技術総合研究所海洋資源環境研究部門 

海洋地質研究グループ長    

小沢 慎三郎 国土地理院地理地殻活動研究センター 

地殻変動研究室主任研究官 

金沢  敏彦 東京大学地震研究所教授 

加藤  幸弘 海上保安庁海洋情報部海洋調査課課長補佐 

纐纈  一起 東京大学地震研究所助教授 

武村 雅之 鹿島建設株式会社小堀研究室地震地盤研究部長 

谷岡 勇市郎 北海道大学大学院理学研究科助教授 

        都司  嘉宣 東京大学地震研究所助教授 

橋本  徹夫 気象庁仙台管区気象台技術部地震情報官 

長谷川 洋平 気象庁気象研究所地震火山研究部第一研究室主任研究官 

平田    直 東京大学地震研究所教授 

藤本  博巳 東北大学大学院理学研究科教授    

      堀内  茂木 独立行政法人防災科学技術研究所固体地球研究部門 

総括主任研究員 

        三ケ田  均 海洋科学技術センター深海研究部第四研究グループ 

研究主幹 

山中  佳子 東京大学地震研究所助手 

吉田  真吾 東京大学地震研究所助教授 
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「宮城県沖地震」重点的調査観測推進委員会構成員（平成 17 年 2 月現在） 

主  査  長谷川  昭 東北大学大学院理学研究科教授 

委  員  海野  徳仁 東北大学大学院理学研究科教授   

岡村  行信 独立行政法人産業技術総合研究所活断層研究センター 

海溝型地震履歴研究チーム長    

小沢 慎三郎 国土地理院地理地殻活動研究センター 

地殻変動研究室主任研究官 

金沢  敏彦 東京大学地震研究所教授 

金田 義行  独立行政法人海洋研究開発機構地球内部変動研究センタ

ープレート挙動解析研究プログラムディレクター 

纐纈  一起 東京大学地震研究所教授 

武村 雅之 鹿島建設株式会社小堀研究室次長 

谷岡 勇市郎 北海道大学大学院理学研究科助教授 

都司  嘉宣 東京大学地震研究所助教授 

青木  元 気象庁仙台管区気象台技術部地震情報官 

長谷川 洋平 気象庁気象研究所地震火山研究部第一研究室主任研究官 

平田    直 東京大学地震研究所教授 

藤本  博巳 東北大学大学院理学研究科教授    

      堀内  茂木 独立行政法人防災科学技術研究所固体地球研究部門 

総括主任研究員 

        三ケ田  均 京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻 

    ジオフィジクス分野講師 

山中  佳子 東京大学地震研究所助手 

矢吹 哲一朗 海上保安庁海洋情報部海洋調査課課長補佐 

吉田 真吾  東京大学地震研究所助教授 
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５．重点的調査観測推進委員会開催実績 
 
第１回「宮城県沖地震」重点的調査観測推進委員会 
１．日 時  平成１４年５月２１日（火） １３時００分～１６時００分 
２．場 所  東北大学地震・火山噴火予知研究観測センター別館会議室 
３．議 題  （１）「宮城県沖地震」重点的調査観測推進委員会の開催について 
       （２）実施計画について 

（３）その他 
 
 
第２回「宮城県沖地震」重点的調査観測推進委員会 
１．日 時  平成１４年１１月２５日（月） １３時３０分～１６時３０分 
２．場 所  東北大学地震・噴火予知研究観測センター別館会議室 
３．議 題  （１）調査観測の実施状況について 
       （２）平成 15 年度の実施計画について 
       （３）宮城県沖地震を想定した強震動評価手法について（中間報告） 
       （４）その他 
 
 
第３回「宮城県沖地震」重点的調査観測推進委員会 
１．日 時  平成１５年３月２５日（火） １３時３０分～１７時００分 
２．場 所  仙台管区気象台 4 階会議室 
３．議 題  （１）調査観測の実施状況について 
       （２）平成 15 年度の実施計画について 
       （３）その他 
 
 
第４回「宮城県沖地震」重点的調査観測推進委員会 
１．日 時  平成１５年１０月３１日（金） １３時３０分～１７時００分 
２．場 所  仙台管区気象台４階会議室 
３．議 題  （１）調査観測の実施状況について 
       （２）平成 16 年度の実施計画について 
       （３）その他 
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第５回「宮城県沖地震」重点的調査観測推進委員会 
１．日 時  平成１６年３月２６日（金） １３時００分～１６時００分 
２．場 所  仙台管区気象台４階会議室 
３．議 題  （１）調査観測の実施状況について 
       （２）平成 16 年度の実施計画について 
       （３）その他 
 
 
第６回「宮城県沖地震」重点的調査観測推進委員会 
１．日 時  平成１７年３月７日（月） １３時３０分～１６時３０分 
２．場 所  仙台管区気象台４階会議室 
３．議 題  （１）本年度の成果と３年間の研究成果について 
       （２）成果報告シンポジュウム（仮称）について 
       （３）その他 
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