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3.2  官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備 

3.2.2   マルチデータインテグレーションシステム開発の検討 

3.2.2.6 首都圏における過去/未来の地震像の解明（神奈川県温泉地学研究所） 

 
(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

国立大学法人東京大学と連携して、首都圏の地震ハザード評価に資するため、伊豆

地域における詳細な地下構造を 提案し、首都圏における過去～現在の地震像を解明

し、将来の大地震による揺れの予 測手法を開発する。統合された地震観測データを用

いてノイズレベルの高い首都圏でも適用可能な自動震源決定手法を高度化する。さら

に、歴史地震による揺れの分布を 再現するとともに、3 次元階層化地震活動予測モデ

ルを開発する。 
(b) 平成３０年度業務目的 

国立大学法人東京大学と連携して、MeSO-net 等から得られたデータを元にして、首都

圏および伊豆地方のプレート構造および 3 次元減衰構造を求める。長期間の地震カタロ

グを用いて、震源情報がもつ性質を明らかにする。従来の震源決定アルゴリズムを整理

し、統計学的手法としての特徴を分析し、空間相関を採り入れた多変量版の震源決定ア

ルゴリズムを開発する。  
 特に本委託業務では、伊豆地方のプレート構造や 3 次元速度構造の推定を担当し、 プ
レート等の面的形状を理解するために、レシーバ関数解析のためのデータの補完や解析

手法の改良等を行う。 
 

(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

神奈川県温泉地学研究所 所長 加藤照之 
神奈川県温泉地学研究所 主任研究員 本多 亮 

神奈川県温泉地学研究所 主任研究員 原田昌武 

神奈川県温泉地学研究所 主任研究員 行竹洋平 

神奈川県温泉地学研究所 技師 道家涼介 

神奈川県温泉地学研究所 技師 安部祐希 

神奈川県温泉地学研究所 非常勤職員 大石真由美 

 
(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

伊豆衝突帯（伊豆地方）のプレート構造や 3 次元速度構造の推定を目的とし、プレート等

の面的形状を理解するために、レシーバ関数（以下、RF とする）解析のためのデータの補

完や解析手法の妥当性の検討と結果の解釈を行う。 
 

(b) 業務の成果 
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本年度取り組むべき課題として、1) 神奈川県東部では観測データが不足しており構造

推定のためにはより多くのデータを取り込む必要がある、2) 稠密な観測網が存在する

にもかかわらず海洋モホ面に対応する明瞭な不連続面が検出できていない領域（伊豆衝

突帯北縁の丹沢山地とその周辺）の解釈、の二点がある。これら二つの課題を解決する

ため、データの補完と解析手法の妥当性について検討を行った。 

 

一つ目の課題をクリアするために、MeSO-net 観測点（図１の■と★）で得られた波形を

新たに用いて、神奈川県東部とその周辺におけるデータの補完を試みた。2008 年 4 月から

2017 年 3 月までの期間に MeSO-net の観測点で得られた遠地地震（震央距離 30˚–90˚、
M6 以上）の波形を用いて RF を作成した。新たに作成した RF を深さ変換し昨年度作成

した RF と合わせて空間的に平均することで RF 振幅の断面図を作成した（図２左）。

MeSO-net のデータの追加により、解析領域東部における観測点密度が向上し、不連続面

を検出できる範囲が広がったことがわかる。断面図(A),(B)では、東経 139.5˚–140.0˚でも、

深さ 10 km、30 km 付近に不連続面が検出されているように見え、新たに追加したデータ

もこの地域の構造の理解にとって重要であることが示された。 

図１ 昨年度の結果から推定した不連続面の深さ分布。 
■と★は昨年度使用した観測点。■と★は今年度新たに追加した観測点。赤、

ピンクおよび水色の線は、フィリピン海スラブ上面の等深度線 1),2),3)。 
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一方で、解析領域東部の RF を一つ一つ見ると、通常であれば 0 秒付近に大きく現れる直

達 P 波に対応するピークが見られず、これらの RF は特殊な波形を有することがわかる。

このように 0 秒付近の振幅が小さくなることは、厚くて低速度な表層の影響であることが

考えられる。そこで、全国標準モデルである J-SHIS 深部基盤モデルをもとに RF を合成

して、表層が RF にどのような影響を与えているのかを調べた。 
 
 

 

図 2 レシーバ関数の東西断面図。右がデータ補完前。左が補完後。図１に

(A)から (D)の位置を示す。緑の点線はフィリピン海プレートの上面位置

1),2),3)。●は、2007 年から 2013 年に発生した M1 以上の地震の震源（気象

庁一元化震源）。 
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解析領域東部に設置された二つの観測点を例に説明する（図３）。まず、赤い線で示してい

るのが、それぞれの観測点で得られた RF の平均波形である。次に、緑色の線で示したの

が、トモグラフィ解析で得られた構造 4)から抜き出した各観測点直下の一次元構造であり、

それをもとに合成した RF を同じ緑色の線で示している。青色の線は、その 1 次元構造の

浅部を、J-SHIS モデルに対応させたものであり、それをもとに合成した RF を同様に青色

の線で示している。青の RF を見ると、0 秒付近にピークが立たず、観測 RF が同様の特徴

を持つことが、表層の影響として説明できる。また、緑の RF と青の RF は、それぞれの

時刻で振幅の値が大きく異なる場合があるが、いずれの RF も基盤より深部は同じモデル

により合成されているので、その波形の違いの原因は浅部構造の違いにある。速度モデル

図３ MeSO-net 観測点(E.MNAM と E.GKSM)直下の１次元速度構造（緑線と青

線：それぞれ、地震波トモグラフィで得られたものと、浅部に J-SHIS の深部基盤

モデルを加えたもの）、および理論 RF（緑線、青線）と観測された RF（赤線）。 

図４ レシーバ関数の東西断面図。黒い点線は、図３に見られる RF のピー

クを図３の緑の構造を用いて深さに変換したときの位置。 
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内に黒い点線で示した不連続面における、Ps, PpPs, PpSs の到達時刻が 0-7 秒のそれぞれ

のバーの時刻に対応する。赤線で示した観測 RF は、青線で示した合成 RF と波形の特徴

が良く似ており、表層内の多重反射の影響が大きく現れていると解釈できる。RF の振幅

を Ps 変換波として深さに変換するとプレート境界のような位置にピークが戻る（図４の

黒点線）が、実際は基盤面での多重反射の影響であると考えられる。この状況では、もし

プレート境界からの変換波がこの付近の時刻に到達していたとしても、そのピークを識別

することは難しい。また、3-4km 程度の深さにある低速度表層の底面で励起されたと考え

られる Ps 変換波のピーク(図 3)は 10km 程度の深さに変換される(図 4)が、この誤差は RF
の変換に用いたモデルの浅部構造が実際とは異なることで生じると考えられる。これらの

結果から、全てのピークが Ps 変換波に対応することを仮定し、堆積層を考慮しない速度

構造 4)をリファレンスとして深さ変換した場合、正しく不連続面を検出することができな

い可能性が高いことがわかる。 
次に二つ目の課題である、解析領域中央部の観測点での RF に明瞭なピークが見えないこ

とについても、J-SHIS の速度構造を導入することによって説明が可能かを検討した。図

５に観測された RF と、図３と同様の構造で計算した RF を示す。この地域には丹沢山地

があり、低速度の表層はほとんど存在せず、よってその影響も RF 上にほとんど現れない。

RF 断面上で顕著なピークの連続が検出されていない(図 2)が、その原因は表層の影響では

説明できない。特に NMTDH の RF には目立ったピークが存在せず、深部に大きな速度ギ

ャップが存在しない可能性がある。この地域においては、島弧下部地殻は含水鉱物を含ま

ず高速度であると解釈している研究 5)もあり、島弧下部地殻が高速度でマントルとの速度

コントラストが小さいために、本研究において海洋モホ面が検出されない可能性も考えら

れる。 
ただし、全体的な波形の特徴は再現されている一方で、直達 P 波の振幅が理論値と大き

く異なっている。RF において直達 P 波振幅が小さくなることは、P 波の水平成分が相対

的に小さくなることを示しており、考えられる理由の一つとして表層の低速度層の存在が

あげられる。しかし、低速度層があるとすれば後続波部分にピークが現れるはずであるが、

前述のように後続波には目立ったピークが見られない。また、広域で同じような傾向があ

ることから観測点近傍のローカルな影響とは考えられない。現状ではこのような現象を説

明するための解が見つけられていないため、この領域には変換面が存在しないと言い切る

ことはできない。 
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(c) 結論ならびに今後の課題 

温地研が集約している地震波形に加え、MeSO-net の地震波形を用いて RF を作成し解

析領域東部における波線を増やした結果、速度不連続面の検出が可能な程度に、空間にス

タックされる RF が高密度になった。ただし、解析領域東部は低速度の表層が厚くその影

響が RF に大きく現れるので、この領域の RF の全ての時刻のピークが Ps 変換波に対応す

ることを仮定して深さ変換するのは不適切であることが分かった。 
解析領域中央部（丹沢山地直下）では目立った不連続面が検出されていないが、トモグラ

フィ解析 4)で得られた構造のみを仮定しても、それに加えて J-SHIS の構造を導入しても

この地域の理論 RF は大きく変化せず、表層の影響により深部からの変換波の検出が妨げ

られているとは考えられない。そのため、不連続面が検出されないのは、実際に不連続面

が存在しないことが原因である可能性がある。しかし観測 RF の初動部分が理論 RF に比

較して小さく、その原因が明らかでないため、明瞭な境界がないと断言するには未だ検討

の余地が残る。 
今後は、解析領域中央付近で得られる RF の解釈と、その RF を用いた不連続面の検出

が課題である。 
 

(d) 引用文献 

1)弘瀬冬樹, 中島淳一, 長谷川昭：Double-Difference Tomography 法による関東地方の３

次元地震波速度構造およびフィリピン海プレートの形状の推定, 地震, 第 60 巻 , pp.123-
138, 2008. 

2)Nakajima, J., Hirose, F. and Hasegawa, A.: Seismotectonics beneath the Tokyo 
metropolitan area, Japan: Effect of slab-slab contact and overlap on seismicity, J. 
Geophys. Res., Vol.114, B08309, 2009. 

3)Hirose, F., Nakajima, J. and Hasegawa, A.: Three-dimensional seismic velocity 
structure and configuration of the Philippine Sea Slab in southwestern Japan 

図５ NYMKH と NMTDH 直下の１次元速度構造と RF。色は図３と同じ。 
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estimated by double-difference tomography, J. Geophys. Res., Vol. 113, B09315, 2008. 
4)Matsubara, M. and Obara, K.: The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake 

related to a strong velocity gradient with the Pacific plate, Earth Planets Space, 63, 
pp.663-667, 2011. 

5)Arai, R., Iwasaki, T., Sato, H., Abe, S. and Hirata, N.: Contrasting subduction 
structures within the Philippine Sea plate: Hydrous oceanic crust and anhydrous 
volcanic arc crust, Geochem. Geophys. Geosyst., Vol.15, pp.1977-1990, 2014 

 

(e) 学会等発表実績 

1)学会等における口頭・ポスター発表 

 
2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

・ なし 
3)マスコミ等における報道・掲載 

・ なし 
 

(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

・ なし 
2)ソフトウエア開発 

・ なし 
3) 仕様・標準等の策定 

・ なし 
 

(3) 平成３１年度業務計画案 

伊豆衝突帯（伊豆地方）のプレート構造や 3 次元速度構造の推定を目的とし、 プレ

ート等の面的形状を理解するために、レシーバ関数解析のためのデータの補完や解析

手法の改良等を引き続き行う。 
解析領域中部においては、まずフォワードモデリングにより、RF の初動振幅を低下

させる構造の特徴を明らかにする。それを明らかにすることができれば、その特徴に

よって境界面の検出が妨げられているかどうかを判断する。妨げられていないと判断

できれば、その境界面の地震波速度コントラストが小さいと判断できる。妨げられて

発表成果（発表題目、

口頭・ポスター発表の

別） 

発表者氏名 発表場所 
（学会等名） 

発表時期 国際・

国内の

別 
レシーバ関数を用いた

伊豆島弧衝突帯の地殻

構造解析(2)、S06-P06 
(ポスター) 

安部祐希、本

多亮、行竹洋

平 

日本地震学会

2018 年秋季大会 
2018 年 10

月 
国内 
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いると判断できれば、コントラストが小さいとは判断できず、その場合は境界面を検

出する手法についてさらに検討を進める。 
また、特に解析領域東部では、不連続面の深度推定の正確さについて検討する余地

がある。堆積層の影響を取り除き、Ps 変換波を発生させる不連続面の正確な深さと位

置を推定するため、J-SHIS の構造モデルに基づいて、表層の多重反射の影響が大きい

部分を RF 断面から除外し、観測点ごとの走時の補正を実施するなどの方法を検討す

る。 
 H31 年度は、観測された RF の妥当性および深さ変換の正確性の検証を実施した上

で、昨年度までの成果で推定できなかった領域も含めた伊豆衝突帯全域の不連続面の

深さ分布の推定を目標とする。 
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