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2. 総括研究報告【サブプロ (b)】
官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備

Ⅱ-1　官民連携超高密度データ収集

分担責任者：関口　渉次（防災科研）

1.  研究の目的

本プロジェクトでは、首都圏における地震像の精緻化

や都市の詳細な地震被害評価に貢献するため、政府関

係機関が保有する、首都圏に整備された稠密かつ高精

度な地震観測網（MeSO-net）と全国規模の地震観測網

（K-NET・KiK-net、Hi-net 等）により得られるリアルタ

ムの観測データ、民間が保有する地震データを統合し

た超高密度地震観測データを収集・整備する。

このうち本業務は、MeSO-net の安定的な運用を目的

としている。

2.  成果　

首都圏地震観測網（Metropolitan Seismic Observation 
network）、通称 MeSO-net（メソネット）は、首都圏地

域で発生する地震の研究と、その被害軽減を目的に平

成 19 年度に開始した文部科学省の委託研究「首都直下

地震防災・減災特別プロジェクト」1) および平成 24 年度

に開始した「都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減

化プロジェクト」の一環として東京大学地震研究所など

によって構築、運用が行われてきた。観測点は、首都

圏の約 300カ所（東京都、茨城県、神奈川県、千葉県、

山梨県、埼玉県）に、直線状（観測点間隔 3 km 程度）

および面状（4 〜 10 km 間隔）に配置されている（図 1）。
各観測点における地震計は、人間活動による首都圏の

大きな / 強いノイズや温度変化を避けるため約 20m の縦

孔の底に設置されている（図 2）。観測データはリアルタ

イムでデータセンターに送信される。

以下、年度順に本業務の成果を示す。

 平成 29 年度（2017 年度）

平成 19 年度（2007 年度）から観測網を構築し始めた

MeSO-net1) は、平成 29 年度（2017 年度）より東京大学

地震研究所から防災科学技術研究所がその運用を担う

ようになった。それに伴い、データ受信部の切り替え、

通信回線およびデータ監視システムの構築、データ蓄

積システムの構築、疑似観測点の設置を実施した。こ

れにより、東京大学地震研究所に引き続き、MeSO-net
の安定運用を実施することが可能となった。

また、機器の修理、移設作業等、観測点維持管理

のための作業を実施した。

 平成 30 年度（2018 年度）

MeSO-net の安定運用を目的とし、データの受信・蓄

積および監視システムの高度化を実施した。この結果、

各システムで稼働しているサーバの負荷が軽減し、より

安定してデータの受信・蓄積ができるようになり、監視

システムの高度化で具体的な地震データの受信状況も

確認することができるようになった。

図 1　首都圏地震観測網 (MeSO-net)

図 2　観測点の例

左の柱が信号・電気の引き込み柱。頭部に GPS
アンテナがある。中央の筐体が地上観測機器。

右下のマンホールが観測井上部であたり、この下

に地震計本体が埋設されている。
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位の半導体製造拠点が生産を中止しました。そのため

に、コロナ禍の反動で半導体需要が拡大する中で、グ

ローバルな供給不足が発生しました。わが国で最大供

給先であるR 社は、一層の安定供給が期待されました。

ところが、3月19日に製造ラインで夜中に火災が発生し、

5 時間半の間、火災発生を覚知できず、製造装置 23 台

が被災して、少なくとも 6月末まで生産回復が期待で

きないという事態を招いてしまいました。これは事前の

同社の SOP が不完全であったことを示しており、なぜ

BCP においてこのような状況の発生を想定していなかっ

たのか、その理由は不明です。わかっていることは、事

前の被災シナリオの検討が不十分だったということです。

これではいくらSOPを実装してもその目的が達成できな

いことになります。SOPを有効にするには、SOP自体が

問題なのではなく、対象とする被害想定作業をもっと念

入りに作成しなければなりません。たとえば、無人工場

でも製造工程で高熱が発生するわけですから、出火す

る危険は存在するのです。もし、出火してもすぐに覚知

する方法を備えることは難しいことではありません。

6.  データ利活用協議会への貢献

この協議会は、首都直下地震などの大災害時に、デー

タを利活用することによって被害を軽減することを目的

として設置されました。これは、参画された組織や企

業は、データ利活用できなければ大きな被害を受ける

ということも示しています。すなわち、被災しないこと

が大変重要なことがわかります。そうすると、前述した

ように長期広域停電するという相転移を考えた場合、具

体的にどのようにすれば被害を少なくできるかが事前に

わかるということです。この協議会の活動では、震災時

に具体的にどのように被害軽減に貢献できるのかを明ら

かにはできませんでした。でも、本分担課題の成果を

適用すれば、それが可能なのです。したがって、今後、

首都直下地震で発生すると予想される各種の相転移を

見出すことが被害軽減につながるのです。そのように考

えると、データ利活用協議会に参画された組織・企業

の減災に対する貢献は非常に大きいと評価されるでしょ

う。 
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さらに MeSO-net のホームページ（URL: http://www.
mesonet.bosai.go.jp/mrportal/top）を作成し、MeSO-net
についての情報やデータ利用を広く周知した。

ホームページの構成は

・ MeSO-net とは（MeSO-net 構築の目的や経緯、構成

の説明）

・ お知らせ（MeSO-net の観測点やデータ、システムに

関するお知らせ）

・波形画像（各観測点の連続波形画像）

・ 波形データダウンロード（MeSO-net 地震データのダウ

ンロード）

の 4 項目からなっている。波形画像では、各観測点に

おける各成分 1 時間分の連続波形を最新から 3ヶ月間

表示できる。

また、波形データダウンロード項目では、防災科学

技術研究所が MeSO-net の運用を開始した 2017 年 4月
1日から地震データの取得が可能である。なお、データ

ダウンロードは高感度地震観測網（Hi-net）のデータダ

ウンロードシステムに統合されており、登録ユーザは他

の地震津波火山観測網と同様に誰もが MeSO-net 地震

データを使用することができる。

引き続き機器の修理、移設作業等、観測点維持管

理のための作業を実施した。

 令和元年度（2019 年度）

MeSO-net の安定運用を目的としたデータの受信・蓄

積および監視システムの高度化を引き続き実施した。

MeSO-net のホームページの充実化をはかり、MeSO-
net 観測網の特徴の一つである直線上の観測点分布（こ

こでは測線と呼ぶことにする）について連続波形画像を

公開した（図 3）。

引き続き機器の修理、移設作業等、観測点維持管

理のための作業を実施した。この年度は台風 15 号によ

る被害を受けた観測点もあり、昨年度よりも多くの維持

管理作業が発生した。

 令和 2 年度（2020 年度）

MeSO-net の公開地震波形データの長期的な利用

促進や利用状況の把握などを目的に DOI (10.17598/
NIED.0023) を取得した。DOI が付与されているとデー

タが将来にわたってアクセス可能であると期待される

ので利用者の安心感がたかまり利用が進むと期待され

る。利用状況については例えば DataCite (https://search.
datacite.org/) にアクセスし DOI を入力すれば論文等で

の引用状況を容易に把握できるようになる。さらには

データの適切な評価につながることが期待される。

引き続き機器の修理、移設作業等、観測点維持管

理のための作業を実施した。

 令和 3 年度（2021 年度）

2017 年 3月以前の MeSO-net 波形データの公開を開

始しダウンロードでの利用を可能とした。また地震毎に

まとめたイベント波形データの公開を開始した。

引き続き、機器の修理、移設作業等、観測点維持

管理のための作業を実施した。

最後に、ホームページへのアクセス状況、データダウ

ンロード状況の時間推移を図 4 に示す。ばらつきが大

きいが一定の利用がなされており、観測網の周知、デー

タの利用が着実に進んでいると推察できる。

3.  まとめ

本プロジェクト開始当初、東京大学地震研究所より

首都圏地震観測網（MeSO-net）の移管作業を実施し

た。そのためのデータ収集システムの構築、システム

運用の高度化を当初の数年を中心に実施し、そののち

の安定的なデータ収集および公開実現の基礎となっ

た。観測点の維持管理作業は毎年コンスタントに実施

し、安定的な運用及びデータ公開に貢献した。2 年目

には MeSO-net のホームページを開設しそこから収集し

た地震波形データの公開、ダウンロードが可能となっ

た。3 年目には利便性向上のためにホームページ上で測

線に沿った地震波形が閲覧できるようにした。4 年目に

は利用促進等のためにデータ DOI を取得した。5 年目

にはイベント波形データおよび本プロジェクト開始以前

の MeSO-net データを公開し、ダウンロード利用可能と

した。また、データダウンロード量等の推移からデータ

が着実に利用されていることが推測できた。

以上のように本業務の目的であるMeSO-net の安定

的運用を達成できた。

図 3　MeSO-net ホームページの測線連続波形画面

6 測線（つくば－藤沢測線、古河－九十九里測線、霞ヶ

浦－富士山測線、入間－銚子測線、鹿島－木更津測線、

東京湾横断測線）の中から選択した測線に沿った上下

動成分 1 時間分の波形画像を見ることができる。
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図 4　上からデータダウンロード要求数、ダウンロードデータ量および Web ページアクセス数

（日別：棒グラフおよび月別：折れ線グラフ）
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-  85 --  84 -

2. 総括研究報告【サブプロ (b)】
官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備

Ⅱ-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

Ⅱ-2-1　マルチデータインテグレーションシステムに関する技術開発

分担責任者：木村　武志（防災科研）

1.  研究の目的

首都圏における地震動を詳細かつ高精度に把握する

ため、防災科研が運用するK-NET・KiK-net や MeSO-
net の地震観測データに加え、民間企業などが保有する

地震観測データやスマートフォン地震計による観測デー

タなどを統合し、あたかも一つの大規模な観測網であ

るかのごとくデータを利活用するための環境を構築す

るためマルチデータインテグレーションシステムを開発

している。本課題は、サブプロ (b) 内の課題 1や課題

2c、d の成果を取り込み可能にし、課題 2b の成果を用

いた MeSO-net の地中観測データによる地表の地震動

推定の実装、課題 2e へのデータ提供を担うなど、サブ

プロ (b) の中核的な位置づけになっている。また、民間

企業等が保有する地震動データの取り込みやデータ統

合による地震動情報のデ活への配信などのサブプロ (a)
との連携や、サブプロ (c)での震動台実験に必要な入

力地震動データの作成・提供など、デ活や他サブプロ

との連携を進める上でも重要な役割を果たしている。特

に、民間企業等が保有する地震動データと防災科研の

地震動データとの統合による高精度の地震動情報を配

信する本システムは、首都圏レジリエンス PJ で目指す

Creating Shared Values（CSV）を実現可能にする1つの

枠組と言える。

2.   マルチデータインテグレーションシステムに関する技

術開発　

首都圏における地震動を詳細かつ高精度に把握する

ため、図 1に示すような（A）公的機関が運用する地震

観測網によるデータ、（B）民間企業などが自らの事業の

ために保有する地震観測データ、（C）スマートフォンや

感震ブレーカーなど個人所有の機器による観測データ、

の 3 つのカテゴリの地震動データを統合し、あたかも

一つの大規模な観測網であるかのごとくデータを利活

用するための環境を構築するためマルチデータインテグ

レーションシステムを開発した。カテゴリAとしては、

防災科研が運用するMOWLAS の強震観測網 K-NET、
KiK-net に加えて、サブプロ (b) の課題 1で運用する

MeSO-net のデータを活用した。カテゴリBとしては本

PJ で運用するデータ利活用協議会（以下、デ活）を通じ

て収集された東京ガス株式会社の超高密度リアルタイ

ム地震防災システム（以下、SUPREME））、株式会社

小堀鐸二研究所の建物安全度判定支援システム（以下、

q-NAVIGATOR）、東芝エレベータ株式会社による地震

時のエレベーター管制運転を目的とした地震感知器の

データを活用した。カテゴリCとしてはサブプロ (b) の
課題 2cで開発を進めたスマートフォン地震計やデ活を

通じて収集された日東工業株式会社の感震ブレーカー

の地震観測データを活用した。

さらにカテゴリBとして、株式会社セブン‐イレブン・

ジャパン、株式会社セブン銀行との共同により、セブン

‐イレブン店舗内のセブン銀行ATM に設置可能な小型

地震計を開発し、東京都内約 50 店舗での試験観測を

実施し、このデータも活用した（図 2）。小型地震計は、

加速度センサーとして Analog Devices 社製 ADXL355
を使用し、最大± 8G の観測が可能である。Wi-Fi によ

る通信機能を搭載し、コンビニ店舗内という設置環境

図 1　マルチデータインテグレーションシステムで扱う

データの量と汎用性の関係。

図 2　(a) セブン‐イレブン店舗内のATM に設置した小

型地震計。(b) セブン‐イレブン店舗の小型地震計によっ

て観測された地震波形の例。(c) 東京都 23 区周辺の防

災科研の強震観測網及び MeSO-net と小型地震計を設

置したセブン‐イレブン店舗（2021年 4月時点）の分布。
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から防塵・防滴性を考慮した筐体とした。また、10 秒

ごとの震度演算機能を有し、演算結果が予め指定した

閾値を超えた際には webAPI を用いて防災科研のデー

タセンターに震度情報を通知することが可能である。

カテゴリA~C のデータを統合するマルチデータイン

テグレーションシステムは、データ前処理サブシステム、

統合管理サブシステム、配信サブシステムの 3 つのサブ

システムにより構成される（図 3）。以下では、各サブシ

ステムを説明するとともに、その自動化や統合によって

得られた首都圏の地震動情報の評価について述べる。

2.1  データ前処理サブシステム

官民の様々な地震観測データを統合し、地表におけ

る地震動を詳細に把握するためには、時刻や地震計の

設置方位の精度などについてデータセットごとに理解し、

統合に必要な補正技術を開発し適用する必要がある。

地下 20m に設置された地震計で観測している

MeSO-netの地震波形データをもちいて地表の地震動を

把握するためには、地中の観測データから地表相当に

補正する必要がある。本サブシステムでは、サブプロ (b)
の課題 2bで実施した各 MeSO-net 観測点における地表

臨時観測および微動観測によって得られた地中に対す

る地表の震度増分や S 波速度などの構造モデルにもと

づく地中から地表の伝達関数により地表相当の強震動

指標を得た。

また、東京ガスの運用する SUPREME は水平 2 成分

の地震動データを合成し算出される SI 値による地震時

のガス供給の自動停止などを目的とし、この目的に不必

要かつ経費のかかる地震計内の精緻な時刻校正や地震

計の設置方位の管理が全ての地震計について行われて

いるわけではない。そこで、1ミリ秒以下の精度で時刻

校正されているK-NET・KiK-net 及び MeSO-net いずれ

かの最も近い観測点による観測データとの波形相関を用

いて時刻を補正した（図 4）。周期 10 ～ 20 秒のバンドパ

スフィルターをかけ、両者の波形相関を計算し、相関が

最大となるラグタイムと震源からの S 波の理論走時差か

ら、時刻の補正値を推定した。SUPREME の地震計は、

水平方向の設置方位が未知のため、上下動成分のみを

用いた。これにより、±1 秒よりも高い精度で補正可能

なことを確認した。水平方向の設置方位についても同様

に、最も近い観測点との波形相関を用いて推定した。

また、セブン‐イレブン店舗に設置した小型地震計

について、計測震度通知時に波形データの各成分の最

大加速度等を合わせて通知可能なように高度化し、異

常データの判定に利用できるようにした。

2.2  統合管理サブシステム

統合管理サブシステムでは、防災科研や民間企業な

どの複数の機関が独自に保有している地震観測データ

を統合して蓄積及び管理を行う。蓄積する対象は地震

波形データ及び震度などの強震動指標である。K-NET・
KiK-net のように地震波形データ及び各観測点の観測

機器内で演算された強震動指標の両方を収集している

観測網については、既存の波形データと指標を蓄積し

た。一方で、MeSO-net のように地震波形データのみを

収集している観測網については、本サブシステム内で波

形データから強震動指標を演算し、波形データと合わ

せて蓄積した。また、民間企業などの保有するデータ

の中には強震動指標のみを保存し、地震波形データは

保存していないものもあり、これらについては、指標の

みを本サブシステムに蓄積した。

統合管理サブシステム内では、収集した全ての地震波

形データを K-NETバイナリフォーマット形式に変換して

蓄積し、データの保有機関や観測機器の種類などに応

じて組織 IDと網 ID を付与することによりデータの種類

を管理した（図 5）。またヘッダーには地震の震源情報も

付与し、複数機関が取得したデータを震源情報で紐付

けて地震毎に管理した。強震動指標については別途デー

タベースを構築し、地震波形データと同様に保有機関や

機器の種別と震源情報を付与して蓄積した。各観測点

の情報として、観測点位置などのメタデータも管理した。

図 3　マルチデータインテグレーションシステムの概要。

図 4　SUPREME 地震波形データの時刻補正手法。

図 5　統合管理サブシステムの概要。
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2. 総括研究報告【サブプロ (b)】
官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備

Ⅱ-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

Ⅱ-2-1　マルチデータインテグレーションシステムに関する技術開発

分担責任者：木村　武志（防災科研）

1.  研究の目的

首都圏における地震動を詳細かつ高精度に把握する

ため、防災科研が運用するK-NET・KiK-net や MeSO-
net の地震観測データに加え、民間企業などが保有する

地震観測データやスマートフォン地震計による観測デー

タなどを統合し、あたかも一つの大規模な観測網であ

るかのごとくデータを利活用するための環境を構築す

るためマルチデータインテグレーションシステムを開発

している。本課題は、サブプロ (b) 内の課題 1や課題

2c、d の成果を取り込み可能にし、課題 2b の成果を用

いた MeSO-net の地中観測データによる地表の地震動

推定の実装、課題 2e へのデータ提供を担うなど、サブ

プロ (b) の中核的な位置づけになっている。また、民間

企業等が保有する地震動データの取り込みやデータ統

合による地震動情報のデ活への配信などのサブプロ (a)
との連携や、サブプロ (c)での震動台実験に必要な入

力地震動データの作成・提供など、デ活や他サブプロ

との連携を進める上でも重要な役割を果たしている。特

に、民間企業等が保有する地震動データと防災科研の

地震動データとの統合による高精度の地震動情報を配

信する本システムは、首都圏レジリエンス PJ で目指す

Creating Shared Values（CSV）を実現可能にする1つの

枠組と言える。

2.   マルチデータインテグレーションシステムに関する技

術開発　

首都圏における地震動を詳細かつ高精度に把握する

ため、図 1に示すような（A）公的機関が運用する地震

観測網によるデータ、（B）民間企業などが自らの事業の

ために保有する地震観測データ、（C）スマートフォンや

感震ブレーカーなど個人所有の機器による観測データ、

の 3 つのカテゴリの地震動データを統合し、あたかも

一つの大規模な観測網であるかのごとくデータを利活

用するための環境を構築するためマルチデータインテグ

レーションシステムを開発した。カテゴリAとしては、

防災科研が運用するMOWLAS の強震観測網 K-NET、
KiK-net に加えて、サブプロ (b) の課題 1で運用する

MeSO-net のデータを活用した。カテゴリBとしては本

PJ で運用するデータ利活用協議会（以下、デ活）を通じ

て収集された東京ガス株式会社の超高密度リアルタイ

ム地震防災システム（以下、SUPREME））、株式会社

小堀鐸二研究所の建物安全度判定支援システム（以下、

q-NAVIGATOR）、東芝エレベータ株式会社による地震

時のエレベーター管制運転を目的とした地震感知器の

データを活用した。カテゴリCとしてはサブプロ (b) の
課題 2cで開発を進めたスマートフォン地震計やデ活を

通じて収集された日東工業株式会社の感震ブレーカー

の地震観測データを活用した。

さらにカテゴリBとして、株式会社セブン‐イレブン・

ジャパン、株式会社セブン銀行との共同により、セブン

‐イレブン店舗内のセブン銀行ATM に設置可能な小型

地震計を開発し、東京都内約 50 店舗での試験観測を

実施し、このデータも活用した（図 2）。小型地震計は、

加速度センサーとして Analog Devices 社製 ADXL355
を使用し、最大± 8G の観測が可能である。Wi-Fi によ

る通信機能を搭載し、コンビニ店舗内という設置環境

図 1　マルチデータインテグレーションシステムで扱う

データの量と汎用性の関係。

図 2　(a) セブン‐イレブン店舗内のATM に設置した小

型地震計。(b) セブン‐イレブン店舗の小型地震計によっ

て観測された地震波形の例。(c) 東京都 23 区周辺の防

災科研の強震観測網及び MeSO-net と小型地震計を設

置したセブン‐イレブン店舗（2021年 4月時点）の分布。
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2.3  配信サブシステム

配信サブシステムでは、収集した大量のデータにより

生成した高精度の強震動指標分布やその時間変化の情

報を生成し、データ提供者や研究者をはじめとするユー

ザーにリアルタイムで配信し共有するとともに、この強

震動指標の情報をユーザーが自らのシステムにより効果

的に利活用できるよう、API を通じて位置や時間の関数

の数値データとしても配信した。

日本全国の今の揺れをリアルタイムで実況するWeb
サービスである強震モニタは、防災科研の K-NET およ

び KiK-net によるリアルタイムの観測データを収集し可

視化することで実現している。これに MeSO-netを加え

ることで、首都圏における揺れをより詳細に可視化した

首都圏版強震モニタを開発し、デ活会員に対して試験

配信した。図 6 は 2018 年 7月7日に発生した千葉県東

方沖の地震（Mj6.0）時の首都圏版強震モニタの例であ

る。リアルタイム震度の時間変化を示しており、K-NET
と KiK-net に MeSO-net を加えたものと加えていない

ものを比較している。観測点間隔が約 20km 間隔の

K-NET・KiK-net に約 2 ～ 10km 間隔の MeSO-netを加

えたことにより、リアルタイムの観測情報を直接表示す

るだけで、揺れの大小や伝播の様子を面的に把握する

ことができることが分かる。特に、MeSO-net の観測点

密度が高い東京都都心部などでは、P 波の到達からリ

アルタイム震度が増加する様子が明瞭に確認できるよう

になった。さらに、東京都心部について詳細に確認で

きるよう、拡大版も整備した。

さらにカテゴリA に属するK-NET・KiK-net、MeSO-
net にカテゴリB や C のデータを加えた例を示す。カ

テゴリA に B の SUPREME のデータを加えることで、

2011年東北地方太平洋沖地震時の首都圏におけるより

詳細な揺れの可視化を行った。なお、SUPREME の地

震波形データを加える際には、データ前処理サブシステ

ムにおいて、波形相関を用いた各データの時刻補正を

行った。図 7 は 4 つの観測網によるリアルタイム震度の

スナップショットであり、SUPREME を含めた場合と含

めない場合を比較した。SUPREME の観測データはト

リガー収録されており地震動が到達する前には表示され

ていないが、首都圏での揺れが大きくなる14 時 49 分こ

ろからリアルタイム震度が表示される。図7の黒線で囲っ

た東京の下町エリアでリアルタイム震度が大きくなってい

ることがわかり、地盤増幅特性の違いによる影響が実

観測データから明らかになっている。このように民間の

機関が保有するデータをMeSO-netやMOWLASのデー

タと統合することにより、詳細かつ高精度での揺れの把

握が可能になった。

また、可視化した地震動の情報配信に加えて、地震

発生後に各観測点での計測震度情報や 250m メッシュ

での推定震度分布を WebAPI により数値データとして

配信可能にした。図 8 は、2018 年 1 月 6日に東京湾

（深さ 71km）で発生した M4.7 の地震時の MeSO-net、
K-NET、KiK-net、感震ブレーカー、地表階における

q-NAVIGATOR の各データによる計測震度と、そこか

ら推定した震度分布を示している。都心部に高密度に

配置されている q-NAVIGATOR 等、民間企業等の有す

る地震動データを活用することで首都圏における詳細な

揺れの様子が把握可能になることが分かる。

2.4  システムの自動化と結果の評価

リアルタイム或いは地震発生時に即時に取得可能な

カテゴリAの K-NET、KiK-net、MeSO-net、カテゴリ

B のセブン‐イレブン店舗に設置した小型地震計、カテ

ゴリC のスマホ地震計のデータを対象に、データの収図 6　首都圏版強震モニタの例。

図 7　K-NET、KiK-net、MeSO-net、SUPREME の

統合による 2011 年東北太平洋沖地震時の首都圏に

おけるリアルタイム震度の時間変化。

図 8　MeSO-net、K-NET、KiK-net、q-NAVIGATOR、
感震ブレーカーによる計測震度（シンボル）とそれらの

観測データから推定した震度分布。
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集から配信に至るまでのマルチデータインテグレーショ

ンシステムの自動化を行った。図 9 は 2021年 2 月13日
に福島県沖で発生した Mj 7.3 の地震時にマルチデータ

インテグレーションシステムにより収集・整備した計測

震度の情報である。首都圏全体で見ると観測点間隔が

2-10km の MeSO-net と約 20km 間隔の K-NET、KiK-
netを合わせることにより稠密な計測震度データを得る

ことができているが、地震発生時に東京都内 37 地点で

稼働していたセブン‐イレブン店舗設置の小型地震計

による観測値を加えることにより、特に都心部において

観測点密度が大きく向上していることがわかる。また、

課題（2）cで展開しているスマートフォン地震計 185台
のデータにより、さらに首都圏全域で観測点密度が向

上しているものの、スマートフォン地震計による計測震

度の値は、周辺の K-NET や KiK-net、MeSO-net と比

較すると系統的に大きく、設置環境の違いを反映してい

るものと考えられる。

また、実際に観測された地震動データだけでなく、

首都直下で発生する地震による地震動シュミレーション

データも整備した。対象は東京湾直下のフィリピン海

プレート内で発生するM7クラスの地震とした。首都圏

下の複雑な地下構造による伝播特性等を適切にシミュ

レーションに取り込むために、MeSO-net で実際に観測

された Mw5.0 の地震による波形データを用いて経験的

グリーン関数法による合成を行った。図10にシミュレー

ションにより得られた地表における計測震度分布を示

す。東京都南部から西部にかけての領域と東京都東部

に揺れの大きな領域が見られ、地下構造の影響による

ものと考えられる。

3.  まとめ

首都圏における地震動を詳細かつ高精度に把握する

ため、防災科研が運用するK-NET・KiK-net や MeSO-
net の地震観測データに加え、民間企業等が保有する

地震観測データやスマートフォン地震計による観測デー

タなどを統合し、首都圏における高精度の地震動情報

の生成を可能にするマルチデータインテグレーションシ

ステムの開発を進めた。デ活を通じで収集された民間

企業等が保有する地震動データを入力データとして活用

するだけでなく、システムの出力である地震動情報のデ

活の各機関へ配信することで、デ活・サブプロ (a)との

連携を進めた。また、本課題で得られた東京湾下のフィ

リピン海プレート内で発生するM7クラスの地震を対象

としたシミュレーション結果は、首都圏で想定される地

震動データとして、サブプロ (c) による震動台実験の入

力地震動として利用された。

本研究での地震動情報の生成においては、ほとんど

の対象を計測震度にしてきた。一方でインフラ等の被

害予測には SI 値などの別の指標が利用されている場合

もあり、地震動情報の多様化などは今後の課題である。
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図 9　2021年 2 月13日の福島県沖の地震時にマルチデータ

インテグレーションシステムにより得られた計測震度の情報。

上段は左から K-NET、KiK-net、MeSO-net、セブン‐イレ

ブン店舗での計測震度の観測値、それに 250m メッシュの推

定震度分布を重ねたもの、計測震度の観測値としてスマート

フォン地震計の値を追加したものである。下段は東京都 23
区周辺を拡大したもので左から、K-NET、KiK-net、MeSO-
net の計測震度の観測値、セブン‐イレブン店舗での観測値

を加えたもの、それに 250m メッシュの推定震度分布を重ね

たもの、計測震度の観測値としてスマートフォン地震計の値

を追加したものである。

図 10　経験的グリーン関数法により計算した、

東京湾直下のフィリピン海プレート内で発生する

M7クラスの地震による計測震度分布。
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2.3  配信サブシステム

配信サブシステムでは、収集した大量のデータにより

生成した高精度の強震動指標分布やその時間変化の情

報を生成し、データ提供者や研究者をはじめとするユー

ザーにリアルタイムで配信し共有するとともに、この強

震動指標の情報をユーザーが自らのシステムにより効果

的に利活用できるよう、API を通じて位置や時間の関数

の数値データとしても配信した。

日本全国の今の揺れをリアルタイムで実況するWeb
サービスである強震モニタは、防災科研の K-NET およ

び KiK-net によるリアルタイムの観測データを収集し可

視化することで実現している。これに MeSO-netを加え

ることで、首都圏における揺れをより詳細に可視化した

首都圏版強震モニタを開発し、デ活会員に対して試験

配信した。図 6 は 2018 年 7月7日に発生した千葉県東

方沖の地震（Mj6.0）時の首都圏版強震モニタの例であ

る。リアルタイム震度の時間変化を示しており、K-NET
と KiK-net に MeSO-net を加えたものと加えていない

ものを比較している。観測点間隔が約 20km 間隔の

K-NET・KiK-net に約 2 ～ 10km 間隔の MeSO-netを加

えたことにより、リアルタイムの観測情報を直接表示す

るだけで、揺れの大小や伝播の様子を面的に把握する

ことができることが分かる。特に、MeSO-net の観測点

密度が高い東京都都心部などでは、P 波の到達からリ

アルタイム震度が増加する様子が明瞭に確認できるよう

になった。さらに、東京都心部について詳細に確認で

きるよう、拡大版も整備した。

さらにカテゴリA に属するK-NET・KiK-net、MeSO-
net にカテゴリB や C のデータを加えた例を示す。カ

テゴリA に B の SUPREME のデータを加えることで、

2011年東北地方太平洋沖地震時の首都圏におけるより

詳細な揺れの可視化を行った。なお、SUPREME の地

震波形データを加える際には、データ前処理サブシステ

ムにおいて、波形相関を用いた各データの時刻補正を

行った。図 7 は 4 つの観測網によるリアルタイム震度の

スナップショットであり、SUPREME を含めた場合と含

めない場合を比較した。SUPREME の観測データはト

リガー収録されており地震動が到達する前には表示され

ていないが、首都圏での揺れが大きくなる14 時 49 分こ

ろからリアルタイム震度が表示される。図7の黒線で囲っ

た東京の下町エリアでリアルタイム震度が大きくなってい

ることがわかり、地盤増幅特性の違いによる影響が実

観測データから明らかになっている。このように民間の

機関が保有するデータをMeSO-netやMOWLASのデー

タと統合することにより、詳細かつ高精度での揺れの把

握が可能になった。

また、可視化した地震動の情報配信に加えて、地震

発生後に各観測点での計測震度情報や 250m メッシュ

での推定震度分布を WebAPI により数値データとして

配信可能にした。図 8 は、2018 年 1 月 6日に東京湾

（深さ 71km）で発生した M4.7 の地震時の MeSO-net、
K-NET、KiK-net、感震ブレーカー、地表階における

q-NAVIGATOR の各データによる計測震度と、そこか

ら推定した震度分布を示している。都心部に高密度に

配置されている q-NAVIGATOR 等、民間企業等の有す

る地震動データを活用することで首都圏における詳細な

揺れの様子が把握可能になることが分かる。

2.4  システムの自動化と結果の評価

リアルタイム或いは地震発生時に即時に取得可能な

カテゴリAの K-NET、KiK-net、MeSO-net、カテゴリ

B のセブン‐イレブン店舗に設置した小型地震計、カテ

ゴリC のスマホ地震計のデータを対象に、データの収図 6　首都圏版強震モニタの例。

図 7　K-NET、KiK-net、MeSO-net、SUPREME の

統合による 2011 年東北太平洋沖地震時の首都圏に

おけるリアルタイム震度の時間変化。

図 8　MeSO-net、K-NET、KiK-net、q-NAVIGATOR、
感震ブレーカーによる計測震度（シンボル）とそれらの

観測データから推定した震度分布。
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2. 総括研究報告【サブプロ (b)】
官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備

Ⅱ-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

Ⅱ-2-2　MeSO-net 観測点における地表地震記録の推定

分担責任者：先名 重樹（防災科研）

1.  研究の目的

本研究は MeSO-net の地中設置型地震計のデータか

ら地表の揺れの様子を高精度に予測するために、各観

測点での微動観測や地表における臨時観測を行うこと

により、地盤増幅特性の評価や地盤の S 波速度構造の

推定を行う。MeSO-net の特徴の一つは、地表付近のノ

イズを避けるために地下 20mでのボアホール観測を採

用していることである。センサを地下 20m に設置する

ことで周波数により3 倍から 30 倍程度のノイズ低減が

期待できることから 1)、震源決定や速度構造の推定に

は優れたデータである。一方、大地震時の地震動や即

時被害推定を行うには地表における地震動をリアルタイ

ムで得ることが必要である。このため、我々は MeSO-
net 各観測点の地表において臨時地震観測や微動アレ

イ観測を行ない地中の地震動データに対する地表地震

動への伝達関数を明らかにし、連続収集している地中

の MeSO-net の地震動データから逐次的に地表におけ

る地震動を予測することを可能とした。ただし本手法は

一次元の線形応答を仮定したものであり、大地震時の

大振幅による非線形応答や地盤の液状化などが発生し

た際には正しく地表地震動を推定できない。以下では、

各観測点で実施した地表における臨時地震観測及び微

動アレイ観測と地盤増幅特性や地盤の S 波速度構造の

推定結果について述べる。

2.   MeSO-net 観測点における地表地震記録の取得と増

幅特性の推定

各 MeSO-net 観測点の地表において 2 ～ 3 ヶ月の臨

時地震観測を MeSO-net の 272 観測点で行い、地中に

おけるMeSO-net の観測データに対する地表スペクトル

増幅率の推定を行った。臨時観測は MeSO-net の地中

地震計と同じセンサを持つ地震計（白山工業社製 JU310
および JU410）を観測井近傍に設置して行った（図 1）。
地震計は固定板の上に設置して防水処理した電源ケー

ブルで分電盤と接続し、地震計本体には防水容器とブ

ルーシートをかぶせ、さらにポールとチェーンで囲った。

データ収録時のサンプリング周波数は MeSO-net と同

じ 200Hz、計測可能範囲を JU410 については± 4.0G、
JU310 については±1.0Gとした。このような臨時地震

観測を MeSO-net 観測点で実施した。

地表における臨時地震観測により得られた地震波形

の一例を図 2 に、地中の地震動に対する地表の地震動

の増幅特性の例を図 3 に示す。また、各観測点の微地

形区分を表 1に、増幅特性の推定に用いた地震の諸元

を表 2 に示す。増幅特性は各観測地点における地中お

よび地表で得られた地震波形に 0.1～ 30Hz のバンドパ

スフィルターをかけ、フーリエスペクトルを成分ごとに計

算し、バンド幅 0.05Hz の Parzenウィンドウで平滑化し

た上で、地中記録に対する地表記録の比をとった。図

3 では、比較的固いローム台地（E.YTBM、E.SGWM、 
E.RMSM）と軟弱な後背湿地や自然堤防（E.INAM、

E.IN3M、E.JUWM）の増幅特性の特徴の違いが明瞭と

なっている。ローム台地の観測点については 5 ～ 10Hz
の短周期で増幅度が大きくなっており、MeSO-net 地震

計の深さ 20m よりも浅い場所で地盤構造に変化がある

ものと考えられる。一方、後背湿地・自然堤防の地形

では、1～ 2Hz 付近で顕著な増幅を示す。

図 1　MeSO-net の地表地震計の設置状況

図 2　2017 年 8月 2日の茨城県北部の地震（Mj 5.5）
時の E.INAM における観測波形（左；地表、右；地中、

上段；NS 成分、中段；EW 成分、下段；UD 成分）
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3.   微動アレイ観測とＳ波速度構造などの地盤物性値の

推定

地下 50m 程度までの S 波速度構造を推定し、MeSO-
net による地中地震動記録に対する地表地震動の増幅

特性を高度化するために、微動アレイ観測を MeSO-net
の 293 観測点で実施した。観測には JU410 を使用し、

各 MeSO-net 観測点の地中地震計直上において図 4 に

示すようにアレイ半径 60cm の 4 点極小アレイと１辺 5 ～

15m 程度の 3点不規則アレイを展開し、サンプリング周

波数は 200Hz、計測可能範囲は± 0.1G で、全点同時

に 15 分間程度の観測を行った。微動アレイ観測結果に

対し SPAC 法 2) および CCA 法 3) を用いて位相速度解析

を実施し、AVS30 などの増幅特性の抽出 4)、分散曲線

の直接深度変換法 5)、逆解析などの逆解析手法 6),7) を

用いて S 波速度構造などの地盤物性値を推定した（図

5）。地表地震観測による増幅特性の推定結果と同様に、

比較的固いローム台地と軟弱な後背湿地の特徴の違い

が明確になっている。

4.   地震記録による地表～地中の増幅特性と S 波速度

構造モデルによる増幅特性の比較

本研究では、地震計設置位置における地中～地表の

増幅特性の検討として、震度増分（図 6）を求めた。ま

た比較のため、微動アレイによる S 波速度構造に基づ

くAVS20（図 7）を計算した分布図をそれぞれ示す。

図 6 に示した震度増分では、ローム台の方が他の微

地形区分よりも震度増分が大きい。図 7 には MeSO-net
観測点におけるAVS20 の分布を示す。全体としては、

台地系で比較的大きくなっており、低地系で比較的小さ

い値を示していることがわかる。このことより、比較的

固いローム台地等の台地系微地形区分では、そのほと

んどが、工学的基盤層が深さ 20m 以内に現れており、

一方で軟弱な埋立地や三角州などの低地系では、工学

的基盤層が深さ 40m を超える層まで現れていない事と

相関があるものと考える。図 3に示すローム台地の地中・

地表のスペクトル比が短周期で大きくなる結果からもそ

のことがうかがえる。

また、図 8 に地震観測地点における微動アレイ探査

の S 波速度構造から計算された、地中地震計の設置深

さ 20 ｍから地表までの伝達関数と、同じ地震観測地

点における地中～地表の増幅特性の比較を示す。

図 4　微動アレイ観測（極小・不規則アレイ）における

微動計設置方法

図 5　微動アレイ観測記録の解析結果例（2017 年度

に実施した地震観測地点）（上：S 波速度構造、下：

分散曲線）。S 波速度構造の黄色のハッチは、地表地

震計からMeSo-net 地中地震計がある深さ 20m の区

間を示す。

表 1　地表地震観測を実施した MeSO-net 観測点の例（2017
年 8月～ 10月実施）

表 2　地表地震観測で記録された地震の諸元の例（2017 年 8
月～ 10月実施）

図 3　地表地震観測を実施した観測地点における地

中～地表の増幅特性（青実線；NS 成分、赤実線；

EW 成分、黒実線；UD 成分、緑破線；増幅倍率 1 倍）

No. Station No. Code No. 微微地地形形区区分分 都都市市名名 県県名名

1 TF43 E.IN3M 自自然然堤堤防防 つつくくばばみみららいい市市 茨茨城城県県
2 TF48 E.YTBM ロローームム台台地地 つつくくばば市市 茨茨城城県県
3 W157 E.SGWM ロローームム台台地地 常常総総市市 茨茨城城県県
4 W183 E.JUWM 後後背背湿湿地地 つつくくばばみみららいい市市 茨茨城城県県
5 TF44 E.INAM 自自然然堤堤防防 つつくくばばみみららいい市市 茨茨城城県県
6 TF53 E.RMSM ロローームム台台地地 つつくくばば市市 茨茨城城県県

origin time Lat.(deg.) Lon.(deg.) depth(km) Mj epicenter name

20170802 02:02:07.5 36.803 140.535 9 5.5 north of Ibaraki

20170802 07:15:56.8 36.12 140.022 48 4.6 south of Ibaraki

20170803 13:45:04.4 36.078 139.885 46 4.6 south of Ibaraki

20170810 09:36:31.1 35.797 140.09 64 5 northeast of Chiba

20170827 11:26:04.5 36.747 140.575 11 4.8 north of Ibaraki

20171003 04:01:10.9 36.808 140.537 8 4.2 north of Ibaraki

20171006 23:56:40.7 37.087 141.155 53 5.9 off Fukushima
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分担責任者：先名 重樹（防災科研）

1.  研究の目的

本研究は MeSO-net の地中設置型地震計のデータか

ら地表の揺れの様子を高精度に予測するために、各観

測点での微動観測や地表における臨時観測を行うこと

により、地盤増幅特性の評価や地盤の S 波速度構造の

推定を行う。MeSO-net の特徴の一つは、地表付近のノ

イズを避けるために地下 20mでのボアホール観測を採

用していることである。センサを地下 20m に設置する

ことで周波数により3 倍から 30 倍程度のノイズ低減が

期待できることから 1)、震源決定や速度構造の推定に

は優れたデータである。一方、大地震時の地震動や即

時被害推定を行うには地表における地震動をリアルタイ

ムで得ることが必要である。このため、我々は MeSO-
net 各観測点の地表において臨時地震観測や微動アレ

イ観測を行ない地中の地震動データに対する地表地震
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図 1　MeSO-net の地表地震計の設置状況
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時の E.INAM における観測波形（左；地表、右；地中、
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図 6　MeSO-net 地中～地表地震計による震

度増分（背景は微地形区分） 

図 7　MeSO-net 観測点における微動アレイ

観測のAVS20(m/s)（背景は微地形区分）

図 8　微動アレイ観測による S 波速度構造モデルと地

中地震計がある深さ 20m から地表までの伝達関数と

地震観測による地中～地表の増幅特性の比較

波速度構造モデルの見直しや、観測地点の地形・地質

情報等による確認・修正を行い、地震観測記録の地表

～地中のスペクトル比と調和的になるように調整した。

5.  まとめ

本研究では MeSO-net 観測点の地表において、一定

期間の臨時地震観測を実施することで、地表と地中の

双方で同時に地震記録を取得し、地中から地表までの

地盤増幅特性として計測震度増分および観測増幅率を

評価した。また、MeSO-net 観測点において実施した

微動アレイ観測結果から推定された S 波速度構造に基

づいて、各観測点における地中から地表までの地盤増

幅特性として理論増幅率を評価した。評価した観測地

点における震度増分の特徴としてローム台地では震度増

分が 1.0 ～ 1.5 程度、周波数 3 ～ 10Hz における増幅率

が大きく、低地系微地形区分（後背湿地・自然堤防等）

では震度増分は 0.5 程度、周波数 2 ～ 5Hzで増幅率が

大きくなる傾向にあった。また、微動観測の S 波速度

による伝達関数と地震観測記録の大半は調和的な結果

となっているが、一部の観測地点については結果に乖

離があるため、S 波速度構造モデルの見直しや、観測

地点の地形・地質情報等による確認・修正を行い、地

震観測記録と調和的になるように調整した。今後、得

られた S 波速度構造モデルと震度増分については、マ

ルチインテグレーションシステムに搭載し、連続収集し

ている地中の MeSO-net の地震動データから逐次的に

地表における地震動を予測することが可能となる。
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2. 総括研究報告【サブプロ (b)】
官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備

Ⅱ-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

Ⅱ-2-3　スマートフォンによる揺れ観測技術の開発

分担責任者：中村　洋光（防災科研）

1.  研究の目的

スマートフォン地震計（以下、スマホ地震計）はスマー

トフォン内部の加速度センサー・通信機能・バッテリー

等を用いてこれを地震計として活用するアプリと、計測

した波形データをクラウド上に集約し可視化・解析する

部分からなるシステム 1）である。これは、図 1の通り地

震観測を目的として構築された公的なものや機器の制御

等を目的としたものと比べデータの精度は劣るものの 2）、

スマートフォン自体が広く流通しており、個人レベルでの

観測が可能であり、超高密度な観測が期待できる。そ

こで本研究では、個人レベルで参加可能なスマホ地震

計による観測網を構築し、他のセンサー群と協調して

首都圏内の揺れを 3 次元的に把握可能にするための研

究開発を行う。

 

具体的には、スマホ地震計による個人レベルでの参

加可能な観測網を構築することを目的に、多くのユーザ

がスマホ地震計を設置し、観測を行えるようにすること

と、様 な々方法で 1 観測点あたりの稼働率を高めること

が必要であることから、本研究開発では、首都圏にお

けるスマホ地震計の設置を希望するモニターを募集し、

観測実験を実施した。また、これと並行して室内空間

に適合した設置治具の開発と、E-Defense 等の振動台

での加振実験を実施した。

2.  モニター募集と観測

2.1  モニターの募集と工夫

モニターの募集と進め方については、図 2 に示す募

集サイトを作成し、図 3 に示す通り、モニターからの要

望をアンケートや訪問ヒアリング、問い合わせ窓口等か

ら受け付け、随時システムの機能やマニュアル類に反映

する形で観測点数の増加や稼働率の向上を図った。ま

た、設置・設定マニュアルとその配布を行い、モニター

に定期的にアナウンスを実施した（表 1）。
こうした観測を促進するための取り組みの一環で、で

きるだけモニターの負担の少ない形で設置管理をお願

いすることとした。例えば、モニターは、届いたスマホ

地震計アプリがインストールされている iPod Touch を、

同梱のマニュアルに従うことにより両面テープで屋内に

設置できるようにした。その際、電源の取れる設置場

所の選定とWi-Fi の接続以外は迷う部分の無いよう細

かな設定部分のセットアップは事前に行った上で配布す

る等の工夫をした。また、モニターが日常的に稼働を確

認することが容易でないケースも想定し、クラウド側へ

の接続が途切れている端末のモニターに対して稼働確

認依頼メールを隔月で送付した。

 

 

2.2  観測データと稼働率の推移

モニターによるスマホ地震計の観測実験の実績とし

て、配布台数と稼働台数、稼働率の推移を図 4で示す。

図 1　スマホ地震計と他の地震観測との特性の違い

図 2　モニター募集ウェブサイト

図 3　モニター募集と稼働率向上の進め方の流れ

表１　モニターに対し実施した主なアナウンス

対象 内容 頻度
停⽌中端末 稼働の確認依頼 隔⽉
全端末 バッテリー状態

についての確認
１回/
半年
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2020 年 8月に配布台数等が急激に増加しているのは、

強震モニタ 3）および J-RISQ 地震速報 4）に当該サイトへ

のリンクバナーを 2020 年 7月下旬から1箇月程度出稿

した影響によるものと考える。具体的には、リンクバナー

を出稿してから150 台程度を新たに配布し、2019 年度

末の実績から、10 ポイント程度の稼働率の改善が見ら

れた。なお、モニターには図 5 のように壁または床に

設置を依頼した。

スマホ地震計によって観測された主な地震の一覧を

表 2 に示す。そのうち 2021/10/07 千葉県北西部の地震

（M6.1）を埼玉県蕨市で観測した地震波形の例を図 6
に示す。図 7 に観測した震度の分布を示す。

図 4　モニター稼働率（5カ年）月別稼働率（稼働台数／配布台数）

図 5　スマートフォン地震計の設置写真

表 2　スマホ地震計で観測した主な地震の一覧

No. 震源 M 発⽣時刻 

1 千葉県北⻄部 5.0 2019/05/25 15 時 21 分頃 

2 茨城県北部 5.1 2019/06/17 08 時 00 分頃 

3 千葉県南東沖 5.2 2019/06/24 09 時 11 分頃 

4 茨城県南部 5.3 2020/02/01 02 時 07 分頃 

5 茨城県南部 5.5 2020/04/12 00 時 44 分頃 

6 茨城県南部 4.8 2020/04/26 09 時 49 分頃 

7 千葉県北⻄部 5.0 2020/05/06 01 時 57 分頃 

8 千葉県東⽅沖 6.3 2020/06/25 04 時 48 分頃 

9 茨城県南部 4.4 2020/08/30 14 時 37 分頃 

10 千葉県北⻄部 4.4 2020/10/28 15 時 58 分頃 

11 茨城県沖 5.8 2020/11/22 19 時 06 分頃 

12 茨城県南部 4.3 2020/12/25 11 時 20 分頃 

13 茨城県南部 4.6 2020/12/17 16 時 41 分頃 

14 茨城県沖 5.2 2020/12/30 09 時 35 分頃 

15 福島県沖 7.3 2021/02/13 23 時 07 分頃 

16 茨城県南部 4.8 2021/03/16 04 時 56 分頃 

17 宮城県沖 6.9 2021/03/20 18 時 09 分頃 

18 宮城県沖 6.8 2021/05/01 10 時 27 分頃 

19 茨城県沖 5.1 2021/08/27 05 時 49 分頃 

20 千葉県北⻄部 6.1 2021/10/07 22 時 41 分頃 
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と、様 な々方法で 1 観測点あたりの稼働率を高めること
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けるスマホ地震計の設置を希望するモニターを募集し、
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での加振実験を実施した。
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認することが容易でないケースも想定し、クラウド側へ
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2.2  観測データと稼働率の推移

モニターによるスマホ地震計の観測実験の実績とし

て、配布台数と稼働台数、稼働率の推移を図 4で示す。

図 1　スマホ地震計と他の地震観測との特性の違い

図 2　モニター募集ウェブサイト

図 3　モニター募集と稼働率向上の進め方の流れ

表１　モニターに対し実施した主なアナウンス

対象 内容 頻度
停⽌中端末 稼働の確認依頼 隔⽉
全端末 バッテリー状態

についての確認
１回/
半年
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2.3  アンケート・ヒアリング結果

モニターへのアンケートを合計 3 回実施した。表 3
に回答数の推移を示す。直近では 2021年 2 月から1箇
月程度を回答集計期間とする20 問程度のWebアンケー

トを実施した（2020 年度）。結果を以降に示す。

(1) ユーザビリティ

主にユーザビリティについてについて聞いた項目につ

いて結果を示し主な意見をまとめる。図 8 にスマホ地

震計アプリの停止状況に関するアンケート結果を示す

（回答数 121）。スマホ地震計は iOS 上で稼働するアプ

リであるために定期的な（一部強制的な）アップデート

がかかる。このため、稼働中に一度も停止したことがな

いというモニターは 26％にとどまり、多くのモニターは

定期的に稼働確認をした上で停止している場合には再

起動等を実施して手間を掛けて観測を維持していること

が分かる。

図 6　スマートフォン地震計で得られた波形（2021/10/07
千葉県北西部の地震（M6.1）を埼玉県蕨市（高層建築物）

で観測した例）

図 7　2021/10/07 千葉県北西部の地震 (M6.1) におけるスマートフォン地震計の観測状況

表 3　アンケート回答数の推移

（時刻） 

（時刻） 

（時刻） 

依頼数 回答数 回答率 

2018 年度 70 30 43% 

2019 年度 137 51 37% 

2020 年度 304 125 41% 
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(2) 継続意向

図9に本プロジェクト終了後の計測継続意向に関する

アンケート結果を示す（回答数 125）。回答の 98％が今

後も何らかの形で観測の継続を希望していることが分

かった。具体的には、現行のシステムのままでの継続

を希望するモニターは 30％、別の新しいシステムによる

計測を希望するモニターが 57％で比較的多く、スマホ

地震計の再起動等のメンテナンスの手間がモニターに

かからないシステムが求めていると考える。また、「安価

な地震計があれば購入して計測したい」や「携帯してい

るスマートフォンで計測したい」というようなより主体的

な観測の希望が 11％であった。

以上のことから、モニターによるメンテナンスの手間

を減らすような改良は必要と考えるが、継続的な観測の

希望は高いことが分かった。

3.  設置治具の開発検証

ユーザの利便性や室内空間適合性と観測性能を両立

する治具の開発と振動台実験などついて述べる。

2017 年度には市販治具での加振実験を実施した。結

果として、クレードル型では水平成分の揺れのみでもス

マホ地震計が脱落してしまい、建物応答を計測できない

ことが明らかとなった（図 10）。2018 年度には E-Defense
にて実施された木造 3 層の実験に参加する形で試作パ

イロットタイプの治具での加振実験を実施した（図 11〜
図 13）。その結果、試作したすべての治具で良好な結果

が得られた。2019 年度には E-Defense にて実施された

RC３層の実験に参加する形でネジ止め形式プロトタイプ

の治具での加振実験を実施した（図 14 〜図 16）。
 

4.  まとめ

首都圏レジリエンスプロジェクトにおいてスマホ地震

計の観測技術の開発を５カ年にわたって実施してきた。

首都圏へのモニター募集の結果、200 点余の建物の観

図 10　2017 年度の地震ザブトンに設置した市販

治具（試作版）加振実験の様子

図 11　αタイプ治具（左）βタイプ治具（右）

図 12　2018 年度の試験体（3 階建て木造住宅）

図 8　2020 年度のアンケートにおけるスマホ地震計

アプリの停止状況に関する結果

図 9 2020 年度のアンケートにおける計測継続の意

向に関する結果
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測ネットワークが展開された。プロジェクト期間中、地

震のデータが蓄積され、概ね年 10 ポイントのペースで

稼働率の改善が見られたことは大きな成果であったと言

える。こうした成果が得られたのも実際にモニターから

のヒアリングを実施して地道な改善を積み重ねてきたか

らであり、アンケート結果では観測の継続を望む声も一

定数ある。今後、これらのデータは、市民・民間が主

体となる観測網にも活かされていくことを期待する。

スマホ地震計の観測で得られたデータがインテグ

レーションシステム 5）に API を通じて提供できるように

なったことで、都市の揺れが 3 次元的に把握可能となる

道筋が明らかになった。今後こうした取り組みが促進さ

れ、さらに精度の高い都市の揺れの把握につながるこ

とを期待したい。

（謝辞）

モニターとしてご協力いただいた方すべてに感謝申し

上げます。また、本報告書ではサブプロジェクト (c)と
の連携を通じてＥ－ディフェンス実験で取得したデータ

を利用しております。重ねて感謝申し上げます。
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図 13　スマートフォン地震計の設置状況（4 地点とも

同様に設置）

図 14　ネジ止め形式のプロトタイプ

図 15　Ｅ－ディフェンス実験の試験体（3 階建て鉄筋

コンクリート建物）

図 16　スマートフォン地震計の設置状況（2 地点とも

同様に設置）
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2. 総括研究報告【サブプロ (b)】
官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備

Ⅱ-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

Ⅱ-2-4　MeSO-net 観測点～サテライト観測点群間の揺れデータ伝送技術の開発

分担責任者：工藤　浩喜（株式会社 東芝）

1.  研究の目的

本プロジェクトでは、首都圏で発生する地震の分析の

ために構築されている首都圏地震観測網（MeSO-net）
の安定的な運用と、MeSO-netを含めた地震観測網や

民間企業で収集された様々な品質の観測データを統合

して利活用することを目指した、マルチデータインテグ

レーションシステムの開発を進めている。

その中で本研究では、MeSO-net の各観測点をハブ

とするサテライト観測の拡大のためのデータ伝送技術の

研究・開発を行った。観測網を構築するにあたっては

電源線や通信線の敷設や配線の維持管理に多くのコス

トがかかる。そこで本研究では、低コストかつ容易に観

測点を拡大することを目的として、電池駆動が可能で無

線による多段中継が可能な省電力無線マルチホップネッ

トワーク（LPMN：Low Power Multihop Network）技術 1）

を用いた揺れデータ伝送無線機を開発した。

揺れデータ伝送無線機は MEMS 方式の加速度セン

サと 920MHz 帯特定小電力無線の送受信が可能な無線

モジュール、MCU（Micro Control Unit）から構成されて

おり、電池で駆動することができる。また、揺れデータ

伝送無線機は無線機同士で自律的な無線マルチホップ

ネットワークを構築することができ、センシングした加

速度データをバケツリレーのように多段中継して、コン

セントレータと呼ばれる装置にデータを収集することが

できる。よって、電源線や通信線を敷設することなく、

地震観測網を容易に構築できる。既存の道路や地表面、

建物などにも設置することができるため、建物や構造

物の健全性診断などにも用いることができる。さらに、

この揺れデータ伝送技術により収集した振動データを、

防災科学技術研究所が管理するマルチデータインテグ

レーションシステムに統合することで、様々な品質の地

震データを有機的に統合することができる。

本研究では、1年以上の電池寿命を達成する揺れデー

タ伝送無線機を試作し、東京大学弥生キャンパス及び

本郷キャンパスを始めとして、防災科学技術研究所つく

ば本所など合計 5 箇所に設置し、長期間の振動データ

観測を実施した。また、マルチデータインテグレーショ

ンシステムへの容易な統合を実現するために、これらの

各観測点のデータを自動でサーバーに収集するシステム

を実現した。

2.  揺れデータ伝送技術

サテライト観測点における揺れデータ伝送技術として

開発した省電力無線マルチホップネットワーク技術と、

データ収集方法について説明する。

2.1   省電力無線マルチホップネットワーク技術：LPMN
本研究では、LPMNと呼ばれる 920MHz 帯特定小

電力無線を利用した独自の無線通信プロトコルを用いて

いる。LPMNシステムでは、複数の無線ノードと1台の

コンセントレータと呼ばれるノードの管理装置から構成

されており、無線ノードで取得された様々なデータをバ

ケツリレー方式で多段中継してコンセントレータまで収

集することができる（図 1）。
無線ノードは UART や SPI、I2Cと呼ばれるシリアル

通信のインターフェースやADコンバータなどを備えてお

り、様々なセンサを接続してデータを取得し、コンセン

トレータへ収集することができる。また、データを取得

する周期も適用するアプリにあわせて自由に設定するこ

とができる。そのため、例えば温湿度センサを搭載して

10分周期でセンサデータを収集することで環境モニタリ

ングを実現できる。なお、センシング周期を短くすると

センサの駆動時間の増加に伴い消費電力が増加し、電

池寿命が劣化する。そのため、アプリやユースケースに

あわせて適切なセンシング周期に設定する必要がある。

 

また、コンセントレータまで集めたデータは、コンセ

ントレータで保存することも可能だが、インターネット

や専用回線を通して別のサーバーへ伝送することもでき

る。

図 1　LPMNシステム構成
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(1) 揺れデータ伝送無線機

開発した揺れデータ伝送無線機の外観写真と内

部ブロック図を図 2 に示す。揺れデータ伝送無線機

は 10×10× 6cm の筐体を用いており、前述したよう

に 920MHz 特定小電力無線の送受信が可能な無線モ

ジュールとMEMS 方式の加速度センサ、それらを制御

するMCUと、単一電池 2 本から構成される。MCU は、

加速度データの取得や無線モジュールの送受信制御、

無線通信プロトコル制御に加えて、加速度センサや無

線モジュールの電源制御も行っている。センシング時や

無線送受信時以外は、消費電力を極小化した状態であ

るスリープ状態に遷移することで省電力化を実現してい

る。

 

図 2　揺れデータ伝送無線機の外観とブロック図

加えて、加速度センサは事前に設定された閾値を超

過する揺れを検出した際に、MCU に対して超過結果を

通知する機能を有している。この機能を用いることで、

スリープ状態にあるMCUを加速度センサ起因で起床さ

せることができるため、より省電力に地震や揺れの監視

が可能となる。この機能により揺れを検出して MCU が

起床すると、加速度センサから100Hz のサンプリング

レートで加速度データを一定期間取得し、取得データ

は MCU の内部の不揮発性メモリに保存される。

LPMN システムでは、1 回の無線送信機会で送受信

できるデータ数は数百Byte 程度だが、保存されている

振動データは測定期間次第ではあるものの数十 kByte
～数百 kByte にもなりうるため、１回の送信機会です

べてのデータを送ることはできない。そのため、揺れデー

タ伝送無線機では、不揮発性メモリに保存された加速

度データを分割して複数の送信機会で伝送することとし

ている。

LPMN プロトコルでは、送信すべきデータがある場

合は送信機会を増やして通信容量を拡大し、送信すべ

きデータがなければ必要最低限の送信機会の割当に制

限することができる。これにより、不揮発性メモリに保

存されている振動データすべてを送り切るまでは、通

信容量を拡大した状態で伝送することで早期にコンセン

トレータにデータを収集することができ、送信が完了す

ると省電力な状態へ移行できる。

分割されたすべてのデータがコンセントレータに収集

されると、コンセントレータでは分割されたデータの結

合処理を行い、各揺れデータ伝送無線機から届いた加

速度データを復元する。復元されたデータは揺れデー

タ伝送無線機の固有識別子の情報や地震の発生時刻と

ともにコンセントレータ内に保存される。

2.2  揺れデータ伝送無線機の測定精度改善

2017 年度に開発した揺れデータ伝送無線機では、消

費電流の低い MPU-9250という型番の加速度センサを

利用していたが、加速度センサに加わる雑音が比較的

大きいため震度 1～ 2 などの比較的弱い振動の閾値検

出が困難であった。

そこで、2018 年度から 2019 年度にかけて低雑音な

加速度センサであるADXL355 を利用した揺れデータ

伝送無線機を試作し、閾値検出精度を改善した。図 3
にこれまでの加速度センサであるMPU-9250 を用いた

場合と、低雑音な加速度センサであるADXL355 を用

いた場合に、静止した状態で取得された加速度データ

を示す。図中の白矢印の区間で振幅の平均値を比較し

たところ、従来の加速度センサでは 0.0555m/s2 である

のに対し、ADXL355 では 0.0043m/s2 となり、雑音を約

10 分の 1に低減できることがわかった。

 

図 3　加速度センサの低雑音化

2.3  揺れデータ伝送無線機の長寿命化

揺れデータ伝送無線機は、前述したように通常は省

電力に動作しているものの、加速度センサが閾値以上

の揺れを検出する回数が多ければ多いほどその分だけ

消費電力が増加し、結果として電池寿命が劣化する。

しかし、実環境では地震動だけでなく、車や人、動物

などの移動や、天候などによって閾値を超える揺れを検

出してしまう誤検知が多く発生してしまうため、長寿命

化を実現するためには誤検知を減らす必要がある。

また、LPMN では通信周期も電池寿命に影響する。

通信周期を長くすればするほど長寿命化できるが、一方

で単位時間あたりの送受信回数が減るため振動データ

の収集に時間を要してしまう。そこで、1年以上の電池

寿命を目標として、揺れ検出回数と通信周期が電池寿

命に対してどのように影響するのかについて評価した。

(1) 揺れ検出回数と通信周期の電池寿命への影響
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から、単一電池 2 本を搭載した場合において、1日あ

たりの揺れ検出頻度が 2 回もしくは 24 回とした場合に

おける通信周期毎の電池寿命特性を算出した。その結

果を図 4 に示す。図 4 をみると、通信周期を1分とする

と1日に 24 回の揺れを検出しても約 1.8 年の電池寿命

を達成することがわかる。また、揺れ検出頻度が 1日 2
回だった場合は約 3 年の電池寿命を達成することもわ

かった。

以上の結果から、通信周期は 1分としつつ、1日の揺

れ検出回数を 24 回以下に抑えることで目標とする1年
以上の電池寿命を実現できることがわかった。

 

図 4　電池寿命特性

(2) 閾値調整による誤検知低減

震度 1～ 2 の比較的小さい地震動を検出する事を考

えると、閾値は小さいほうが好ましいが、誤検知の頻度

も増加してしまう。つまり、省電力性を維持しつつ小さ

な地震を観測するためには、それぞれの設置環境に適

した閾値に設定する必要がある。そこで、無線機毎に

個別に閾値を設定する機能を実装し、実フィールドに

設置した無線機で観測された結果をもとに閾値調整を

行うことで誤検知の低減が可能かを検証した。

東京大学本郷キャンパス及び弥生キャンパスに設置し

た揺れデータ伝送無線機において、閾値調整を段階的

に実施した場合における1日あたりの揺れ検出回数を図 
5 に示す。東京大学地震研オフィス内に設置した無線機

は 1日あたり30 回近く揺れを検出しており、他の無線

機と比べて揺れ検出回数が非常に多い事がわかる。こ

の無線機に対して閾値を 0.088m/s2 から段階的に閾値

を調整した結果、8月16日に 0.392m/s2 としたことで検

出回数を他の無線機と同程度まで下げられることがわ

かった。これらの結果から、閾値調整機能を用いるこ

とで、1日あたり検出回数を 24 回以下に抑えることがで

き、1年以上の電池寿命を達成できる見込みを得た。

 
2.4  実フィールドでの地震観測結果

開発した揺れデータ伝送無線機の地震観測能力を検

証するために、2020 年度から 2021 年度にかけて、東

京大学本郷キャンパス及び弥生キャンパスに 35台、防

災科学技術研究所つくば本所に 20 台、川崎市幸区役

所周辺に 38 台、成田空港に 6 台、東京大学医科学研

究所に 2 台、合計 101台の揺れデータ伝送無線機を設

置し、地震動の観測を行った。その結果、複数の地震

の取得に成功しており、その中で 2020 年 11月 22日に

観測された地震について評価した結果を記す。

図 6 に 2020 年 11 月 22日時点で東京大学及び防災

科研に設置した無線機の場所を示す。11月 22日の地

震を観測できた地点は赤丸で記載した場所であり、東

京大学では 8 箇所、防災科研では 9 箇所で観測できた。

設置した全観測点で振動データを収集することはでき

なかったが、地震発生時に他の揺れデータ伝送無線機

が誤検知中であったためと考えられる。誤検知を低減

することでより収集確率を改善することができる見込み

である。

 

図 6　東京大学及び防災科研での観測場所

図 7 に東京大学の MeSO-net 観測点で測定された波

形と、MeSO-net 観測点そばに設置した揺れデータ伝

送無線機で測定した波形の比較を示す。これを見ると、

両波形が良好に一致しており、本無線機での測定結果

が MeSO-net 観測点として利用可能であることが確認で

きた。

また、図 8 に両波形の周波数特性を示す。10Hz 以

下の低い周波数では良好に一致する結果を得たが、

10Hz 以上の周波数では揺れデータ伝送無線機での測

定結果のほうが高い値を示すことがわかった。これは

雑音による影響と考えられるため、揺れデータ伝送無線

機で収集した結果にローパスフィルタをかけて高い周波

数成分の雑音を低減する必要があると考えられる。
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(1) 揺れデータ伝送無線機

開発した揺れデータ伝送無線機の外観写真と内

部ブロック図を図 2 に示す。揺れデータ伝送無線機

は 10×10× 6cm の筐体を用いており、前述したよう

に 920MHz 特定小電力無線の送受信が可能な無線モ

ジュールとMEMS 方式の加速度センサ、それらを制御

するMCUと、単一電池 2 本から構成される。MCU は、

加速度データの取得や無線モジュールの送受信制御、

無線通信プロトコル制御に加えて、加速度センサや無

線モジュールの電源制御も行っている。センシング時や

無線送受信時以外は、消費電力を極小化した状態であ

るスリープ状態に遷移することで省電力化を実現してい

る。

 

図 2　揺れデータ伝送無線機の外観とブロック図

加えて、加速度センサは事前に設定された閾値を超

過する揺れを検出した際に、MCU に対して超過結果を

通知する機能を有している。この機能を用いることで、

スリープ状態にあるMCUを加速度センサ起因で起床さ

せることができるため、より省電力に地震や揺れの監視

が可能となる。この機能により揺れを検出して MCU が

起床すると、加速度センサから100Hz のサンプリング

レートで加速度データを一定期間取得し、取得データ

は MCU の内部の不揮発性メモリに保存される。

LPMN システムでは、1 回の無線送信機会で送受信

できるデータ数は数百Byte 程度だが、保存されている

振動データは測定期間次第ではあるものの数十 kByte
～数百 kByte にもなりうるため、１回の送信機会です

べてのデータを送ることはできない。そのため、揺れデー

タ伝送無線機では、不揮発性メモリに保存された加速

度データを分割して複数の送信機会で伝送することとし

ている。

LPMN プロトコルでは、送信すべきデータがある場

合は送信機会を増やして通信容量を拡大し、送信すべ

きデータがなければ必要最低限の送信機会の割当に制

限することができる。これにより、不揮発性メモリに保

存されている振動データすべてを送り切るまでは、通

信容量を拡大した状態で伝送することで早期にコンセン

トレータにデータを収集することができ、送信が完了す

ると省電力な状態へ移行できる。

分割されたすべてのデータがコンセントレータに収集

されると、コンセントレータでは分割されたデータの結

合処理を行い、各揺れデータ伝送無線機から届いた加

速度データを復元する。復元されたデータは揺れデー

タ伝送無線機の固有識別子の情報や地震の発生時刻と

ともにコンセントレータ内に保存される。

2.2  揺れデータ伝送無線機の測定精度改善

2017 年度に開発した揺れデータ伝送無線機では、消

費電流の低い MPU-9250という型番の加速度センサを

利用していたが、加速度センサに加わる雑音が比較的

大きいため震度 1～ 2 などの比較的弱い振動の閾値検

出が困難であった。

そこで、2018 年度から 2019 年度にかけて低雑音な

加速度センサであるADXL355 を利用した揺れデータ

伝送無線機を試作し、閾値検出精度を改善した。図 3
にこれまでの加速度センサであるMPU-9250 を用いた

場合と、低雑音な加速度センサであるADXL355 を用

いた場合に、静止した状態で取得された加速度データ

を示す。図中の白矢印の区間で振幅の平均値を比較し

たところ、従来の加速度センサでは 0.0555m/s2 である

のに対し、ADXL355 では 0.0043m/s2 となり、雑音を約

10 分の 1に低減できることがわかった。

 

図 3　加速度センサの低雑音化

2.3  揺れデータ伝送無線機の長寿命化

揺れデータ伝送無線機は、前述したように通常は省

電力に動作しているものの、加速度センサが閾値以上

の揺れを検出する回数が多ければ多いほどその分だけ

消費電力が増加し、結果として電池寿命が劣化する。

しかし、実環境では地震動だけでなく、車や人、動物

などの移動や、天候などによって閾値を超える揺れを検

出してしまう誤検知が多く発生してしまうため、長寿命

化を実現するためには誤検知を減らす必要がある。

また、LPMN では通信周期も電池寿命に影響する。

通信周期を長くすればするほど長寿命化できるが、一方

で単位時間あたりの送受信回数が減るため振動データ

の収集に時間を要してしまう。そこで、1年以上の電池

寿命を目標として、揺れ検出回数と通信周期が電池寿

命に対してどのように影響するのかについて評価した。

(1) 揺れ検出回数と通信周期の電池寿命への影響
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2.5   マルチデータインテグレーションシステムへの

データ統合

以上の結果から、揺れデータ伝送無線機を用いて地

震観測網を構築できることがわかったが、収集された

データをマルチデータインテグレーションシステムへ統

合することで、振動データの利活用を促進することが可

能となる。2020 年度から 2021 年度にかけては、各地

点で収集したデータのマルチデータインテグレーション

システムへのデータ統合を進めた。

既設の MeSO-net 観測網においては、各観測点で測

定された振動データは専用回線を用いてサーバーへ伝

送される。専用回線内では ACT プロトコル 2）と呼ばれ

る伝送プロトコルを用いて振動データを伝送している。

ACT プロトコルは定期的にセンシングされているデータ

を抜けなく確実に収集することに特化した伝送方法を

採用しているが、開発した揺れデータ伝送無線機で収

集されるデータは、揺れを検出してから一定期間でサン

プリングした間欠的なデータであるため、ACT プロトコ

ルで伝送することが困難である。

そこで、図 9 のように各サテライト観測点のコンセン

トレータで収集されたデータをサーバーに収集するシス

テムを構築し、サーバーに収集されたデータをメールで

送信することでマルチデータインテグレーションシステ

ムへデータ統合することとした。

(1) 揺れデータ収集システムの構築

収集された振動データは、CSV 形式のファイルとし

て各コンセントレータ内に保存されているが、東京大学

や防災科学技術研究所など複数のコンセントレータの

データを一元的に管理するためには、振動データをサー

バーへ転送する必要がある。そこで、図 10 のような揺

れデータ収集システムを構築した。

まず、各観測点に設置されたコンセントレータは LTE
回線を介して SCP プロトコルを用いて、圧縮した CSV
形式の振動データを社内にあるサーバーへ伝送する。

コンセントレータから届いた振動データには、加速度

データだけでなく、地震観測時刻、コンセントレータの

固有識別子、揺れデータ伝送無線機の固有識別子など

の情報が含まれているが、設置位置などの情報は含ま

れていない。そのため、揺れデータ収集システムでは、

コンセントレータの固有識別子と揺れデータ伝送無線

機の固有識別子と位置情報を紐付けるための非時系列

データ用 DB を備えている。事前にこの DB に固有識

別子毎の設置位置情報を登録しておくことで、コンセン

トレータから届いた振動データを位置情報毎に分類で

きる。

また、得られた CSV ファイルは振動データ保存用

NAS（Network Attached Storage）と呼ばれるストレージ

に保存するが、保存する際に各振動データを解析して

計測震度を計算し、観測した無線機の ID 情報と地震

発生時刻とともに時系列データ用 DB に計測震度情報

を保存する。

 

図 10　揺れデータ収集システム

時系列データ用 DB に収集されるデータの中には前

述したように誤検出時に取得されたデータも多く含んで

いるが、地震発生時は同時刻に多数の揺れを検出する

ことができるため、同時刻に収集された振動データの数

によって地震であるか否かを判断することもできる。図

11に 2021 年 11月1日に時系列データ用 DB に収集さ

れた振動データの一覧と計測震度を示す。図 11の赤字

部分に示すように 2021年 11月1日 6:15 ～ 6:16 に複数
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の揺れデータ伝送無線機から振動データが収集されて

いることから、地震による揺れであると推測できる。気

象庁のデータを検索すると、2021年 11月1日 6:15 には

茨城県北部を震央とする震源の深さ60km、マグニチュー

ド 5.2 の地震が発生していることがわかった。さらに、

気象庁のデータではこの地震により東京都文京区で計

測された震度は 2 であったが、揺れデータ伝送無線機

で取得された計測震度も1.6 ～ 3.2と非常に近い値が得

られている事がわかる。

 

図 11　時系列データ用 DB から得た地震情報

(2) マルチデータインテグレーションシステムへの振動

データ提供

上述したシステムにより、時系列データ用 DB や振動

データ保存用 NAS に自動で振動データを収集すること

ができるようになった。そこで、2021年度において、こ

のシステムで収集された振動データの中から、防災科学

技術研究所が管理するマルチデータインテグレーション

システムへの統合に向けて、一部を防災科学技術研究

所へ提供した。

 2021 年 2 月13日 23:08 に発生した福島県沖を震源

地とするマグニチュード 7.3 の地震において、東京大

学本郷キャンパスで収集された振動データ

 2021年 5月1日 10:27 に発生した宮城県沖を震源地

とするマグニチュード 6.8 の地震において、東京大学

本郷キャンパス及び防災科学技術研究所で収集され

た振動データ

 2021 年 10月 7日 22:41に発生した千葉県北西部を

震源地とするマグニチュード 5.9 の地震において、東

京大学本郷キャンパス及び防災科学技術研究所で収

集された振動データ

CSVファイル名 ノードID 設置場所 発⽣時刻 計測震度
20211101-060652-02-219.csv 2 東⼤本郷 2021/11/1 6:06 0.7
20211101-060709-13-97.csv 13 東⼤本郷 2021/11/1 6:07 0.5
20211101-060805-22-205.csv 22 東⼤本郷 2021/11/1 6:08 1.9
20211101-061517-09-61.csv 9 東⼤本郷 2021/11/1 6:15 2
20211101-061533-19-5.csv 19 東⼤本郷 2021/11/1 6:15 2.1
20211101-061613-01-159.csv 1 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 2.4
20211101-061613-03-64.csv 3 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 2.2
20211101-061613-05-231.csv 5 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 1.9
20211101-061613-06-195.csv 6 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 1.9
20211101-061621-08-228.csv 8 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 1.8
20211101-061621-08-229.csv 8 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 1.8
20211101-061629-04-3.csv 4 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 2.9
20211101-061629-07-143.csv 7 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 1.4
20211101-061629-24-147.csv 24 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 2
20211101-061637-10-212.csv 10 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 2.1
20211101-061637-11-198.csv 11 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 2.3
20211101-061637-17-124.csv 17 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 3.2
20211101-061637-20-7.csv 20 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 1.6
20211101-061645-14-87.csv 14 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 1.9
20211101-061645-15-5.csv 15 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 2
20211101-061653-21-7.csv 21 東⼤本郷 2021/11/1 6:16 2
20211101-064335-23-126.csv 23 東⼤本郷 2021/11/1 6:43 1.8
20211101-065623-02-220.csv 2 東⼤本郷 2021/11/1 6:56 0.7
20211101-071024-06-196.csv 6 東⼤本郷 2021/11/1 7:10 0.3
20211101-072521-03-65.csv 3 東⼤本郷 2021/11/1 7:25 1.8

なお、今回は時系列データ用 DB を人手で検索して

選定した振動データを提供しているが、揺れデータ収集

システムを活用することで、計測震度が一定以上のデー

タを自動で提供することもできるため、マルチデータイ

ンテグレーションシステムへのデータ統合を完全に自動

化することもできる見込みである。

また、今回は内部のサーバーに自動収集しているが、

クラウドサーバーを活用することで、AI 技術などを用い

たデータ解析が可能となり、より誤検出の少ないデータ

をマルチデータインテグレーションシステムへ提供する

事も可能になる。

3.  まとめ

本研究では、MeSO-net 観測点のサテライト観測点と

して利用可能な揺れデータ伝送技術を開発し、東京大

学内などの実フィールドで開発した揺れデータ伝送無線

機の地震動観測を実施した。

試作した無線機では通信周期が１分以上で 1.8 年以

上の電池寿命を達成する見込みを得た。また、実フィー

ルド試験において、既設の MeSO-net 観測点と良好に

一致する振動データを観測できた。更に、マルチデー

タインテグレーションシステムへのデータ統合も実現し、

観測データの積極的なデータ利活用が可能であること

を示した。

なお、サブプロ (a) の田村先生及び井ノ口先生の取り

計らいにより、川崎市幸区内の防災訓練において、試

作した揺れデータ伝送無線機で収集されたデータを提

供し、地図上に計測震度をマッピングするデモも実施で

きた。このデモを通じて、地方自治体や商業施設、構

造物などの地震動監視システムとしても活用できること

がわかった。

一方で、誤検出を低減するために閾値を個別に調整

する機能を有しているが、この機能を用いて閾値を高く

しすぎると、かえって震度の低い地震を観測することが

できなくなってしまう。揺れデータ収集システムやマル

チデータインテグレーションシステムなどの上位システム

で誤検知を判断することはできるが、揺れデータ伝送

無線機の電池寿命をより延伸するためには、上位システ

ムではなく揺れデータ伝送無線機自身で誤検知を判断

できる必要がある。これに対しては、地震である場合

には他の無線機も同様に揺れを検出している可能性が

高いことから、無線マルチホップネットワーク内に存在

する他の無線機に対して揺れ検知状況を問い合わせる

仕組みなどを導入することで無線機ごとに誤検知を判

断することができ、より長寿命化することができると考

えている。

また、今回は内部サーバーに自動収集するシステムを

構築したが、この技術を応用してクラウドサーバーにデー

タを収集することで、AI を活用した振動データの自動

分類や、構造物の健全性診断などにもデータを利活用
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2.5   マルチデータインテグレーションシステムへの

データ統合

以上の結果から、揺れデータ伝送無線機を用いて地

震観測網を構築できることがわかったが、収集された

データをマルチデータインテグレーションシステムへ統

合することで、振動データの利活用を促進することが可

能となる。2020 年度から 2021 年度にかけては、各地

点で収集したデータのマルチデータインテグレーション

システムへのデータ統合を進めた。

既設の MeSO-net 観測網においては、各観測点で測

定された振動データは専用回線を用いてサーバーへ伝

送される。専用回線内では ACT プロトコル 2）と呼ばれ

る伝送プロトコルを用いて振動データを伝送している。

ACT プロトコルは定期的にセンシングされているデータ

を抜けなく確実に収集することに特化した伝送方法を

採用しているが、開発した揺れデータ伝送無線機で収

集されるデータは、揺れを検出してから一定期間でサン

プリングした間欠的なデータであるため、ACT プロトコ

ルで伝送することが困難である。

そこで、図 9 のように各サテライト観測点のコンセン

トレータで収集されたデータをサーバーに収集するシス

テムを構築し、サーバーに収集されたデータをメールで

送信することでマルチデータインテグレーションシステ

ムへデータ統合することとした。

(1) 揺れデータ収集システムの構築

収集された振動データは、CSV 形式のファイルとし

て各コンセントレータ内に保存されているが、東京大学

や防災科学技術研究所など複数のコンセントレータの

データを一元的に管理するためには、振動データをサー

バーへ転送する必要がある。そこで、図 10 のような揺

れデータ収集システムを構築した。

まず、各観測点に設置されたコンセントレータは LTE
回線を介して SCP プロトコルを用いて、圧縮した CSV
形式の振動データを社内にあるサーバーへ伝送する。

コンセントレータから届いた振動データには、加速度

データだけでなく、地震観測時刻、コンセントレータの

固有識別子、揺れデータ伝送無線機の固有識別子など

の情報が含まれているが、設置位置などの情報は含ま

れていない。そのため、揺れデータ収集システムでは、

コンセントレータの固有識別子と揺れデータ伝送無線

機の固有識別子と位置情報を紐付けるための非時系列

データ用 DB を備えている。事前にこの DB に固有識

別子毎の設置位置情報を登録しておくことで、コンセン

トレータから届いた振動データを位置情報毎に分類で

きる。

また、得られた CSV ファイルは振動データ保存用

NAS（Network Attached Storage）と呼ばれるストレージ

に保存するが、保存する際に各振動データを解析して

計測震度を計算し、観測した無線機の ID 情報と地震

発生時刻とともに時系列データ用 DB に計測震度情報

を保存する。

 

図 10　揺れデータ収集システム

時系列データ用 DB に収集されるデータの中には前

述したように誤検出時に取得されたデータも多く含んで

いるが、地震発生時は同時刻に多数の揺れを検出する

ことができるため、同時刻に収集された振動データの数

によって地震であるか否かを判断することもできる。図

11に 2021 年 11月1日に時系列データ用 DB に収集さ

れた振動データの一覧と計測震度を示す。図 11の赤字

部分に示すように 2021年 11月1日 6:15 ～ 6:16 に複数
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することもできると考えている。
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2. 総括研究報告【サブプロ (b)】
官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備

Ⅱ-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

Ⅱ-2-5　首都圏における過去 / 未来の地震像の解明（東京大学地震研究所）

分担責任者：酒井　慎一（東京大学地震研究所）

1.  研究の目的と目標

高密度な MeSO-net で収集された地震観測データと

基盤的地震観測網（K-NET，Hi-net 等）から得られる

大量の地震データを統合し、これらのデータを利用して、

首都圏の地震ハザード評価に資するため、首都圏中心

部や伊豆地域における詳細な地下構造を提案する。首

都圏における過去～現在～未来の地震像を解明し、将

来の大地震による揺れの予測手法を開発する。さらに、

歴史地震による揺れの分布を再現するとともに、首都

圏における地震活動予測モデルを開発する。

2.  首都圏における過去～現在～未来の地震像の解明

2.1  首都圏および伊豆地方のプレート構造

統合された地震観測データを用いて、トモグラフィー

解析を行い、首都圏下の P 波方位異方性構造を算出し

た。その結果、以前からその存在がよく知られた深さ

30 ～ 40km 付近の東西方向に伸びる低速度異常領域と

房総半島の中央部に見られる南北方向に伸びる低速度

異常領域が、異方性の特徴で見ると、4 つの領域（R1，
R2，R3，R4）から構成されていることが分かった（図 1）。
これら 4 つの領域は、R1は大陸プレートの一部、R2
はフィリピン海スラブの海洋性地殻、R3 はフィリピン海

スラブマントル内の低速度異常、そしてR4は大陸プレー

トのマントルウェッジであると推定できる。

この結果を基にすると、首都圏下のフィリピン海スラ

ブの上面の深さが、既存のモデルよりも浅い可能性が示

唆された。また、フィリピン海プレートの東北端の位置

についても、先行研究と比べて南側にあることが推測さ

れた（図 2）。
さらに、レシーバー関数法で解析された伊豆衝突帯

周辺のプレートの厚さの分布と合わせることにより、フィ

リピン海プレートの薄い領域が大正関東地震の震源域

の広がりと対応していることを示すことができた。

2.2  過去の地震で被害のあった地点での臨時観測

現代の地震観測で得られる知見を史料の分析結果と

結びつけ、歴史地震の震度を検証および定量化する目

的で、成田・佐倉・印西地区および根津・谷中・上野

周辺において稠密観測を行った（図 3、図 4）。安政江

戸地震の揺れの検証を目的のひとつとし、観測点は同

地震の被害史料の分析から古地図等で被害場所が特定

できた地点とその近隣地点にした（図 5）。多くの地震

図 1　P 波等方性不均質構造（上段）と、P 波方位異方性構造

（下段）。等方性速度構造は、初期速度構造からの摂動量で

表現している。暖色系が低速度異常、寒色系が高速度異常に

対応する。異方性については、地震波が速く伝播する方向と

その程度を線分の方位と長さで表現している。線分の色は、

その地点での等方性速度の特徴を示しており、赤が低速度

異常、青が高速度異常に対応する。灰色の線は Nakajima et 
al.(2009)のPHSプレート上面の等深度線を示す。黒色の線は、

本研究で推定された PHS スラブ上面の等深度線であり、異方

性の特徴から推定された海洋性地殻の分布に基づく。

を観測することができ、観測点ごとの卓越周波数や振

幅の違いが確認できた。この現代の観測による違いは、

地盤や地下の減衰構造による違いを反映しているものと

考えられるが、古文書に見られる被害の分布とは、必

ずしも一致していない。被害の分布には、建物など他

の要因も影響していることが示唆され、過去の地震の

地震像を検討する際に、考慮する必要がある。

2.3  震度分布推定アルゴリズムのプロトタイプの開発

関東地域は、地下構造が複雑なために震度分布形状

が震央に対して同心円にならない。歴史地震による揺

れ分布を再現するためには、三次元減衰構造を用いて

震度分布を推定することが必要と考えられる。まず、あ

らかじめインバージョンにより求められた減衰構造を用

い、点震源を仮定した震度分布推定アルゴリズムのプ
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することもできると考えている。
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多くのユーザーが利用できるようにするため、マイク

ロソフト社エクセルのマクロでの計算が可能である。過

去の地震について震度分布からの応力降下量の推定に

も役立てられると考えられる。

2.4  関東下の 3 次元地震活動予測モデルの開発

関東地方下 100km の深さまでに発生した地震の活動

度を解析・予測するために、CSEP日本で予測を試行中

の 2 次元階層的時空間 ETAS（HIST- ETAS）モデルを

拡張した。経度 x、緯度 y、深さ z および時刻 t におけ

る 3 次元デロネ（4 面体）分割を基礎とした 3 次元空間

の階層的 HIST- ETAS モデルを構築した。さらに東北

沖超巨大地震の影響を考慮して、関東直下における地

震活動度に関する予測モデルを作成し赤池ベイズ情報

量基準（ABIC）で求めた（図 6）。このモデルによって中

規模の地震の中期確率予測が良く実現されることが実

証された。本モデルでの上記のパラメータ以外も地域性

の変化が著しく、これらに平滑化の制約を付け、重み

の調節を ABIC の最小化によって決め、その上で逆問

題として最適解を得たもので、短期及び中期の確率予測

に威力があることが期待できる。

2.5  地震活動予測モデルの構築

近年に発生した大地震の本震発生前後の地震活動を

統計モデルで解析し、余震活動の収束性や本震に至る

地震活動の特徴の解析を継続して行うことで、適用事

例を増やして統計モデルの高度化をはかり、首都圏で

の地震予測モデルへの活用を目標としてきた。この研究

の一環として、2020 年 4月からの長野県中部群発地震

を詳細解析した（図 7）。

2.6  ガウス過程回帰に基づく本震直後の余震分布推定法

本震直後は地震波形データの SN 比が著しく悪化す

るため、余震の検出が極めて困難となる。従来手法に

よって検出された余震から余震分布を推定すると、欠測

断断層層⾯⾯

震震度度
図５ 1855 年安政江⼾地震に対する計算
結果の⼀例。設定断層⾯パラメータは引
⽥・⼯藤(2001)による。

図 5　1855 年安政江戸地震に対する計算結果の一例。

設定断層面パラメータは引田・工藤 (2001) による。

図 2　太平洋プレート上面から15 km 浅部における P
波等方性不均質構造と P 波方位異方性構造。R3とR4
は、フィリピン海スラブマントル内の低速度異常領域お

よび大陸プレートのマントルウェッジの特徴が分布する

ことを示している。ほぼ南北方向に描かれた細い実線

は、太平洋プレートの上面の深さ 40 ～ 70 km の等深

度線である。灰色の破線は、Uchida et al. (2009) によ

るフィリピン海プレートの北東端を示す。黒実線は本研

究で推定されたフィリピン海プレートの北東端を示す。

図 3　成田市、佐倉市、印西市、我孫子市、利根町、

土浦市周辺で行った臨時地震観測点の分布。

図 4　根津、谷中、上野周辺の臨時観測点分布図

ロトタイプの開発を行った。さらに、地震規模が大きい

場合には断層の広がりも同時に考慮できる面震源を考

慮した推定手法も開発した。
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かつ近似計算を必要としない余震分布のノンパラメト

リックベイズ推定手法を開発した。ガウス過程回帰は一

定の条件下では深層学習と同等の性能を持つことが知

られているほか、従来は推定が困難であった余震検出

確率およびパラメータの不確実性評価までもが可能にな

るという特長がある。また提案手法では、データ拡大

法とギブスサンプリングの併用によって近似を必要とす

る複雑な最適化を回避し、サンプリングによるパラメー

タの推定手法を確立することに成功した。

2004 年中越地震の際の気象庁カタログ（灰色）に対し

て適用した（図 8）。赤線は確率 50%で検出される余震

のマグニチュードの時間変化、薄赤色領域はその 99.9%
信用領域である。青線と緑線で示されている 2 つの従

来手法の結果と比べると、提案手法はより詳細な時間

変化を捉えており、例えば矢印で示した本震発生後約

40 分後における検出確率の急激な変動は、提案手法

によって初めて捉えられた。この変動は、Hi-net データ

から目視で検出された余震カタログ（橙色）の振る舞い

とも一致することから、その妥当性が確認された。この

事実は、気象庁カタログにも実は検出確率の急激な変

化の痕跡が含まれていたことを意味しており、それを見

逃さず抽出した提案手法の有効性を示している。

2.7  簡易型地震計による地震観測

まず、成田空港の敷地内の地面（10 か所）とターミナ

ル等の建物内（10 か所）において、現地収録型の地震

観測を行った。それぞれの観測データは、狭い範囲に

設置されているにも関わらず、揺れの大きさや周波数に

違いがあることを示していた。

さらに、成田空港ビルにおいて、16 台の簡易型地震

計を設置し、地震観測を開始した。建物は、比較的単

純な長方形の鉄骨構造（6 階建て）で、地震計は、1 階、

2 階、4 階、6 階の 4 隅に設置した。壁のコンセントに

刺すタイプで、データはインターネット経由で集約装置

にリアルタイム伝送される。得られた地震記録には、フ

ロアごとの揺れ（震度）の違いが明瞭に表れていた。こ

図 6　2018 年 6月16日時点における、関東地方の地震活

動率の予測。色凡例の単位はM≥4イベント数 /日/度 3で、

暖色ほど発生確率が高いことをあらわす。＋記号は、予測

後に 2018 年 11月までに発生したM ≥ 3の地震。(a) 深さ

10 km における発生確率と深さ 15 km 以浅の地震。(b) 深
さ 20 km における発生確率と16 〜 30 km の深の地震。(c) 
太平洋プレート上面（PAC）における発生確率とその面付近

（-5 ～ 10km）の地震。(d) フィリピン海プレート上面（PHS）
における発生確率とその面付近の地震。

図 7　長野県中部群発地震活動の特徴。(A)1998 年 
(B)2020 年。上段赤線は常時地震活動の推移。中段二段

は震央分布を常時活動で彩色。下段は M-T 図. 非ダブル

カップル率で色付けた。

の影響による大きな推定バイアスが生じる。この推定バ

イアスをなるべく小さくするため、これまでにいくつかの

余震検出確率のモデルが提案されてきた。

ここでは、余震検出確率をモデル化するための方法

としてガウス過程回帰を採用し、従来より表現力が高く、

 
図 8　予測された余震検出確率

-  105 --  104 -

多くのユーザーが利用できるようにするため、マイク

ロソフト社エクセルのマクロでの計算が可能である。過

去の地震について震度分布からの応力降下量の推定に

も役立てられると考えられる。

2.4  関東下の 3 次元地震活動予測モデルの開発

関東地方下 100km の深さまでに発生した地震の活動

度を解析・予測するために、CSEP日本で予測を試行中

の 2 次元階層的時空間 ETAS（HIST- ETAS）モデルを

拡張した。経度 x、緯度 y、深さ z および時刻 t におけ

る 3 次元デロネ（4 面体）分割を基礎とした 3 次元空間

の階層的 HIST- ETAS モデルを構築した。さらに東北

沖超巨大地震の影響を考慮して、関東直下における地

震活動度に関する予測モデルを作成し赤池ベイズ情報

量基準（ABIC）で求めた（図 6）。このモデルによって中

規模の地震の中期確率予測が良く実現されることが実

証された。本モデルでの上記のパラメータ以外も地域性

の変化が著しく、これらに平滑化の制約を付け、重み

の調節を ABIC の最小化によって決め、その上で逆問

題として最適解を得たもので、短期及び中期の確率予測

に威力があることが期待できる。

2.5  地震活動予測モデルの構築

近年に発生した大地震の本震発生前後の地震活動を

統計モデルで解析し、余震活動の収束性や本震に至る

地震活動の特徴の解析を継続して行うことで、適用事

例を増やして統計モデルの高度化をはかり、首都圏で

の地震予測モデルへの活用を目標としてきた。この研究

の一環として、2020 年 4月からの長野県中部群発地震

を詳細解析した（図 7）。

2.6  ガウス過程回帰に基づく本震直後の余震分布推定法

本震直後は地震波形データの SN 比が著しく悪化す

るため、余震の検出が極めて困難となる。従来手法に

よって検出された余震から余震分布を推定すると、欠測

断断層層⾯⾯

震震度度
図５ 1855 年安政江⼾地震に対する計算
結果の⼀例。設定断層⾯パラメータは引
⽥・⼯藤(2001)による。

図 5　1855 年安政江戸地震に対する計算結果の一例。

設定断層面パラメータは引田・工藤 (2001) による。

図 2　太平洋プレート上面から15 km 浅部における P
波等方性不均質構造と P 波方位異方性構造。R3とR4
は、フィリピン海スラブマントル内の低速度異常領域お

よび大陸プレートのマントルウェッジの特徴が分布する

ことを示している。ほぼ南北方向に描かれた細い実線

は、太平洋プレートの上面の深さ 40 ～ 70 km の等深

度線である。灰色の破線は、Uchida et al. (2009) によ

るフィリピン海プレートの北東端を示す。黒実線は本研

究で推定されたフィリピン海プレートの北東端を示す。

図 3　成田市、佐倉市、印西市、我孫子市、利根町、

土浦市周辺で行った臨時地震観測点の分布。

図 4　根津、谷中、上野周辺の臨時観測点分布図

ロトタイプの開発を行った。さらに、地震規模が大きい

場合には断層の広がりも同時に考慮できる面震源を考

慮した推定手法も開発した。
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のデータは、リアルタイムで得られるため、発災時の避

難行動や救援行動等に利用できることが、期待される。

3.  まとめ

統合された地震観測データを用いて、新たな物性値

として 3 次元 P 波方位異方性速度構造を推定し、これ

までの等方性速度構造では区別の難しかった特徴を見

出すことができた。以前から、その存在が知られていた

首都圏下の低速度異常領域は、大陸プレート、フィリピ

ン海スラブの海洋性地殻、フィリピン海スラブマントル、

大陸プレートのマントルウェッジの 4 つの領域に分類で

きた。

さらに、レシーバー関数法で解析された伊豆衝突帯

周辺のプレートの厚さの分布をトモグラフィー法で解析

した構造と合わせることで、フィリピン海プレートの薄

い領域が大地震の震源域の広がりと対応していることを

示すことができた。震源域の広がりは、その地震発生

による揺れを推定する際の基礎情報となる。そのような

任意の断層面で発生する地震による震度分布を、簡単

に推定する手法を開発した。複雑な地下構造に対応さ

せるため、三次元減衰構造や表層地盤構造を考慮して

いる。断層の広がりをもった面震源を仮定し、任意の

地点における震度を算出でき、過去の地震による震度

分布等と比較可能な情報になる。

一方で、近年に発生した地震の本震発生前後の地震

活動を統計モデルで解析し、余震活動の収束性や本震

に至る地震活動の解析を行った。地震時系列に ETAS
モデルを適用した際に生じる不一致を補正するモデルと

して非定常 ETAS モデルを提案した。本震直後の余震

検出が極めて困難となる時間帯では、欠測期間が生じ

る。その影響による推定バイアスを小さくするため、ガ

ウス過程回帰を採用して余震検出確率をモデル化し、

近似計算を必要としない余震活動の推定手法を開発し

た。その結果、普段から発生している地震活動だけで

なく本震直後や群発的な地震活動の推移を予測できる

ようになり、今後の首都圏における地震活動の推定にも

適用することが可能である。

デ活の大規模集客施設分科会の活動として行った成

田空港での地震観測は、場所や建物によって揺れ方が

異なることを示すことができた。実際の地震時における

揺れの情報を知ることは、その後の避難行動や救援行

動に役立てられることを示すことができた。今後は、そ

のデータを活かした、避難行動訓練を行う予定で、サ

ブプロ (a)と計画中である。

（謝辞）

成田地区では、成田山新勝寺、成田空港株式会社、

成田市立成田小学校、成田市立成田中学校、成田市教

育委員会、私立成田高校、成田市徳田様、成田市山野様、

佐倉市立佐倉中学校、佐倉市教育委員会、国立民俗博

物館、佐倉市麻賀多神社、佐倉市嶺南寺、佐倉城址

公園、取手市倉持様、我孫子市立新木小学校、我孫子

市立布佐小学校、我孫子市教育委員会、利根町役場、

印西市立大森小学校、印西市立滝野小学校、印西市

立本埜小学校、印西市立小林中学校、印西市教育委員

会、印西市竜腹寺、印西市中村様、そして、根津、谷

中、上野地域では、根津神社、天王寺、寛永寺、圓珠院、

弁天堂、清水観音堂、元光院、光明閣、浄名院、天眼

寺、正慶寺、国立科学博物館、都立上野高校、都立上

野動物園のご厚意で地震計を置かせていただき、貴重

な観測データを得ることができました。

参考文献

1） Na k aji ma ,  J. ,  H i rose ,  F. ,  & Ha segawa ,  A .: 
Seismotectonics beneath the Tokyo metropolitan 
area, Japan: Effect of slab-slab contact and overlap 
on seismicity, Journal of Geophysical. Research, 114, 
B08309, https://doi.org/10.1029/2008JB006101, 2009.

2） Uchida, N., Nakajima, J., Hasegawa, A., & Matsuzawa, 
T.: What controls interpolate coupling?: Evidence for 
abrupt change in coupling across a border between 
two overlying plates in the NE Japan subduction zone, 
Earth and Planetary Science Letters, 283, 111-121, 
https://doi.org/10.1016/j.epsl.2009.04.003, 2009.

3） Ishise, M., Kawakatsu H., Morishige, M., & Shiomi, 
K.: Radial and Azimuthal AnisotropyTomography 
of the NE Japan Subduction Zone: Implications 
for the Pacific Slab and Mantle Wedge Dynamics. 
Geophysical. Research. Letters, 45, 3293-3931, https://
doi.org/10.1029/2018GL077436, 2018.

4） Ishise, M., Kato, A., Sakai, S., Nakagawa, S., Hirata, 
N.: Improved 3‐D P Wave Azimuthal Anisotropy 
Structure Beneath the Tokyo Metropolitan Area, 
Japan: New Interpretations of the Dual Subduction 
System Revealed by Seismic Anisotropy, Journal of 
Geophysical Research: Solid Earth, 126, https://doi.
org/10.1029/2020JB021194, 2021.

5） 引田智樹，工藤一嘉 : 経験的グリーン関数法に基づ

く1855 年安政江戸地震の震源パラメータと地震動

の推定，日本建築学会構造系論文集，546, 63-70, 
2001．

6） 熊澤貴雄 , 尾形良彦 : 長野・岐阜・福井県境付近の

群発地震活動について , 地震予知連絡会会報第 106
巻 , 2021年．

7） Morikawa, K., H. Nagao, S. Ito, Y. Terada, S. Sakai, 
and N. Hirata, Forecasting temporal variation of 
aftershocks immediately after a main shock using 
Gaussian process regression, Geophys. J. Int., 226 2, 
2021.



-  109 --  108 -

2. 総括研究報告【サブプロ (b)】
官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備

Ⅱ-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

Ⅱ-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）

分担責任者：本多　亮（神奈川県温泉地学研究所）

1.  研究の目的と目標

本研究課題は、首都圏の地震ハザード評価に資する

ため、首都圏中心部や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

というものである。この課題の達成に向けて神奈川県

温泉地学研究所では国立大学法人東京大学地震研究

所と連携して、レシーバ関数解析や地殻変動の解析か

ら伊豆衝突帯における詳細な地下構造を提案し、ひず

みの蓄積過程の検討を行う。

伊豆衝突帯を含む首都圏県南西部は、大正関東地

震をはじめとするプレート境界型地震の震源域であると

ともに、M7 級の首都直下地震の震源域の候補の一つ

でもある。くりかえし地震が発生する地域でのレジリエ

ンス向上のためには、その地域のテクトニクスやひずみ

の蓄積過程を推定して、過去に発生したあるいは将来

発生が予想される地震像を明らかにすることが重要であ

る。伊豆衝突帯ではフィリピン海プレート（PHS）が陸

側のプレートに衝突するとともに一部はその下に沈み込

むという、複雑なテクトニクスを有している。この地域

で発生するM7 以上の大地震の発生には、プレート運

動による歪の蓄積過程が大きな役割をもつと考えられる

ことから、PHS の 3 次元構造やその衝突 / 沈み込み様

式を明らかにすることが、地震像の解明につながる。そ

こで神奈川県温泉地学研究所は、レシーバ関数を用い

て 3 次元的なプレート形状を明らかにすることを主たる

課題とし、地殻変動から推定されるプレート運動なども

加味して伊豆衝突帯周辺の過去・未来の地震像解明に

向けた研究を進めてきた。

2.   レシーバ関数解析によって明らかになった 3 次元プ

レート構造　

2.1  解析手法と課題

レシーバ関数解析は、遠地波形の水平動を上下動で

デコンボリューションすることによって得られる波形（レ

シーバ関数）から、地下の PS 反射面の情報を得る手法

である。この解析によって、強い速度コントラストがあ

る境界面、例えばモホ面を検出することが可能であり、

境界面の分布を空間的につなげることで 3 次元的なプ

レート形状を推定できる。プロジェクト初年度において

レシーバ関数解析について予備的な解析を実施したと

ころ、解析領域の中部（丹沢）から東部（東京湾）にか

けて、不連続面のイメージングができないという課題が

明らかとなった。この原因の一つは、解析領域東部に

おける波線のカバレッジの不足である。

この課題をクリアするために、防災科学技術研究所

が関東地域に展開する首都圏地震観測網（MeSO-net）
のデータを解析に加えるとともに、S 波の RFも解析に

使用した（図 1）。MeSO-netを解析に加えることで解析

領域東部における観測点密度が向上し、不連続面を検

出できる範囲が大幅に広がった。しかし RFを詳細に検

討すると、通常 0 秒付近に現れる大きな振幅が見られな

いことから、厚くて低速度な表層の影響があることが分

かった。浅部堆積層の影響を確認するため、全国標準

モデルである J-SHIS 深部地殻構造モデルをもとに RF
を合成してみたところ、プレート境界付近からの変換波

が到達する時刻に近い時刻に浅部の堆積層での多重反

射の影響が強く出てしまい、深部の境界面の検出には不

適切であることが分かった。一方Ｓ波 RF は、ノイズレ

ベルが P 波 RF に比べて高いなどの問題はあるものの、

P 波 RF だけでは調査できない領域の不連続面を検出

でき、カバレッジの改善に一定の効果が得られた。

2.2  不連続面の検出

得られた RF の東西断面と南北断面を図 2、3 に示す。

ただし、RF のみからでは、丹沢周辺と東京湾付近では

不連続面が検出できなかった。東京湾付近では浅部の

図 1　研究領域と観測点分布
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のデータは、リアルタイムで得られるため、発災時の避

難行動や救援行動等に利用できることが、期待される。

3.  まとめ

統合された地震観測データを用いて、新たな物性値

として 3 次元 P 波方位異方性速度構造を推定し、これ

までの等方性速度構造では区別の難しかった特徴を見

出すことができた。以前から、その存在が知られていた

首都圏下の低速度異常領域は、大陸プレート、フィリピ

ン海スラブの海洋性地殻、フィリピン海スラブマントル、

大陸プレートのマントルウェッジの 4 つの領域に分類で

きた。

さらに、レシーバー関数法で解析された伊豆衝突帯

周辺のプレートの厚さの分布をトモグラフィー法で解析

した構造と合わせることで、フィリピン海プレートの薄

い領域が大地震の震源域の広がりと対応していることを

示すことができた。震源域の広がりは、その地震発生

による揺れを推定する際の基礎情報となる。そのような

任意の断層面で発生する地震による震度分布を、簡単

に推定する手法を開発した。複雑な地下構造に対応さ

せるため、三次元減衰構造や表層地盤構造を考慮して

いる。断層の広がりをもった面震源を仮定し、任意の

地点における震度を算出でき、過去の地震による震度

分布等と比較可能な情報になる。

一方で、近年に発生した地震の本震発生前後の地震

活動を統計モデルで解析し、余震活動の収束性や本震

に至る地震活動の解析を行った。地震時系列に ETAS
モデルを適用した際に生じる不一致を補正するモデルと

して非定常 ETAS モデルを提案した。本震直後の余震

検出が極めて困難となる時間帯では、欠測期間が生じ

る。その影響による推定バイアスを小さくするため、ガ

ウス過程回帰を採用して余震検出確率をモデル化し、

近似計算を必要としない余震活動の推定手法を開発し

た。その結果、普段から発生している地震活動だけで

なく本震直後や群発的な地震活動の推移を予測できる

ようになり、今後の首都圏における地震活動の推定にも

適用することが可能である。

デ活の大規模集客施設分科会の活動として行った成

田空港での地震観測は、場所や建物によって揺れ方が

異なることを示すことができた。実際の地震時における

揺れの情報を知ることは、その後の避難行動や救援行

動に役立てられることを示すことができた。今後は、そ

のデータを活かした、避難行動訓練を行う予定で、サ

ブプロ (a)と計画中である。
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厚い堆積層による影響が大きく、モホ面からの変換波

と分離が不可能であること、丹沢周辺では、RF に明瞭

なピークが見えないためである。丹沢周辺でピークが見

えないのは、地殻とマントルとの速度コントラストが小さ

いためである可能性もある。しかし、RF の波形を詳細

に検討した結果、上部マントルの速度不均質 15) によっ

て、不連続面への直達波の入射角が小さくなるために、

変換波が生じにくく、実際には不連続面が存在するのに

解析上明瞭に見えていないという可能性があることがわ

かった。

不連続面の深度分布を求めるために、空間をグリッド

に分割し、グリッドごとに RF のピークの値を抽出して、

不連続面を定義する。グリッドサイズは水平方向が 0.1º、
深さ方向を 1kmとした。各グリッド内の RF の振幅は、

矩形の中心から± 0.1º の緯度経度に位置し、深度± 4 
km の範囲にある変換点の PRFとSRF の振幅の平均を

表している。その範囲内に 300 点以上の変換点がない

ノードには、振幅を割り当てないようにした。

RF のうち、以下の 2 つの条件を満たす場合に、振

幅が正のピークを持つと定義した。1) 振幅が 0.02 より

大きい、2) 振幅が 2km 浅いところから 2km 深いところ

の間で上向きに凸になっている。この条件を満たす正の

ピークの位置を図 2、3 に黒四角で示した。さらにその

中から、広範な不連続面に対応すると解釈されるピーク

を選び出し、大きな黒四角で示した。以上によって得ら

れた不連続面の深度マップを図 4 に示した。不連続面

は深さ 30 〜 60km の範囲に存在することがわかる。

得られた不連続面の深さ（図 2 ～ 4）は、先行研究

が推定したフィリピン海スラブの上部境界より深く 5,6,17）、

フィリピン海スラブの下部地殻の上部境界 2,3) よりも深

い。これらのことから、本研究で検出した不連続面は、

フィリピン海プレートとスラブのモホであると解釈した。

図 2,3 には小さな四角で示した不連続面が断片的に検

出されているが、モホ面以外に広範囲に続く顕著な RF
のピークは検出されなかった。

RF で明瞭にピークが見えない丹沢周辺と東京湾につ

いては、トモグラフィによって得られた P 波速度構造 8)

を用いてモホの空白を補完することを試みた。人工地

震探査データの解析によれば、伊豆島弧の下部地殻の

P 波速度は 7.6km/sと推定されている 13)。そこで、解析

領域を 0.1 度ごとのグリッドに分割し、P 波速度構造モ

図 2　スタックしたレシーバ関数の南北深さ断面。正の

ピークが見られる部分に■をプロット。○は速度構造か

ら推定したモホ面。緑の線はプレート上面 5,6,17)。それぞ

れの断面の左上のアルファベットは図 4 のアルファベット

に対応し、断面の位置を示す。

図 3　スタックしたレシーバ関数の東西深さ断面。記号

などは図 2と同じ。

図 4　レシーバ関数解析（□）と速度構造（○）から得ら

れた不連続面（モホ面）の深さ。モホ面は 30 – 60 km の

深さ範囲に検出され、南部や東部で浅く、北西側では

深い。地図周辺のアルファベットは図 2、3の断面に対応。
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デル 8) におけるP 波速度 7.5 〜 7.7km/s の層の下部境界

の深さとRF 解析によるモホ面の深さを比較した（図 2、
3）。RF 解析で得られたモホと速度構造から推定した下

部地殻の下部境界の深さは互いに補完し合い、連続的

に接続できることが見て取れる。以下の議論では、RF
解析でモホを検出できなかった領域については、この

速度層の深さをモホ面と定義する。これらの考察から、

図 4 に示すようなモホ面の深さ分布が得られる。

2.3  3 次元プレート構造と地殻の厚さ

次に、RF で得らえたモホ面の深さ分布と先行研究に

よるスラブ上面の深さ 5,6,16) から、地殻の厚さを推定する。

沈み込むフィリピン海スラブの地殻の厚さは、モホか

らスラブ表面の上端までの距離で表すことができる。伊

豆半島は地形地質的には沈み込む前の島弧地殻と考え

られることから、推定されるモホの深さは地殻の厚さに

相当する。

伊豆半島のモホ面の深さ（地殻の厚さ）は、32 ~ 
38kmと推定された。先行研究でもその深さは 35 〜

40km 1,10) となっているが、伊豆諸島では 26 〜 32km 13,19）

となっており、伊豆半島のほうが深い。このような厚い

地殻が、伊豆半島から北西方向に延びている。これは

非地震性スラブの分布とよく一致しており、島弧地殻の

一部が沈み込んで非地震性スラブを形成していると考え

られる。伊豆半島の地層の堆積環境は過去 2000万年

の間に深い海底から陸上へと変化したとする研究 14) も

あり、その隆起は地殻が厚くなることによって起こった可

能性がある。厚化の原因として、水平方向の短縮が考え

られるが、半島の著しい短縮は測地学的に観測されて

いない 4)。したがって、地殻の厚化と短縮は古代の衝

突の過程で生じたか、あるいは断続的に生じた可能性

がある。また、伊豆弧の地殻はマントルからの玄武岩

質メルトが加わって進化したと考える研究 20) もあり、こ

のような火成活動によって厚くなった可能性もある。半

島の地殻が厚いのは、島弧の海洋島嶼部よりも大量の

メルトが添加されたことを示しているのかもしれない。

3.  地殻変動から推定したひずみ蓄積過程

3.1  観測データとその解釈

地殻変動の観測データから伊豆衝突帯周辺でのひず

み蓄積過程を推定した。GNSS により観測されるベクト

ルが、伊豆半島周辺で PHS の運動方向よりも西寄りに

なることは以前から知られていた。独自の観測点を含む

GNSS の観測データの解析を行い、伊豆半島とその周

辺地域の変位速度ベクトルとひずみ速度場を推定した。

北伊豆断層帯の東西で GNSS 変位速度ベクトルが異な

り、特に北伊豆断層帯〜足柄平野にかけての地域では、

東側に位置する観測点の方が、北向き変位速度が大き

い。また、伊豆半島北東部から丹沢山地の南側にかけて、

剪断変形帯が存在し、その最大剪断方向は北伊豆断層

帯の左横ずれの方向と調和的である（図 6）。

3.2  概念モデルの構築

この剪断変形帯の存在を説明するモデルとして、先行

研究 18) で提案されている伊豆半島下のデタッチメントモ

デルを拡張し、剪断変形帯の下に弱く固着したデタッチメ

ントが存在するという概念的なモデルを提案した（図 6）。
これにより、剪断変形帯内部での北向きの変位と、伊豆

東部火山群周辺における拡大（ダイク貫入）の両方を説明

できるものと考える。

剪断変形帯に蓄積される歪は、地震の繰り返し間隔

や変位量などから 9）おおむね北伊豆地震のような横ず

れ断層と大正関東地震のようなプレート境界地震によっ

て解放されると考えられるが、北伊豆断層帯の平均変位

速度は研究者によって幅があり、実際にどの程度の歪み

が解消されるのかは不明確である。そのため西相模湾

図 5　レシーバ関数解析（□）と速度構造（○）から得ら

れたプレートの厚さ。プレート上面は先行研究による5,6,17)。

A,B は先行研究 21) による地震メカニズムの違いで領域分

けした震源域。デタッチメントと剪断変形帯は地殻変動

の解析 4,18) から得られたもの。水色はプレート境界型地

震の滑り域 16,21）。地殻の厚い領域とは相補的である。

図 6　地殻変動データの解析から得られた、伊豆衝突帯

付近の概念的なテクトニクスモデル 4)

剪断変形帯の解釈として、プレート間のカップリングの強

度の違いとデタッチメントの存在が示唆される。
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厚い堆積層による影響が大きく、モホ面からの変換波

と分離が不可能であること、丹沢周辺では、RF に明瞭

なピークが見えないためである。丹沢周辺でピークが見

えないのは、地殻とマントルとの速度コントラストが小さ

いためである可能性もある。しかし、RF の波形を詳細

に検討した結果、上部マントルの速度不均質 15) によっ

て、不連続面への直達波の入射角が小さくなるために、

変換波が生じにくく、実際には不連続面が存在するのに

解析上明瞭に見えていないという可能性があることがわ

かった。

不連続面の深度分布を求めるために、空間をグリッド

に分割し、グリッドごとに RF のピークの値を抽出して、

不連続面を定義する。グリッドサイズは水平方向が 0.1º、
深さ方向を 1kmとした。各グリッド内の RF の振幅は、

矩形の中心から± 0.1º の緯度経度に位置し、深度± 4 
km の範囲にある変換点の PRFとSRF の振幅の平均を

表している。その範囲内に 300 点以上の変換点がない

ノードには、振幅を割り当てないようにした。

RF のうち、以下の 2 つの条件を満たす場合に、振

幅が正のピークを持つと定義した。1) 振幅が 0.02 より

大きい、2) 振幅が 2km 浅いところから 2km 深いところ

の間で上向きに凸になっている。この条件を満たす正の

ピークの位置を図 2、3 に黒四角で示した。さらにその

中から、広範な不連続面に対応すると解釈されるピーク

を選び出し、大きな黒四角で示した。以上によって得ら

れた不連続面の深度マップを図 4 に示した。不連続面

は深さ 30 〜 60km の範囲に存在することがわかる。

得られた不連続面の深さ（図 2 ～ 4）は、先行研究

が推定したフィリピン海スラブの上部境界より深く 5,6,17）、

フィリピン海スラブの下部地殻の上部境界 2,3) よりも深

い。これらのことから、本研究で検出した不連続面は、

フィリピン海プレートとスラブのモホであると解釈した。

図 2,3 には小さな四角で示した不連続面が断片的に検

出されているが、モホ面以外に広範囲に続く顕著な RF
のピークは検出されなかった。

RF で明瞭にピークが見えない丹沢周辺と東京湾につ

いては、トモグラフィによって得られた P 波速度構造 8)

を用いてモホの空白を補完することを試みた。人工地

震探査データの解析によれば、伊豆島弧の下部地殻の

P 波速度は 7.6km/sと推定されている 13)。そこで、解析

領域を 0.1 度ごとのグリッドに分割し、P 波速度構造モ

図 2　スタックしたレシーバ関数の南北深さ断面。正の

ピークが見られる部分に■をプロット。○は速度構造か

ら推定したモホ面。緑の線はプレート上面 5,6,17)。それぞ

れの断面の左上のアルファベットは図 4 のアルファベット

に対応し、断面の位置を示す。

図 3　スタックしたレシーバ関数の東西深さ断面。記号

などは図 2と同じ。

図 4　レシーバ関数解析（□）と速度構造（○）から得ら

れた不連続面（モホ面）の深さ。モホ面は 30 – 60 km の

深さ範囲に検出され、南部や東部で浅く、北西側では

深い。地図周辺のアルファベットは図 2、3の断面に対応。
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断裂 7) や内閣府の想定にある西相模灘地震などのよう

な、剪断変形帯内部での横ずれ断層の運動によってあ

る程度の歪が解放される可能性も否定できない（図 7）。
ただし、約 200 年に一度発生するプレート境界地震

の際の小田原付近の変位が南南東へ 1m 程度 12) とする

と、約 5mm/y でひずみが解消されることになり、北伊

豆断層と合わせて 9mm/y に達する。したがって、西相

模湾断裂 7) が想定される剪断帯内部において、約 70
年周期の M7 地震の発生は歪の収支の観点から考えに

くい。そのため、いわゆる小田原地震の震源の候補と

しては、剪断変形帯内部の横ずれ断層だけでなく、丹

沢付近のプレート境界型地震のようなものを考慮する必

要があるだろう。

4.  伊豆衝突帯周辺のテクトニクスと地震像

これまで示してきた、RF 解析によって明らかになっ

たプレート構造と地殻変動から推定されるテクトニクス

を考慮しつつ、研究対象地域の地震像について考察を

行う。

研究対象地域内で最も地震活動が活発なのは丹沢

地域である。丹沢地域の微小地震の震源メカニズムの

解析結果から 21)、A 領域（図 5）で発生した多くの地震

の断層面やすべり方向は、それぞれ上面の形状やスラ

ブの相対運動方向 12) と一致しているが、B 領域（図 5）
では矛盾していることが報告されている。今回得られた

プレート構造からは、前弧の構造に近いA 領域は陸側

のプレートの下に沈み込みやすく、一方 B 領域はより地

殻が厚く浮揚性をもつ領域にあたり、簡単には沈み込め

ないことが示唆される。地震メカニズムの違いは、この

ようなプレート構造の空間変化を反映していると考えら

れる。東から西へモホ面が深くなるにしたがって、下部

地殻の上面も深くなっており 2)、B 領域の地震が中部地

殻内で発生しているのに対して、Aでは下部地殻上面あ

るいは下部地殻内で発生していると考えられる 22)。A 領

域で発生するスラストタイプの地震を除くと丹沢地域の

地震は地殻内地震であると考えられ、その原因として含

水鉱物の存在が示唆される。岩石実験からこの地域の

中部地殻と下部地殻はそれぞれトーナル岩と角閃石斑レ

イ岩であると推定されており 11)、これらの岩石の脱水脆

性化が地震発生原因の有力な候補である。

図 7　測地学的変位と地質学的変形を説明するコンセ

プトモデル 4)

(a) GNSS によって得らえる測地学的変位速度　(b) 北
伊豆断層での地震時の変位　(c) 西相模湾断裂などに

よる剪断変形帯東縁での地震による変位　(d) 地震時

と地震間の変位の積算による地質学的変形の解釈

図 8　北緯 35.5 度付近（上）と 35 度付近（下）の構

造断面の模式図

上図の赤い線は人工地震探査で得られた中部地殻

と下部地殻の境界 3)、赤点線はプレート境界型地震

の震源断層。グレーの○は震源。

下部地殻の上面は、人工地震探査の反射面 3) とモ

ホ面の形状から推定。

東経 139 度付近では、深さ 10~20km 付近に左横ず

れのクリープの存在が示唆され、その浅部延長に丹

那断層が形成されている。
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より南の領域でも、地震活動とプレートの厚さに興

味深い関連が見られる。真鶴半島から伊豆半島付近で

は深さ10km 付近に微小地震が発生しており、この深さ

がプレート境界型地震の震源断層に対応すると考えら

れる。前述のように、我々はこのプレート境界の震源断

層でのカップリングの強度の空間的な変化が剪断帯を

形成する原因であると考えている 4)。RF 解析の結果得

られた地殻の厚さ分布（図 5）をみると、地殻変動から

推定された剪断帯は、プレートの厚さが変化する領域、

すなわち、東から西に向かって薄い前弧地殻から厚い

中部地殻を有する島弧地殻への遷移帯に対応する。こ

のような地殻構造の変化に伴う含水率などの変化がプ

レート間のカップリングに影響を及ぼし、地殻変動に見

られる剪断ひずみを生じさせている可能性がある。

我々は、沈み込めずに陸側に衝突する伊豆半島の上

部・中部地殻と沈み込む下部地殻の間の相対運動が安

定的に解消するために、伊豆半島直下にデタッチメント

が存在すると考えた。地殻変動からはその深さを拘束

できていないが、相模トラフ側で相対変位を解消してい

るのと同じように、中部―下部地殻の境界と仮定する。

伊豆半島ではモホ面の深さが約 40kmと深いことから、

中部下部地殻の境界もおそらく20km 以深であろうと考

えられ、先行研究 18) の考えとも調和的である。この仮

定が正しければ、プレートの上部と下部の相対運動を

解消する伊豆半島下のデタッチメントとプレート境界型

地震の断層ではかなり深さが異なる。そのため、東経

139~139.2 度付近の深さ10km から 20km 付近の間に左

横ずれの相対運動（クリープ）が発生するはずである（図

8）。地下深部でのこのような横ずれの動きは、その浅

部延長で同様に左横ずれの断層運動を引き起こす原因

となる可能性がある。伊豆半島から北に向かって伸びる

北伊豆断層系（丹那断層）は、そのような断層の一つか

もしれない。

大正関東地震の滑り域は図 5 の水色で示した領域 21)

であるが、地殻の厚さの変化する領域がその西縁を決

めているように見える。すなわち沈み込む地殻の薄い

領域（前弧に相当）では大きな差応力によってスラストタ

イプの（大）地震が発生するが、前弧から島弧地殻へ遷

移する（厚さが変化する）領域では相対変位を解消する

断層上でのカップリング強度の変化や岩石学的な構造

の変化によって、プレート境界型の地震が発生しない

領域となっていると考えられる。

5.  まとめ　

RF 解析によって伊豆衝突帯周辺におけるプレートの

厚さの空間変化を明らかにした。これによって、伊豆衝

突帯周辺で発生する地震について、その発生メカニズム

とプレート構造との関係を明らかとすることができた。

また地殻変動解析と合わせて、伊豆半島付近の特異な

地殻変動とその原因について、プレート構造の面からみ

た新たなモデルを提案した。

プレート構造を明らかにしたことで、伊豆衝突帯周

辺で発生する地震についてより具体的な議論が可能とな

り、被害想定などレジリエンス向上のための重要な基

礎データを得ることができた。
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断裂 7) や内閣府の想定にある西相模灘地震などのよう

な、剪断変形帯内部での横ずれ断層の運動によってあ

る程度の歪が解放される可能性も否定できない（図 7）。
ただし、約 200 年に一度発生するプレート境界地震

の際の小田原付近の変位が南南東へ 1m 程度 12) とする

と、約 5mm/y でひずみが解消されることになり、北伊

豆断層と合わせて 9mm/y に達する。したがって、西相

模湾断裂 7) が想定される剪断帯内部において、約 70
年周期の M7 地震の発生は歪の収支の観点から考えに

くい。そのため、いわゆる小田原地震の震源の候補と

しては、剪断変形帯内部の横ずれ断層だけでなく、丹

沢付近のプレート境界型地震のようなものを考慮する必

要があるだろう。
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これまで示してきた、RF 解析によって明らかになっ

たプレート構造と地殻変動から推定されるテクトニクス

を考慮しつつ、研究対象地域の地震像について考察を

行う。

研究対象地域内で最も地震活動が活発なのは丹沢
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では矛盾していることが報告されている。今回得られた
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のプレートの下に沈み込みやすく、一方 B 領域はより地

殻が厚く浮揚性をもつ領域にあたり、簡単には沈み込め

ないことが示唆される。地震メカニズムの違いは、この

ようなプレート構造の空間変化を反映していると考えら

れる。東から西へモホ面が深くなるにしたがって、下部

地殻の上面も深くなっており 2)、B 領域の地震が中部地

殻内で発生しているのに対して、Aでは下部地殻上面あ

るいは下部地殻内で発生していると考えられる 22)。A 領

域で発生するスラストタイプの地震を除くと丹沢地域の

地震は地殻内地震であると考えられ、その原因として含

水鉱物の存在が示唆される。岩石実験からこの地域の

中部地殻と下部地殻はそれぞれトーナル岩と角閃石斑レ

イ岩であると推定されており 11)、これらの岩石の脱水脆

性化が地震発生原因の有力な候補である。
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よる剪断変形帯東縁での地震による変位　(d) 地震時

と地震間の変位の積算による地質学的変形の解釈

図 8　北緯 35.5 度付近（上）と 35 度付近（下）の構

造断面の模式図

上図の赤い線は人工地震探査で得られた中部地殻

と下部地殻の境界 3)、赤点線はプレート境界型地震

の震源断層。グレーの○は震源。

下部地殻の上面は、人工地震探査の反射面 3) とモ

ホ面の形状から推定。

東経 139 度付近では、深さ 10~20km 付近に左横ず

れのクリープの存在が示唆され、その浅部延長に丹
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