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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 

3.2.2.5  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） 

 
(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

国立研究開発法人防災科学技術研究所（以下「防災科研」という。）が維持し、運用の安

定化・高度化を目指す MeSO-net から収集する高密度な地震観測データに加えて、基盤的地

震観測網（K-NET、Hi-net 等）および民間企業等により設置された計測機器から得られる

大量かつ様々な品質の地震データを有機的に統合するマルチデータインテグレーションシ

ステムを、防災科研と連携して開発する。具体的には、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。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 

 神奈川県温泉地学研究所と連携し 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。2 次元階層的時空間 ETAS

モデルを高度化し、3 次元階層的時空間 ETAS モデルのプロトタイプの開発を行うととも

に、平成 29 年に得られた 3 次元 Q 構造を用いて、震度分布推定アルゴリズムのプロトタ

イプを開発する。ユーザが任意に選択した地震観測網の波形データに対して地震動波動場

の再構成を行い、得られた地震波動場を可視化する地震動イメージングモジュールを開発

する。 

 
(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

東京大学地震研究所 准教授 酒井慎一 

東京大学地震研究所 准教授 鶴岡 弘 

東京大学地震研究所 准教授 長尾大道 

東京大学地震研究所 准教授 加藤愛太郎 

東京大学地震研究所 特任助教 熊澤 貴雄 

東京大学地震研究所 特任研究員 石瀬 素子 

東京大学地震研究所 特任研究員 尾形良彦 

東京大学地震研究所 特任研究員 中村亮一 

東京大学地震研究所 技術職員 佐伯 綾香 

大阪大学 助教 森川 耕輔 
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(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

1) 神奈川県温泉地学研究所と連携して、MeSO-net 等から得られたデータを元にした首都

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。 

2) 2 次元階層的時空間 ETAS モデルを高度化し、3 次元階層的時空間 ETAS モデルのプロ

トタイプを開発する。 

3) 平成 29 年に得られた 3 次元 Q 構造を用いて、震度分布推定アルゴリズムのプロトタ

イプを開発する。 

4) ユーザが任意に選択した地震観測網の波形データに対して地震動波動場の再構成1) 2)

を行い、得られた地震波動場を可視化する地震動イメージングモジュールを開発し、実

データに基づく検証を行う。 

5) 本震直後に大量に欠損する不完全な余震データから、余震分布を短期間で推定可能な

手法を開発する。 

 

(b) 業務の成果 

1) 首都圏および伊豆地方の地下構造を推定するためのひとつの情報を得るべく、当該地域

（東経 138.5 度～141.5 度，北緯 34.5 度～北緯 37.0 度，深さ 0～180 ㎞）と対象とした P

波方位異方性速度構造解析に着手した。解析データとして、首都圏地震観測網（MeSO-net）

による、稠密かつ高精度な地震データを活用する。今年度は、解析に使用する地震および

観測点データを整備した（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  本解析で使用する地震（1877 地震）および観測点（500 観測点）分布図。 
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地震は、先行プロジェクトで震源決定された地震（2010 年 12 月から 2016 年 4 月）か

ら、震源決定精度の高い 1877 地震を選別した。観測点については、地中に設置されてい

る全ての MeSO-net 観測点を使用する（296 点）。加えて、対象領域内に設置されている

Hi-net を主とする 380 観測点のうち、解析で使用する 1877 地震を 200 以上観測している

204 観測点を解析に使用する。  
また、本解析領域は、変動幅の大きい複雑な浅部構造で特徴付けられ、この構造が走時

解析に影響を与えることが推測される。そこで、この影響を軽減するための観測点補正値

を求めた（図２）。さらに、図２の観測点補正値を用いて、解析に使用するデータを最も

よく満たす 1 次元速度構造の推定と、この構造に対する震源再決定を行った（図３）。こ

こで得られた１次元速度構造および震源を、３次元異方性速度構造解析の初期速度および

初期震源データとして使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 観測点補正値。観測点補正値は、関東・東海地域の平均的な速度構造 3)に対する観

測点ごとの平均的な走時残差により求めた。 
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図３ 1 次元速度構造解析と震源再決定における初期値と解析で得られた値。（左）1 次元

速度構造。（右）震源分布。 

 

首都圏の高密度地震計観測網 MeSO-net 記録の地盤特性について、平成 29 年度は３次

元減衰構造とサイト増幅特性を未知数とする同時インバージョンを行うことにより評価し

た。本年度は，近接する二つの観測点の地震動振幅の違いが地盤増幅の違いと仮定し、観

測点ペアの複数からなるネットワークから相対増幅率を評価し（図４）、その結果をイン

バージョン解析に取り入れることにより、３次元減衰構造をより精度よく求めることでき

た。よって，震度予測の高度化につながることが期待される。ただし，隣接する二観測点

の距離により解析範囲が狭くなるという課題が残される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 平面 （左）MeSO-net （右）K-NET 及び KiK-net[地表] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) MeSO-net[地中]と K-NET 及び KiK-net[地表]の比較 

HM:藤本・翠川(2006)の最大速度に対する関係 

図４ 得られた相対増幅率と J-SHIS による平均 S 波速度(AVS30)との比較 

log[AVS30](m/s) log[AVS30](m/s) 相対増幅率  相対増幅率  
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2) 関東地方直下 100km 深までの地震活動を解析・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、さらに東北沖地震の

影響を考慮した、経度 x 緯度 y 深さ z および時刻 t における地震活動度に関する 3 次元空

間の HIST- ETAS モデルのプロトタイプを作成した（図５）。  

 

 
 

図５  M9 東北沖地震が関東直下に与えた活動度の変化の各断面での画像。対数スケール
色票の単位は 9

357.1 event/day/deg
M

K = 。 黒小円は 1926 年からの M4 以上の地震で、白丸は
M9 の直後 1 か月以内に発生した M4 以上の地震。  
 

 

3) 関東地域は、地下構造が複雑の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、３次元減衰構造を用いて震度分布を推定す

ることが役立つと考えられる。このため本年度は、平成 29 年までに得られた減衰構造を用

いた震度分布推定アルゴリズムのプロトタイプの開発に着手した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図６ （左）2016 年 5 月 16 日 21 時 23 分の地震による震度分布（気象庁） 

（右）減衰構造を用いた推定震度分布 
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4) 平成 29 年度に開発した地震動イメージングモジュールのプロトタイプについて、MeSO-

net データに基づく動作検証テストを実施した。具体的には，平成 24～28 年の期間に関東

近郊で発生した最大震度 4 以上の地震 9 イベントを対象とし、東京都心部 16 カ所の MeSO-

net 観測点で得られた地震波形データを用いた場合、および東京 23 区全域 50 カ所の観測

点データを用いた場合について地震動イメージングモジュールによる地下構造パラメータ

と波動場の同時推定を行った。ただし、震源パラメータは推定対象とせず気象庁が発表し

た値をそのまま使用した。 

一例として、2015年9月12日に東京湾で発生したM5.2の地震で得られたMeSO-netデータ

に地震動イメージングモジュールを適用し、極めて強力なマルコフ連鎖モンテカルロ法で

あるレプリカ交換モンテカルロ法によって推定された地下構造（水平成層構造を仮定）の

層厚パラメータならびに速度応答スペクトル（図７）を示す。本イベントの場合、得られ

た結果は満足できるものであったが、他イベントの場合については、必ずしも満足な結果

を得るには至らなかった。これは、レプリカ交換モンテカルロ法の詳細な動作を規定する

パラメータの設定が様々なイベントに対して普遍的に対応するようなものではなかったこ

とが原因と考えられる。今回の動作検証テストにより今後、イベントごとにレプリカ交換

モンテカルロ法の動作パラメータを自動チューニングするような機能の追実装が必要にな

るとの結論を得た。 

(a) 

 

(b) 

 
図７  地震動イメージングモジュールによって推定された(a)地下構造モデルの層厚パラ

メータ、および(b)速度応答スペクトル。 
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5) 本震直後の余震データは、本震の影響により多くの余震データを観測することができ

ない。しかし，直接観測されたデータのみから余震分布を推定すると欠損値の影響により

推定される余震分布に大きなバイアスを生じてしまう（図８）。そこで余震検出確率をモデ

ル化し導入することで、観測データのみを用いた正しい余震分布の推定を行う。 

そのため、先行研究 4)ではある余震検出確率のモデルを導入し、多様な余震検出確率に

対応可能な手法を提案している。しかし、その手法には大きく分けて 2 つの重大な問題が

ある: (i)ある時点での余震検出確率が 2 時点前のデータに依存していると仮定している

点; (ii)周辺尤度を陽に表すことができない点である。まず(i)に関して、余震の検出確率

が直前２つの観測された余震の検出確率と”近い”という仮定を入れるのは自然だが、余

震の発生間隔は本震から時間が経過するほど長くなり、観測点ごとに時間スケールが異な

るため常に 2 時点前のデータに影響していると仮定するのは不自然である。また(ii)に関

して、周辺尤度とは観測されない量を積分消去した（ハイパー）パラメータの決定をする

際必要な尤度であるが、周辺尤度が複雑な積分を含むため近似計算や繰り返しの最適化を

行う必要がある。また推定値の収束性の理論保証も与えられていない。 

そこで本研究では、余震検出確率をモデル化する際ガウス過程を用いることでより表現

力が高く近似計算を必要としない余震分布の推定手法を開発した。ガウス過程は表現力が

非常に高いことが知られており、近年機械学習の分野でブラックボックスである観測され

ない複雑な構造に多く用いられている。またガウス過程を用いる理由はその表現力の高さ

だけではない。 

現在興味の対象である Gutenberg-Richter 則は指数関数の形で定義される。一方ガウス過

程では”ガウス”という名前がつくように多変量正規性を仮定するが、多変量正規分布と

指数関数は相性が良く積分計算が陽に行えるため、近似計算や繰り返し計算を用いず周辺

尤度を計算することを可能とする。 

図８ 余震の時間分布のイメージ 
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(c) 結論ならびに今後の課題  
地震波異方性の3次元速度構造解析のための初期データの準備が完了した。次の課題

は、数値実験によってデータの分解能を調べるとともに、実際のデータを用いた地震波異

方性速度構造解析5)を実施することである。地震活動度に関する3次元階層的時空間ETAS

モデルのパラメータは地域性の変化が著しく大きく、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、予測精

度の向上が期待できる。地震動イメージングは適切に行われているものの、アルゴリズム

の根幹をなすレプリカ交換モンテカルロ法のパラメータの自動設定方法を再検討する必要

がある。余震検出確率をより柔軟で、近似計算を必要としないモデルで表現することで、

応用上扱いやすい余震分布の推定手法を開発した。今後は推定手法を実データへ適用する

ことを検討している。 
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ground motion in the 
Tokyo Metropolitan area, 
Japan 

Nagao, H., 
M. Kano, K. 
Nagata, S. 
Ito, S. 
Sakai, S. 
Nakagawa, 
M. Hori, 
and N. 
Hirata 

Asia Oceania 
Geoscience 
Society (AOGS) 
Annual Meeting 
2018, Honolulu, 
Hawaii, USA 

Jun. 6, 
2018 

国際 

見かけの異方性を考慮し

た P 波方位異方性と鉛直

異方性の解釈：東北地方  

石瀬素子，

川勝均，森

重学，汐見

勝彦  

日本地震学会秋季

大会  
2018 年 10
月  

国内 

掲載論文（論文題

目） 
発表者氏名 発表場所 

（雑誌等名） 
発表時期 国際・国内

の別 
Exploring magnitude 
forecasting of the next 
earthquake 

Ogata,Y., 
Katsura,K., 
Tsuruoka,H.  
and Hirata,N. 
(2018). 

Seismological Research 
Letters,  Vol.89, No.4,  
pp.1298-1304,  
https://doi.org/ 
10.1785/0220180034 

13 June 

2018 

国際  

Implementation of a 
Real‐Time System for 
Automatic Aftershock 
Forecasting in Japan 

Omi, T., 
Ogata, Y., 
Shiomi, K., 
Enescu, B., 
Sawazaki, K., 
and Aihara, K. 

Seismological Research 
Letters, Vol.90, No.1, 
pp. 242-250 ,  
https://doi.org/ 
10.1785/0220180213 

31 

October 

2018 

国際  

The Collaboratory for 
the Study of 
Earthquake 
Predictability: 
Achievements and 
Prioritie 

Schorlemmer, 
D. et al.  

Seismological Research 
Letters, Vol.89, No.4, 
pp.1305-1313 , doi: 
10.1785/0220180053 

13 June 

2018 

国際 

Comment on “A 
Review of Self-
Exciting 
Spatiotemporal Point 
Process and Their 
Applications” by Alex 
Reinhart 

Ogata, Y. Statistical Science, 
Vol.33, No.3, pp.319-
322, doi:10.1214/18-
STS650 

1 August 
2018 

国際 
 
 
 
 
 
 

点過程モデルによる

熊本地震前後の地震

活動の解析 

熊澤貴雄, 尾

形良彦, 鶴岡

弘 

地震予知連絡会会報

第 100 巻 

September 

2018 

国内 

北海道胆振東部地震

の余震活動の特徴に

ついて 

熊澤貴雄, 尾

形良彦, 鶴岡

弘 

第 221 回地震予知連

絡会 

November 

2018 

国内 
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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 

名称 機能 
３次元階層時空間 ETASモデ

ル（3D HIST-ETAD model）
（β 版 FORTRANプログラム） 

東北沖地震による誘発の影響を含む関東直下 3 次元

の地震活動を予測するための時空間 ETAS モデルの

パラメータのインバージョンと地震活動度予測のた

めのプロトタイプ 
 

3) 仕様・標準等の策定 

 なし 
 

(3) 平成３１年度業務計画案 

MeSO-net等で得られたデータを用いて首都圏および伊豆地方の詳細な地震波異方性

構造を明らかにし、これに基づいたプレート構造の精緻化のための検討を行う。地震

波減衰構造モデルを用いて震度分布推定アルゴリズムのプロトタイプの開発を進め

る。深さを考慮した関東直下の日常的地震活動の実用的3次元リアルタイム予測を目指

す。関東地方の地震活動の時空間分布を精度よく捉えるために、これまで確立してき

た統計モデルを改良し、3次元階層化地震活動予測モデルの開発に役立てる。自動震源

決定アルゴリズムの高度化に向け、多種多様な地震データを統一的に取り扱うことが

可能なデータ解析アルゴリズムを開発する。集客施設等において稠密な地震観測を行

い、揺れの不均質を明らかにし、地震による被害を受けた際、その被害の迅速な把握

や適切な避難誘導および避難訓練等に資する情報を得るための仕組みを検討する。 

1921 年龍ヶ崎地震と

1923 年関東地震によ

る玉川上水の被害と

その対応  

中村亮一  歴史地震  2018 年 9
月  

国内 
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