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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）(課題ｂ②e) 

 
(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)２０１９年度業務目的 

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て、首

都圏および伊豆地方の地下構造を推定する。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、地震波速度異方性構造の解析を進め、首都圏中心部のプレート

構造を明らかにする。MeSO-net データを適用して、自動震源決定手法の高度化試作版を

開発する。また、歴史地震による揺れの分布を考慮した地下構造モデルを推定する。３

次元階層化地震活動予測モデルの開発を進め、将来の地震活動による震度分布を高精度

に推定する手法を検討する。 

(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 教授 加藤愛太郎 

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 鶴岡 弘 

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) ２０１９年度の成果 

(a) 業務の要約 

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て、首

都圏および伊豆地方の地下構造を推定した。歴史地震による揺れの分布を考慮した地下

構造モデルを推定し、震度予測のプロトタイプを試作した。3 次元地震活動予測モデル

を開発し関東直下の地震予測を実現した。統計モデルに基づいた地震の時空間予測の研

究を進め、「地震ビッグデータ」から統計学・情報学の知見を活かした地震データ解析

プログラムの開発を行った。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１日以内で推定可能な手法を開発した。集客施設等において、簡易型地震計を稠

密に設置し、各地点の揺れの迅速な把握を行う仕組みの構築を準備した。 

 

(b) 業務の成果 

1) 首都圏および伊豆地方のプレート構造 

首都圏で発生した地震に対して、MeSO-net を含む首都圏の観測点で得られたデータ

を用いて、その P 波到達時刻データによる解析の分解能を確かめる数値実験（チェッカ

ーボードテスト）を実施した。その結果、このデータが、水平方向・深さ方向ともに 10 

kmのグリッド（中心部の深さ方向の間隔は 5km）での推定が可能であることを確認した。 

 図１は、トモグラフィー解析で得られた P 波方位異方性速度構造の一部である。東西

に伸びる特徴的な低速度異常領域やその南側における高速度異常領域の存在など、等方

性構造に見られる顕著な特徴の概要は先行研究（１）と調和的である。一方で、房総半島

の中央部において南北方向に伸びる低速度異常領域が存在することや、その東側（房総

半島東岸沖）にも高速度異常領域が存在することなど、フィリピン海スラブの構造に関

する新たな特徴も明らかになった。異方性については、先行研究によって首都圏下に存

在するフィリピン海スラブマントル内における南北方向の強い異方性領域の存在が示

されているが(２，３)、その方向が深さ変化していることが新たに明らかになった（NW–SE

から NNE-SSW まで時計回りに変化）。また、東西の帯状分布を示す低速度異常領域内の

異方性については、異方性の方向が、その南側にあるスラブマントルと同じ北西―南東

方向である領域と東西方向である領域のふたつが存在することがわかった。なお、異方

性の特徴の変化は連続的ではなく、不連続に変化する境界が存在するのに対し、等方性

構造では明瞭な境界を形成していない。よって、異方性構造を丁寧に解釈することで、

等方性速度構造研究だけでは知ることのできない、フィリピン海プレートの存在領域や

その周辺に関する新たな知見が得られると期待される。 
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図１ 首都圏周辺域の P 波方位異方性速度構造。等方性速度の摂動量（％）を色で表して

おり、暖色系は初期速度構造と比べて低速度異常、寒色系は高速度異常である。地震波異

方性は線分の方位が速く伝わる方向、その程度は長さで示している。各図の灰色の線は、

フィリピン海プレート上面（４）をあらわす。 
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2) 首都圏の３次元減衰構造 

３次元減衰構造を推定する際に、地下の減衰とサイト特性とのトレードオフの影響を考

慮するため、昨年度に引き続き相対増幅率を検討した。それによって、地震計が地表面で

なく地中に設置されていることの影響を取り除くことができると考えられる。得られた相

対増幅率を考慮して、三次元減衰構造インバージョンを行ったところ、残差（O-C）が減少

することが確かめられた（図２）。しかし、この構造は、観測地点が高密度な地域に限られ

ているため、それ以外の地点も含めた広範囲での検討を行う必要がある。また、この減衰

構造を考慮して、点震源によって任意の地点における震度を推定する「震度分布推定アル

ゴリズム」のプロトタイプを開発した。 

 

図２ 相対増幅率を考慮して得られた三次元減衰構造(10 Hz の例) 

 

３）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。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。 
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図３ 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 10km 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。  
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４) 統計モデルに基づいた地震の時空間予測 

余震活動の収束性や本震に至る地震活動の特徴を調べる目的で、2018年9月の北海道胆

振東部地震を統計モデルで解析した（５）（図４）。この手法を2011年東北地方太平洋沖地

震発生前の関東北部・東北地方広域での地震活動に適用し、その変動を東北地方東方沖の

プレート境界におけるスロースリップとの関連を検討した。非定常ETASモデルを用いて（房

総半島沖のスロースリップに伴う群発地震や伊豆東部の火山活動による）群発地震の予測

モデルの予測可能性を示した。 

 

 

図４ 胆振地震への非定常ETASの適用。 

赤は背景地震活動、青は余震誘発強度、グレーはトータルの地震活動強度を表わす。 

縦軸は日単位での平均地震発生量(対数スケール)。横軸は 2018年9月6日の本震発生から

の経過日数を2019年3月15日まで。 

下部はM-T図。ピンクの帯で表す群発発生時に背景地震活動が上昇する。 
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５）欠損した余震データによる余震分布の推定手法の開発 

本震直後の余震データは、本震による大振幅の影響により、完全な余震データを得るこ

とができない。そのため、実際に観測されたデータのみから余震分布を推定すると、その

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恐れがある。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ても、より確から

しい余震分布を得ることのできる推定手法の開発を行った。 

先行研究６)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、パラメータの最適化には複雑な積分を含むため大雑把な近

似計算を行っているが、推定値の収束性の理論保証を与えることが難しい。また、その近

似のため、パラメータの不確実性を推定することが難しい。 

そこで、余震検出確率をモデル化する際ガウス過程回帰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

ウス過程回帰は表現力が非常に高いことが知られており、ある条件下では実際深層学習と

同等の性能を持つことが知られている。さらに、点推定だけでなく、従来推定が困難であ

った余震検出確率及びパラメータの不確実性まで推定可能となる。また、データ拡大法と

ギブスサンプリングを組み合わせることで、近似を必要とする複雑な最適化を避け、サン

プリングによるパラメータの推定手法を確立した。 

図５は、2004 年の中越地震に対して提案手法を適用した結果である。検出確率と b 値に

対し、欠損値を考慮した平均関数及び点推定値だけでなく、信用区間も含めて推定するこ

とが可能となった。 

 

 

 
図５ 予測された余震検出確率(左)と b 値の事後分布のヒストグラム(右) 
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６） 集客施設における過去の地震による地震被害 

 今後の首都圏における地震被害を考えるためには、過去に発生した大地震における被害

状況を調査し、検討する必要がある。大正関東地震より前に、首都圏に大きな被害をもた

らした地震として、1855 年の安政江戸地震がある。当時、成田空港周辺の地域にはあまり

人が住んでいなかったため、書き残した文書が少なく、どの程度のゆれが生じていたのか

不明である。そこで、同様な大地震が発生したときに、その地震による空港周辺の被害を

推定することを目的として、同じ位置で臨時観測を行い、その記録を用いて推定すること

を試みた。まず、空港に近い印西市、成田市、佐倉市における被害について、いくつかの

古文書に記載されている被害を吟味し直した。成田山新勝寺では、安政江戸地震によって

灯篭が全部倒れるなどの被害あったことがわかった。そのほか、周辺の地域における古文

書を調査し、被害のあった場所を特定した。そこで、空港を含めこれらの地域において臨

時地震観測（図６）を実施し、現代の地震による地震動と安政江戸地震による被害の比較

を行った。暫定的な解析によると、地域ごとに揺れの大きさに違いがあり、同じ地域でも

地点によって揺れの特徴に差があることが判ってきた。さらなる解析（スペクトル解析等）

を行うことで、それらの地域がどの程度の地震動を受けるのかを推定することに役立つこ

とが期待できる。 

 

 

図６ 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。 
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(c) 結論ならびに今後の課題 
 

1) 首都圏および伊豆地方のプレート構造 

昨年度準備した初期データについての分解能をチェッカーボードテストで調べると

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を実施した。その結果、先行

研究では明らかにされていなかったフィリピン海スラブの等方性構造および異方性速

度構造の特徴が明らかになった。今後の課題は、この特徴を解釈し、首都圏における地

震活動との関連性を明らかにすることである。 

 

２）首都圏の３次元減衰構造 

相対増幅率を考慮したインバージョンにより、より精度よく減衰構造を求めることが

できた。しかし、求められた構造は観測地点の密度の高い地域に限られているため、そ

れ以外の地点も含めた記録を用いた検討により、より広い範囲での減衰構造を求める必

要がある。震度分布推定アルゴリズムについては点震源とした場合のプロトタイプを構

築した。しかし、大地震の場合には断層の広がりを考慮する必要課題として残される。 

 

３）関東下の 3 次元地震活動予測モデルの開発 

関東下の地震活動度を予測する 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た、地震活動度予測モデルを作成した。パラメ

ータには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。 

 

４) 統計モデルに基づいた地震の時空間予測 

北海道胆振地震の余震活動を解析し、その手法を適用した東北沖地震前の地震変動を

検討した。測地学データに基づく群発地震の予測モデルの開発は途に就いたばかりであ

る。このための非定常 ETAS モデルの計算の高速化を行い、群発地震の解析事例を増や

してどの程度実現可能かを検討する必要がある。 

 

５）欠損した余震データによる余震分布の推定手法の開発 

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。今後は提案手法の高速な実装を可能

となるアルゴリズムの検討を行う。 

 

６）集客施設における過去の地震による地震被害 

 成田山新勝寺では、安政江戸地震によって灯篭が全部倒れるなどの被害あったことが

わかった。空港を含めた臨時地震観測からは空港は震度が小さめに評価されたが、局所

的な設置場所の条件も考えられる。スペクトル解析による検討が必要と考えられる。 
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(e) 学会等発表実績  

1)学会等における口頭・ポスター発表 

 
 

発表成果（発表題目、

口頭・ポスター発表の

別） 

発表者氏名 発表した場所 
（学会等名） 

発表時期 国際・

国内の

別 
北海道における 3 次元 S

波減衰構造、ポスター 

中村亮一・

椎名高裕 

日本地球惑星科学

連合 2019 年大会

（幕張）、SSS12-

P05 

2019 年 5 月 国内 

MeSO-net のスペクトル

特性（その２）－相対

的増幅率による検討

－、口頭 

中村亮一・

鶴岡弘・加

藤愛太郎・

酒井慎一・

平田直・椎

名高裕 

日本地球惑星科学

連合 2019 年大会

（幕張）、SSS13-30 

2019 年 5 月 国内 

首都圏下における異常

な地震波異方性分布

（１）フィリピン海ス

ラブマントル，口頭 

石瀬素子・

酒井慎一・

加藤愛太

郎・青井

真・松原誠 

幕張メッセ国際会

議場（地球惑星連

合大会 2019 年大

会） 

2019 年 5 月 国内 

地質構造を考慮した関

東地方の地震波異方性

速度構造の解釈 

石瀬素子・

酒井慎一・

加藤愛太郎 

京都大学（日本地

震学会秋季大会） 

2019 年 10 月 国内 

1855 年安政江戸地震に

関する成田市周辺の諸

記述について、ポスタ

ー 

石瀬素子・

中村亮一・

村岸純・ 

原田智也・

酒井慎一 

徳島大学（歴史地

震研究会） 

2019 年 10 月 国内 

1855 年安政江戸地震の

震度分布データベース

の構築（１） 

中村亮一・ 

酒井慎一・ 

村岸純・ 

石瀬素子・ 

加納靖之・ 

佐竹健治・ 

宇佐美龍夫 

徳島大学（歴史地

震研究会）  

2019 年 10 月 国内 
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発表成果（発表題目、

口頭・ポスター発表の

別） 

発表者氏名 発表した場所 
（学会等名） 

発表時期 国際・国

内の別 

1855 年安政江戸地震に

よる佐倉城・城下の被

害と震度 

原田智也・ 

中村亮一・ 

石瀬素子・ 

酒井慎一  

新潟大学（近代歴

史地震研究会）  

2019 年 11 月 国内 

自筆の、いわゆる「手

前味噌」の記述に基づ

く安政江戸地震の S—P

時間の見直し，  

石瀬素子・ 

中村亮一・ 

杉森玲子・ 

佐竹健二 

東京大学地震研究

所（地震研究所談

話会） 

2020 年 2 月 国内 

2018 年北海道胆振東部

地震及びその周辺の三

次元 S 波減衰構造 

中村亮一・ 

椎名高裕 

東京大学地震研究

所（地震研究所談

話会） 

2020 年 2 月 国内 

Anomalies in wide 
seismicity before the 
2011 Tohoku 
Earthquake 

Kumazawa, 
T., Ogata, Y., 
Toda, S. 

11th 
International 
Workshop on 
Statistical 
Seismology 
(StatSei11), ザ・

プリンス箱根芦ノ

湖 

2019 年 8 月

20 日 

国際 

Characteristics of 
Seismic Activity 
before and after the 
2018 M6.7 Hokkaido 
Eastern Iburi 
Earthquake 

Kumazawa, 
T. 

Workshop on 
Hawkes processes 
in data 
science, 統計数理

研究所, 東京都立

川市 

2019 年 8 月

27 日 

国内 

北海道胆振東部地震の

本震前後の地震活動の

特徴について (in 

English) 

熊澤貴雄, 

尾形良彦,  

鶴岡弘. 

日本地震学会 2019

年度秋季大会, 京

都大学吉田キャン

パス, 京都市 

2019 年 9 月

16 日 

国内 
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発表成果（発表題目、

口頭・ポスター発表の

別） 

発表者氏名 発表した場所 
（学会等名） 

発表時期 国際・国

内の別 

Modeling seismicity 
anomalies: extension 
of the ETAS model 
and its applications. 

Kumazawa, 
T. 

Geophysics 
Seminar in 
Sustech, 
Shenzhen, China 

2019 年 10

月 15 日 

国際 

群発地震活動の非定常

ETAS モデルによる検出

と測地学データに基づ

く予測可能性について 

熊澤貴雄 第 225 回地震予知

連絡会, 重点検討

課題「地震発生の

予測実験の試行

06」, 東京,九段 

2019 年 11

月 22 日 

国内 

北海道胆振東部地震の

詳細解析 

熊澤貴雄,  

尾形良彦,  

鶴岡弘 

東京大学地震研究

所 研究集会「日

本における地震活

動に基づく地震発

生予測検証実験

(CSEP-Japan)」 

2019 年 11

月 25 日 

国内 

3D seismicity model 
beneath the Greater 
Tokyo Area（口頭） 

Yosihiko 
Ogata 

Workshop on 
Hawkes processes 
in data science, 
統計数理研究所 

2019 年 8 月

27 日 

国際 

Operational 
Earthquake 
Forecasting during 
the Ridgecrest 
Sequence and CSEP2 
Progress  
（口頭）  

Yosihiko 
Ogata 

CSEP(Collaborato
ry for the Study of 
Earthquake 
Predictability) 
Workshop,  
Hilton Palm 
Springs 、

California  

2019 年 9 月

7 日 

国際 

階層的時空間 ETAS モ

デル常時地震活動と小

繰り返し地震（口頭） 

尾形良彦 研究集会「地震火

山 観 測 研 究 計 画 
繰 り 返 し 地 震 課

題」 , 東北大学地

震・噴火予知研究

観測センター 

2020 年 1 月

16 日 
国内 
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2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

・ 査読付き 

 
3)マスコミ等における報道・掲載 

・ なし 

 
 

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表した場所 

（雑誌等名） 

発表時期 国際・

国内の

別 

三次元減衰構造インバ

ージョンにおける地中

地震記録 に よる 影響 

- MeSO-net データの活

用の検討 - 

中 村 亮 一 ・

鶴 岡 弘 ・ 加

藤 愛 太 郞 ・

酒 井 慎 一 ・

平田直 

日本地震工学会論

文集, 

第 20 巻,第 1 号，

p.1_1-1_12, 

doi.org/10.5610/

jaee.20.1_1 

2020 年 1 月 国内 

Three-dimensional S-
wave attenuation 
structure in and 
around source area of 
the 2018 Hokkaido 
Eastern Iburi 
Earthquake, Japan 

Nakamura,
R.,T.Shiina 

Earth Planets and 
Space, 
doi:10.1186/s4062
3-019-1095-6 

2019 年 11 月 国際 

1855 年安政江戸地震の

神奈川周辺の被害につ

いて 

中 村 亮 一 ・

西 山 昭 仁 ・

原 田 智 也 ・

五島朋子 

歴史地震、第 34 号、

p.167-183 

2019 年 国内 

Characteristics of 
seismic activity 
before and after the 
2018 M6.7 Hokkaido 
Eastern Iburi 
earthquake. 

Kumazawa, 
T., Ogata, Y. 
& Tsuruoka, 
H. 

Earth Planets 
Space 71, 130, 
doi:10.1186/s4062
3-019-1102-y 
 

2019 年 11 月 国際 

High-resolution 3D 
earthquake 
forecasting beneath 
the greater Tokyo 
area, 

Ogata, Y., 
Katsura, K., 
Tsuruoka, 
H. and 
Hirata, N. 

Earth, Planets 
and Space, Vol.71, 
Article No.113, 
doi:10.1186/s4062
3-019-1086-7 

2019 年 11 月 国際 
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(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) ２０２０年度業務計画案 

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て推

定した首都圏および伊豆地方の地下構造および３次元 P 波方位異方性速度構造を解釈

する。歴史地震による揺れの分布を考慮した首都圏の３次元減衰構造において、面震

源（断層モデル）を考慮したアルゴリズムの開発について検討する。主要な地震に伴

う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続行すると共に、非定常

ETAS モデルを用いて群発地震の解析事例を増やし、測地データから地震活動への予測

モデルの実現性を検討する。本震直後の余震分布のリアルタイムでの推定を可能とす

るため、提案手法を改良し、変分近似を用いたより高速な推定アルゴリズムを開発す

る。成田周辺の地震被害について臨時地震観測記録のスペクトル解析に基づき揺れや

すさについて検討をすすめる。簡易型地震計を稠密に設置し、各地点の揺れの迅速な

把握を 行う仕組みの構築を試行する。 
 

  


