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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） 

(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、「②e.首都圏における過去/未来の

地震像の解明」として、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 

 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

の改良等を引き続き行う。 
 

(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 専門研究員 瀧澤倫明 

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 
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(2) ２０１９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）解析を行う。具

体的には、丹沢山地を中心とする解析領域中部において不連続面が検出できない原因を

探るために、 1. Ｓ波の RF 解析を実施し、P 波の RF 関数では検出できない不連続面

の検出、 2. 解析領域中部で観測される初動振幅の小さい RF を説明できる地下構造

の推定、を実施する。  

 

(b) 業務の成果 

現在まで、防災科学技術研究所、東京大学、気象庁、温泉地学研究所の地震観測デー

タを用いた RF 解析を行い、北緯 34.5-35.8 度、東経 138.3-140.0 度、深さ 100 km までの

範囲の不連続面の検出及び形状推定を試みてきた。前年度までに、伊豆半島を含む解析

領域西部においてフィリピン海プレートのモホ面に対応すると解釈できる不連続面を

検出することができたが、それ以外の領域の不連続面の検出には至っていない。そのう

ち、解析領域東部の厚く低速度な表層が分布する地域で得られる RF は、その表層の影

響を大きく受けるため深さ変換には不向きだとわかった。ただし、丹沢山地を中心とす

る解析領域中部において不連続面が検出できない原因として、この問題点は当てはまら

ない。そこで、令和元年度は、その原因を解明し、解析領域中部には不連続面が存在す

るのか、また存在するならどの深さに存在するのかを明らかにすべく解析を進めた。  

そのために、まず行ったのは S 波 RF 解析である。P 波 RF は遠地地震の P 波の後続

波から Ps 変換波を検出することができるのに対し、S 波 RF は S 波の先駆波から Sp 変

換波を検出することができる。そのため、何らかの理由で P 波 RF では検出できない不

連続面が、S 波 RF では検出できる可能性があると考えた。また、低速度な表層が存在

する領域の地震波形には多重反射波が含まれる。遠地地震の P 波によって励起される

Ps 変換波と多重反射波はともに P 波の後続波となるが、S 波によって励起される Sp 変

換波は S 波の先駆波、多重反射波は S 波の後続波となり、S 波 RF 上では S 波に対する

到達時刻によりそれらを分離することができる。そのため、S 波 RF を用いると、多重

反射波によって不連続面の検出が困難である解析領域東部の不連続面についても検出

できる可能性がある。  

しかし、S 波 RF 解析を行ったところ、遠地地震の S 波はノイズレベルが大きく、P
波 RF と同様の Quality Control を適用すると解析可能な S 波 RF の数が少なくなり、信

頼性の高い P 波 RF と同様の基準で不連続面を検出することが難しいことや、S 波 RF

の解析範囲が浅部に限られることから、S 波 RF を用いても解析領域中部の不連続面の

検出には至らなかった（図１）。  
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 次に、解析領域中部で観測される初動振幅の小さい RF を説明できる地下構造を、RF

の波形合成を行って試行錯誤しながら探索した。  
 まず、地震波の減衰の大きさが RF 振幅にどのように作用するかを調べた（図２a）と

ころ、減衰は不連続面の検出を困難にはするが RF の初動振幅に大きな影響を与えない

ことが分かった。次に、地震波速度の値そのものを変化させて RF を合成した（図２b）。

もともと 0.5 程度の初動振幅だった RF は 50%の速度低下により初動振幅が 0.2 程度と

なり不連続面に対応するピークも小さくなるので、解析領域中部付近の RF の特徴を説

明できる。しかし、これほど大きな速度低下がある程度の広がりをもって存在すれば、

地震波トモグラフィで十分検出可能であると考えられるが、そのような極めて低速度な

上部マントルや地殻の存在は確認されていない。  

 
 

 次に、上部マントル内に傾斜する不連続面を仮定して RF を合成した（図３）。東向き

に傾斜する不連続面を仮定すると、東側に震源のある RF(ラディアル成分)の初動が小

さくなり、両水平成分とも初動振幅が方位依存性を持つことがわかる。  
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傾斜を仮定した合成 RF の波形の特徴を参考に、観測から得られた RF の初動振幅の方

位依存性を調べた（図４）。図４には初動振幅の方位依存性が明瞭に検出できた観測点

に、その特徴的な方向と方位依存性の大きさに対応した長さを持つ矢印を付した。矢印

の分布を見ると、その向きには地域性があるのが分かる。方位依存性の大きさは、初動

振幅の絶対値（ラディアル成分とトランスバース成分の２乗和の平方根）に対するトラ

ンスバース成分の振幅で表現され、その値は小さくとも 0.23（最大値は 0.97）であり、

方位により RF の初動振幅はある程度大きく変化している。トランスバース成分の初動

振幅は、遠地 P 波の観測点への入射方向の大円からのずれにより生じ、そのずれを生む
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原因を特定することは難しい。しかし、図４の矢印を見ると、観測点ごとに異なる様々

な原因で生じる方位依存性が偶然地域性を持って分布しているように見えることを想

定しない限り、そのずれは広域に共通な原因によって生じていると考えられる。地震波

トモグラフィ解析 1)で得られた速度分布に基づき P 波速度が 7.8 km/s の等速度面の深さ

を示すと（図４）、この 150 km 四方程度の領域に 50 km 程度の深さ変化があるぐらいに

は上部マントルが不均質であることがわかる。上部マントルの不均質が、RF の初動振

幅の大きさそのものや方位依存性、あるいはリソスフェア内の不連続面の検出が困難に

なることの原因となっている可能性があるのではないだろうか。  

 
(c) 結論ならびに今後の課題 

これまでの P 波 RF 解析と同様の震源と観測点のデータを用いて S 波 RF 解析を行

った。現時点では、解析領域中部では S 波 RF を用いてもモホ面を検出できていない

が、その原因として S 波 RF のノイズレベルが大きいことや不連続面の検出限界が浅す

ぎることが挙げられる。 
 次に、P 波 RF の初動振幅について詳細に調べたところ、複数の観測点で明瞭な方位

依存性が見られ、その大きさと方位の分布に地域性があることがわかった。上部マント

ルの速度不均質が方位依存性を生む原因である可能性があり、その場合モホ面以浅で励

起された変換波や直達 P 波の振幅は、水平成層のモデルでは説明できない可能性があ

る。 
今後は、まず P 波 RF の初動振幅に上部マントルの速度不均質が大きく影響している

「可能性」が確かかどうかという点を突き詰める。具体的には、既往のトモグラフィモ

デル 1)が示す不均質が解析領域で観測される RF 振幅に与える影響を調べる。そうする

ことで、リソスフェア内に速度コントラストがあったとしてもその検出が困難なのか、

あるいは検出が困難なのではなく強いコントラスト自体がないのかについて、結論を出

せると考えている。調査の結果 RF の初動振幅の大きさや方位依存性の分布が上部マン

トルの速度不均質を仮定して説明できそうになければその結論は出せないが、その場合

はその解明に向けて新たな調査を進める。その後は、現在まで変換面が水平であること

を仮定して RF の深さ変換を行ってきたが、その傾斜を考慮しながら深さ変換 2)を行い、

より正確に不連続面の深度分布を推定する。 
 
(d) 引用文献 
1)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. 

2) Abe, Y., Ohkura T., Hirahara K., and Shibutani T.: Common-conversion-point 
stacking of receiver functions for estimating the geometry of dipping interfaces, 
Geophysical Journal International, 185, pp.1305-1311, 2011. 
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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 

 
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) ２０２０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、RF 解析を進める。 
2020 年度は、既往の地震波トモグラフィモデルを用いて各観測点で観測されるべき

RF を合成し、実際に観測された RF の特徴がどの程度説明できるのかを調べる。実際

に観測された RF の初動振幅の大きさや方位依存性の分布が、現在までに知られている

上部マントルの速度不均質で説明することが可能である場合は、解析領域中部にフィリ

ピン海プレートのモホ面に対応する不連続面が存在しないのか、あるいは不連続面が存

在するとしてもそれを検出するのが困難なのかということに結論を出す。もし、結論が

出せない場合は、RF の初動振幅の大きさと方位依存性の原因についてさらに追及する。

結論が出せた場合は、検出した不連続面の傾斜を考慮しながら深さ変換を行うことで正

確に不連続面の深度分布を推定する。 
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