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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)２０２０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する。レシーバ関数解析の解析手法の改善を引き続き実施

して、地震波速度構造では解像度のない深部におけるプレートの面的形状を明らかにする。

また、GNSS データの解析から、プレート境界におけるひずみ蓄積過程についての検討を

行い、伊豆衝突帯のテクトニクスモデルの構築を進める。  

 

(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 藤松 淳 

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 
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(2) ２０２０年度の成果 

(a) 業務の要約 

伊豆衝突帯及びその周辺における地震像を解明するために、レシーバ関数解析を用いた

プレートの 3 次元構造の推定と地殻変動データによるひずみの蓄積過程の検討を実施した。  

1) レシーバ関数によるリソスフェア構造の推定について  

深部のプレート構造解明のため、レシーバ関数解析を行った。まず、遠地地震の P 波到

達時付近の波形から P 波レシーバ関数を、S 波到達時刻付近の波形から S 波レシーバ関数

を作成し、両者を同時に用いることで対象地域の波線のカバーレッジを改善した。また、

地震波の走時計算に波面法を用いることで 3 次元的な波動伝搬を導入し、それに基づきレ

シーバ関数を空間的な位置に割り当てることで不連続面の検出を試みた。その結果、フィ

リピン海プレートおよびスラブのモホ面に対応すると解釈できる不連続面が検出され、そ

の 3 次元的な形状が明らかになった。  

2) 神奈川県西部〜伊豆半島北東部における剪断歪集中域とその解釈について 

GNSS のデータから、伊豆半島周辺は北伊豆断層帯の西側では相対的に西方向へ、一方

東側では北北西に向かって動いている。また東側でみられる北向きの動きは、北伊豆断層

付近から東に離れるにつれて変位速度が速くなっていく。このため、北伊豆断層を西の端

として幅数十キロの剪断帯が存在する。このような地殻変動を説明するため、次のような

モデルを考案した。剪断帯の西側ではフィリピン海プレートの地殻内にデタッチメントが

存在し、下部地殻は沈み込むのに対し、上部地殻は衝突して北進できず結果として西向き

の動きが残る。東側では、フィリピン海プレートが陸側のプレートに沈み込んでおり、プ

レート間の固着によって陸域でも北向きの変位が見られる。これら衝突と沈み込みの間の

遷移領域として、剪断帯が形成される。剪断帯内部では、伊豆半島付近ではデタッチメン

トが存在するが、陸側に近い部分では一部がカップリングする。このカップリングは東に

行くほど強くなり、東側では完全に一体となって沈み込んでいる。 

 

(b) 業務の成果 

1) レシーバ関数による深部プレート構造の推定 

伊豆衝突帯のリソスフェアにおける地震波速度不連続面を検出し、その 3 次元形状を推

定するために、レシーバ関数解析を行った。この解析には、神奈川県とその周辺に設置さ

れた、防災科学技術研究所(MeSO-net 、Hi-net、 V-net)、東京大学地震研究所、気象庁およ

び神奈川県温泉地学研究所が設置した地震観測点で観測された地震波形を用いた。これま

での解析結果から P 波のレシーバ関数のみでは波線のカバーレッジが悪く、対象地域のプ

レート構造の推定にデータが不足することが明らかとなったことから、今年度は S 波のレ

シーバ関数も導入してカバーレッジを向上させることとした。マグニチュード 6 以上の遠

地地震(震央距離 30 °-90 °)の波形を解析に使用し、P 波到達時付近の波形から P 波レシー

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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バ関数を、S 波到達時刻付近の波形から S 波レシーバ関数を作成した。時間の関数として

得られるレシーバ関数を深さ断面に投影するためには、速度構造モデルを仮定する必要が

ある。不連続面形状を正確に推定するために、地震波トモグラフィにより推定された速度

モデル 10)および防災科学技術研究所の浅部・深部統合地盤モデルを仮定して走時計算を行

い、レシーバ関数の振幅を深さ断面に投影した（図１)。走時計算の際に遠地地震および不

連続面で変換された地震波の 3 次元的な伝搬を考慮するため、波面法を適用した。具体的

には、例えば P 波レシーバ関数であれば、解析領域内における遠地地震の P 波の 3 次元的

な到達走時場と観測点から射出される S 波の 3 次元的な到達走時場を計算し、その両方の

場から P 波と S 波とが水平面に対しスネルの法則を満たす点を選抜する。そして、その点

の P 波走時と S 波走時を足し合わせたものから、遠地 P 波の観測点への到達時刻を差し引

いた時刻に対応するレシーバ関数の振幅を、その点に割り当てる。  

 

S 波レシーバ関数の振幅も遠地地震の S 波と観測点から射出される P 波の走時場を用いほ

ぼ同様の処理を行った。  

解析領域内で観測された多数のレシーバ関数の振幅を空間に割り当てることで、フィリ

ピン海プレートおよびスラブのモホ面に対応すると解釈できる不連続面が、解析領域の広

範囲にわたって連続するレシーバ関数のピークとして検出され、その形状を明らかにする

図１： レシーバ関数の深さ断面  

P 波および S 波のレシーバ解析の結果を統合し、スムージングして 0.1 度四方ごと

に一つの深さ関数としたもの。ピークの振幅がある閾値を超えた領域をドットで示

し、それが連続的に分布する場所では黒の実線でつないだ。左上から、右下に向か

って北から南に東西断面が並んでいる。上に低速度層がある不連続面の位置が、暖

色で示される  

これによって、空間的に広く連続するピーク並びが検出できた。  
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ことができた（図 2）。検出されたモホ面は、伊豆半島の下で 35 – 39 km の深さに存在し、

そこから北向きに深さを増し、富士山直下では深さが 50 km 以上になる。また、東経 139.3 

– 139.5°では深さが 30 – 40 km と浅い。次に、先行研究で得られているフィリピン海スラ

ブ上面の深度分布に基づいて、地殻の厚さ分布に変換する。フィリピン海スラブの上面は

先行研究 4,5,11)の結果を用いた（ここでいう地殻は、沈み込むあるいは衝突するフィリピン

海スラブの地殻のこと）。 

 

図３に得られた地殻の厚さ分布を、図４に地図上の A-A’、B-B’、C-C’、D-D’の断面を示

している。断面図の黒い線がモホ面、青い線はフィリピン海スラブの上面の深さである。

陸側(A-A’)では 20km 程度の凹凸が存在し、厚いところで 40km 以上ある。一方、伊豆弧の

地殻は伊豆半島では 35km 程度であり、ほぼ平坦である。さらに陸側では 15〜20km の厚

さである。伊豆‐マリアナ弧の地震波速度構造解析の結果 13)を見ると、伊豆弧の地殻は、

10〜15km 程度の厚さの前弧・背弧に比べて火山弧では 20km 程度の厚さがある。したがっ

て、伊豆半島から富士山にかけての領域は、伊豆弧の構造よりも明らかに厚い地殻を持っ

ていると考えられる。これらは、衝突の影響による短縮変形によるものかもしれないが、

もともと火山弧の部分が厚かった可能性もある。このようなフィリピン海プレート及びス

ラブの厚さの変化は、陸側プレートとの衝突・沈み込み、火成活動などの影響を反映して

いると考えられ、現在の地震活動や地殻変動などを考える上で重要な成果である。  

ただし、先行研究による上面の解釈には注意が必要である。例えば、フィリピン海スラ

図２：レシーバ関数のピークから推定された不連続面の深さ分布 

検出された不連続面は先行研究 1,2,4,5,11)によって示された中部－下部地殻の境界やス

ラブ上面よりも深いことから、モホ面であると解釈できる。モホ面は 30 – 60 km の

深さ範囲に検出され、解析領域南部や東部で浅く、北西側では深い。特に伊豆半島で

は、先行研究 8)により推定された不連続面と整合的な深さ。  
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ブの下部地殻上面の深さ 1,2)（図４のピンクの線）を考慮すると、プレート構造のイメージ

は大きく変わってくる。伊豆衝突帯のリソスフェアのあらゆる層境界の 3 次元形状を正確

に推定することができれば、衝突のプロセスの解明が大きく進展すると考えられる。本研

究では、そのうちフィリピン海プレート及びスラブのモホ面形状について明らかにしたが、

この地域で発生する地震像を明らかにするためには、スラブ上面の深さの検討が不可欠で

ある。  

図３：先行研究 4,5,11)で得られているフィリピン海スラブ上面の深度分布に基づいた、

地殻の厚さ分布  

等高線はスラブ上面の深さ 4,5,11)を示し、ピンクの線は下部地殻上面の深さ 1,2)を示す。 
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2）神奈川県西部〜伊豆半島北東部における剪断歪集中域とその解釈 

 本研究では、伊豆衝突帯における収束テクトニクスを明らかにするために、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。解析の結果、以下のことが明らかとなった。  

 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。この剪断変形帯は、プレートの衝突と沈み

込みの間の遷移帯と考えられる。すなわち、衝突により北上できなくなった伊豆半島に対

し、相模湾側では、沈み込み帯におけるプレート間カップリングにより北向きの変位が進

展していることに起因し、その間で剪断変形が生じていると考えられる。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 12)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５）。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。  

図４：図３に示された A-A’、B-B’、C-C’、D-D’の位置での断面図。青線は先行研究

4,5,11)によるスラブ上面の深度 
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次に蓄積されていく歪みがどのように解放されるかについて考察する。測地データから

推定される剪断変形帯の最大の平均変位速度は 10mm/yr である。一方、北伊豆断層の断

層周辺の引きずりによる変形分を含んだ平均変位速度は 4mm/yr 以上とされる 7)。北伊豆

断層の左横ずれでこの分の歪を解消するとして、残りの歪を解消する候補としては、剪断

変形帯の内部変形もしくは別の横ずれ断層の変位、さらにプレート境界地震の際の上盤と

して弾性的に歪が解消される可能性があげられる（図６）。 

1923 年大正関東地震を例としてプレート境界地震による地表変位を推定すると、小田

原付近におけるプレート境界地震の際の水平方向の地殻変動は１〜２m9)である。同程度

の規模のプレート境界地震が 200 年に一度程度発生すると仮定すると、平均変位速度は 5

〜10mm/yr に相当する。地震時の変位に加え、アフタースリップによる変位もあると考え

れば、北伊豆断層帯の運動で解消される分を引いた残りの歪はほとんどプレート境界地震

の時の変位によって解消されるとしても良いのかもしれない。この場合、剪断変形帯内部

での横ずれ断層の存在は必要なくなる。一方で、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

模湾断裂 6)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６ (c））。 

図５： 神奈川県西部〜伊豆半島北東部における剪断歪集中域（赤色のエリア）

とそれを説明する概念的なモデル 3)。 
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(c) 結論ならびに今後の課題  

レシーバ関数解析をベースとして伊豆衝突帯のプレート構造を解明し、そこで発生する

地震像を明らかにすることが本研究での最終的な目標である。これまでは、伊豆半島から

丹沢山地付近までなるべく広範囲の 3 次元的なプレート構造の推定が可能となるよう、レ

シーバ関数解析の解像度やカバーレッジを改善することに注力してきた。本年度は P 波レ

シーバ関数に加え S 波レシーバ関数を用いて波線のカバレッジを向上させたことで、伊豆

衝突帯周辺のモホ面の深度分布を連続的に検出した。その結果、伊豆半島では伊豆島弧に

比較してモホ面が深いことやプレートの 3 次元的な凹凸などの特徴が明らかとなった。ま

た、GNSS 観測点のデータを用いて、伊豆衝突帯とその周辺の地殻変動の特徴を明らかに

し、それを説明するための定性的なテクトニクスモデルを構築した。  

図６ : 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 

(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  
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今後は、過去に発生したあるいは今後発生が予測される地震がどこでどのようなメカニ

ズムで発生するのか、伊豆衝突帯における地震像のより具体的なイメージを明らかにする

ため、これまで得られたプレート構造や地殻変動解析の結果を統合するとともに、浅部の

速度構造などの最新の成果もとりいれて、解析結果の解釈を進めていく必要がある。  
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(3) ２０２１年度業務計画案 

 2021 年度は、レシーバ関数のピークが見えない領域について引き続き改善を進め可

能な限りモホ面の検出を目指すとともに、反射法探査や温泉地学研究所のトモグラフィの

結果など最新の研究成果を参照しながらプレート上面の深さを検討し、プレート形状につ

いてさらなる検討を進める。  

また、得られた結果の解釈に重点をおいて研究を進め、最終的には地殻変動の解析結果

から推定されたコンセプトモデルをベースに、今回得られた 3 次元的なプレート形状を考

慮して包括的なテクトニクスモデル構築をする。  

これにより、伊豆衝突帯周辺で発生する、あるいは過去に発生した地震像の解明に資す

る。 

  


