
 

 

データプラットフォーム拠点形成事業（防災分野）  

 

首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト 

 

サブプロジェクト（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」  

 

 

 

 

（２０２０年度） 

成果報告書 

 

 

２０２１(令和３)年 5 月 

 

国立研究開発法人防災科学技術研究所 

  



i 

 

はじめに 

 

わが国は世界でも有数の地震大国であり、これまでに幾度となく甚大な物理的・人的・

経済的被害をうけてきました。特に、過去に甚大な被害をもたらしてきた首都直下地震や

南海トラフ地震については、地震調査研究推進本部地震調査委員会の長期評価によれば、

今後 30年以内の地震発生確率はどちらも 70％程度であり、その切迫性が高まっています。 

3,800 万人を擁する世界最大の都市圏における首都直下地震については、内閣府より、

首都機能の喪失をはじめその経済被害想定額が 95 兆円と試算されており、社会的懸案事

項として捉えられています。こういった自然災害に対応するため、最先端の防災科学技術

を一層推進すべく、「経済財政運営と改革の基本方針 2016（平成 28 年 6 月 2 日閣議決定）」、

「日本再興戦略 2016－第 4 次産業革命に向けて－(平成 28 年 6 月 2 日閣議決定)」、「科学

技術イノベーション総合戦略 2016(平成 28 年 5 月 24 日閣議決定)」といった政府の基本方

針が定められています。 

 

わが国の現在の防災力ではこうした大規模地震災害の被害を完全に予防することはで

きず、残された時間の中で少しでも被害を減らすこと、高い事業継続能力を持つこと、速

やかな復旧・復興を実現することで災害に対するレジリエンスを向上させることが課題で

す。 

一方で、2015 年 5 月に発生した小笠原諸島西方沖地震では、大きな被害こそ発生しなか

ったものの、首都圏における約 2 万機のエレベータの停止、交通機関の乱れ、ライフライ

ンの一時停止等が生じ、事業の中断や経済機会損失にもつながっており、このように比較

的頻度の高い中規模地震への備えの充実も決して看過することができません。 

また、政府では、急速に成長するアジアをはじめとする世界の観光需要を取り込み『観

光先進国』への新たな国づくりに向けて邁進していることから、災害発生時の訪日外国人

旅行者向けの対策も重要な課題です。 

特に、都市機能、人口が集中し、社会経済活動の中枢でありわが国の頭脳となっている

首都圏においては、災害に対する脆弱性を内在していることから、首都機能の維持を図る

ため、詳細に災害リスクを評価するとともに発災に備えた対策を施しておくことは、これ

までにも増して重要かつ喫緊の課題となっています。 

 

そこで、本プロジェクトにおいては、以下に掲げる 3 つのサブプロジェクトの推進、有

機的連携を通じて、官民一体の総合的な事業継続や災害対応、個人の防災行動等に資する

データの収集・整備を目指します。 

 

（a）首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向けた連携

体制の構築 

（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 

（c) 非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備 
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本プロジェクトの推進に当たっては、防災科研が有する、又は管理・利用する研究開

発基盤（施設・設備・リソース等）を活用した大学等との連携方策等について提案を募

り、オールジャパンによる研究推進体制を構築し、本プロジェクト終了時における研究開

発成果の最大化を図ります。 

 

 本報告書は「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」のうち、「（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」に関する、2020 年度の実施内容

とその成果を取りまとめたものです。  

 

「官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備」（以下、本サブプロジェクト）

の目的は、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首都圏地震観測

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

アルタイムの観測データ、民間が保有する地震観測データを統合した超高密度地震動観測

データを収集・整備することです。これらのデータにより、これまでに解明を進めてきた

地震像の精緻化や都市の詳細な地震被害評価に資することを目指しています。  

 

本サブプロジェクトは、「(1)官民連携超高密度観測データ収集・整備」と「(2)マルチデ

ータインテグレーションシステムの検討」の二つの研究課題から構成されています。前者

の課題では、首都圏の地震像や地盤特性を明らかにするために、より稠密かつ確実に地表・

地中の観測データ等の収集・整備を行います。後者の課題では、首都圏の揺れの様子を超

高解像度で把握するため、大量かつ多様な地震データを統合するシステムについて検討し

ます。さらに、様々なデータを取り入れることにより、地震発生直後の揺れの迅速な把握

に加えて、過去の大地震の揺れの推定や将来の大地震による揺れの予測等に資するデータ

解析手法を検討します。また、マルチデータインテグレーションシステムの入力の一部と

して想定している民間企業が保有する地震データは、サブプロジェクト「（a）首都圏を中

心としたレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向けた連携体制の構築」が運用

するデータ利活用協議会を通じて取得・利用するとともに、マルチデータインテグレーシ

ョンシステムの出力となる地震動データや揺れの指標データについては、サブプロジェク

ト(a)および「（c) 非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備」から

の要望も加味しながらシステム開発の検討を進めます。 

2020 年度は、5 か年計画で進める本プロジェクトの４年目にあたります。首都圏地震観

測網（MeSO-net）を安定運用し、稠密かつ良質な首都圏の地震動データを収集しました。

収集した MeSO-net や民間企業等によるデータを活用するマルチデータインテグレーショ

ンシステムの自動化を進め、地震時に詳細な地震動情報の配信を可能にし、それに必要な

地盤特性の検討も進めています。また新たな観測技術の開発を進め、実フィールドでの試

験観測も継続・拡大しました。さらに、大量のデータを利用して首都圏周辺の地下構造や

地震像の解明に向けた手法の高度化が進められています。これらの成果を着実に積み重ね

て、首都圏を中心としたレジリエンス総合力の向上に貢献していきたいと考えています。 
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1. プロジェクトの概要 

1.1 目的 

 

本プロジェクト（サブプロジェクト(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）では、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首都圏

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

られるリアルタイムの観測データ、民間が保有する地震観測データを統合した超高密度地

震動観測データを収集・整備することを目的としている。また、これらのデータによりこ

れまでに解明を進めてきた地震像の精緻化や都市の詳細な地震被害評価に資することを目

指している。そのために(1)官民連携超高密度観測データ収集・整備と(2)マルチデータイ

ンテグレーションシステムの検討の 2 つの項目で研究開発を進めた。 

 

1.2 各課題の概要 

 

(1) 官民連携超高密度データ収集（防災科研が実施） 

首都圏に約 300 カ所存在する MeSO-net データの安定収集を目的とした運用とデー

タの公開を実施した。MeSO-net 公開データの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。 

 

(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 

 

(a) 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（防災科研が実施） 

地震直後のデ活会員等への情報提供を目的として、マルチデータインテグレーショ

ンシステムによる地震動分布の推定・配信の自動化を行った。また、民間等による

データに含まれる異常データの検知・除去手法の開発に着手した。小型地震計の開

発を進め、新たに 42 のセブン‐イレブン店舗で試験観測を開始するとともに、セ

ブン‐イレブン・ジャパンへの観測データや推定震度分布の配信を開始した。 

 

(b) MeSO-net 観測点における地表地震記録の推定（防災科研が実施） 

約 80 の MeSO-net 観測点の地表における臨時地震観測を実施し、その結果や一昨年

度までに実施した微動アレイ観測結果に基づく S 波速度構造モデルから、MeSO-net

の地震計が設置されている地中から地表への増幅特性を検討した。 

 

(c) スマートフォンによる揺れ観測技術の開発（防災科研が実施） 

前年度に引き続き首都圏の住宅・企業等を対象にモニター募集を行うとともに、稼

働率改善に向けた取組を実施した。アンケート調査により設置状況等の把握を行い、

設置治具の改良ならびにその震動実験を実施した。 

 

 



2 

 

 

(d) 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 

（株式会社東芝が実施） 

より長期の設置が可能な揺れデータ伝送無線機を製作するとともに、試作装置を用

いた MeSO-net 観測点周辺での試験観測を実施した。 

 

(e) 首都圏における過去/未来の地震像の解明（東京大学、温泉地学研究所が実施） 

地震波速度異方性構造の解析を進め、首都圏中心部の地殻構造やプレート構造を明

らかにした。また、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。MeSO-net データを適用して、自動震源決定手法の

高度化試作版の開発を進めた。地下減衰構造モデルを推定して、断層面を仮定した

震度分布推定アルゴリズムのプロトタイプを開発した。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

討した。集客施設において、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のためにデータを収集した。 

 

(3)サブプロジェクト(b)の管理・運営 

本プロジェクトの総括的・効率的な運営を図るため、代表機関である国立大学法人

東京大学、共同実施機関である株式会社東芝・神奈川県温泉地学研究所、協力機関

である東京理科大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所の研究者が参加する運

営委員会を 2 回開催した。 
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2. 研究機関および研究者リスト(サブプロｂ) 

所属機関  役職 氏名 担当課題 

東京大学地震研究所 准教授 酒井 慎一 研究統括 

3.2.2.5 

防災科学技術研究所首都圏ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ研究推進ｾﾝﾀｰ 

防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ  

研究統括 

センター長      

青井 真  研究統括 

3.2.1 

防災科学技術研究所首都圏ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ研究推進ｾﾝﾀｰ 主幹研究員 関口 渉次 3.2.1 

防災科学技術研究所首都圏ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ研究推進ｾﾝﾀｰ 契約専門員 川北 優子 3.2.1 

防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員 木村 武志 3.2.2.1 

防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員 木村 尚紀 3.2.2.1 

防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員 功刀 卓 3.2.2.1 

防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員 鈴木 亘 3.2.2.1 

防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員 武田 哲也 3.2.2.1 

防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員 松澤 孝紀 3.2.2.1 

防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員 松原 誠 3.2.2.1 

防災科学技術研究所ﾏﾙﾁﾊｻﾞｰﾄﾘｽｸ評価研究部門 主幹研究員 先名 重樹 3.2.2.2 

防災科学技術研究所ﾏﾙﾁﾊｻﾞｰﾄﾘｽｸ評価研究部門 研究員 若井 淳 3.2.2.2 

防災科学技術研究所ﾏﾙﾁﾊｻﾞｰﾄﾘｽｸ評価研究部門 主任研究員 中村 洋光 3.2.2.3 

株式会社東芝 研究開発センター  

情報通信プラットフォーム研究所  

コンピュータ＆ネットワークシステムラボラトリー  

スペシャリ

スト 

工藤 浩喜 3.2.2.4 

株式会社東芝 研究開発センター  

情報通信プラットフォーム研究所  

コンピュータ＆ネットワークシステムラボラトリー  

 長久保咲絵 3.2.2.4 

東京大学地震研究所 教授 加藤愛太郎 3.2.2.5 

東京大学地震研究所 准教授 鶴岡 弘 3.2.2.5 

東京大学地震研究所 准教授 長尾 大道 3.2.2.5 

東京大学地震研究所 准教授 中川 茂樹 3.2.2.5 

東京大学地震研究所 特任助教 熊澤  貴雄  3.2.2.5 

東京大学地震研究所 特任研究員 石瀬  素子 3.2.2.5 

東京大学地震研究所 特任研究員 中村  亮一 3.2.2.5 

東京大学地震研究所 技術職員 佐伯  綾香 3.2.2.5 

大阪大学 講師 森川  耕輔 3.2.2.5 

神奈川県温泉地学研究所 所長 加藤  照之 3.2.2.6 

神奈川県温泉地学研究所 主任研究員 藤松 淳 3.2.2.6 

神奈川県温泉地学研究所 主任研究員 本多 亮 3.2.2.6 

神奈川県温泉地学研究所 主任研究員 原田  昌武 3.2.2.6 

神奈川県温泉地学研究所 主任研究員 行竹  洋平 3.2.2.6 
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所属機関 役職 氏名 担当課題 

神奈川県温泉地学研究所 技師 道家  涼介 3.2.2.6 

神奈川県温泉地学研究所 技師 安部  祐希 3.2.2.6 

神奈川県温泉地学研究所 非常勤職員 大石真由美 3.2.2.6 
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3. 研究報告 

 

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 (サブプロｂ) 

3.2.1   官民連携超高密度データ収集 (課題ｂ①) 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

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（Hi-net，K-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。  

 

(b)２０２０（令和２）年度業務目的 

MeSO-net データの安定収集を目的とした運用とデータの公開を実施する。  

 

(c) 担当者  

所属機関 役職 氏名 

防災科学技術研究所首都圏レジリエンス研究推進センター  主幹研究員 関口 渉次 

防災科学技術研究所首都圏レジリエンス研究推進センター  研究統括      青井 真  

防災科学技術研究所首都圏レジリエンス研究推進センター  契約専門員 川北 優子 

 

(2) ２０２０（令和２）年度の成果 

(a) 業務の要約 

首都圏に約 300 カ所存在する MeSO-net データの安定収集を目的とした運用とデ  

ータの公開を実施した。MeSO-net 公開データの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。  

 

(b) 業務の成果 

   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（以下、地震研）から防災科学技術研究所（以

下、防災科研）がその運用を担うようになった。それに伴い、受信部・データ蓄積部

等が防災科研内に構築され、以降、故障観測点修理等、維持管理作業を毎年度実施し、

MeSO-net データの安定収集を目的とした運用を実現している。  

   令和 2 年度末時点での観測点稼働状況を図 1 に示す。令和 2 年度に維持管理作業を

実施した観測点数は総数で 37 点であった。内訳は、地上・地中機器修繕等重度のもの

が 13 点、それ以外の軽微なものが 24 点であった。なお、軽微な故障のあった観測点

と重度の故障のあった観測点が何点か重なっている場合は総数はその重複を除いた数

となる。 
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平成 30 年度（2018 年度）に MeSO-net についての周知及びデータ公開のため Web

ページを開設した。図２に示されている開設以来のアクセス数等からわかるように安

定的にデータ公開が実施されている。防災科研が MeSO-net の運用を開始した平成 29

年（2017 年）4 月 1 日以降の地震波形データがダウンロード取得可能となっている。 

 

図 2 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（日別および月別）  

 

図 1 MeSO-net 観測点稼働状況（令和 2 年度末） 
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データダウンロードについては時期により変動は大きいが、令和２年度（１年間）の  

実績は、データ要求件数とダウンロードデータ量はそれぞれ約 616 千件、約 88TB とな

り前年度の約 270 千件、約 31TB より２倍以上増加している。Web ページアクセス件数

についてはデータダウンロードほどの変動はなく令和 2 年度の実績は約 27 千件と前年

度の約 12 千件より増加している。  

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った。  

さらにデータの適切な評価につながることが期待される。  

 

(c) 結論ならびに今後の課題 

首都圏地震観測網（MeSO-net）の安定運用を目的とし、維持管理作業を実施し、運用

及びデータの公開を行った。MeSO-net 公開データの DOI(10.17598/NIED.0023)を取得

した。MeSO-net は運用開始から 10 年以上が経過しており、老朽化と思われる不具合に

対してどのように対応していくか検討が必要である。  

 

(d) 引用文献 

1)文部科学省研究開発局 東京大学地震研究所：首都圏でのプレート構造調査、震源断層  

モデル等の構築等，首都直下地震防災・減災特別プロジェクト H21 年成果報告書，

pp.10-34，2008. 

 

(e) 学会等発表実績 

1)学会等における口頭・ポスター発表 

  なし 

 

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 



8 

 

 

3)仕様・標準等の策定 

 なし  

  

(3) ２０２１（令和３）年度業務計画案 

2020（令和 2）年度に引き続き MeSO-net データの安定収集を目的とした運用とデー

タの公開を実施する。 
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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 (課題ｂ②) 

3.2.2.1  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 (課題ｂ②a) 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

首都圏地震観測網（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

ムを開発する。さらに、このシステムにより、大地震発生直後の首都圏における揺れ

の様子を超高解像度で把握可能にするとともに、その情報を配信するための技術開発

を行う。 

 

(b)２０２０年度業務目的 

   地震直後のデ活会員等への情報提供を目的として、地震動分布の推定・配信システ

ムの自動化を行う。また、民間等によるデータに含まれる異常データの検知・除去手

法の開発に着手する。小型地震計の開発を進めセブン‐イレブン店舗等での試験観測

を拡大するとともに、得られた観測データによる地震動情報の利活用について IoT 技

術活用分科会会員等と連携して検討する。  

 

(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員  木村 武志 

防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員  木村 尚紀 

防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員  功刀 卓 

防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員  鈴木 亘 

防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員  武田 哲也 

防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員  松澤 孝紀 

防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員  松原 誠 

  

(2) ２０２０年度の成果 

(a) 業務の要約 

2020 年度は、以下の業務を実施した。  

・ これまで開発を進めてきたマルチデータインテグレーションシステムの処理の自動化

を実施し、防災科研の運用する MeSO-net、K-NET、KiK-net に加えて課題(2)c によ

るスマートフォン地震計、セブン‐イレブン店舗のセブン銀行 ATM において試験観

測中の小型地震計によるデータを自動で収集するとともに、収集した観測データに基

づく 250m メッシュでの震度分布の推定およびその配信を地震発生時に自動で実行可

能にした。 
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・ 得られる計測震度データ等の異常を即時に検知するため、3 成分の観測波形データか

ら得られる各成分の最大加速度等をサーバーへ通知可能なよう小型地震計を高度化

した。 

・ セブン‐イレブン・ジャパン（以下、セブン‐イレブン）、セブン銀行との共同により、

新たに東京都内 42 箇所のセブン‐イレブン店舗のセブン銀行 ATM に小型地震計を

設置し、試験観測を開始した。また、マルチデータインテグレーションシステムによ

る MeSO-net、K-NET、KiK-net と小型地震計の計測震度データおよび推定震度分布

データの自動配信をセブン‐イレブンに対して開始した。  

 

(b) 業務の成果 

1)マルチデータインテグレーションシステムの自動化による地震発生時の情報自動配信 

2019 年度までに開発を進めてきたマルチデータインテグレーションシステムについて、

気象庁からの電文情報をトリガーとして、データの収集、前処理、統合、配信の各機能を

自動実行可能なように高度化した。扱うデータは、サブプロ（b）の課題（1）で運用して

いる MeSO-net、課題 (2)c で運用するスマートフォン地震計、防災科研が運用する

MOWLAS の強震観測網（K-NET、KiK-net）、本課題で開発を進めているセブン‐イレブ

ン店舗に設置している小型地震計によるものである。  

地震発生後に気象庁からの電文情報を受信後、各観測網、観測機器からの計測震度デー

タを収集する。地震波形データからシステム内で演算した値（MeSO-net、K-NET、     

KiK-net）や、地震計内で演算された値（スマートフォン地震計、小型地震計）を用いる。

収集したデータのうち、地下 20m に地震計が設置されている MeSO-net については、課

題（2）b の成果を活用することで地表相当の計測震度値に補正する。これらのデータは電

文情報に含まれる各地震の ID とともに統合・蓄積される。また、収集した計測震度デー

タと防災科研の J-SHIS による表層地盤増幅率を活用することで、250m メッシュでの震

度分布も推定する。ただし、基本的に構造物内に設置されている事が多いスマートフォン

地震計の観測データは、地表における計測震度を適切に表していない可能性が大きいため、

震度分布の推定には用いない。その後、地理空間情報システム（GIS）上で活用できるよ

う、各観測点の計測震度情報は GeoJSON 形式、推定震度分布は NetCDF 形式で WebAPI

により自動配信する。なお、K-NET、KiK-net、MeSO-net によるリアルタイム震度 1)につ

いては、2020 年度に既に自動で収集・統合し、首都圏版強震モニタとして試験配信をして

いる。 

図 1 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
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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。  

 

図１ 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。赤色×印はこ

の地震の震央を示す。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。  

 

2)異常データの検知・除去に向けた小型地震計の高度化 

即時に首都圏の地震動を把握することを目的として、MeSO-net や K-NET、KiK-net、

さらに民間等による地震動データを統合して活用するためには、大量のデータに含まれる

異常値の検知やその除去が必要である。セブン‐イレブン店舗に展開している小型地震計

から得られる計測震度について、異常判定等を行うために、計測震度の値をサーバーに送

信する際に、加速度波形 3 成分のそれぞれの成分における最大加速度と卓越周期を合わせ

て送信する機能を追加した。これにより、サーバー内での計測震度処理時に、各成分の最

大加速度等のパラメータから即時に異常値の検知等を実施できる可能性がある。  

 

3)小型地震計によるセブン‐イレブン店舗での観測拡大と観測情報の自動配信 

首都圏における高密度の地震動データの収集を目的とし、セブン‐イレブン及びセブン

銀行と共同で、セブン‐イレブン店舗のセブン銀行 ATM に設置可能な小型地震計の開発

を 2019 年度に引き続き行った。2020 年度は新たに東京都内 42 のセブン‐イレブン店舗
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に小型地震計を設置し、観測を開始した（図 2）。 

 

       

図 2 2021 年 3 月 31 日時点でのセブン‐イレブン店舗における小型地震計の設置状況。  

     赤丸が小型地震計、青丸が K-NET、KiK-net、MeSO-net の観測点を示す。  

 

また、得られた観測データはマルチデータインテグレーションシステムの入力データの一

部として活用し、MeSO-net の観測データ等と統合した上で、計測震度の観測値および推

定震度分布のセブン‐イレブンへの自動配信を 2020 年 10 月 6 日に開始した。  

 

(c) 結論ならびに今後の課題  

地震直後のデ活会員等への情報提供を目的として、マルチデータインテグレーションシ

ステムにおける地震動データの収集から前処理、統合、配信の一連のプロセスの自動化を

行った。また、民間等による観測データに含まれる異常データの検知・除去手法の開発に

向け、小型地震計の高度化を実施した。セブン‐イレブン店舗での小型地震計による試験

観測を東京都内 52 店舗まで拡大し、マルチデータインテグレーションシステムによる地

震動情報の試験配信をセブン‐イレブンに対して開始した。今後は、官民連携により得ら

れる地震動情報の精度等の検証を進めるとともに、情報の利活用についてデ活会員と検討

を進める必要がある。  

 

(d) 引用文献 

 

1) 功刀卓・青井真・中村洋光・鈴木亘・森川信之・藤原広之：震度のリアルタイム演算

に用いられる近似フィルタの改良，地震 2，65，pp.223-230，2013. 
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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 

  なし 

 

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) ２０２１年度業務計画案 

 課題(2)b の成果を利用して、MeSO-net による地中地震波形記録から地表相当の地

震波形への変換を実装する。官民のデータ統合による地震動の推定結果を検証すると

ともに、デ活会員等との配信情報の利活用を促進するために、過去の大地震等に基づ

く疑似的な地震動情報を整備し、配信する訓練モードの開発を行う。また、揺れの情

報の信頼度向上のために、民間等による観測データに対する異常検知・除去手法の実

装を行う。 
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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 

3.2.2.2  MeSO-net 観測点における地表地震記録の推定 (課題ｂ②b) 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

MeSO-net の地中設置型地震計（深さ約 20m）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地震観測を行うこ

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。 

 

(b)２０２０年度業務目的 

   前年度に引き続き、MeSO-net 観測点（約 80 地点）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（深さ約 20m）の双方で地震記録を取得し、

地中から地表までの地盤増幅特性を検討する。また、一昨年度までに実施した微動ア

レイ観測結果から得られた S 波速度構造に基づいて、各観測点における地中（深さ約

20m）から地表までの地盤増幅特性を検討する。  

 

(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

防災科学技術研究所ﾏﾙﾁﾊｻﾞｰﾄﾘｽｸ評価研究部門  主幹研究員  先名 重樹 

防災科学技術研究所ﾏﾙﾁﾊｻﾞｰﾄﾘｽｸ評価研究部門  研究員 若井 淳 

  

(2) ２０２０年度の成果 

(a) 業務の要約 

・MeSO-net 観測点（約 80 地点）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検討した。  

・一昨年度までに実施した微動アレイ観測結果から得られた 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検討した。  

 

(b) 業務の成果 

1) MeSO-net 観測点における地表地震観測および地盤増幅特性の評価 

a) 地表地震観測 

地表地震観測は、対象となる MeSO-net 観測点 293 地点のうち、東京都内の 40 地点、

埼玉県内の 28 地点、神奈川県内の 10 地点および千葉県内の 2 地点の計 80 地点につい

て実施した（図 1）。観測期間は 1 地点あたり 2～3 ヶ月とし、1 期で約 20 地点ずつ観測

し、計 4 期で実施した。ただし、今年度は観測機器等にトラブルがあり、地表における

地震観測記録が得られたのは計 75 地点であった。  

図 2 に地震観測装置設置例を示す。対象観測点ごとに地震計 (JU310 もしくは JU410)  
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1 台を使用した。地震計は固定板に装着した上で地面に固定し、防水容器に格納した。  

また、MeSO-net の既設引込柱の分電盤から防護・防水処理された電源ケーブルを引

いて地震計に接続した。防水容器全体をブルーシートで養生し PP バンド等で固定し、

観測井近傍に設置した。なお、データ収録時のサンプリング周波数を 200Hz、レンジを

JU310 については±1.0G、JU410 については±4.0G とした。 

 

図１ 2020 年度の地表地震観測実施地点：黄色▲  

 

図２ 地表地震観測装置設置状況例（E.TKSM；高島第一小学校） 
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b) 地表地震記録の取得および地中から地表までの地盤増幅特性の評価 

図 1 に黄色▲で示す今年度の各観測地点において地表および地中で地震記録が得られ

た地震の諸元を表 1 に示す。 

 

表 1 今年度の各観測地点の地表および地中地震計で記録された地震の諸元  

 

 

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観測増幅率の例を図 3 に示す。

観測増幅率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からフーリエスペク

トルを成分ごとに計算し、0.1～20Hz のバンドパスフィルターをかけ、対数ウィンドウ（係

数 b=201））で平滑化した上で、地中フーリエスペクトルに対する地表フーリエスペクトル

の比をとった。各観測地点で地震ごとに地中に対する地表のフーリエスペクトル比を求め、

それらの平均を図 3 に示している（青実線；NS 成分，緑実線；EW 成分，黒実線；UD 成

分）。なお、図中の赤実線（TF）については、次の 2)で述べることにする。図 3 を見ると、

origin time Lat.(deg.) Lon.(deg.)
depth
(km)

Mj epicenter name Term

20200519 12:17:12.4 37.513 141.425 50 5.4 off Fukushima 1st

20200604 05:31:18.9 36.428 140.692 52 4.8 off Ibaraki 1st

20200616 08:27:21.7 35.048 139.923 54 4.1 south of Chiba 1st

20200625 04:47:44.4 35.553 141.112 36 6.1 off east of Chiba 1st

20200709 06:05:29.3 36.063 139.843 45 4.7 south of Ibaraki 1st

20200729 05:33:23.4 35.932 140.818 20 4.5 off Ibaraki 1st

20200806 02:54:03 36.223 141.603 54 5.6 off Ibaraki 2nd

20200830 14:37:42 36.195 139.807 57 4.4 south of Ibaraki 2nd

20200907 06:33:48 36.687 141.477 38 5.2 off Ibaraki 2nd

20200912 11:44:10 38.722 142.270 43 6.2 off Miyagi 2nd

20200920 09:04:49 36.782 140.573 8 4.4 north of Ibaraki 2nd

20200927 13:13:41 35.080 137.785 45 5.1 west of Shizuoka 2nd

20201003 18:31:32 33.533 141.042 48 5.8 off east of Hachijo island 2nd

20201028 15:58:31.1 35.805 140.113 69 4.4 northeast of Chiba 3rd

20201122 19:05:53.9 36.590 141.100 45 5.7 off Ibaraki 3rd

20201125 11:20:19.3 36.043 139.892 44 4.3 south of Ibaraki 3rd

20201207 01:06:48.5 35.940 140.115 63 3.5 south of Ibaraki 3rd

20201217 16:42:44.2 36.057 139.937 45 4.6 south of Ibaraki 3rd

20201221 02:23:21.5 40.782 142.692 43 6.5 off east of Aomori 4th

20201230 09:35:28.3 36.450 140.617 56 5.2 off Ibaraki 4th

20210101 01:53:36.1 34.480 139.303 12 4.7 off Niijima/Kozushima island 4th

20210202 03:01:56.3 36.645 139.418 7 4 north of Tochigi 4th

20210206 14:10:28.4 35.802 140.087 70 4.3 northeast of Chiba 4th

20210213 23:07:50.5 37.728 141.698 55 7.3 off Fukushima 4th
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比較的固いローム台地では、高周波数側で卓越している一方で、軟弱な後背湿地や三角州

などの低地では、1～2Hz の比較的低周波数側で卓越しており、各観測点の地盤による増

幅特性の特徴の違いが明瞭となっている。 

 

 

図３ 各観測地点における地中地震記録に対する地表地震記録の観測増幅率の例 

（青実線；NS 成分，緑実線；EW 成分，黒実線；UD 成分） 

 

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計測震度増分の平均値を表 2

に示す。計測震度増分は、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を用い

て、気象庁の計測震度計算方法 2)に従い、地中および地表それぞれの計測震度を求めて、

地表計測震度から地中計測震度を差し引いて算定した。これを各観測地点において地震ご

とに行い、その平均値を求めた。表 2 を見ると、計測震度増分が 1.0 を上回る観測点は、

比較的固いローム台地で見られる。一方、計測震度増分が 0.5 を下回る観測点は、比較的

軟弱な低地系だけではなく、比較的固い台地系でもある程度見られる。この点は昨年度ま

での観測点とはやや異なる傾向となっている。  
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表２ 各観測地点の地中に対する地表の計測震度増分の平均値（赤色：＞1.0、水色：＜

0.5）

 

 

2)MeSO-net 観測点における微動アレイ観測結果から推定された S 波速度構造に基づく 

地盤増幅特性の検討 

 ここでは、地盤増幅特性として、地表から地中地震計が設置されている深さ 20m までの

S 波速度構造に対して、1 次元重複反射理論に基づく理論増幅率（伝達関数）を検討した。  

 図 3 における赤実線が理論増幅率を示す。図 3 では、1 次ピークの周波数については観

測増幅率（水平成分）のそれと概ね一致しているが、増幅率については常盤台小学校

（E.TWDM）を除いて小さくなっている。理論増幅率では、観測点付近における地盤構造

の不整形等による 3 次元的な影響を考慮できないことが原因の一つと考えられる。  

一方で、理論増幅率のピークに関して、増幅率だけでなく周波数についても、観測増幅

率と整合していない観測点もそれなりの数になる。上で述べたように、理論増幅率では、

観測点コード 微地形区分 都県 住所 震度増分 観測点コード 微地形区分 都県 住所 震度増分

E.HSBM ローム台地 埼玉県 春日部市 0.66 E.HYSM ローム台地 埼玉県 所沢市 0.69

E.HRMM 後背湿地 埼玉県 加須市 0.62 E.MGRM 丘陵 東京都 東村山市 0.93

E.OYMM 後背湿地 埼玉県 白岡市 0.85 E.OOYM 砂礫質台地 東京都 立川市 0.48

E.ST2M 後背湿地 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 0.49 E.KD9M ローム台地 東京都 小平市 1.04

E.IMIM ローム台地 埼玉県 上尾市 0.74 E.JYHM ローム台地 東京都 東久留米市 1.12

E.OHYM ローム台地 埼玉県 さいたま市見沼区 0.70 E.SKHM ローム台地 東京都 武蔵野市 0.98

E.MYMM 後背湿地 埼玉県 越谷市 0.89 E.SBCM ローム台地 埼玉県 川口市 0.91

E.FTKM ローム台地 千葉県 野田市 0.46 E.HYHM 後背湿地 埼玉県 鳩ケ谷市 0.53

E.IWNM ローム台地 千葉県 野田市 0.72 E.OBRM ローム台地 東京都 町田市 1.08

E.KYNM 後背湿地 埼玉県 越谷市 0.72 E.KTOM 丘陵 東京都 多摩市 0.23

E.SKEM 後背湿地 埼玉県 吉川市 0.41 E.KYDM 丘陵 東京都 稲城市 0.73

E.TKNM 後背湿地 埼玉県 三郷市 0.54 E.UNHM ローム台地 東京都 調布市 1.13

E.MZMM 三角州・海岸低地 東京都 葛飾区 0.69 E.KM5M 砂礫質台地 東京都 狛江市 0.83

E.OYTM 三角州・海岸低地 東京都 足立区 0.62 E.KNMM 後背湿地 東京都 世田谷区 0.83

E.SDMM 後背湿地 埼玉県 八潮市 0.59 E.KHBM ローム台地 東京都 世田谷区 1.11

E.TTNM 三角州・海岸低地 東京都 足立区 0.47 E.ENZM ローム台地 東京都 品川区 0.89

E.NSMM 自然堤防 埼玉県 草加市 0.63 E.HN1M ローム台地 東京都 品川区 0.83

E.HGCM ローム台地 埼玉県 川口市 0.46 E.KOHM ローム台地 埼玉県 志木市 1.24

E.NARM 後背湿地 東京都 足立区 0.53 OK.KTGM ローム台地 神奈川県 横浜市中区 0.18

E.THCM ローム台地 埼玉県 日高市 0.35 E.SNHM ローム台地 神奈川県 横浜市港北区 0.33

E.KSRM 扇状地 埼玉県 狭山市 0.25 E.KWWM 丘陵 神奈川県 横浜市都筑区 0.41

E.OKDM 扇状地 埼玉県 狭山市 0.28 E.IKCM 丘陵 神奈川県 川崎市多摩区 0.52

E.FKCM 砂礫質台地 埼玉県 川越市 0.31 OK.ARMM ローム台地 神奈川県 川崎市宮前区 0.69

E.NISM ローム台地 埼玉県 ふじみ野市 0.47 E.SKCM 後背湿地 神奈川県 川崎市中原区 0.42

E.FMNM ローム台地 埼玉県 富士見市 0.46 E.YSKM 谷底低地 東京都 練馬区 0.42

E.FMHM 後背湿地 埼玉県 富士見市 0.69 E.TKSM 後背湿地 東京都 板橋区 0.92

E.OKCM 旧河道・旧池沼 埼玉県 さいたま市桜区 0.54 E.KMKM ローム台地 神奈川県 横浜市鶴見区 0.29

E.DAIM 後背湿地 埼玉県 さいたま市桜区 0.52 E.MKSM 後背湿地 神奈川県 川崎市幸区 0.40

E.SRCM ローム台地 埼玉県 さいたま市南区 0.41 E.KNJM 自然堤防 神奈川県 川崎市川崎区 0.36

E.SJSM 三角州・海岸低地 東京都 足立区 0.56 E.GKSM 後背湿地 神奈川県 川崎市中原区 0.59

E.YYIM ローム台地 東京都 文京区 0.69 E.KGHM ローム台地 東京都 大田区 1.10

E.TWDM ローム台地 東京都 板橋区 0.53 E.KDKM 谷底低地 東京都 大田区 0.62

E.IKBM ローム台地 東京都 豊島区 0.54 E.GHGM ローム台地 東京都 目黒区 0.89

E.MNAM ローム台地 東京都 練馬区 0.78 E.YMZM ローム台地 東京都 世田谷区 0.77

E.NSJM ローム台地 東京都 新宿区 0.76 E.MSOM ローム台地 東京都 世田谷区 0.76

E.SIBM ローム台地 東京都 杉並区 0.53 E.KMTM 三角州・海岸低地 東京都 大田区 0.74

E.YNMM 後背湿地 埼玉県 八潮市 0.46 E.OA5M ローム台地 東京都 新宿区 0.32

E.OG6M 後背湿地 東京都 荒川区 0.78
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3 次元的な影響を考慮できないことが原因の一つと考えられる。また、各観測点における

1 次元 S 波速度構造の基になっている微動データの取得場所について、主に現地における

設置スペース等の問題により、MeSO-net 観測点のごく近傍ではなく、20～30m 離れた場

所や高低差がある場所など、地盤構造が異なりうる条件で測定せざるを得なかったことも、

一つの要因と考えられる。 

図 4 は MeSO-net 観測点における S 波速度構造を図 3 と同じ観測点について示してい

る。比較的固いローム台地では、比較的大きい S 波コントラストが深さ 10m 以内に現れ

ている。一方、軟弱な三角州や後背湿地の低地系では、比較的小さい S 波速度コントラス

トが深さ 20m 前後で現れている。これらはいずれも、図 3 に示している理論増幅率の 1 次

ピークの周波数および増幅率の特徴をある程度反映しているものと考えられる。  

 

図４ 各観測地点における S 波速度構造の例（図３と同じ観測点を示している。図の肌色

ハッチは、対象としている深さ 20m から地表までの範囲を示す）  

 

(c) 結論ならびに今後の課題  

前年度に引き続き、MeSO-net 観測点（約 75 地点）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、過年度に

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。 

今後は、S 波速度構造に基づいた理論増幅率のピークが地震記録から得られる観測増幅

率のそれに整合していない観測点について、整合するように改善していく。  

 

(d) 引用文献 

1) 紺野克昭、大町達夫：常時微動の水平／上下スペクトル比を用いる増幅倍率の推定に

適した平滑化とその適用例，土木学会論文集 No.525/I-33，pp.247-259，1995. 

2) 気象庁：計測震度の算出方法，  

https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/kyoshin/kaisetsu/calc_sindo.htm.  
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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) ２０２１年度業務計画案 

 

前年度に引き続き 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

ることにより、地中および地表の双方において地震記録を取得し、地中から地表までの地

盤増幅特性（観測増幅率および計測震度増分）を検討する。また、地盤の S 波速度構造に

基づく理論増幅率のピークが観測増幅率のそれと整合しない観測点については、理論増幅

率（S 波速度構造モデル）の改善を行う。そして、得られた各種地盤増幅特性を用いて、

地中地震記録から地表地震動を推定する。  

これまで本研究テーマでは、MeSO-net 観測点の地下 20m における地中地震記録から地

表地震動を推定するため、MeSO-net 観測点での地表地震観測および微動アレイ観測を実

施し、地下 20m から地表までの地盤増幅特性を評価してきた。地盤増幅特性としては、地

震記録から得られた計測震度増分、観測地盤増幅率、および微動記録から推定された S 波

速度構造に基づく理論地盤増幅率を評価した。これらの成果を、地中地震記録から地表地

震動を推定する仕組みとともにマルチデータインテグレーションシステムへ実装すること

で、今後発生する地震による地表での地震動を迅速に推定することが可能となる。  

  

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 国内・

外の別 

Estimation of earthquake 

ground motions at MeSO-net 

stations（ポスター発表） 

Atsushi Wakai, 

Shigeki Senna 

日本地球惑星

科学連合大会  

2020 年 7

月 

国内 
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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 

3.2.2.3  スマートフォンによる揺れ観測技術の開発 (課題ｂ②c) 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

「官民連携による超高密度地震観測データの収集・整備」において首都圏における

より稠密な地震観測データの収集を可能にするために、スマートフォンを用いた揺れ

の観測技術の開発を行う。  

 

(b)２０２０年度業務目的 

   前年度に引き続きモニターを募集しスマートフォン地震計を設置する。また、前年

度までのモニターからのフィードバック等を踏まえ、稼働率改善のための検証ならび

に対応を行う。  

 

(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

防災科学技術研究所ﾏﾙﾁﾊｻﾞｰﾄﾘｽｸ評価研究部門  主任研究員  中村洋光 

 

(2) ２０２０年度の成果 

(a) 業務の要約 

 1) 首都圏の住宅・企業等を対象に一般モニター募集を継続するとともに、稼働率の改

善に向けた取り組みを実施した。 

 2) アンケートを行い、設置状況等の把握を行った。  

 3) 設置治具の改良ならびに震動実験を実施し、通常の住環境での地震計測用であれば

利用可能であることを確認した。  

 

(b) 業務の成果 

1)観測参加者の募集継続と運用状況の把握 

  募集は下記の URL に示すエントランス・ウェブサイトで常時実施した。  

https://www.jishincheck.com 

「強震モニタ」1)および「J-RISQ 地震速報」2)に当該サイトへのリンクバナーを 7 月下

旬から 1 箇月程度出稿（図１）することで、モニター参加者数の顕著な増加を実現するこ

とができた。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、昨年

度末の実績から、10 ポイント以上の稼働率の改善が見られた（図 2）。稼働率改善の要因

としては、「強震モニタ」・「J-RISQ 地震速報」経由のモニターの特性によるものが考えら

れる。「強震モニタ」や「J-RISQ 地震速報」のユーザーはもともと地震・地震観測・その

データの有用性についての理解が深く、高い意識を持ってモニターに応募している可能性

がある。また、設置している建物種別、建物階建て、建物内の設置箇所ごとの設置数につ
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いて表１～３に示す。今年度の運用管理の中で設置ユーザーからの設置機器の動作等に関

する問い合わせ 26 件に対応した。  

 

 

図１ 「強震モニタ」への出稿  

 

 

図２ 2020 年度旬別稼働状況グラフ  
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表 1 建物構造種別ごとの設置数  

 

 

表２ 建物階建てごとの設置数  

 

 

表３ 建物内の設置場所ごとの設置数  

 

 

昨年度に引き続き運用状況把握のためのモニターへのアンケートを実施した。具体的

にはユーザーにアンケート依頼メールを送信し、Google フォームにて回答を得た。回答

数は 125 件であった。回答集計結果の一部を図３～５に示す。 

 

 

図３ 年齢分布  

 

 

図４ スマートフォン地震計を取り付けて知りたいこと（複数回答可）  

 

建物構造 木造 RC造 鉄骨造

設置数 149 141 37

建物階建て 1階建 2階建 3階建 4～10階建 11～20階建 21階建以上

設置数 10 148 39 87 35 8

設置場所 壁 床 その他

設置数 210 98 12

1) 

2) 

3) 

4) 
5) 

6) 

(%) 
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図５ スマートフォン地震計設置後の動作確認 

 

2) あんしんカルテ機能「たてもの地震健康チェック」 

図６に示す 12 の地震で震度４以上の揺れを観測した建物において「たてもの地震健康

チェック」による被災度推定を行った。図７に 2021 年２月 13 日の福島県沖の地震におけ

る観測状況、および図８に被災度推定例を示す（設置箇所：千葉県、建物：木造２階建て）。  

 

図６ 「たてもの地震健康チェック」の掲載実績  

1)動作を週 1，2 回程度確認。停止していたら再起動。 

2)動作を月 1，2 回程度確認。停止していたら再起動。 

3)動作を確認することもある。  

4)設置後、確認していない。  1) 

2) 
3) 

4) 
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図７ 2021 年２月 13 日の福島県沖の地震におけるスマートフォン地震計の観測状況 

 

 

図８ ２月 13 日の福島県沖の地震における被災度推定例  

 

3) 設置治具の改良ならびに震動実験 

スマートフォン地震計の設置を簡便かつ確実にするために、スマートフォン端末を壁や

床に直付け（両面テープなどを使用）するのではなく、設置治具を利用するのが望ましい。

今年度は機器の取り付け取り外しがより容易な治具とする目的で、マグネットを利用した

治具への改良を試みた。具体的には多様なサイズのスマートフォンを２個の円形マグネッ

トで固定できるようにした。  
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改良した治具による観測性能を確認するため、図９に示す通り地震動シミュレーター

（水平方向のみ）に７台の機器を設置し震動実験を行った。なお、図９に示す①、②、③、

④が今回改良した治具である。入力地震動として JR 鷹取波（兵庫県南部地震）の水平動

成分を用いた場合の改良治具で観測されたデータ（図９内の①）および①と同様に垂直板

に直に固定されたスマートフォン地震計⑤とのスペクトル比の例を図 10 に示す。スペク

トル比は概ね周波数 0.1Hz 強ないし 0.5Hz から５Hz ないし 10Hz 弱の帯域で、比較的安

定して１となっている。この結果は、他の入力地震動を用いて合計 10 ケースで同様の実

験を行ったが、同様の結果であった。通常の中低層から木造２、３階建の住宅では、地震

時の振動が１Hz〜10Hz 弱と考えられるので、その範囲の地震計測には利用可能と考えら

れる。以上から、今回作成した設置治具（マグネット式）は通常の住環境での地震計測用

としてなら十分利用できるものと考えられる。 

 

 

 

図９ 改良治具を用いた震動実験の概要  
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図 10 改良治具によるスマートフォン地震①の観測例（上段：加速度記録、中段：パワ  

ースペクトル）と、スマートフォン地震計⑤を基準とした場合のスペクトル比の例  

 

4) E-Defense における複合構造体での加振実験 

複合構造をもつ試験体における実大震動台実験（図 11）において、スマートフォン地震

計を設置して観測を行った。 
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図 11 設置・観測を実施した実験の試験体の模式図  

 

(c) 結論ならびに今後の課題  

首都圏の住宅・企業等を対象に一般モニター募集を継続するとともに、稼働率の改善に

向けた取り組みを実施した。具体的には、「強震モニタ」や「J-RISQ 地震速報」にモニタ

ー募集のエントランス・ウェブサイトへのリンクバナーを出稿することによって、新規に

150 台程度を配布し、昨年度末の実績から 10 ポイント以上の稼働率の改善ができた。ア

ンケートを行い、ユーザーによる動作の確認状況や詳細な設置状況等の把握を行った。  

設置治具の改良ならびに震動実験を実施し、通常の住環境での地震計測用であれば利用

可能であることを確認した。具体的には、機器の取り付け取り外しがより容易な治具とす

る目的で、多様なサイズのスマートフォンを２個の円形マグネットで固定できるように改

良した。震動実験を行い、基準となるスマートフォン地震とのスペクトル比から、概ね周

波数 0.1Hz 強ないし 0.5Hz から５Hz ないし 10Hz 弱の帯域で、安定して観測ができてい

ることが分かった。通常の中低層から木造２，３階建の住宅では、地震時の振動が１Hz〜

10Hz 弱と考えられるので、その範囲の地震計測には利用可能と考えられる。  

 

(d) 引用文献 

1) 防災科学技術研究所：強震モニタ  http://www.kmoni.bosai.go.jp/  

（最終閲覧日  2021 年 3 月 30 日）. 

2) 防災科学技術研究所：J-RISQ 地震速報 https://www.j-risq.bosai.go.jp/report/  

（最終閲覧日  2021 年 3 月 30 日）. 
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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 

なし 

 

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) ２０２１年度業務計画案 

 

モニターの募集を継続し、スマートフォン地震計を設置し、稼働率改善のための対応  

を行うとともに、常時稼働率等の指標の集計結果等から５カ年全体での成果をとりまと

める。 
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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 

3.2.2.4 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 

    (課題ｂ②d) 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

本委託業務では、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、「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」として、東京理科大学の技

術助言を受けつつ、MeSO-net の各観測点をハブとするサテライト観測を実施するための  

データ伝送技術を開発し、その有効性を検証する。  

 

(b)２０２０年度業務目的 

より長期の設置が可能な揺れデータ伝送無線機を製作し、MeSO-net 観測点の周辺での

試験観測を実施する。  

 

(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

株式会社東芝 研究開発センター 情報通

信プラットフォーム研究所 コンピュータ

＆ネットワークシステムラボラトリー  

スペシャリスト  工藤 浩喜 

株式会社東芝 研究開発センター 情報通

信プラットフォーム研究所 コンピュータ

＆ネットワークシステムラボラトリー  

 長久保 咲絵 

  

(2) ２０２０年度の成果 

(a) 業務の要約 

・ より長期の設置が可能な揺れデータ伝送無線機を製作した。  

・ 試作装置を用いた MeSO-net 観測点周辺での試験観測を実施した。  

 

(b) 業務の成果 

1)  より長期の設置が可能な揺れデータ無線機の製作 

19 年度までの検討において、揺れデータを MeSO-net 観測点まで収集するために省電

力無線マルチホップネットワーク(LPMN: Low Power Multihop Network)技術 1)を採用し

た無線機を試作し、試験を実施していた。LPMN は図 1 のように、複数のノードと呼ばれ

る無線センサ装置と、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
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る。そしてバケツリレー方式で遠方からデータを収集する無線マルチホップネットワーク

を形成する。無線方式には 920MHz 帯特定省電力無線を採用している。  

なお、揺れデータ伝送無線機とは、LPMN における無線センサ装置に MEMS 方式の加

速度センサを組み合わせた装置のことであり、MEMS 方式の加速度センサを用いて地震の

揺れを検出して加速度データを取得し、無線マルチホップネットワークを介して加速度デ

ータをコンセントレータに収集することができる。また、加速度データを収集するコンセ

ントレータをデータ収集装置と呼ぶこととする。  

 

図 1 LPMN システム構成 

 

19 年度までの検討において、東大弥生キャンパス及び本郷キャンパスと、防災科学技術

研究所つくば本所の MeSO-net 観測点のサテライト観測点の構築を目的として、各所に揺

れデータ伝送無線機とデータ収集装置を設置して、地震観測試験を実施していた。東大に

設置した揺れデータ無線伝送装置において、2020 年 6 月 18 日～7 月 8 日の期間で集計し

た 1 日の揺れ検出回数を図 2 に示す。この結果より、設置場所に応じて収集回数が大きく

異なる事がわかった。また、収集された加速度データを分析したところ、ほとんどが地震

ではない別の揺れを誤検知していることがわかった。19 年度の検討により、揺れ検出回数

に応じて電池寿命が変動することがわかっており、1 日に 2 回以下の収集回数であれば 3

年の電池駆動が可能であるが、1 日に 24 回以上発生する場合は 1.8 年まで減少する試算を

得ている。そのため、誤検知の低減が必要である。  

 

図 2 東大設置装置の 2020 年 6 月 18 日～7 月 8 日までの１日毎の揺れデータ収集回数 
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a) 個別揺れ検出閾値調整による揺れ検出回数低減 

これまでの試験では、すべての揺れデータ伝送無線機において同じ揺れ検出閾値を設定

しており、その値は 0.088m/s2 であった。すべての揺れデータ伝送無線機に対して一律で

同じ揺れ検出閾値を設定している場合、誤検出の多い地点にあわせて閾値を設定すること

となり、震度１～２の小さな揺れを検出できない可能性がある。  

そこで、揺れデータ伝送無線機毎に個別の揺れ検出閾値を設定することが可能な揺れ検

出閾値調整機能を実装した。この機能を用いて、揺れ検出閾値を段階的に調整した結果を

図 3 に示す。揺れ検出回数の多い地震研オフィスに設置した無線機に対してのみ、

0.088m/s2 から 0.186m/s2、0.294m/s2、0.392m/s2 と段階的に変更した結果、1 日あたりの

揺れ検出回数を他の揺れデータ伝送無線機と同程度まで低減できることがわかった。この

機能の導入により、1 日の揺れ検出回数を 24 回未満におさえることができ、屋外環境下に

おいて 1 年以上の電池駆動が可能であることがわかった。  

 

 

図 3 揺れ検出閾値調整による揺れ検出回数の変化 

 

2)  試作装置を用いた MeSO-net 観測点周辺での試験観測 

19 年度に東大弥生キャンパス及び本郷キャンパスと防災科学技術研究所つくば本所の

MeSO-net 観測点付近にサテライト観測点として揺れデータ伝送無線機とデータ収集装置

を設置して試験観測を実施している。20 年度においては観測網拡大のために、既設のサテ

ライト観測網の拡充と新しい観測点拠点の追加を実施し、これらの観測網を用いて試験観

測を実施した。  

 

 

1
日
の
揺
れ
検
出
回
数

未調整、全台約0.088m/s2

全台： 約0.088m/s2

地震研オフィス： 約0.186m/s2
全台： 約0.088m/s2

地震研オフィス： 約0.294m/s2

全台： 約0.088m/s2

地震研オフィス： 約0.392m/s2
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a) サテライト観測網の拡大 

東大弥生キャンパス及び本郷キャンパス内には、9 台のデータ伝送無線機を設置してい

たが、20 年度は図 4 さらに 15 台のデータ伝送無線機を増設し、合計で 24 台の観測網を

構築した。 

 

図 4 東京大学内の揺れデータ伝送無線機及びデータ収集装置の設置場所 

 

また、MeSO-net 観測点付近以外での観測網の拡充のために、図 5 に示すように川崎市

幸区内の小学校、幸区役所屋上及び東芝小向工場内に 4 台の揺れデータ伝送無線機と 1 台

のデータ収集装置を設置した。  

これらの設置により、19 年度に設置した防災科学技術研究所つくば本所内の 20 台の揺

れデータ伝送無線機をあわせて、3 拠点で合計 48 台の揺れデータ伝送無線機による観測

網の構築を実現した。  

出典：国土地理院ウェブサイト
データ収集装置

既設の揺れデータ伝送無線機（9台）

追加した揺れデータ伝送無線機（15台）
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図 5 川崎市幸区内の揺れデータ伝送無線機及びデータ収集装置の設置場所 

 

b) 2020 年 11 月 22 日に観測された地震観測結果 

東大に設置した揺れデータ伝送無線機と、防災科学技術研究所つくば本所に設置した揺

れデータ伝送無線機において、2020 年 11 月 22 日に発生した地震を複数箇所で検出した。

図 6 に示す位置で地震を観測しており、東大では 8 箇所、防災科学技術研究所では 9 箇所

で観測できた。なお、全台で測定できなかった理由は、別の揺れを誤検知している状態で

あり、地震の揺れを検出できなかったためである。 

 

 

 

 

図 6 2020 年 11 月 22 日に地震が観測できた揺れデータ伝送無線機 

（左図：東大、右図：防災科学技術研究所） 

 

 

 

データ収集装置

揺れデータ伝送無線機（4台）

出典：国土地理院ウェブサイト
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図 7 東大で 2020 年 11 月 22 日に観測された地震の東西方向の揺れの加速度データ

MeSO-net観測点横

テニスコート横

地震研究所屋上

農学部グラウンド横

理学部1号館屋上
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赤門総合研究棟屋上

工学部8号館屋上
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図 8 防災科学技術研究所にて 2020 年 11 月 22 日に観測された地震の東西方向の揺れの

加速度データ 

 

図 7 と図 8 に東大及び防災科学技術研究所にて観測された東西方向の揺れの加速度デ

ータを示す。縦軸は加速度であり、横軸は測定開始からの経過時間を示す。図 8 の防災科

学技術研究所に設置した揺れデータ伝送無線機は、ID2 以外は地面もしくは地中に設置し

ているためか、得られた波形は非常に似通った形状をしていることがわかる。一方、図 7

の東大での結果をみると、特に理学部 1 号館屋上と地震研究所屋上と、その他の地点での

波形と大きく異なっており、理学部 1 号館屋上と地震研究所屋上は他に比べて比較的長期

間に渡って小さな揺れが継続していることがわかる。建物に導入されている免震技術及び

構造の違いによるものと考えられる。  

 

c) MeSO-net 観測点との波形の比較 

また、東大の MeSO-net 観測点横に設置した揺れデータ伝送無線機で測定した地震波形

と、MeSO-net 観測点で測定した地震波形の比較を行った。図 9 及び図 10 にそれぞれで

観測された地震の時間波形と周波数波形の比較を示す。図 9 の時間波形を比較すると非常

に良好に一致している事がわかる。一方、図 10 をみると、10Hz 以下の低い周波数帯にお

いては良好に一致するものの、特に 20Hz 以降の高い周波数帯においては揺れデータ伝送

無線機で高い値を得ることがわかった。これは加速度センサにより得られた雑音の影響と
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考えられるが、波形取得後にフィルタ処理を行うことで除去できるものと考えられる。  

 

図 9 MeSO-net 観測点と揺れデータ伝送無線機で観測された地震の時間波形の比較 

 

 

図 10 MeSO-net 観測点と揺れデータ伝送無線機で観測された地震の周波数波形の比較 

 

(c) 結論ならびに今後の課題  

2020 年度は、19 年度に試作した揺れデータ伝送無線機に個別揺れ検出閾値調整機能を

実装し、誤検出低減の効果を確認した。その結果、東大に設置した誤検出の多い揺れデー

タ伝送無線機の揺れ検出閾値を 0.088m/s2 から 0.392m/s2 に変更することで、他の揺れデ

ータ伝送無線機と同程度の揺れ検出回数に抑えることができることができ、より長期間の

運用が可能であることがわかった。また、東大に 15 台の揺れデータ伝送無線機を増設し

つつ、川崎市幸区内に新たに観測拠点を構築し、合計で 48 台の揺れデータ伝送無線機に

よる観測網を構築した。更に、MeSO-net 観測点で観測された地震波形と、観測点横に設

置した揺れデータ伝送無線機で観測された地震波形を比較したところ、良好に一致するこ

とを確認した。  

これらの結果から、観測拠点と観測網の拡大は進んでおり、各地点で地震波形の観測も

実現できつつあるものの、基盤的地震観測網や民間企業で計測されている地震データを統

合するマルチデータインテグレーションシステムへのデータ収集については実現できてい
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ない点が課題である。今後は、更に観測網を増加させつつ、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い。  

 

(d) 引用文献 

1) 長久保, 金, 工藤, 佐方, “省電力高信頼無線マルチホップネットワークにおける 

大容量データ伝送方式,” 2018 年電子情報通信学会総合大会, B-5-104, 2018. 

 

(e) 学会等発表実績  

1)学会等における口頭・ポスター発表 

なし 

 

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) ２０２１年度業務計画案 

21 年度は更にサテライト観測点を増設して、屋外のみならず屋内環境下を含めた無線通

信環境での地震観測を行う。また、複数のサテライト観測点のデータ収集装置で収集され

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機能を実現する。  

初年度より地震発生時の揺れをトリガーとして揺れデータを収集できる揺れデータ伝

送無線機の試作を開始し、徐々にサテライト観測点を増設しながら、実環境において 1 年

以上の電池駆動を実現してきた。20 年度において 3 拠点、合計 48 箇所の観測網を構築で

きているが、更に増設してより綿密な観測網を構築する予定である。  

また、本業務の最終目標である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

合を実現するために、サテライト観測網の各観測拠点に設置されたデータ収集装置のデー

タを統合するためのサテライト観測網内のサーバーを構築し、そのサーバーを介してマル

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実現する予定である。  
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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)２０２０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、首都圏中心部の地殻構造や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の開発を進める。また、安政江戸地

震のときに被害のあった地点での臨時観測データを元にし、地下減衰構造モデルを推定し

て、断層面を仮定した震度分布推定アルゴリズムのプロトタイプを開発する。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 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 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 中川 茂樹 

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 中村 亮一 
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東京大学地震研究所 技術職員 佐伯 綾香 

大阪大学 講師 森川 耕輔 

  

(2) ２０２０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。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

らかにした。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している。 

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、首都圏中心部の地殻構造やプレート

構造を明らかにした。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の開

発を進めた。また地下減衰構造モデルを推定して、断層面を仮定した震度分布推定アルゴ

リズムのプロトタイプを開発した。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した。集客施設において、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のためにデータ

を収集した。 

 

 

(b) 業務の成果 

１）首都圏および伊豆地方のプレート構造 

 MeSO-net 等のデータに基づく首都圏下の 3 次元の P 波方位異方性速度構造（昨年度の

成果）について、等方性不均質と異方性の特徴をフィリピン海プレートの沈み込みと関連

付けて整理した。その結果、以前からその存在がよく知られた深さ 30～40 ㎞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新

たに分かった（図 1：Ishise et al., 2021 より引用）4)。そこで、これら 4 つの領域の場

所と異方性の特徴の原因についてフィリピン海プレートの沈み込みとの関連性を考慮して

検討し、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

あると推定した（異方性の原因については表１を参照）。 
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図１ MeSO-net 等のデータから得られた 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 1)。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（Ishise et al., 2021 参照）4)。本図は Ishise et al.(2021)より引用 4)。 
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表１ R1－R4 の特徴・場所・原因  

ラベル 等方性 異方性 場所 異方性の原因  

R1 低速度 東西系 
大陸プレートの一部  

（古い付加体） 
地質構造の配列  

R2 低速度 
海溝軸と平行 

（北西―南東） 
PHS スラブ海洋性地殻  

沈み込み時の曲げに起因し

た微小割れ目や断層の配列  

R3 低速度 南北系 
PHS スラブマントル内の

低速度異常 
微小割れ目や断層の配列  

R4 低速度 

PAC プレートの進行方

向と平行（西北西-東南

東） 

大陸プレートのマントル

（PAC スラブ直上の 

マントルウェッジ） 

マントル鉱物の 

結晶格子選択配向 

 

さらに、これらを基にして首都圏下のフィリピン海プレートのモデル化を試みた。その

結果、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（Nakajima et al., 2009 との比較を図 1 に示す）1)。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（Uchida et al., 2009）と比べて南側にあるこ

とが推測された（図 2：Ishise et al., 2021 より引用）2)。 

 

 

図 2 太平洋プレート上面から 15 ㎞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 2)。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。本図は Ishise et al.(2021)より引用 4)。 

 



43 

 

２）畳み込みニューラルネットワークを用いた首都圏地震観測網での地震自動検知 

首都圏地震観測網(MeSO-net)での高精度地震モニタリングのため、複数の地震計で構

成される地震アレイの波形を入力とした地震自動検出手法を開発した（Yano et al., 2021）

5)。これは、畳み込みニューラルネットワークを用いた深層学習による地震検知法である。

深層学習を用いた地震自動検知法は全世界的に広く開発が進められているが、その多くは

単観測点での検知に留まっていた。各観測点に固有の局所ノイズが存在するため、単観測

点での自動検知では誤検知を低減することが本質的に困難である。そこで、単観測点では

なく地震計アレイで観測された波形を用いた深層学習地震自動検出法を提案し、首都圏地

震観測網(MeSO-net)の局所アレイでの波形データを用いて検証を行った。検証の結果、他

の深層学習地震自動検出法と比較し、本手法が高い地震検知率と低いノイズ誤検知率をも

つことがわかった。提案手法を 1 時間の連続波形の解析に適用し、既存カタログに掲載さ

れていない極めて低い S/N 比の地震イベントを新たに発見できた(図３)。  

 

 

図３ 用いた観測点配置(赤色の逆三角)・学習に用いた震央の分布(灰色の点)・提案手法

が検知した地震イベント(星印; オレンジ色は既存のカタログにあるもの、黄色は今回新

発見したものを示す) 

 

 



44 

 

３）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

よび定量化したいと考え、根津・谷中・上野周辺における稠密観測を開始した（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。2020 年 9 月より、根津神社、天

王寺、寛永寺、不忍池とその周辺地域へと観測点を徐々に追加していき、観測点数は 20 点

である。これまでに回収した一部のデータを用いた暫定的な結果では、観測点ごとの卓越

周波数や振幅の違いが確認できている。 

 

 

図４ 臨時観測点分布図（国土地理院地図にプロットした） 
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４）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。昨年度は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ロトタイプの開発を実施手し

た。今年度は、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

した推定手法を検討した。図５に計算のフローの一例を示す。また、図６に計算の一例を

示す。なお、研究者のみならず、一般の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計算できるかどうか確認を行った。その他、震度分布

から応力降下量Δσを推定できる方法を検討中である。今年度 2021 年 2 月 13 日福島県沖

の地震 M7.3（プレート内地震）及び 3 月 20 日宮城県沖の地震 M6.9（プレート間地震）に

ついて応力降下量を求めたところ、前者はΔσ=65MPa、後者は 25MPa～35MPa の値が得られ

た。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役立てることができると考え

られる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 三次元減衰構造と断層面の広がりを同時に考慮した震度予測計算フロー。 
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図６ 1855 年安政江戸地震に対する計算結果の一例（左図）と歴史史料から推定 

されている震度分布（右図）。設定断層面パラメータは引田・工藤(2001)による 6)。 

 

 

震度 

断層面 
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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いる。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（図７）、その結果

は地震調査委員会に報告した。また、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を統計モデルで解析し、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関連付けた論文を出版した。 

 

 

 

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(熊澤、尾形(2021) Fig.3)7)。 
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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。 

そこで、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、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。 

図８に、2004 年中越地震の際の気象庁（JMA）カタログ（灰色）に対し、提案手法を適用

した結果を示す。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 8)(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、JMA 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。 

 

図８ 予測された余震検出確率 
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７）簡易型地震計による地震観測（集客施設） 

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

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。今後は、この情報を自動的に伝える仕組みの開発を進める必要がある。 

 

 

(c) 結論ならびに今後の課題  

昨年度得た３次元 P 波方位異方性構造に見られる特徴的な構造の場所とその原因を推定

した。このうち、フィリピン海プレートの海洋性地殻の分布に基づき首都圏下のフィリピ

ン海プレートの上面分布を示した。今後は、本研究で得られたスラブモデルの妥当性を確

かめるべく、S 波速度構造や鉛直異方性構造（e.g., Ishise et al., 2018）など、他の指

標による地下構造との整合性について検討を進めるとともに、地震活動度や減衰構造との

関係解明を行う 3)。 

首都圏地震観測網の一部を対象として、畳み込みニューラルネットワークを用いた地震

自動検知手法を開発した。今後は、適用可能な地震計アレイの大きさを拡大し、ノイズの

時空間特性を反映した自動検知法を開発する。 

安政江戸地震で被害のあった寺社等で臨時観測を開始した。観測を継続し、得られたデ

ータから、地域ごとの揺れの特徴を見出し、他の情報との比較を行う。 

昨年度に引き続き三次元減衰構造に基づく震度分布推定アルゴリズムのプロトタイプ

の開発を行った。昨年度は点震源仮定であるのに対し、本年度は、断層の広がりを考慮し

たものとした。研究者のみならず、一般の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計算できることが確認できた。今後は、断層パラメ

ータの設定（アスペリティモデルなど）が簡便に行えるようなものに改善してゆく。 

また、本アルゴリズムにより、震度分布から応力降下量推定が可能であることを確認し

た。今後、過去の地震について、震度分布から応力降下量推定を実施することが考えられ

る。 

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 モデルを提案してきたが、これまで使用していなかった震源メカニズム解の非ダブ

ルカップル成分がこの不一致とある程度の対応が付くことが解ってきた。これらの統計的

相関をモデル化し、異常活動を含む地震活動の予測モデルを首都圏において考察する。F-

net のメカニズム解は数が限られるため、MeSO-net 観測データの積極的使用を考えてい

る。将来的には非定常 ETAS モデルを３D に拡張し、首都圏地下の地震活動変動を構造的

に捉える事を目指す。 

余震検出確率を、従来よりも柔軟かつ近似計算を必要としないモデルで表現すること

により、余震分布を高精度に推定する手法を開発した。今後は様々な地震イベントへの応

用展開を図っていくが、そのためにも空間情報を扱える手法への拡張ならびに計算高速化

を可能にするアルゴリズムの開発が課題である。 
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成田空港ビルにおいて、簡易型地震計を設置し、地震観測を開始した。得られた地震

記録には、フロアごとの揺れの違いが明瞭に表れていた。この情報を自動的に伝える仕組

みの開発を進める必要がある。 
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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 国内・

外の別 

「現代」の地震観測による

「過去」の揺れの検証と

「未来」の地震動の予測

（ポスター）  

石瀬素子・  

中村亮一・  

原田智也・  

酒井慎一 
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ー） 
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佐竹健治 
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合 2020 年大会） 
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1855 年安政江戸地震の
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地域性検証のためのパイ

ロット観測（ポスター） 

石瀬素子・  

中村亮一・  

原田智也・  

飯高隆・  

中川茂樹・  

佐伯綾香・  

引間和人・  

酒井慎一 

オンライン（日本

地球惑星科学連

合 2020 年大会） 

2020 年 5 月 国内 

Ｐ波方位異方性構造に基

づく関東地方のフィリピ

ン海スラブの特徴（ポス

ター） 

石瀬素子・  

酒井慎一・  

加藤愛太郎  

オンライン（日本

地球惑星科学連

合 2020 年大会） 

2020 年 5 月 国内 

群発地震の予測可能性と

2020 年長野県中部群発地

震の考察（ポスター） 

熊澤貴雄, 

尾形良彦  
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2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

・ 査読付き 

・ 査読なし 

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 国内・

外の別 
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ータの活用, 

石瀬素子・  
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2020, No.26 
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国内 

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 

Motoko Ishise, 

Aitaro Kato, 

Shin'ichi Sakai, 

Shigeki Nakagawa, 

Naoshi Hirata 

Journal of 

Geophysical 

Research: Solid 

earth 

2021 年 2 月
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Takao Kumazawa, 

Yosihiko Ogata, 

 Shinji Toda 

Geophysical 

Journal 

International, 

Volume 223, Issue 
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2020 年 11 月 国外 

Forecasting temporal 
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Gaussian process 

regression 

Morikawa, K., 
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Terada, Y.,  

Sakai, S. and 

Hirata, N. 

Geophysical 

Journal 

International 
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31 日 

国外 

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 国内・

外の別 

CHARACTERISTICS 

OF FAR FIELD 
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DISTRIBUTION FOR 

THE 1855 ANSEI-EDO 

EARTHQUAKE 

R. Nakamura, 

K. Satake,  

T. Ishibe,  

A. ishiyama,  

J. Muragishi 

Proceedings of 17th 

World Conference  

on Earthquake  

Engineering, 

1a-0004, 1-10 

Proceedings

のみ 2020 年

9 月発刊 (会

議は 2021 年

9 月に延期) 

 

国外 

SPECTRUM 
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3)マスコミ等における報道・掲載 

 

(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) ２０２１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た地震

波速度異方性構造の解析をさらに進め、首都圏中心部の地殻構造やプレート構造を明らかにする。

地震自動検知手法の適用可能な地震計アレイの大きさを拡大し、ノイズの時空間特性を反

映した自動検知法を開発する。安政江戸地震のときの被害地点での臨時観測を継続し、得

られたデータから、地域ごとの揺れの特徴を見出す。開発してきた断層面を仮定した震度

分布推定アルゴリズムのプロトタイプのパラメータ設定を簡便に行えるように改良する。

ETAS モデルの非定常成分と震源メカニズム解を統計的に解析し、モデル化して首都圏の

異常地震活動の特徴を捉え、予測モデルの改良に繋げる。ガウス過程回帰に基づく余震分

布推定法を、首都圏周辺で発生した地震へも適用していく。その際、気象庁カタログから

推定した余震発生確率を、MeSO-net データによってより高精度化するための方法論を検

討する。成田空港ビルにおいて、簡易型地震計で得られた情報を自動的に伝える仕組みの

開発を進める。 

 

 

  

長野・岐阜・福井県境付

近の群発地震活動につ

いて 

熊澤貴雄,  

尾形良彦 

地震予知連絡会会

報第106巻 

2020 年 12 

月 

国内 

報道・掲載された成果  

（記事タイトル）  

発表者氏名  発表した場所  

（新聞名・TV 名） 

発表時期 国内・

外の別 
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ナの影響  活動抑制で

ノイズ減少 

酒井慎一 ＮＨＫ 2021 年 2 月

8 日  

国内 
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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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Deformation of the 

seismogenic zone in 

the northeastern part 

of the Izu Peninsula, 
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GNSS observations 

（ポスター発表）  

Ryosuke Doke, 
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Harada, Kazuki 

Miyaoka, 

Teruyuki Kato, 

Mikio Satomura 

JpGU-AGU 

Joint 

Meeting  
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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。 
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4．活動報告 

 

4.1 会議録 

 

本プロジェクトの総括的・効率的な運営を図るため、代表機関である国立大学法人東

京大学、共同実施機関である株式会社東芝・神奈川県温泉地学研究所、協力機関である

東京理科大学、 国立研究開発法人防災科学技術研究所の研究者が参加する運営委員会

を 2 回開催した。 

 

【第 1 回】 

・日時：2020 年 7 月 22 日（水）15：00～17：00 

・場所：Web 開催（zoom） 

・出席者： 

東京大学地震研究所／防災科学技術研究所           平田 直 

東京大学地震研究所                     酒井 慎一 

東京大学地震研究所                     鶴岡 弘 

東京大学地震研究所                     長尾 大道 

東京大学地震研究所                     中川 茂樹 

東京大学地震研究所                     熊澤 貴雄 

東京大学地震研究所                     中村 亮一 

東京大学地震研究所                     石瀬 素子 

株式会社 東芝                       工藤 浩喜 

株式会社 東芝                       長久保 咲絵 

温泉地学研究所                       本多 亮 

温泉地学研究所                       安部 祐希 

防災科学技術研究所                     青井 真 

防災科学技術研究所                     関口 渉次 

防災科学技術研究所                     木村 武志 

防災科学技術研究所                     先名 重樹 

防災科学技術研究所                     中村 洋光 

防災科学技術研究所                     木村 尚紀 

防災科学技術研究所                     若井 淳  

防災科学技術研究所                     川北 優子 

防災科学技術研究所                     古屋 貴司 

防災科学技術研究所                     郡司 文彦 

文部科学省                         石山 信郎 

文部科学省                         遠藤和歌子  

新潟大学                          田村 圭子 
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・議事次第 

15：00      開会 

15：00-15：05  挨拶 

                    プロジェクト総括  平田 直 

                    プロジェクト統括  酒井 慎一 

                    プロジェクト統括  青井 真 

     

     15：05-16：50【各課題の発表】（各 10 分＋質疑応答 5 分） 

 

「官民連携超高密度データ収集」             関口 渉次 

「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」  

                           木村 武志 

「MeSO-net 観測点における地表地震記録の推定」      先名 重樹 

「スマホ地震計の設置に関する開発」              中村 洋光 

「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」  工藤 浩喜 

「首都圏や伊豆地域における過去 /未来の地震像の解明」 酒井 慎一 

「首都圏や伊豆地域における過去 /未来の地震像の解明」 本多 亮  

        16：50-17：00   議論・事務連絡                  

      17：00            閉 会                  

 

【第 2 回】 

・日時：2020 年 12 月 22 日（火）14：30～17：00 

・場所： Web 開催（zoom）  

・出席者: 

東京大学地震研究所／防災科学技術研究所           平田 直 

東京大学地震研究所                     酒井 慎一 

東京大学地震研究所                     鶴岡 弘 

東京大学地震研究所                     長尾 大道 

東京大学地震研究所                     加藤愛太郎  

東京大学地震研究所                     中川 茂樹 

東京大学地震研究所                     中村 亮一 

東京大学地震研究所                     熊澤 貴雄 

東京大学地震研究所                     石瀬 素子 

大阪大学                          森川 耕輔 

株式会社 東芝                       工藤 浩喜 

株式会社 東芝                       長久保 咲絵 

温泉地学研究所                       本多 亮 

温泉地学研究所                       安部 祐希 

防災科学技術研究所                     青井 真 
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防災科学技術研究所                     関口 渉次 

防災科学技術研究所                     木村 武志 

防災科学技術研究所                     先名 重樹 

防災科学技術研究所                     中村 洋光 

防災科学技術研究所                     木村 尚紀 

防災科学技術研究所                     鈴木 亘  

防災科学技術研究所                     松原 誠 

防災科学技術研究所                     若井 淳  

防災科学技術研究所                     川北 優子 

防災科学技術研究所                     古屋 貴司 

防災科学技術研究所                     郡司 文彦 

東京理科大学                        佐伯 昌之  

文部科学省                         福田 和樹 

文部科学省                         石山 信郎 

文部科学省                         遠藤和歌子  

新潟大学                          田村 圭子  

 

 

・議事次第  

14：30     開 会 

14：30-14：35  挨拶                    

                    プロジェクト総括  平田 直 

                    プロジェクト統括  酒井 慎一 

                    プロジェクト統括  青井 真 

 

14：35-15：50【各課題の発表】 （各 10 分＋質疑応答 5 分） 

 

「官民連携超高密度データ収集」            関口 渉次 

「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」  

                           木村 武志 

「MeSO-net 観測点における地表地震記録の推定」    先名 重樹 

「スマホ地震計の設置に関する開発」          中村 洋光 

「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」 工藤 浩喜 

          ～休憩～                   

15：55-16：25 

「首都圏や伊豆地域における過去 /未来の地震像の解明」  

                            酒井 慎一 

「首都圏や伊豆地域における過去 /未来の地震像の解明」  

                            本多 亮 
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16：25-16：45   デ活関連（質疑を含め各 10 分） 

         「大規模集客施設分科会」 

         「IoT 技術活用分科会」  

16：45-17：00    議論等 

17：00       閉 会 
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4.2 対外発表 

 

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 国内・

外の別 

Estimation of earthquake 

ground motions at MeSO-

net stations（ポスター発

表） 

Atsushi Wakai, 

Shigeki Senna 

日本地球惑星

科学連合大会  

2020 年 7

月 

国内 

「現代」の地震観測による

「過去」の揺れの検証と「未

来」の地震動の予測（ポスタ

ー） 

石瀬素子・  

中村亮一・  

原田智也・  

酒井慎一 

オンライン（地

震学会秋季大

会）S23P-01 

2020 年 10

月30日 

国内 

速度計（固有周期1秒）を用

いた計測震度計  

算についての検討（ポスタ

ー） 

中村亮一・  

石瀬素子・  

酒井慎一 

オンライン（地

震学会秋季大

会）S15P-02 

2020 年 10

月30日 

国内 

1855年安政江戸地震に関

する中村仲蔵  原史料の発

見とその意義（ポスター）  

中村亮一・  

石瀬素子・  

杉森玲子・  

佐竹健治 

オンライン（日

本地球惑星科

学連合2020年

大会） MIS28-

P09 

2020 年 5

月 

国内 

現代の地震観測の歴史地震

研究への活用（その１）

1855年安政江戸地震の江

戸郊外における震度の地域

性検証のためのパイロット

観測（ポスター）  

石瀬素子・  

中村亮一・  

原田智也・  

飯高隆・ 

中川茂樹・  

佐伯綾香・  

引間和人・  

酒井慎一 

オンライン（日

本地球惑星科

学連合2020年

大会） 

2020 年 5

月 

国内 

Ｐ波方位異方性構造に基づ

く関東地方のフィリピン海

スラブの特徴（ポスター）  

石瀬素子・  

酒井慎一・  

加藤愛太郎  

オンライン（日

本地球惑星科

学連合2020年

大会） 

2020 年 5

月 

国内 

群発地震の予測可能性と

2020年長野県中部群発地

震の考察（ポスター）  

熊澤貴雄, 

尾形良彦 

オンライン（日

本地球惑星科

学連合2020年

大会） 

 

2020 年 5

月 

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 

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 内 ・

外の別 

北海道胆振東部地震の詳細

解析（ポスター）  

熊澤貴雄, 

尾形良彦,  

鶴岡 弘 

オ ン ラ イ ン

（ JpGU-AGU 

Joint Meeting 

2020: 

Virtual,） 

2020 年 7

月15日 

国内 

Bias Correction for the 

Distribution of 

Aftershocks Within Short-

Term Period Immediately 

After Large Mainshock 

（ポスター発表）  

Morikawa, K., 

Nagao, H., Ito, 

S., Terada, Y., 

Sakai, S. and 

Hirata, N.  

JpGU-AGU 

Joint Meeting 

2020 

2020 年 7

月13日 

国内 

Deformation of the 

seismogenic zone in the 

northeastern part of the 

Izu Peninsula, Japan, 

inferred from GNSS 

observations 

（ポスター発表）  

Ryosuke Doke, 

Ryou Honda, 

Masatake 

Harada, Kazuki 

Miyaoka, 

Teruyuki Kato, 

Mikio Satomura 

JpGU-AGU 

Joint Meeting 

2020  

2020 年 7

月 

国内 

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 国内・

外の別 

速度型地震計を用いた計測

震度相当値の見積もり：臨

時地震観測データの活用, 

石瀬素子・  

中村亮一・  

酒井慎一 

東京大学地震

研究所技術研

究報告 , 2020, 

No.26 

2020 年 12

月 28 日受理 

国内 

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 

Motoko Ishise, 

Aitaro Kato, 

Shin'ichi Sakai, 

Shigeki Nakagawa, 

Naoshi Hirata 

Journal of 

Geophysical 

Research: Solid 

earth 

2021 年 2 月

25 日受理 

国外 

Wide-area seismicity 

anomalies before the 

2011Tohoku–Oki earthquake 

Takao Kumazawa, 

Yosihiko Ogata, 

 Shinji Toda 

Geophysical 

Journal 

International, 

Volume 223, 

Issue 2 

2020 年 11

月 

国外 
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・査読なし 

 

 

3)マスコミ等における報道・掲載 

  

 

  

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  国内・

外の別 

Forecasting temporal 

variation of aftershocks 

immediately after a main 

shock using Gaussian 

process regression 

Morikawa, K., 

Nagao, H.,  

Ito, S.,  

Terada, Y.,  

Sakai, S. and 

Hirata, N. 

Geophysical 

Journal 

International 

2021 年 3 月

31 日 

国外 

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 国内・

外の別 

Characteristics of far 

field seismic intensity 

distribution for the 1855 

ANSEI-EDO Earthquake 

R. Nakamura,  

K. Satake,  

T. Ishibe,  

A. ishiyama,  

J. Muragishi 

Proceedings 

of 17th World 

Conference  

on 

Earthquake  

Engineering, 

1a-0004, 1-10 

Proceedings

のみ 2020 年

9 月発刊 (会

議は 2021 年

9 月に延期) 

 

国外 

Spectrum characteristics 

of seismogramas and 

relative amplifications 

in the MeSO-net - An 

effect on investigation of 

attenuation structures - 
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5．むすび 

  

首都圏を中心にレジリエンス総合力を向上させるための新しいプロジェクト（首都圏レ

ジリエンスプロジェクト）が 2017 年度より始まった。このプロジェクトの目的達成のた

めには、従来の社会科学・理学・工学の各学問分野の協力に加えて、民間企業をはじめと

した様々な機関との連携により、オールジャパンの体制で研究開発を進めていく必要があ

る。首都圏レジリエンスプロジェクトでは、防災分野における企業・組織の課題解決、事

業継続能力の向上に資することを目的に、初年度よりデータ利活用協議会が立ち上がり、

毎年計 4 回のシンポジウムが開催される等の活動が行われた。  

  

理学分野を担うサブプロジェクト 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」では、①「官民連携超高密度観測データの収集・整備」と②「マルチデータインテ

グレーションシステムの検討」の二つの大きな課題があり、②はさらに 5 つの個別研究課

題から構成されている。①「官民連携超高密度観測データの収集・整備」では、首都圏地

震観測網（MeSO-net）を安定的に運用することで首都圏における稠密な地震動データの確

実な収集を継続するとともに、データ DOI を取得した。②「マルチデータインテグレーシ

ョンシステムの検討」では、システムを自動化することで地震発生時に地震動の情報を配

信可能にし、セブン‐イレブン店舗での地震観測を拡大した。また MeSO-net 観測点での

臨時の地表地震観測を継続し増幅特性の推定を進めた。アンケート調査等によるスマート

フォン地震計の稼働率改善や揺れデータを伝送する無線機の高度化及び試験観測の拡大も

実施した。さらに、MeSO-net 等から得られるデータを活用し、首都圏や伊豆地方の地下

構造モデルの高度化、関東下の地震活動や余震活動の予測モデルの高度化、成田空港及び

その周辺での臨時観測や古文書による安政江戸地震時の被害調査を実施した。  

  

2021 年度は首都圏レジリエンスプロジェクトの最終年度にあたり、MeSO-net の安定運

用やデータ利活用協議会との連携等により首都圏における大量の地震データを収集し、地

震直後の首都圏の揺れの様子を超高解像度で把握可能にするとともに、過去の大地震の揺

れの推定や将来の大地震による揺れの予測等に資するデータ解析手法を高度化することで、

官民一体の総合的な事業継続や災害対応、個人の防災行動等に貢献するデータの収集・整

備を進める。  
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