フィリピン海 プレー ト周 辺地域における地震断層 に関する調査研究

I

動 セ グメ ン ト区分 に役立 つ情報を合わせて抽出す る。

試 験 研 究 の 全 体計 画
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1.研 究の趣 旨

地震に伴 う地殻変動 の面的把握

地震断層周辺地域 にお ける地震前 と地震後 の精密 な数値

フ ィリピン海 プ レー ト周辺地域 で は,1990年 の フ ィ リ
ピン,ル ソン島 の地震 ,1995年 兵庫県南部地邑 及び 1999
年 9月 21日 の台湾中部 の地震 と,地 表地震断層 を生 じる

地形 モデル

(DEM)を 作成 し,地 震前後の DEMを 比較・

解析 し,衛 星画像・ 空中写真等を用 いた地形学的調査 を実
施す る。

大地震 が頻発 してお り, この地域 の経済活動 にも大 きな影

この結果 と(1)で 把握 した地震断層 の変位 の分布パ ター ン

響 を及 ぼ している。 このよ うな内陸大規模地震 の長期予測

とを合わせて,地 震 に伴 う地殻変動を面的 にとらえること

には,地 表地震断層 と震源 モデル との対応関係 の解明が不

によ り,地 震断層 の活動様式を把握す る。

可欠 となっている。特 に,台 湾中部 の地震 は,世 界的 に見

2

て も最 も観測網 の整備 された地域で発生 したこと,震 源断
層 が低角度 のため浅部で の追跡 が比較的容易であること

地震断層 の不均質構造 に関す る研究
震源域 のアスペ リティの分布 や断層 の余効運動を観測す

平均的 な地 殻変動速度 が大 きいので過去 のデー タの蓄積 が

ることにより,地 震断層 の不均質構造を把握 し,地 震断層
の深部 への延長を推定す る。また,地 震断層 の断層面 に達

ある ことなど,地 震断層 と震源 モデル との対応関係を明 ら

す るボー リング調査 を行 い,得 られた断層破砕物質 の解析

かにす るための例外的 な好条件 を備えている。

を行 って,断 層運動 との関連性 を探 る。
(1)地 震断層 の不均質構造 の推定

,

また,出 現 した地震断層 は低角 の逆断層であり,我 が国
の山地 と平野 の境界付近 に発達す る活断層 と同 じタイプで
ある。さらに,内 陸部 で発生 したプ レー ト衝突境界型 の大
規模 な地震 であ り,海 溝型沈み込み地震 の特徴 も併 せ持 っ

地震直後に観測 した余震 と新 たに観測す る微 小地震 の解
析を行 うとともに,ボ ー リング調査予定地点周辺 の地形・

ている。 このよ うな地震 は,我 が国 において将来発生 が危

地質調査及び GPSに よる地殻変動連続観測 を行 う。 これ
によ り,震 源域 のアスペ リティの分布や断層 の余効運動を

惧 され る大規模地震 に類似 した特徴を有 している。

とらえるとと もに,地 震断層 の深部延長を推定す る。

そこで, フィリピン海 プ レー ト周辺地域における内陸大
地震 の長期的予測 の精度向上 と地震災害 の軽減 に資す るた
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め,地 震断層 の活動様式,不 均質構造,及 び活動特性 に関
す る研究を,関 係諸国 の協力 の下 に実施 し,地 震断層 と震

地震断層 の断層破砕物質 の解析

地震断層 の断層面 に達す るボー リング調査を実施 し,破
砕帯部分 のポー リングコアを採取す ることによ り,断 層破
砕物質 の詳細な観察を行 うとともに,物 理的,化 学的性質
を調 べ,断 層運動 との関連性 を明 らかにす る。

源 モデル との対応関係解明を目指す。また, この研究 によ
り,我 が国 の陸域 プ レー ト衝突境界域 に分布す る活断層 に
よる地 震 の発生 メカニズムの解明 に も貢献 できる ものと期
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待 される。 なお,本 研究は,

費「 アジア・
太平洋地域 に適 した地震・ 津波災害軽減技術 の開発 とその

程を解析 し,1999年 台湾中部 の地震 との比 較 を行 う。 ま

体系化 に関す る研究」 と緊密 な連携 の下 に実施す る。

とめ,本 研究 の成果 と併 せて,地 震断層 の活動特性 と震源
モデル との対応関係 について,総 合的検討を行 う。

2.研 究概要

(1)過 去 の内陸大規模地震 の震源過程 との比較・ 検討

1

地震断層 の活動特性 に関す る研究
過去 の地震波形記録を使 って,そ の地震 の震源すべ り過

た, これまで行われた本地域 の地震 に関す る研究 を取 りま

地震断層 の活動様式 に関す る研究

台湾 の 1935年 地震 と 1941年 地震について,現 地で観測

地震断層 の動 きの予測精度を向上 させ,震 源 モデル との
対応関係を明 らかにす るため,1999年 台湾中部 の地震 に
よる地震断層全体 の規模 と変位 の分布パ ター ンを解析 し

された波形記録 の他,中 国 の上海 ,南 京 とフ ィリピンで観
測 された資料等を使 って,両 地震 の震源す べ り過程を解析
し,1999年 台湾中部 の地震 で解析 された震源す べ り過程

,

地震断層 の活動様式を把握す る。
(1)地 表変位 の分布パ ター ンの解析

と比較する。

地震断層沿 いの断層変位 ベ ク トルの向 きと 3次 元変位量
の分布を把握す ることにより,地震断層 の変位の分布パ ター
ンを解析す る。また, この研究を通 じて,変 位量 が著 しく
小 さい地域 ,変 位 ベ ク トルの向 きの変化等,地 震断層 の活

これによって,北 部 と南部 です べ り過程 が大 きく異な っ
ていたことが知 られている 1999年 台湾 中部 の地震 の震源
すべ り過程が局地的な要因によるものか,そ れ ともこれ ら
二つの地震全体 が形成 しているフ ィリピン海 プ レー ト陸域
境界での共通 した性質 なのかを,他 の地球物理的デー タと
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総合 して検討す る。

び地震断層 に関す る研究を取 りまとめ,本 研究で の研究成
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果 とともに,1999年 台湾 中部 の地震 にお ける地震断層 の

広域場 における地震断層 の活動特性 の把握

参加各国機関 と相互 に GPS観 測 のデー タを交換 し,統

活動特性 と震源 モデル との対応関係 について,総 合的 な検

合的 な解析 を行 い,観 測点座標 の中・ 長期的変化 か ら,プ
レー ト運動 モデル との比較を行 う。

討を行 う。

これによって,対 象地域 の広域的な地殻変動を明 らかにし

興調整費「 アジア・ 太平洋地域 に適 した地震・ 津波災害軽

1999年 台湾中部 の地震 による地震断層 の活動特性 を把握

減技術 の開発 とその体系化 に関す る研 究」 で構築 されつつ
ある強震観演1関 連デー タベースの強化に資す る。

また,本 研究で得 られた成果を取 りまとめ,科 学技術振

,

す る。

0)地震断層 の活動特性 と震源 モデル との対応関係 の総合

なお,本 研究 で得 られる地震断層 の活動特性 に関す る知
識 をもとに,震 源断層 の実態解明 のための研究方法 につい

的検討
これまで台湾及 びその周辺を対象 に行われて きた地震及

て検討 を行 う。

3.年 次計画
究

研

項

年

目

1.地 震断層 の活動様式 に関す る研究
(1)地 表変位 の分布パ ター ンの解析

度

調 査・ 解 析

デー タ作成・ 解析

(2 地震 に伴 う地殻変動 の面的把握
2.地 震断層 の不均質構造 に関す る研究

観 測 0解 析

(1)地 震断層 の不均質構造 の推定

ボ ー リ ン グ掘 削・ 分 析

(2 地震断層 の断層破砕物質 の解析
3.地 震断層 の活動特性 に関す る研究

デー タ収集・ 解析

(1)過 去 の内陸大規模地震 の震源過程 との比較・ 検討
(2)広 域場 における地震断層 の活動特性 の把握
13)地 震断層 の活動特性 と震源 モデル との対応関係 の総合的検

デ ー タ収集・ 解析
調査・ と りま とめ

討

所

要

経

費

(合

52百 万 円

計)

Ⅱ 平成 12年 度 における実施体制
研

1.

究

項

担

目

地震断層 の活動様式 に関す る研究
(1)地 表変位 の分布パ ター ンの解析

当

機

関

通商産業省工業技術院地質調査所地震地質部

研究担 当者

杉

山 雄

一

高

澤

信

司

佐

藤

比呂志

台湾経済部中央地質調査所

(D

地震に伴 う地殻変動 の面的把握

建設省国土地理院地理調査部
台湾内政部土地測量局

地震断層 の不均質構造 に関する研究

(1)地 震断層 の不均質構造 の推定

闘地震予知総合研究振興会
東京大学地震研究所
台湾中央研究院地球科学研究所
台湾国立中央大学地球科学研究院
台湾経済部中央地質調査所
台湾大学
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究

研

目

項

担

地震断層 の断層破砕物質 の解析

当

機

研究担 当者

関

闘地震予知総合研究振興会

Э安 藤 雅 孝

名古屋大学大学院理学研究科
台湾国立中央大学地球科学研究院
フィリピン火山地震研究所

3.地 震断層 の活動特性 に関す る研究
の制
との比較・ 気象庁気象研究所地震火山研究部
(1)過 去 の大規模内出

り
‖ 有 三

フィリピン火山地震研究所

検討

(2

石

広域場 にお ける地震断層 の活動特性 の把握

中国国家地震局地球物理研究所
建設省国土地理院測地観測 セ ンター

今給黎

哲

郎

台湾中央研究院地球科学研究所

0)地 震断層 の活動特性 と震源 モデル との対応

働地震予知総合研究振興会

窪

田

将

関係 の総合的検討

4.研 究課題 の推進

科学技術庁研究開発局
(注 :○ は研究 リーダー)

Ⅲ

研究推進委員会
委

○岡
安

員

田 篤
藤

正 京都大学

雅 孝

石 井

属

所

名古屋大学

大学院理学研究科教授
大学院理学研究科教授

紘 東京大学

地震研究所教授

伊

藤

谷

生

千葉大学

理学部教授

瀬

野

徹

三

東京大学

地震研究所教授

松

村

正

三

科学技術庁

防災科学技術研究所地震調査研究 セ ンター高度震源解析研究室長
(注 :○ は研究推進委員長)
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