重要政策課題への機動的対応の推進（緊急研究）
事後評価
「平成19年（2007年）能登半島地震に関する
緊急調査研究」

責任機関：（独）防災科学技術研究所
研究代表者名：小原 一成
研究期間：平成 19 年 5 月～平成 20 年 3 月

目次
Ⅰ．研究計画の概要
１．研究の趣旨
２．研究計画の概要
３．実施体制
４．研究運営委員会
Ⅱ．経費
１．所要経費
２．使用区分
Ⅲ．研究成果の概要
１．研究成果の要旨
２．研究目標と目標に対する結果
３．科学的・技術的価値
４．科学的・技術的波及効果
５．社会的波及効果
６．研究成果の発表状況
Ⅳ．研究成果：サブテーマ毎の詳細
１．海底活構造調査
１．１海底変動地形調査
１．２海底下活構造調査及び断層活動年代調査
２．陸域震源域の構造探査
３．地震観測に基づく震源域と周辺の活構造の総合調査
３．１広域地震観測データに基づく構造調査及び総合解析
３．２余震研究に基づく構造調査
Ⅴ．自己評価

■プログラム名： 重要政策課題への機動的対応の推進 （緊急研究）
■課題名：平成 19 年（2007 年）能登半島地震に関する緊急調査研究
■代表機関名：（独）防災科学技術研究所
■研究代表者名（役職）：小原一成（地震研究部地震観測データセンター長）
■研究実施期間： 平成 19 年 5 月～平成 20 年 3 月
■研究総経費： 総額 63.5 百万円 （間接経費込み）
Ⅰ．研究計画の概要
１．研究の趣旨
政府の地震調査研究推進本部の方針のもと、陸域の 98 活断層の調査は一通り実施し、全国を概観
した地震動予測地図としてまとめたが、沿岸域及び海域の活断層については、殆ど調査が進んでいな
い。しかし、このような活断層で大都市圏等に影響を及ぼす可能性のあるものは複数存在し、平成 19
年能登半島地震の発生によって改めて沿岸域における活断層の評価の重要性が再認識された。従っ
て、本緊急研究では、今回発生した能登半島地震に関して詳細な調査を実施し、沿岸域及び陸上で
の地殻構造、特に、沿岸域の活断層と陸上の地質断層の関係を解明するとともに、沿岸域における活
断層評価手法を提案することを目的とする。この調査研究によって提示される沿岸域活断層評価手法
を活用することで、沿岸部の地震の規模の予測、発生の長期評価、及び、強震動予測の高度化に資
することが可能となり、日本周辺で大きな被害をもたらす恐れのある活断層の評価に基づいた全国を概
観した地震動予測地図の高度化に貢献する。
２．研究計画の概要
能登半島地震の震源断層の形状や広がり、地殻構造との関係を明らかにするため、調査対象の深さ
ごとに以下の３つのサブテーマを実施する。
「海底活構造調査」では、能登半島地震震源域において浅海用サイドスキャンソナー等により精密な海
底地形調査を行うとともに、海底下 20m 程度までの断層の形状･分布を明らかにし、海底変動地形を抽出
する。さらに、高分解能反射法マルチチャネル法による探査を実施し、海底下 100m 程度までの構造を調
査し、海底活断層の空間的広がりや形状を抽出する。コアリングによる断層活動年代調査 海底活断層
周辺でコアリングを行って地層資料を収集し、断層の活動年代を推定するデータを得る。
「陸域震源域の構造探査」では、沿岸域から陸域にかけて、海陸統合構造探査を実施して、地殻構造、
特に断層の深部形状を明らかにする。海底で確認されている活断層の陸上への延長部にある地質断層
の深部形状を正確に求めて、余震分布と比較する。本地震の震源断層と、地質構造との関係を解明する
ことによって、内陸の地殻構造の詳細から地震発生場所と規模の予測に資するデータを提供する。
「地震観測に基づく震源域と周辺の活構造の総合調査」では、能登半島北西部に、簡易型高感度地
震観測施設１点を設置するとともに、震源域周辺に地上回線等を用いた機動的テレメータ観測を実施し、
既存の基盤的地震観測網と併せて観測した余震や能登半島周辺の地震を用い、トモグラフィー解析等
によって震源域周辺の地殻構造を解明する。また、科学研究費補助金によって明らかにされた余震分布
の研究成果を反映し、震源域における断層構造のモデル化を行なう。この結果と、他の研究成果を統合
して、沿岸域の地震の発生を規制する活構造を抽出し、沿岸域の地震の規模の予測、発生の長期評価、
及び、強震動予測の高度化に資するための資料を提供する。
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３．実施体制
研 究 項 目

担当機関等

研究担当者

１．海底活構造調査
１．１海底変動地形調査

海上保安庁海洋情報部

○伊藤弘志（研
究官）
西澤あずさ

１．２海底下活構造調査及び断層活動年代調査

産業技術総合研究所

○岡村行信(海
溝型地震履歴研
究チーム長)
村上文敏
井上卓彦
池原 研

２．陸域震源域の構造探査

東京大学地震研究所

○佐藤比呂志
(教授)

３．地震観測に基づく震源域と周辺の活構造の
総合調査
３．１広域地震観測データに基づく構造調査及

防災科学技術研究所

◎小原一成(地
震観測データセ

び総合解析

ンター長)
武田哲也
浅野陽一
松原誠
関根秀太郎
３．２余震研究に基づく構造調査

東京大学地震研究所

○岩崎貴哉(教
授)

◎ 代表者
○ サブテーマ責任者
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４．研究運営委員会
氏
◎小原一成

名

所属機関

役

職

防災科学技術研究所地震研究

地震観測データセンタ

部

ー長

伊藤弘志

海上保安庁海洋情報部

研究官

西澤あずさ

海上保安庁海洋情報部

地震調査官

岡村行信

産業技術総合研究所活断層研

海溝型地震履歴研究

究センター

チーム長

東京大学地震研究所地震予知

教授

佐藤比呂志

研究推進センター
岩崎貴哉

東京大学地震研究所地震地殻

教授

変動観測センター
（有識者）
平田 直

東京大学地震研究所

副所長 教授

金沢敏彦

東京大学地震研究所地震地殻

教授

変動観測センター
金田義行
平松良浩

海洋研究開発機構海洋工学セ

海底地震・津波ネットワ

ンター

ーク開発部長

金沢大学大学院自然科学研究

准教授

科（理学部地球学科）
杉山雄一

産業技術総合研究所

活断層研究センター長

堀 貞喜

防災科学技術研究所

地震研究部長

藤原広行

防災科学技術研究所防災システ

プロジェクトディレクター

ム研究センター
（オブザーバー）
入交

総合科学技術会議

奥 篤史

文部科学省研究開発局地震・防

課長補佐

災研究課
小河原隆広

文部科学省研究開発局地震・防

地震調査官

災研究課
山下 太
小林博和

文部科学省研究開発局地震・防

科学技術・学術行政調

災研究課 防災科学技術推進室

査員

科学技術振興機構

科学技術振興調整費
プログラム主管

土田浩平

科学技術振興機構

科学技術振興調整費
業務室

泉 紀明

海上保安庁海洋情報部海洋調
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海洋調査官（測量担

篠原雅尚

査課

当）

東京大学地震研究所地震地殻

准教授

変動観測センター
武田哲也

防災科学技術研究所地震研究

研究員

部
浅野陽一

防災科学技術研究所地震研究

研究員

部
松原 誠

防災科学技術研究所地震研究

研究員

部
◎研究運営委員長
運営委員会等の開催実績及び議題
(a) 運営委員会
第一回（平成 19 年 6 月 8 日）
議題：
1. 研究全体の概要説明（研究代表者）
2. 研究計画・実施状況等の説明
(1) 海底変動地形調査（海上保安庁）
(2) 海底下活構造調査及び断層活動年代調査（産業技術総合研究所）
(3) 陸域震源域の構造探査(東京大学地震研究所)
(4) 余震研究に基づく構造調査（東京大学地震研究所）
(5) 広域地震観測データに基づく構造調査（防災科学技術研究所）
3. その他
・「2007 年能登半島の余震に関する調査研究」文部科学省科学研究費補助金
（特別研究促進費）における進捗状況（東京大学地震研究所）

4

Ⅱ．経費
１．所要経費
（単位：百万円）
研 究 項 目

担当機関等

研 究

所要経費

担当者

H19 年度

1. 海底活構造調査
１．１海底変動地形調査

海上保安庁

伊藤 弘志

6.2

１．２海底下活構造調査及び断層

産業総合技術研 岡村 行信

9

究所

活動年代調査
2. 陸域震源域の構造探査

東京大学地震研 佐藤 比呂志

15.3

究所
３. 地震観測に基づく震源域と周
辺の活構造の総合調査
３．１広域地震観測データに基づ

防災科学技術研 小原 一成

17.3

究所

く構造調査
３．２余震研究に基づく構造調査

東京大学地震研 岩崎 貴哉

1

究所

所 要 経 費

（合 計）

48.8
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２．使用区分
（単位：百万円）
1. 海底活構造

2. 陸 域 震 源 域

3. 地 震 観 測 に

調査

の構造探査

基づく震源域と

計

周辺の活構造
の総合調査
設備備品費
試作品費
消耗品費

11.1

11.1

0.4

0.1

0.1

0.6

14.8

15.2

7.1

37.1

4.6

4.6

5.5

14.7

19.8

19.9

23.8

63.5

人件費
その他
間接経費
計

※備品費の内訳（購入金額５百万円以上の高額な備品の購入状況）
【装置名：購入期日、購入金額、購入した備品で実施した研究テーマ名】
①簡易型高感度地震観測施設用地震観測装置：2007 年 12 月 14 日、11.1 百万円、3. 地震観測に基
づく震源域と周辺の活構造の総合調査
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Ⅲ．研究成果の概要
１．研究成果の要旨
平成 19 年能登半島地震の震源断層と海底活断層、地質構造、地殻構造との関係を明らかにするため、
海底音波探査、反射法地震探査、地震観測に基づく地殻構造調査を実施した。その結果、海底におけ
る活断層は長さ 20km も連続しており、その一部では今回の地震によるわずかな変形が生じたことが明ら
かになった。反射法地震探査の結果では海底活断層に繋がる南傾斜の断層面がイメージングされ、この
断層面は余震分布とも一致することから、震源断層の浅部延長に相当するものと考えられる。さらに、トモ
グラフィー解析による結果では、余震分布を境に地震波速度のパターンが異なることから、震源断層は速
度境界部に形成された可能性がある。また、南傾斜以外にも北傾斜の断層面及び余震分布が検出され、
これらは、初期中新世のリフティングの際に形成された正断層であると推定される。今回の地震活動は、
その後の反転テクトニクスで圧縮応力場が卓越したことによる逆断層運動によって生じたものと考えら、日
本海拡大に伴う地質形成及びその後の改変過程が影響した地震であるといえる。
２．研究目標と目標に対する結果
①目標：能登半島地震の震源断層と震源域周辺における地殻構造を解明する。
結果：海底音波探査、反射法探査、余震分布解析等に基づいて震源断層の全体像を明らかにしたとと
もに、その周辺域における地殻構造を解明した。
②目標：沿岸域における活断層評価手法を提案する。
結果：高分解能反射法マルチチャネル探査システムの活用等に基づく沿岸域における活断層評価手
法を提案した。
３．科学的・技術的価値
能登半島地震の震源断層及びその周辺域の地殻構造の調査研究において、日本海拡大から始まる地
質形成及び改変過程の影響のもとで能登半島地震が発生したことが明らかとなったことは、地質形成と
地震発生との関連、特に内陸地震発生メカニズムを解明する上で重要な情報であり、本緊急研究の科学
的価値は高い。また、本緊急研究において実施された活断層評価手法は非常に効果的であり、これらの
手法が沿岸域の活断層評価において有効な指針となるという観点で、高い科学的・技術的価値を有する。
これらの手法が、沿岸域の活断層評価に適用されることで地震動予測精度が向上し、地震防災に取り組
む際の対象とする地震動が明らかとなり、地震防災力が向上することが期待される。
４．科学的・技術的波及効果
本緊急研究において提案された沿岸域の活断層評価手法を適用して、大都市圏に影響を及ぼす可能
性のあるものも含め各地の沿岸域における活断層を評価することにより、それぞれの震源断層モデルを
適切に設定することが可能となり、地震動予測地図の高度化が図られる。
５．社会的波及効果
各沿岸域に存在する活断層の評価に基づき、震源断層モデルが適切に設定され、地震動予測地図
が高度化されることにより、各地における強震動予測が高精度化され、地震防災に対する取り組みの具
体的指標が明らかになることで、地震防災対策が促進され、地震災害に対する安心安全な社会形成に
貢献する。
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６．研究成果の発表状況
（１）研究発表件数
原著論文発表

左記以外の

（査読付）

誌面発表

口頭発表

合

国

内

2件

5件

8件

15 件

国

外

該当なし

該当なし

2件

2件

合

計

2件

5件

10 件

17 件

計

※ 国内の出版社の英文誌は「国内」とする。
※ 国内で開催された国際会議は「国外」とする。
※成果報告書マニュアルには、成果利用届などのルールについて記載する。
（２）特許等出願件数：該当なし
（３）受賞等：該当なし
（４）主な原著論文（査読付）
①井上卓彦・村上文敏・岡村行信・池原

研：
「2007 年能登半島地震震源域の海底活断層」,地震

研究所彙報,印刷中,（2008）
②池原

研・井上卓彦・村上文敏・岡村行信：
「能登半島西方沖の堆積作用・完新世堆積速度と活

断層の活動間隔」,地震研究所彙報,印刷中,（2008）
（５）その他の主な情報発信（一般公開のセミナー、展示会、著書、Ｗｅｂ等）
①小原一成：「能登半島地震に関する緊急調査研究における成果と課題」，一般公開セミナー「防災
研究フォーラム第６回シンポジウム能登半島地震と新潟県中越沖地震から学ぶ」,
http://www.bosai.go.jp/koho/event/20080315.html, 東京大学小柴ホール 2008.3.15
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Ⅳ．研究成果：サブテーマ毎の詳細
1. 海底活構造調査
１．１海底変動地形調査
（分担研究者名： 伊藤弘志・西澤あずさ、 所属機関名：海上保安庁）
（１）要旨
2007 年 3 月 25 日に発生した能登半島地震（Mj6.9）震源域において、地震に関連した海底活断層の表
層構造を精密に把握するために 9 月 30 日から 10 月 5 日まで、チャープソナーを用いた音波探査および
サイドスキャンソナーによる海底面反射強度調査を実施した。本調査では、沖積層内の微細な構造を検
出することができなかったが、海底面と基盤のずれの大きさを高分解能で見積もることができた。断層に
沿って海底面の水深の傾斜変化が最大となるのは門前町鹿磯沖およそ 10 km の位置で、約 2 m の変位
が認められる。この地点では海底下 15 m に基盤岩と思われる強い反射面が存在しており、約 4 m の変位
（音波伝搬速度を 1500 m/秒と仮定）がある。この基盤岩が最終氷期の浸食面で平坦であったと仮定する
と、平均変位速度として約 0.2 m/千年を見積もることができる。また、サイドスキャンソナーによって得られ
た能登半島西方沖の海底音響画像は、地震に関連すると推定されるいくつかの特徴的な海底変動地形
の存在を示した。そのうちの１つである泥火山状の地形は、断層の上盤側に多く存在することがわかっ
た。
（２）目的
地震を引き起こした断層について、その地震発生時の活動範囲、変位量、変位のセンスの他、これま
での活動履歴、変位量、変位の分布範囲、断層の位置・形状等を知ることができれば、今後の地震活動
を予測することが可能となる。本研究は、平成 19 年(2007 年)能登半島地震を引き起こした断層について、
海底面下浅部の調査を行うことにより、この断層による今回を含む最近の活動範囲、変位量等をとらえ、
今後の活動の予測を行う際のデータの一端とすることを目的とする。
（３）目標と目標に対する結果
①目標： 本研究に先駆けて地震発生から約 1 ヶ月後の 2007 年 4 月 22 日から 5 月 5 日にかけて測量
船「天洋」により精密水深および海底面反射強度調査を実施した。これらの海底面調査の結果から推定
された断層域において、海底面下 20 m 程度の範囲において高分解能で地質構造を捉えることのできる
チャープソナーを用いた表層音波探査を実施し、震源断層の今回を含む最近の活動履歴、変位量を見
積もる。
結果： 海底地形から推定される断層に沿って、海底面の断層を横断する傾斜変化が最大となるのは
門前町鹿磯沖約およそ 10 km の位置で、約 2 m の変位が認められた。この地点では海底下約 15 m に基
盤岩と思われる強い反射面が存在しており、約 4 m の変位（音波伝搬速度を 1500 m/秒と仮定）がある。
この基盤岩が最終氷期の浸食面で平坦であったと仮定すると、平均変位速度は約 0.2 m/千年となること
がわかった。
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②目標：サイドスキャンソナーを用いて海底面の音響画像を取得し、変動地形を精査し、今回の地震に
関連すると考えられる変動の変位のセンス、変位の分布等を明らかにする。
結果：サイドスキャンソナーによる海底面音響画像データは、地震に関連すると推定されるいくつかの
特徴的な海底変動地形（例えば泥火山、噴砂痕、基盤岩露出）の存在を示した。これらの地形は、断層
の上盤側に多く存在することがわかった。
（４）研究方法
海上保安庁で地震発生直後に実施した海底
地形調査の結果を図１に示す。図-１は、北北
西方向から光を当てた海底地形の陰影図であ
り、矢印で挟まれた領域では海底面の南側が
北側に対して相対的に隆起しており、その傾斜
変化に対応して明るい（白い）帯状に見えてい
る。この白い線は、その両側の比高がおよそ1～
2 mであり、断層の最浅部の位置であると推定さ
れる。本緊急研究における産業技術総合研究
所のマルチチャネル反射法地震探査もこの断
層線を横断するように実施された。
チャープソナーを用いた表層音波探査は、
図-２で示される測線上で、2007年9月30日から
10月5日までの6日間実施した。現地での調査
項目は音響測深、表層音波探査及びサイドス
キャンソナーによる海底面反射強度調査であり、

図-１．海底地形の陰影図．

船速は3～4ノットとした。使用したチャープソナ
ーの写真を図-３に示す。
サイドスキャンソナー装置は地震直後の測量船「天洋」と同じSYSTEM5400(KLEIN社、455 Hz、 最大
分解能 7.5*10 cm)を主に使用し、これまでのデータと統合することとした。

図-2． 測線の位置．産業技術総合研究所及び海上保安
庁の調査が重複した測線を茶線で，海上保安庁のみが調
査した測線を黒線で示す．
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図-3． 表層音波探査装置（FS-SB
SB-216S）．機器仕様：発震周波数
2-16 kHz，分解能 6-10 cm，探査深
度 10-50 m.

（５）研究成果
サイドスキャンソナーにより得られた海
底面音響画像の代表的なものを図-4 に
示す。サイドスキャン画像は、明るい部分
が反射強度の強い箇所に相当する。A 地
点ではドーム状の盛り上がりがあり、その
頂部に反射強度の強い硬い岩盤による
馬蹄形状の地形が見られる。岩盤には北
東−南西の割れ目が見られ、新鮮な地形
であることが示唆されている。B 地点では、
泥火山と思われる円錐形の高まりがあり、

図-4． サイドスキャンソナー記録の例．

その頂部にはクレーターも認められる。C
地点では、地震によると思われる噴砂痕が線状に分布しているのがわかる。これらは陰影図上で断層と
思われる白い線の南側、すなわち逆断層の上盤側に存在しており、地震による液状化に関連する変動
地形の例と考えられる。

図-5． チャープソナー記録およびその解釈．測線の位置は図２に示されている．
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チャープソナーによる表層探査の結果得られた代表的な記録及び解釈図を図-5 に、本音波探査記録
及び産業技術総合研究所のマルチチャネル反射地震探査結果から作成した地質構造図を図-6 に示す。
得られた特徴をまとめると以下のとおりとなる。
・ 門前町鹿磯沖合約 500 m から長さ約 1 km にわたり、北西-南東方向の相対的に北落ちの地形が存在
する(測線 L0-a、L0-2)。
・ 門前町鹿磯沖約 8 km(測線 L5)、約 13〜20 km (測線 L8〜L14)に東北東-西南西方向の海底面の傾
斜変化がある。これらは南側が北側に対して相対的に高くなっている。
・ 沖側（西側）ほど上位の堆積層（沖積層）の層厚は薄くなり、基盤の一部が海底面に露出している (測
線 L14)。
・ 傾斜変化が最大となるのは測線 L8 上で、約 2 m の変位が認められる。この地点では海底下約 15 m に
基盤岩と思われる強い反射面が存在しており、約 4 m の変位（音波伝搬速度を 1500 m/秒と仮定）があ
る。この基盤岩が最終氷期（1.8 万年前）の浸食面で平坦であったと仮定すると平均変位速度は約 0.2
m/千年となり、平均変位速度による活断層の活動度の分類（松田、1975）によれば B 級の活動度と見
積もることができる。

図-6．地質構造図．茶線は産業技術総合研究所，黒線は海上保安庁の測線を示す.

（６）関連特許
基本特許（当該課題の開始前に出願したもので、当該課題の基本となる技術を含む特許）について
該当なし
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（７）研究成果の発表
（成果発表の概要）
1． 原著論文（査読付き）

該当なし

2． 上記論文以外による発表

国内誌：１報、国外誌：該当なし、書籍出版：該当なし

3． 口頭発表

招待講演：該当なし、主催講演：該当なし、応募講演：2 回

4． 特許出願

出願済み特許：該当なし（国内： 件、国外： 件）

5． 受賞件数

該当なし

1． 原著論文（査読付き）
該当なし
2． 上記論文以外による発表 （主要な発表のみ２０件以内）
国内誌（国内英文誌を含む）
１）泉紀明・長野勝行・及川光弘・西澤あずさ・小野寺健英・伊藤弘志・笹原昇：「2007 年能登半島地
震震源域における海底地形及び変動地形について」、海洋情報部技報、第 26 号、印刷中、（2008）
国外誌
該当なし
3． 口頭発表
招待講演
該当なし
主催・応募講演
１）泉紀明、伊藤弘志、長野勝行、小野寺健英、西澤あずさ：「能登半島地震震源域における海底地
形及び変動地形について」、日本地震学会、2007 年 10 月 24 日。
２）泉紀明・小野寺健英・伊藤弘志・長野勝行・笹原昇・及川光弘・西澤あずさ：「平成 19 年(2007
年)能登半島地震震源域における海底地形及び変動地形について」、海洋調査技術学会、2007 年
11 月 15 日。
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１．２海底下活構造調査及び断層活動年代調査
（分担研究者名：岡村行信、所属機関名：産業技術総合研究所）
（１）要旨
2007 年能登半島地震の震源域で、ブーマー音源とマルチチャンネルストリーマからなるシステムを用い
た海上音波探査を実施し、長さ 4-6 m のピストンコアを用いて堆積物を採取した。海上音波探査によって
得られた高分解能の反射断面には海底付近まで達する断層が認められ、ピストンコアによって得られた
堆積物の年代測定の結果、その断層は約 2 万年前の最終氷期に形成された侵食面とそれを覆う完新世
堆積物に変形を与えていることを確認した。その活断層は少なくとも 21 km 以上連続し、その南側にも別
の活断層が存在する。9 年前の探査断面との比較から、この断層に沿って最近海底がわずかに南東側隆
起の変形をしたことが明らかになり、この断層が 2007 年能登半島地震の地震断層であると推定した。さら
に、完新世堆積物の変形量が下位に向かって段階的に増加し、最近約 15,000 年間に少なくとも 4 回の
活動イベントがあったことを示している。
（２）目的
2007 年能登半島地震の余震域とその周辺で同地震に関係した活断層が存在するかどうかを確認し、
存在する場合には活動度や過去の活動履歴を解明すること、さらに、沿岸域の活断層調査手法を確立
することを目的として調査・研究を実施した。
（３）目標と目標に対する結果
①目標： 余震域とその周辺海域で反射法マルチチャンネル音波探査を実施し、海底活断層及び褶曲
構造の分布を明らかにする。
結果： 最終氷期の侵食面とそれを覆う完新世堆積物に変形を与える長さ 21 km 以上の活断層を認
定した。
②目標：余震域の活断層と 2007 年能登半島地震との関係を解明し、活断層の活動履歴を明らかにす
るとともに、能登半島周辺の地震の規模と発生確率の高精度化に資する。
結果：長さ 21 km 以上の活断層の東部が 2007 年能登半島地震で変位した可能性が高いこと、その
断層が最終氷期以降少なくとも 4 回活動していることを明らかにした。それらの結果は、今後、能登半島
周辺の地震の規模と発生確率を推定するための重要なデータとして活用されることが期待される。
（４）研究方法
海域の高分解能音波探査と、ピストンコアを用いた堆積物の採取を実施した。音波探査は音源として１
kHz 程度のパルス音を発するブーマーを用い、反射音の受信には 2.5 m 間隔の 12 チャンネルの信号受
信部を持つストリーマを用い、各チャンネルの受信データをデジタル信号として収録した。探査測線は断
層にほぼ直交する方向に 16 本、平行な方向に 1 本で、総延長は約 220 km に達する（図-7）。受信した
反射データは反射法地震探査データ処理ソフトを用いて、重合処理を行い、海底下 100 m 程度まで明瞭
な高分解能反射断面を得た。従来のエアガンを音源として用いた反射断面より、分解能が 10 倍以上高く
なっている（図-8）。
反射断面に年代目盛を挿入する目的で、明瞭に断層が観察できる 2 本の反射断面上から 5 本の長さ
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4-6m のピストンコアラーによって柱状堆積物試料を採取した（図-7）。得られた堆積物コアは 1m 毎に半
割して肉眼記載、写真撮影と軟 X 線写真による堆積構造解析を行った上、堆積物中に含まれる二枚貝、
巻貝、ツノガイ、ウニ殻の年代を測定した。試料は酸でエッチングした後、加速器質量分析法により放射
性炭素年代を得た。測定結果は、INTCAL04 データセット（Hughen et al., 2004）を用いて、Calib5.0.2 キ
ャリブレーションプログラム（Stuiver and Reimer, 1993）を用いて暦年代に変換した。なお、海洋レザバー
のΔR 値は 0 年として計算した。
（５）研究成果
音波探査によって得られた反射断面の解析によって、褶曲の発達した地層を切る顕著な侵食面が広く
発達し、それを変形の少ない堆積物が覆うことが明らかになった（図-9）。堆積物の年代測定から、侵食
面は約 2 万年前の最終氷期に形成されたものであることが確認された。侵食面は平坦であるが、2 本の断
層による明瞭な変形が認められる（図-10）1)。一つは東北東－西北西方向の長さ 21km以上の断層で、能
登半島地震の余震域の北西縁に位置する。断層のトレースは直線的ではなく、顕著なステップ状の折れ
曲がりが１カ所で認められる。もう一つの断層は余震域の西部から南西側に分布する北北東－南南西方
向の長さ 10 km以上の断層である。いずれの断層も南東側が隆起し、侵食面を覆う完新世堆積物にも変
形を与えている。変位量は侵食面上で 6mに達し、完新世堆積物では上位に向かって段階的に減少する
（図-11）。東北東－西北西方向の断層直上では海底にも変形が認められるが、ほぼ同じ位置で 1988 年
に取得した海底地形断面には断層直上に変形は認められない。
ピストンコアによって得られた堆積物は全てオリーブ黒色の比較的淘汰の良いシルトからなり、粒度変
化や火山灰の挟在は認められない。また、肉眼観察及び軟X線写真では物理的堆積構造は認められず、
海底活断層の活動に伴うイベント堆積物は認定されない。年代測定結果から、得られた堆積物は全て約
3000 年前以降のものである。年代測定試料が大型底生生物であるため、死後の再移動を考慮して、各
試料の平均的な堆積速度を求めると、コアBでは 193cm/千年、コアCでは 182cm/千年、コアDでは
346cm/千年、コアEでは 65cm/千年が求まる（図-12）2）。しかし、全ての年代値を海底からの深度に対し
てプロットすると、コアB、 C、 Dの堆積速度に有意な差は認められず、200cm/千年程度の値を示す。コ
アEでもその上位では、これとほぼ同じ堆積速度が推定される。この結果から、調査海域の堆積速度は約
200cm/千年と推定される。2） この堆積速度とマルチチャンネル反射断面で広く認められる侵食面の深度
を基にこれらの面の年代を求めると 14,000-20,000 年前と推定され、浸食面が最終氷期最盛期（約
20,000 年前）に形成されたと推定される。
以上の調査データから、2007 年の地震は東北東－西北西方向の長さ 21km以上の断層の活動によっ
て発生したと判断される。ただし、同地震の破壊領域はこの断層全体でなく、断層トレースのステップ状の
折れ曲がりより東側に限られる可能性が高い1)。同断層運動による完新世堆積物中の変形が下部から上
位に向かって段階的に現象する。変形が急に増加する３つの層準と現在の海底面を反射断面から抜き
取って比較すると、それぞれほぼ同じ変位量のイベントがあったことがわかる（図-11 下）。このことから
2007 年の地震を含めて、最終氷期以降少なくとも 4 回のイベントがあったと推定され、1 万年前以降の発
生間隔は 2000-5000 年であると考えられる2）。一方、北東－南西方向の断層も完新世堆積物中の変形パ
ターンからいくつかのイベントがあったと推定されるが、明瞭な海底の変形が認められない。
本調査によって、2007 年能登半島地震は門前町の西方沖から北東－南西方向に伸びる活断層に沿
って発生したこと、同断層は完新世にも繰り返し活動していることが明らかになった。また、その断層の南
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側にも、別の活断層が存在することが明らかになった。また、本調査で用いた高分解能マルチチャンネル
音波探査と複数の柱状堆積物試料の年代測定の組み合わせは、従来調査が不十分であった沿岸域海
底活断層の活動履歴の解明に有効であることが示された。

図-7. 能登半島地震震源域で実施した高分解能反射探査測線（黒実線）、1988 年の地質調査所（現産
業技術総合研究所）による探査測線（青点線）及びピストンコア採取地点（黒丸）。
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図-8． ほぼ同じ場所で得られた本調査で得られた高分解能反射断面（A）と従来のエアガンを用いた反
射断面（B）との比較。分解能が 10 倍以上向上しており、活断層の認定精度が大きく向上した。

図-9． 調査海域の代表的な反射断面。最終氷期の浸食面を明瞭な反射面からなる堆積物が覆うが、そ
の中に活断層の活動による変形が認められる。
17

図-10． 震源域とその周辺の活構造図（井上他、印刷中1）)。完新世に変形を与える断層を赤で示した。
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図-11． 完新世堆積物中に観察される過去の断層イベント。上：断層付近の反射断面とイベントを示す
反射面のトレース。着色した反射面の上下で地層の変形量が急に変わることから、その付近で断層運動
（地震）があったと考えられる。下：イベントを示す反射面トレースの重ね合わせ。下位の反射面ほど変位
量が大きくなっており、各トレース間でほぼ同じ量の南東側隆起が認められる。

図-12． ピストンコアで得られた堆積物試料の深さと年代の関係。全体としてほぼ一定の傾斜になること
から、約 2m/1000 年の堆積速度を推定した。
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２．陸域震源域の構造探査
（分担研究者名： 佐藤比呂志、所属機関名：東京大学）
（１）要旨
2007 年能登半島地震の震源断層と地質構造との関係を明らかにするために、震源域の海岸に沿って
反射法地震探査を実施した。その結果、地下 2km までの反射断面が得られ、合わせて実施した屈折法
地震探査の結果も含め、2 条の断層が推定された。測線北部の断層は南傾斜の逆断層であり、余震分布
と比較した結果、震源断層の浅部延長に相当する可能性が強い。南部に推定される断層は北傾斜の正
断層であり、初期中新世のリフティングの際に形成された断層と推定される。海域の既存探査の再解析か
らも、断層の再活動が確かめられた。
（２）目的
沿岸域から陸域にかけて、地下構造探査を実施して、地殻構造、特に断層の深部形状を明らかにする。
海底で確認されている活断層の陸上への延長部にある地質断層の深部形状を正確に求めて、余震分布
と比較する。本地震の震源断層と、地質構造との関係を解明することによって、内陸の地殻構造の詳細
から地震発生場所と規模の予測に資するデータを提供する。
（３）目標と目標に対する結果
①目標：沿岸域から陸域にかけて、地下構造探査を実施して、地殻構造、特に断層の深部形状を明ら
かにする。
結果： 陸域で反射法地震探査・屈折法地震探査を実施して、断層の深部形状を明らかにした。また、
沿岸域については既存物理探査資料の再解析を行い沿岸域の断層の深部形状を明らかにした。
②目標：海底で確認されている活断層の陸上への延長部にある地質断層の深部形状を正確に求めて、
余震分布と比較する。
結果：反射法地震探査によって推定された断層と余震分布と比較し、この断層が余震分布の浅部延
長に位置することが明らかになった。
③目標：内陸の地殻構造の詳細から地震発生場所と規模の予測に資するデータを提供する。
結果：内陸の詳細な地殻構造を検討し、今回の地震は日本海形成時に形成された正断層の、横ず
れ成分をともなった逆断層として再活動したことが明らかになった。これはリフト形成期の断層の広がりが、
活断層の活動セグメントに大きな影響を与えていることが明らかになった。
（４）研究方法
2007 年 3 月 25 日に発生した能登半島地震（M JMA 6.9）の震源断層はENE-WSW方向の走向で、南
に約 60 度の傾斜を示している(平田ほか，2007; Ozawa et al., 2008)。震源域は、海域を主体とするがそ
のほぼ 3 分の 1 は陸域下に分布している(Yamada et al., 2008; Sakai et al., 2008)。震源域の海域では海
底の活断層が分布し(片川ほか，2005; 岡村，2007; 井上ほか，2008)、その東方延長は陸域の震源断層
の地表延長と良好な一致を示す。この地表延長部を横断する 10kmの測線を設定し、屈折法及び反射法
地震探査を実施した1)。
1973 年に石油公団(現(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構)による石油天然ガス基礎調査「北陸」に
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おいて、約 20km格子の深部構造探査データ(ストリーマケーブル 2400m、 エアガン 810cu.inch)が取得さ
れている（石油公団，1974）。海域における震源断層の形状を明らかにするために、1973 年度石油天然
ガス基礎調査「北陸」の 4 測線について再解析を行った2)。
データ取得
調査測線は、八ヶ川北側に位置する能登地震震源断層の陸域への延長部分に直交する測線を考慮し、
輪島市門前町モータースポーツ公園内を始点とし、鹿磯、黒島、赤神を経て、剣地に至る約 9.1km 区間
に設定した（図-13）。輪島市門前町モータースポーツ公園および藤浜と赤神地区の市道は、有線ケーブ
ルの設置が困難であったので、独立型システムによるデータ収録を行った。
データは共通反射点重合法による反射法地震探査・屈折法探査のために取得された（表-1）。測線沿
いには被災した家屋と近接した区間があり、大型バイブレータの使用が困難であったため、震源は地球
科学総合研究所所有の中型バイブレータ(Industrial Vehicle International 社製 EnviroVibe)を使用した。
発震点間隔は高分解能を得るため 20m とし、スィープ周波数は、8-100 Hz の線形アップスィープである。
スィープ長は 20 秒、スタック数は標準で 5 回とした。屈折法探査でのスタック数は 75－100 回である。観
測は(株)地球科学総合研究所製 G-DAPS4A を使用した。受振点間隔は、 断層の存在が推定される八
ケ川流域の周辺（RP1-376）では 10m 間隔で、他の区間では 25m 間隔で設置した。
測線北部の林道および南端の市道は交通量が少なく、ノイズレベルは相対的に低かったが、国道 249
号線の交通量が多く、RP288-565 の区間は、通行車両による振動ノイズが大きく混入した。国道 249 号線
では道路補修工事が継続的に実施されており、黒島地区北部では防潮堤の補修工事が行われていた。
測線北端のモータースポーツ公園横での解体廃材集積場のノイズが混入した。
VP267（輪島市門前町鹿磯、林道入り口付近、５回スタック）でのショット記録では、オフセット距離
2.5km 程度まで初動が確認できる（図-14A）。強い反射波が、平野側では、0.5 秒、0.8 秒、および 1.１秒
に見られる。一方、山側では、1 秒程度まで反射波が確認できるが、低周波の表面波などによってマスク
されていて不明瞭である。
測線中央付近の VP490（75 回スタック）の記録（図-14B）では、基盤屈折波が、両端まで届いているの
が確認できる。また、測線両端付近の VP7（100 回スタック）、および、VP604（100 回スタック）の記録では、
基盤屈折波が RP490 付近まで届いており、オフセット 5km 程度の順走時、逆走時が得られた。
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表-1 地震探査におけるデータ取得パラメータ

図-13．測線周辺の地質図。 北陸土木地質図編纂委員会(1990)を簡略化し加筆した。
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図-14. 地震探査におけるショットギャザー例。A：VP267 における反射記録。B:VP490 における屈折
記録。発振点は図-13 に示す。
反射法データ処理
反射法地震探査処理は通常の共通反射点重合法によった。解析には JGI Super X を使用した。
・最小位相変換（Minimum Phase Conversion）
デコンボリューション処理を行う際の波形の歪みを避けるため、既知の震源波形をゼロ位相型から最小
位相型の波形に変換するオペレータを設計し、それを原記録に適用する操作を行った。
・トレースエディット（Trace Edit）
受振点に障害物があり、受振器が設置できなかった箇所に対しては、これらのチャンネルの受振記録を
データ処理から除外した。
・共通反射点編集（CMP 編集）
全記録の発振点・受振点座標を用いて、中間反射点の分布図を作成し、分布が密な位置を選び、重合
測線（CMP 測線）を設定した (図-13)。
総 CMP 数：1645、 CMP 間隔: 5.00m、 重合線距離: 8.22km
・振幅補償(Gain Recovery)
テストの結果、ゲート長 1200 ミリ秒の自動振幅調整（AGC）を行った。
・デコンボリューション(Deconvolution)
発振点・受振点の特性の相違を補正し、分解能の高いデータを得るためのデコンボリューション処理を
行った。以下のパラメータを採用した。
ゲート長：2000 ミリ秒、 オペレータ長： 240 ミリ秒、 ホワイトノイズ：

0.5 ％、 予測距離：4 ミリ秒、 時

間ゲート： Time Valiant
・屈折波静補正(Refraction Statics)
全ての発震記録から初動走時を読み取り、その値から発震点・受振点・表層基底層速度を未知数とす
るインバージョン（タイムターム法）を行い、表層の構造を求めた（図-15）。表層第一層の速度（V1）を 0.8
km/s とした時の、表層基底層の速度（V2）は 1.7-2.7 km/s となり、第一層の厚さは 0-40 m である。この結
果は、屈折波静補正のデータとして用いた。
・速度解析(Velocity Analysis)
定速度重合法（Constant Velocity Stack）を用い、100 CMP（500 m）毎の地点で速度解析を行った（図16）。なお、速度解析は、残差静補正前後で 2 回行った。
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・NMO 補正(NMO Correction)
速度解析によって得られた速度構造を用いて、Normal Moveout (NMO)補正を行った。この際の波形の
伸張が 2.0 を越えるものについてはミュートを施した。
・残差静補正(Residual Statics)
NMO 補正後のデータの反射波を用いた残差静補正を行った。ここで求めた静補正量を NMO 補正前
のデータに適用し、再度速度解析を行った。
・CMP 重合(CMP Stack)
・重合断面図(Final Filtered Stack)
重合後のデータに対して、フィルターテストを行い、以下のフィルターを適用し重合時間断面を作製した
（図-17A）。
F-X 予測フィルター ゲート長: 49 トレース、 オペレータ長: 7 トレース、 ウィンドゥ長:1000 ミリ秒、 オ
ーバーラップ:500 ミリ秒
バンドパスフィルター 0.0 ～ 0.5 秒: 25/30～55/65 Hz、 0.5 ～ 1.0 秒:18/23～45/55 Hz、 1.0 ～
5.0 秒:10/10～35/45 Hz
・時間マイグレーション（Time Migration）
傾斜する反射面を真の位置に復元するため差分マイグレーション処理を行い、マイグレーション速度は
平滑化した重合速度（スケーリング：80%）を用いた(図-5B)。
・マイグレーション深度変換(Depth Conversion)
マイグレーション後の記録に対し、速度関数を用いて、時間軸の深度軸への変換を行った(図-18A)。深
度変換後のサンプル間隔は 4m とした。

図-15. タイムターム法によって求められた表層構造。（上）タイムターム値。（中）第二層目の速度。（下）
地形面と表層付近の風化層（低速度層）の分布。
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図-16. 速度解析によって求められた重合速度分布

図-17. 重合断面（A）と重合後マイグレーション断面（B）
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図-18. 深度変換断面（A）と解釈断面（B）。F１・F2：推定断層。赤と青の破線：屈折法解析によって求め
られた速度境界。
屈折法データ処理
測線の両端と中央部の計 3 地点で取得したショット記録に対して、波線追跡法による解析を行った。深
度断面における基準面は平均海水面からの深度とした。トレース間隔をオフセット距離に比例させて表示
させた記録波形（ペーストアップ）を作成し、全点に対して初動を読取り、走時曲線を作成した。高密度受
振器展開のため初動はほぼ全区間で容易に判読できた。本測線沿いに、2km/s 台～4km/s 台の速度が
認められる。5km オフセットのデータが順測線、逆測線とも得られており、それぞれの終端走時付近では
平均して 4km/s 程度の見掛け速度を呈している。
岩崎(1988)の波線追跡プログラムを用いて、試行錯誤を繰り返し、モデリングと実記録の走時合わせを
行った。レイトレーシングは、反射法断面の解釈線（第一層から第三層）を固定させた上で、速度モデル
を作成した。具体的には、浅部の層から、順次、速度を試行錯誤的にチューニングすることで最終モデル
を作成した。
（５）研究成果
屈折法解析結果
波線追跡では、初動としてあらわれている、みかけ速度 1.7km/s 程度の屈折波から最下位層に相当す
る屈折波初動（みかけ速度 4km/s）を用いた。図-19 に、レイトレーシングに用いたモデルを示す。
上位から、0.8km/s 層、2.3km/s 層、3.2km/s 層が分布する。測線中央部から南部にかけては、表層の
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2.3km/s 層がせん滅しており、表層速度は、3.5km/s と大きくなっている。下部堆積層である第三層につ
いては、反射法による速度解析から 2.8km/s から 3.7km/s へ層間速度が漸増していると推定されたが、
今回の屈折データのみではそこまでの言及ができなかったので、下位の屈折波のインターセプトタイムを
合わせるためにチューニングした結果、深度方向に一様な速度として 3.2km/s を与えた。
最下位層の速度は、測線全区間で 4.3km/s となった。最下位層の上面の深度は、北端で 700m、南端
で 50m であり、ステップ状の低下部を伴う緩やかな北傾斜を示す。ただし、測線両端については、波線が
届いていない部分があり信頼度が低い。なお、測線区間での速度の変化は、オフセット長が十分ではなく、
またショット数も 3 カ所と少なかったために、有意に検出できなかった。

図-19. 屈折法解析より求められた速度モデル。(a)理論走時（実線）と初動走時データ（円）。(b)７ショット
の初動の波線。 （ｃ）P 波速度構造モデル
反射法地震探査の結果と地質学的解釈
深度変換断面では、測線北部の CMP1-330 にかけては、深さ 1.7km 程度まで連続性のよい反射波群
が認識できる。屈折法による速度構造では、測線南部で深度 750m 程度までは 2.8km/s から 3.7km/s、そ
れ以深では 4.1km/s と推定される。地表には初期中新世の日本海形成時のリィフティングに伴う河川性
の堆積物が分布している。これらは礫岩・砂岩・泥岩などの互層からなり、側方に連続性のよい反射波群
が予想される地層である。東北日本では、リフト期の初期は断層運動と同時に河川性の地層が厚く堆積
したことが知られており（Yamaji，1990; Sato and Amano, 1991）、ほぼ同時期の能登半島においても類似
の堆積環境に置かれていた（Kano et al., 2002）。地表地質からは、このリフト期の堆積物の下位にはジュ
ラ紀の花崗岩類が分布すると判断される。河川性の堆積物は花崗岩に比べ、より反射面が卓越すると判
断し、第三系の基底は、測線北部では約深度 1600m にあると解釈した（図-18B）。CMP400-1200 までの
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区間では、振幅が小さく側方への連続性に乏しい北傾斜の反射面が卓越する。北端部ではほぼ水平な
反射面が分布することから、この反射面の傾斜の変曲点付近に構造的な不連続が推定できる。反射面の
傾斜不連続から南傾斜の高角度の断層(F1 断層;図-18B)を推定した。波線追跡法による速度構造も、
CMP300-400 の間で 3.2km/s 層の基底が北側にステップ状に低下しており、北側低下の断層と整合的で
ある。
測線南部の海岸には、陸上に噴出した高温酸化を受けた玄武岩質安山岩が分布し、緩く北に傾斜した
構造を示している。測線南部(CMP1200-1600)の反射断面では、振幅が小さく側方への連続性の不良な
反射面が卓越し、北に緩く傾斜して地表の地質構造と調和的である。CMP1100 から 1000 の間には北に
30゜程度傾斜した反射面が分布し、屈折法による速度構造でも 4.1km 層の上面がステップ状の低下を示
すことから、断層 F2 を推定した。確度は断層 F1 より劣る。地表地質では、推定断層の北側には中新世下
部の河川性の堆積物が分布することから、北側低下の正断層と判断した。
これらの断層の上端の深度については、F1 は地表下 300m 付近までは変位が及んでいる可能性があり、
F2 については 200m 以浅の反射面には変位を与えていないように見える。
反射法地震探査測線の一般走向はN23゜Eであり、震源断層の走向N60゜Eとは、約 45゜の角度で斜交す
る。余震分布と比較するために、測線中央部を通過する断層と直交する断面に、断面線を中心とする幅
2kmの範囲の余震分布を投影した震源分布断面を、反射断面に投影したものと比較した（図-20）。この
図では余震分布から示される震源断層の傾斜角が、みかけの角度としてより真の角度より低角度に表現
されている。余震分布は、構造変化から推定したF1 の延長部に位置している。したがって、今回の地震
は反射法断面から推定される断層F1 の下部延長が、逆断層成分と右横ずれ成分を伴って変位したこと
により、発生したものと判断される。反射断面での断層F1 は、速度構造から見ると北側低下の構造を示し、
逆断層型の変形を示しており、2007 年能登半島地震の震源断層の動きとは調和的である1)。

図-20. 地質構造と余震の震源分布。余震分布は Sakai et al. (2008) と Yamada et al. (2008)を使用した。
佐藤ほか（2008a）による。測線と断層面が斜交するため震源分布もみかけの傾斜となっていることに留
意。
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石油公団再解析測線における地質構造の特徴
1973年に実施された石油公団による反射法地震探査測線は、北東-南西方向と北西-南東方向に格
子状の配列をとる（図21）。再解析を行ったのは73-4測線、73-5測線、73-A-2測線と73-B-3測線の計4
測線である。

図-21. 石油公団（1974）石油天然ガス基礎調査「北陸」から再解析を行った測線図。

図-22． 73-4測線のマイグレーション後反射時間断面（上）と深度変換断面（下）。
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図-23． 73-5測線と73-A-2測線のマイグレーション後反射時間断面（上）と深度変換断面（下）。

図-24． 73-B-3測線のマイグレーション後反射時間断面（上）と深度変換断面（下）。
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73-4測線(図-22) 北傾斜の正断層群によって特徴づけられ、主に二つの南東方に傾動するハーフグラ
ーベンによって、リフト期の堆積盆地が規制されている。これらの初期中新世のリフト系はいずれも鮮新
世に対比される堆積層との間で侵食作用を受け、鮮新世以降の地層はこれらの正断層群を水平に覆っ
て堆積している。
73-5測線(図-23): 測線ほぼ中央部、CMP1000から2500では、リフト期を中心とした堆積層が分布して
いる。この部分では同時にリフト期堆積層の層厚変化も激しく、リフトを形成した正断層群が推定される。
北西部では北西方向に傾斜した正断層群が卓越する。CMP2100と2650で、二条の逆断層を判読した。
断面からでは、既存の正断層との関係については不明である。しかし、断層はリフト期の堆積層の厚い
場所に形成されていることから、既存の断層の再活動である可能性が高い。
73-A-2測線(図-23): 測線中央部に断層に境されたリフト期の堆積層が分布するが、断層の位置や傾
斜などを充分判読できないため、ここでは地質学的な解釈は行っていない。
73-B-3測線(図-24): 北東-南西方向の測線で、南西部では堆積層が厚く分布する。CMP1500付近に
見かけ上二つの逆断層が識別される(図-25)。測線の位置はこの断層とほぼ平行しており、測線の屈曲
から判断して、二つの断層FB1は同一の断層が現れていると考えられる。また、この測線では2007年能
登半島地震を発生させた断層FR1をCMP2900で横切る。反射面の不連続から南東側に傾斜した断層
面が推定できる。
井上ほか（2008）によって報告されている能登半島地震に関連した活断層を横切る測線としては、
73-5 測線と 73-B-3 測線がある。二つの測線で、断層が認識され、中角度で南側に傾斜する断層面が推
定される。とくに 73-B-3 測線で顕著であるが、上盤側で厚いリフト堆積層を有し、リフト期に形成された正
断層の再活動であることが明らかになった。2)
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図-25. 石油公団再解析断面の地質学的解釈（佐藤ほか，2008）
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該当なし
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1. 原著論文（査読付き）

該当なし

2. 上記論文以外による発表

国内誌：3 報、国外誌：該当なし、書籍出版：該当なし

3. 口頭発表

招待講演：2 回、主催講演：該当なし、応募講演： 該当なし

4. 特許出願

出願済み特許：該当なし

5. 受賞件数

該当なし

1. 原著論文（査読付き）
該当なし
2. 上記論文以外による発表 （主要な発表のみ２０件以内）
国内誌（国内英文誌を含む）
１）佐藤比呂志・川崎慎治・阿部 進・加藤直子・岩崎貴哉・伊藤谷生：「2007年能登半島地震震
源域陸域の反射法地震探査」,東京大学地震研究所彙報,（2008）印刷中
2）佐藤比呂志・阿部 進・斉藤秀雄・加藤直子・伊藤谷生・川中 卓：「二船式による2007年能登
半島地震震源域の反射法地震探査」,東京大学地震研究所彙報,（2008）印刷中
3）浜田昌明・野口猛雄・穴田文浩・野原幸嗣・宮内崇裕・渡辺和樹・山口弘幸・佐藤比呂志：
「2007年能登半島地震に伴う地殻変動と能登半島の海成段丘」,東京大学地震研究所彙報,
（2008）印刷中
国外誌

該当なし

3. 口頭発表
招待講演
１）佐藤比呂志：「震源断層のマッピングに向けて：最近の被害地震から」,東京地学協会, 地学クラ
ブ講演会, 2007.9.20
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2）佐藤比呂志：「Recent damaging earthquakes in the western coast of Honshu, Japan」,Jeju 韓国,
2007 Korea-Japan Joint Symposium on Ocean Drilling, 2007.11.22
主催・応募講演

該当なし

4. 特許出願 該当なし
5. 受賞件数 該当なし
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３．地震観測に基づく震源域と周辺の活構造の総合調査
３．１広域地震観測データに基づく構造調査及び総合解析
（分担研究者名： 小原一成、武田哲也、浅野陽一、松原誠、所属機関名：防災科学技術研究所）
（１）要旨
2007年3月25日に発生した能登半島地震の震源断層と震源域周辺の地殻構造との関係を明らかにす
るため、陸域に簡易型高感度地震観測施設を含む6箇所の機動的地震観測を実施し、余震及び周囲に
発生する地震の初動読み取りデータに基づいて震源域を取り囲む周辺域の３次元地震波速度構造を推
定した。その結果、能登半島周辺域における地下構造は３次元的に不均質であり、余震分布を挟んで下
側では地震波速度が周りよりも遅く、上盤では地震波速度が速いことが分かった。つまり、今回の能登半
島地震の震源断層は、地震波速度の境界付近と一致することが明らかとなった。
（２）目的
震源域を含む能登半島周辺において地震波形を高精度に捉えるため、能登半島北西部に簡易型高感
度地震観測施設、及び地上回線などを用いた機動的テレメータ観測点を設置し、既存の基盤的地震観
測網から得られる観測データを用いてトモグラフィー解析等を行い、震源域及びその周辺の地殻構造を
解明する。この結果と、海域･陸域における活構造調査結果や科学研究費補助金による余震研究成果等
も併せて統合し、沿岸域の地震の発生を規制する活構造を抽出し、沿岸域の地震の規模の予測、発生
の長期評価、及び、強震動予測の高度化のための資料を提供する。
（３）目標と目標に対する結果
①目標： 能登半島北西部に簡易型高感度地震観測施設、及び地上回線などを用いた機動的テレメ
ータ観測点を設置し、既存の基盤的地震観測網から得られる観測データを用いてトモグラフィー解析等
を行い、震源域及びその周辺の地殻構造を解明する。
結果：簡易型高感度地震観測施設を含む機動的テレメータ観測点や既存の基盤的地震観測網から
得られる観測データを用いて３次元地震波速度構造を推定し、余震分布を挟んで下側では地震波速度
が周りよりも遅く、上盤では地震波速度が速いことが分かった。
②目標：海域･陸域における活構造調査結果や科学研究費補助金による余震研究成果等も併せて統
合し、沿岸域の地震の発生を規制する活構造を抽出し、沿岸域の地震の規模の予測、発生の長期評価、
及び、強震動予測の高度化のための資料を提供する。
結果：本振興調整費緊急研究の他のサブテーマにおける結果等を用いて、能登半島地震震源域周
辺における地下構造を表現したコンテンツを作成するとともに、震源断層モデルを構築し、沿岸域の地震
の発生を規制する活構造を明らかにした。
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（４）研究方法
震源決定及びトモグラフィー解析精度向上のため、能登半島北部に、オンライン観測点６点を設置した
（図-26）。６点のうち５点は地表臨時観測点（門前鹿磯・門前滝上・門前百成大角間・門前上河内・門前
剱地）、１点は、簡易高感度地震観測施設とし
て、ノイズによる影響を可能な限り避けるため 50
ｍ級観測井を掘削し、その孔底に地震計を設
置した（輪島門前）。地震計は、地表臨時観測
点では Sercel 製 L4－C を、簡易高感度観測点
ではミツトヨ製の孔井型高感度速度計をそれぞ
れ採用した。それらの固有周波数はともに１Hz
である。地震計からのアナログ電気信号は、地
上に設置された計測技研製 KHS－9200 によっ
て 100Hz サンプリング時に 27bit の高分解能で
A/D 変換され、高感度地震観測網 Hi-net と同
様のデータ転送経路によって防災科学技術研
究所のデータ受信部に送られる。これらのデー

図-26． 観測点分布．本業務による新設点を

タは、防災科学技術研究所に集められた後に

赤四角印で，既設の定常観測点を黒印でそれ

高感度地震観測網 Hi-net、大学および気象庁

ぞれ示す．また，2007 年 3 月 25 日から 2008

のデータなどと効率的に併合処理され、地震波

年 1 月 31 日の期間に発生した地震の震源を

形処理システムによる地震の検出と震源決定が

丸印で併せて示す．

即時的に実施された。

トモグラフィー解析を行うにあたり 2000 年 10 月から 2008 年
2 月の間に発生した地震のうち、北緯 35.5～39 度、東経
135.5～140 度の領域を水平方向に 0.01 度（約 1km）、深さ
方向に 1 km に分割し、検測数が最大の地震を各領域から１
つ ず つ 選 択 し た 。 こ の 領 域 に は 274 箇 所 の 防 災 科 研
Hi-net・気象庁・大学の観測点が存在する。解析に用いた
データは 19,183 個の地震からの 697,961 個の P 波到達時
刻， 600,232 個の S 波到達時刻である。これらの震源分布・
観測点分布を図-27 に示す。
Zhao et al.（1992）の走時インバージョン法（トモグラフィー
法）に、ある距離範囲内のグリッドの速度に相関（スムージン
グ）を導入した手法（Matsubara et al., 2004; 2005）を用い、
三次元速度構造を求めた。三次元的に格子点を配置し、そ
れぞれの格子点でのスローネスを未知パラメーターとした。P
波・S 波速度構造・観測点補正値と震源を交互に求め、残差

図-27． トモグラフィー解析に
用いた震源分布(赤丸)と観
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測点分布(青十字)

の減少の仕方が落ち着くまで繰り返した。海域における地震は、震源の深さは固定した上で、震央・震源
時を再決定した。
初期速度構造として、防災科研 Hi-net の震源決定で用いられている構造（鵜川・他，1984）を用いた。格
子点は水平方向には 0.1 度（約 10km）間隔で配置し、深さ方向には深さ 40km までは 2.5-5 km 間隔で、
40km 以深は 10 km 間隔で配置した。
チェッカーボードテストの結果、分解能は格子点間隔の 2 倍、すなわち水平方向に 0.2 度（約 20km）、深
さ方向に 5-10km であった。
（５）研究成果
まず、臨時地上観測点５点とボアホール
型観測点１点を設置したことによる震源決
定への効果について検証した。従来の定
常観測点だけで震源決定を行い、その後
新設観測点６点のデータを加えた場合で
震源を再決定して、その前後での震源分
布を比較した。検証には臨時地上観測点
がオンライン化された以降のデータ
（2007/5/14~2007/10/31）を使用した。図
-28 に再決定後の震源分布を示す。この
結果から再決定後に余震域北東部の震
源が浅くなっていることがわかる。この地域
は新設観測点が展開されている領域に位
置し、特に陸域の震源とその北西沖の震
源では 2~3km 浅くなっている。また水平方
向の移動は鉛直方向に対して相対的に

図-28． 新設観測点データを加え再決定された震源分布図．

小さく、新設観測点下では東向きに 1km

震源を丸で示す．黒実線は再決定による震源の移動を示し，

程度である。一方、余震域南西部に分布

震源の色は鉛直方向の移動量を示す．青三角は新設観測点，

する震源にはほとんど変化がみられな

黄三角は従来の定常観測点を示す．

い。
余震域北東部では再決定後に震源が浅くなっているが、これは定常観測点が余震域直上になかった
ために、深さ方向の決定精度が不十分であったためだと考えられる。今回の新設観測点の設置は北東
部余震域を広くカバーしており、深さ方向の決定精度の向上に大きく貢献していると言える。
本震発生後からの M-T 図を図-29 に、断層の走向に投影した震源分布の時間変化を図-30 に示す。
M5 を越える余震は最初の２日間に集中して発生しており、６月に南西沖で M5.2 の地震が発生している。
７月以降は余震活動が沈静化していたが、2008 年１月になり余震域北東部の陸域下で M4.8 の地震が発
生した。また、本震直後の最大余震は、活発な余震域から数 km 離れて発生した（図-30 左下）。また本震
発生直後（最大余震発生前まで）の余震域の広がりは 30km であったが、その後最大余震が発生して 26
日までに余震域の広がりは 40km に拡大した。４月以降にさらに南西沖に向かって広がり、最終的に全体
で 60km を越える。このように余震域が当初の倍以上に拡大したことは本地震の特徴である。余震が南西
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方向への広がりをみせる一方で、北東方向へは最大余震後は広がっていない。またその活動も最大余
震後は低調化している。それとは対照的に余震域南西部は活発であり、４月以降も継続する。

図-29． M-T 図．（左）本震発生後から１週間。（右）本震発生後から 10 ヶ月間。

図-30． 本震断層の走向に投影した震源分布の時間変化。
（左上）丸は震央分布を示し、白十字は
本震の位置を示す。図の中心部のスケールは投影したＸ軸を示し、本震の位置を０とする。
（右上）
本震発生後から 15 時間。
（左下）本震発生後から１週間。
（右下）本震発生後から 10 ヶ月間。赤
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丸は M4 以上の地震を示す。
続いて余震を４つの期間に分け、震央分布とメカニズム解とを比較した（図-31）。メカニズム解は防災科
学技術研究所広帯域地震観測網(F-net)によって決定された M4.5 以上のものを使用した。本震直後のメ
カニズム解は、本震と最大余震ともに北西－南東圧縮の逆断層型であった（図-31 左上）。翌 26 日以降
は余震域が南西方向に広がり、主要な地震のメカニズム解のＰ軸は東西に向いている（図-31 右上）。余
震域南西端では横ずれ断層型に近い。４月以降はさらに余震域南西端で東西圧縮の逆断層が発生して
おり、そこでは地震分布が孤立して局在化している（図-31 左下）。５月以降ではそのさらに沖合で地震が
発生し、これもまた地震分布が孤立している。この地震のメカニズム解は本震のものに似ている（図-31 右
下）。このように能登半島地震の余震には本震とは異なるメカニズム解が数多く存在し、Ｐ軸の向きは北西
－南東方向のものと東－西方向のものが見られる。特に余震域南西端では南北方向に並ぶ余震分布が
みられ、本震の断層走向とは明らかに異なっているものが存在している。

図-31. 各期間の震央分布とメカニズム解。各期間内に発生した震央分布を赤丸で、合わせて F-net に
よ っ て 推 定 さ れ た M4.5 以 上 の メ カ ニ ズ ム 解 を 示 す 。 （ 左 上 ） 2007/03/25 、 （ 右 上 ）
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2007/03/26~2007/03/31、（左下）2007/04/01~2007/04/30、（右下）2007/05/01~2008/01/31。
以上の結果を元に、トモグラフィー解析を行なった結果、10 回のインバージョンの繰り返しにより、残差
は、P 波で 0.350 秒から 0.215 秒へ、S 波で 0.531 秒から 0.295 秒へ減少した。
深さ 5、 10、 15、 20、 25、 30 km における水平断面を図-32 に示す。深さ 10、 15km の水平断面か
ら、能登半島地震とその余震は、北東-南西に分布する低速度領域の南側で発生していることがわかる
(図-32b, c)。この低速度領域は、深さ 20km 程度までは明瞭に分布する(図-32d, e)。

図-32． 深さ 5km～30km の P 波速度パーターベーション分布
余震分布の卓越する方向と直交する断面の分布を図-33 に示す。本震の領域から北東側は、表層の
低速度領域と余震分布の下盤側の低速度領域との間に高速度領域が分布し、高速度域内や高速度領
域と下盤側の低速度領域の境界付近で地震が活発に発生していることがわかる(図-33 の A～E)。この結
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果は、Kato et al., (2008)と調和的である。一方、本震領域から南西側では、下盤側の低速度領域と上盤
側の高速度領域の境界付近で余震が活発に発生している(図-33 の F～J)。
Kato et al., (2008) では、浅いほうの高速度は、日本海拡大よりも前に形成された、地表まで露出して
いるダイクが密集したものや 200Ma 程度の花崗岩や変成岩で構成され、日本海拡大時に溶解した岩石
が南東上盤側へ押し付けられたことによるものと考えている。深いほうの低速度は、Vp/Vs が低いことから、
石英が豊富な花崗岩や変成岩と考えられる。

図-33．余震分布と直交する断面の P 波速度パーターベーション分布と余震分布
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本振興調整費緊急研究の結果及び他の調査結果を総合すると以下のことが明らかになった。
・海底活断層は途中で屈曲しながら少なくとも約 20km 以上は連続する。
・９年前の探査断面との比較から、この断層に沿って海底面にわずかな南東側隆起の変形が生じた。
・海底で確認されている活断層の陸上延長部に存在する地質断層深部において、南傾斜の逆断層の存
在が明らかになった。
・海域での既存探査資料の再解析により、海底活断層から南傾斜の断層面が推定された。
･短いストリーマケーブルを使用した二船式深部反射法探査でも、海底活断層から南傾斜で約 4km の深
さまで断層面がイメージングされた（佐藤他, 2008）。
・余震は南東方向に約 55 度傾斜した面上に分布し、反射法探査で推定された断層面及び海底面調査
で明らかにされた海底活断層と整合的である。
・従って、能登半島地震の震源断層は、海底面に存在する海底活断層から南東に約 55 度で傾斜し、長
さは海域で約 20km 以上、陸域で約 10km の合わせて 30km 以上と考えられる。
・震源断層を境に地震波速度構造が変化し、下盤では速度が遅く、上盤側では速い。
・余震活動は南西方向に拡大する傾向にあるが、本震発生直後は余震活動は東半分に集中し、海底活
断層と比較すると、海底活断層の屈曲部から東側に相当する。
・強震波形インバージョン解析に基づくと、本震破壊時に最も大きなすべり量が推定された場所は、海底
活断層の屈曲部の東側に相当する。
・反射法マルチチャネル探査で明らかにされた今回の地震による変形は屈曲部の東側で確認された。
・海底において確認された泥火山は海底活断層屈曲部より東側に集中しており、もしこれらの泥火山が
今回の地震によって形成されたとすると、この領域でより強い揺れに見舞われたものと推定できる。
・従って、本震の震源破壊に対応する断層領域は、海底各断層の屈曲部より東側の約 20km の長さの領
域である。
・余震活動には、南東傾斜以外に北西傾斜の余震分布を形成する共役な活動も見られ、同様に、北西
傾斜の断層面も反射法探査で検出されている。
・これらの南傾斜及び北傾斜の断層面は日本海拡大時に形成された正断層であり、現在の圧縮応力の
もと、逆断層として今回の地震や余震が発生したものと推定される。
・共役断層における余震活動は、本震発生後しばらくしてから活動しており、本震や主な余震によって誘
発されたものと考えられる。
・余震域の北東端には余震活動が低調な領域が存在し、震源断層近傍に高速度領域がイメージングさ
れていることから、この高速度体がバリアとして機能した可能性がある。
・震源域浅部では、横ずれ型のメカニズム解が主で、P 軸方位が東西方向を向き、広域応力場の方位に
一致するが、深部では逆断層型が卓越し、P 軸の方位が北西－南東方向の走向に回転することが明らか
となった。
・海底活断層の平均変位速度は 1000 年で約 0.2m であり、松田（1975）の分類によれば B 級の活動度と
なる。
・堆積層中の地層の不連続性から、最近約 15000 年間に少なくとも４回の活動イベントが発生し、１万年
前以降の活動間隔は 2000-5000 年であると考えられる。
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また、今回の調査研究では、沿岸域における活断層評価において有効な手法を提案するということが、
ひとつの大きな目的である。沿岸海域は、漁業活動や大型船舶航行のため、これまで、海底地震観測や
長大なストリーマケーブルを使用する深部構造探査に対して大きな制約があった。また、従来の浅海用
音波探査システムには分解能が不十分であるという課題もあった。そこで、今回の調査研究では、産業技
術総合研究所で新たに開発された高分解能反射法マルチチャネル探査システムを使用し、海底面から
深さ約 100m 程度まで、非常に鮮明な反射断面を得ることに成功した。このシステムは、水深の浅い沿岸
域における活断層や活褶曲などの活断層調査には有力である。さらに、本緊急研究と並行して実施され
た海域の深部構造探査（佐藤・他，2008）では、長大ストリーマケーブルが使用できないという条件の下で、
2 船式海上地震探査を実施し、短いストリーマケーブルを使用し、エアガン船を分離することでオフセット
を確保する方式で、深部までの断層のイメージングを可能とした。さらに、マルチビーム音響測深機による
面的な微地形調査を含め、これらの手法を併用することで、海底面から深部までの沿岸域における活断
層調査が可能となることを示すものである。
さらに、海陸にまたがる活断層を評価する手法としては、海陸に連続的な測線に沿って陸上受信器及
び海底ケーブルを設置し、エアガンやダイナマイト等の人工震源を用いた海陸統合の広範囲の反射断
面を得ること、及び、海岸線に沿う構造探査によって陸域と海域それぞれで実施された構造探査を接合
することで、総合的な活断層評価を行なうことが可能となる。
また、海域及び陸域に稠密な地震観測を展開して自然地震を観測し、トモグラフィー法で３次元地震波
速度構造における速度異常境界領域を抽出することも重要であろう。
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（７）研究成果の発表
（成果発表の概要）
1. 原著論文（査読付き）
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2. 上記論文以外による発表

該当なし

3. 口頭発表

招待講演： １回、主催講演：該当なし、応募講演：該当なし
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1. 原著論文（査読付き） 該当なし
2. 上記論文以外による発表 （主要な発表のみ２０件以内）
国内誌（国内英文誌を含む）該当なし
国外誌 該当なし
3. 口頭発表
招待講演
小原一成：
「能登半島地震に関する緊急調査研究における成果と課題」東京大学小柴ホール, 防
災研究フォーラム第6回シンポジウム、2008.3.15.
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３．２余震研究に基づく構造調査
（分担研究者名：岩崎 貴哉、所属機関名：東京大学地震研究所）
（１）要旨
平成19年3月25日に能登半島でM6.9の地震が発生した。この地震は、海陸にまたがる海岸地域で発
生したため、陸域および海域で臨時観測が行われた。科学研究費補助金による緊急研究によって陸域
の臨時観測に88観測、海域に12点の観測が設置された。本調査では、大学の合同観測グループで検測
された1633個（M1.8以上）の地震に加え、防災科学技術研究所の定常観測点及び臨時オンライン観測
点で観測された1013個の地震の読み取りデータと、本調査で新たに読み取ったM1.7クラスの地震282個
を加えて、先行研究で求められた本地震の3次元速度構造に対して震源決定を実施した。
その結果、震源分布の詳細から、主断層面及び共役断層面の形状が明らかになった。余震分布と3次
元速度構造との対応関係が明確となり、当該地域の地質構造との対応関係も明らかとなった。また、余震
のメカニズムも深さとともに系統的に変化し、この地震の初期破壊と主破壊の違いを示唆する結果を得
た。
（２）目的
能登半島地震震源域の地殻構造の推定精度をより向上させるため、能登半島北西部に設置される簡
易型高感度地震観測施設や機動的テレメータ観測点及び基盤的地震観測網からのオンラインデータと
共に現地観測点データを用い、震源域における３次元地殻構造を詳細に解明すると共に、本震発生直
後に実施された科学研究費補助金による緊急研究によって得られる余震分布との比較から、本震の震源
断層と地殻構造との関係を解明し、震源域における断層構造のモデル化を行い、内陸の地殻構造の詳
細から地震発生場所と規模の予測に資するデータを提供する。
能登半島地震震源域周辺における現地地震観測データを用いて能登半島地震の余震以外の地震につ
いても波形記録からP波及びS波を検測し、能登半島北西部に設置される簡易型高感度地震観測施設や
機動的テレメータ観測点及び基盤的地震観測網からのオンラインデータと併せて解析し、震源域におけ
る高精度３次元地殻構造を推定する。さらに、本震発生直後に実施された科学研究費補助金による緊急
研究によって得られた高精度余震分布との比較から、震源域における断層構造のモデル化を行う。
（３）目標と目標に対する結果
①目標： この地震発生後に行われた機動観測と定常的観測を組み合わせ、本震の震源断層と地殻構
造との関係を解明し、震源域における断層構造のモデル化を行い、内陸の地殻構造の詳細から地震発
生場所と規模の予測に資するデータを提供する。
結果： 余震域の3次元的速度構造と震源分布の対応が明確になり、南東傾斜の断層面が主断層で
あることが確認された。また、精密余震分布から、それと共役の断層面の存在が明らかとなった。また、震
源域の浅部では、横ずれ型のメカニズム解が主であるが、深部では逆断層型が卓越する。また、震源域
の浅部では、P軸の方位が東西方向を向いており、広域応力場の方位に一致する。一方、深部ではP軸
の方位が北西－南東方向の走向に回転することが明らかとなり、この地震の初期破壊過程と主破壊過程
の差を示唆する結果が得られた。
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（４）研究方法
平成19年3月25日に能登半島でM6.9の地震が発生した。本震の発震機構解は、北西－南東方向に
圧縮軸を持つ逆断層型であると推定されている。余震分布は北東―南西方向に並び、南東傾斜の面状
分布をしていて、発震機構解から推定される断層面とおおむね一致する。この地震は、海陸にまたがる
海岸地域で発生したため、陸域および海域で臨時観測が行われた。科学研究費補助金による緊急研究
によって陸域の臨時観測に88観測点(Sakai et al., 2008)、海域に12点の観測点（Yamada et al., 2008）が
設置された。本震発生当日夜から始まり、5月22日までの約2ヶ月間続けられ、3000個以上の地震が観測
されている。
本調査では、大学の合同観測グループで検測された1633個（M1.8以上）の地震に加え、防災科学技
術研究所の定常観測点及び臨時オンライン観測点で観測された1013個の地震の読み取りデータ（5月14
日-10月31日）と、本調査で新たに読み取ったM1.7クラスの地震282個を加えて震源決定を実施した。震
源計算には、余震データを用いてKato et al., (2008)によって求められた3次元速度構造を用い、double
difference法(Zhang and Thurber、 2003)を適用した。構造のgrid間隔は、X 方向(S35E) 3 km間隔、Y 方
向(N55E) 3 km間隔、Z (深さ)方向 3 km間隔である。
（５）研究成果
図-34 及び図-35 に 3 次元速度構造と震源分布を示した。上記のデータから、以下のことが明らかとな
った。
① この地震の余震は主断層面に対応すると見られる南東傾斜の分布を示す。また震源域の北西側に
おいてそれと共役な北西傾斜の余震分布が見られる。この共役断層系の活動は、本震発生からある程度
時間を経て発生しており、この地震の主破壊に関与している可能性は少ない。むしろ、本震及び余震に
よって誘発されたと考えるべきであろう。
② 速度構造の大きな特徴として、震源域の北西浅部の下盤側には低速度体が、南東部の上盤側には
高速度体が存在しており、余震はこの速度境界近傍に分布する。つまり、本震は低速度体と高速度体と
の境界で発生したことがわかる。北西部の低速度体は日本海拡大時に形成されたリフト内の堆積層、一
方、南東部の高速度体は溶岩や年代の古い花崗岩に相当すると考えられる。
③ 南東部上盤側の高速度体は、震源よりも北東側(Y=3、6km) で地下深部から表層まで続いていること
がわかる( 図-34及び図-35)。
図-35 のY=3 km の断面図では、浅い余震列が北西傾斜の分布を示し、且つ、低速度と高速度の境
界に並ぶ。この速度境界の浅部延長部は地質断層Fb の位置に一致する。震源域の南方の丘陵にはジ
ュラ紀の花崗岩が露出し、その分布の北縁を限る北側低下の東北東-西南西方向の断層が断層Fbであ
る。この断層は、広域的に花崗岩の分布を規制しており、変位量の大きな地質断層と判断される。したが
って、北西傾斜の余震分布と速度境界は、断層Fbの深部形状を現していると考えられる。
④ 余震域の北東端(Y=12km)の深さ5km以深の余震活動が低調な場所には、震源断層近傍に高速度体
がイメージングされる。破壊領域の端に高速度体があると考えると、この高速度体は本震の破壊に対して
バリアとして機能した可能性が挙げられる。
⑤ P波初動極性データを用いて、メカニズム解の推定をおこなった。その結果、震源域の浅部では、横
ずれ型のメカニズム解が主であるが、深部では逆断層型が卓越する。また、震源域の浅部では、P軸の方
位が東西方向を向いており、広域応力場の方位に一致する。一方、深部ではP軸の方位が北西－南東
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方向の走向に回転することが明らかとなった。

図-34. 観測点分布及び震央分布図。

図-35. 余震分布の断面図。

50

図-36. 断層の概念図。

（６）関連特許
該当なし。
（７）研究成果の発表
（成果発表の概要）
1。 原著論文（査読付き）

該当なし。

2。 上記論文以外による発表

該当なし。

3。 口頭発表

該当なし。

4。 特許出願

該当なし。

5。 受賞件数

該当なし。
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Ⅴ．自己評価
１．目標達成度
海底面及び直下の浅部構造調査については、当初予定していた測線長を越える距離のデータを取
得し、震源域とその周辺の断層及び褶曲の分布を明らかにすることと、堆積物の年代から震源断層の活
動履歴を明らかにするという計画時の目標はほぼ達成した。震源域深部構造探査においては、陸域では
当初計画に沿って探査を実施し、地下に投入するエネルギーが当初想定より不足したためイメージング
が危ぶまれたが、予想通りの断層面がイメージングされたとともに、海域での過去データ再解析では、海
底活断層付近で断層面がイメージングされるなど、所定の目標は充分に達成した。また、自然地震観測
に基づく構造調査では、震源域とその周辺域における 3 次元地震波速度構造と震源断層との関連が示
されたとともに、余震分布の詳細から、この地震の主断層と共役断層系の形状と分布が明らかとなり、当
初の目標は概ね達成できたと考える。さらに、本緊急研究で使用した高分解能音波探査システムにより
海底活断層が明瞭に認識され、その活動履歴も推定可能であるなど、沿岸域の活断層評価に関する有
効な手法を提示したという点において、当初の目標を達した。
２．研究成果
海底活構造調査では、海底活断層の位置や形状を広い領域で面的に把握できただけでなく、高分
解能マルチチャンネル音波探査によって得られた反射断面によって、明瞭な活断層が認定され、その分
布を明らかにした。さらに堆積物の年代値を組み合わせることにより、断層の活動度も明らかにすることが
できた。これらの研究成果は、海底活断層の浅部構造及び活動履歴を把握する上で大変重要な情報を
提供した。また、深部構造探査においては、上述の海底活断層及び余震震源分布と非常に整合的な断
層面がイメージングされ、内陸地震の破壊領域を推定する上での重要な指針が得られた。さらに、自然
地震観測に基づく構造調査では、震源断層と 3 次元地震波速度構造との関連が示されたとともに、主断
層と共役断層系の形状と分布が明らかとなり、この自身について明らかにされた地質学的な地殻改変に
伴う不均質構造と内陸地震断層面の関係、余震のメカニズムの空間変化とこの地震の初期破壊、主破壊
の関連性は、この地震にとどまらず、内陸地震の発生プロセスの理解に大きく貢献するものと考えられる。

３．研究計画・実施体制
本緊急研究に先立ち、科研費補助金による海域及び陸域での稠密地震観測、海上保安庁測量船「天
洋」による地形調査結果が実施され、本緊急研究の研究計画を策定する上で大変有効であったとともに、
本緊急研究内においても、先に実施された調査研究の結果を踏まえて、後から実施される調査研究の計
画内容を最終決定するなど、相互に連携を図ることで効果的に調査作業を行なった。また、7 月中に実施
した高分解能反射法マルチチャネル探査については、その成果が 2007 年 7 月 30 日にプレス発表され、
同年 7 月 16 日に発生した新潟県中越沖地震に関する緊急研究においても、同様の探査が実施されるな
ど、その有効性が改めて実証された。一方では、中越沖地震に関する緊急研究と相前後して実施された
調査観測項目もあり、予定通りに実施されたとはいえ、業務量としては非常に膨大であった。実施体制と
しては、防災科学技術研究所が代表機関を勤め、産業技術総合研究所、海上保安庁海洋情報部、東京
大学地震研究所が分担機関としてそれぞれのサブテーマを実施したが、科研費補助金による緊急研究
グループ等との連携も図り、また、中越沖地震の緊急研究においてもいくつかの機関が共通して参加し
ていることから、これらの緊急研究間での連携もとりながら研究を実施した。また、適宜、地震調査研究推
進本部、内閣府総合科学技術会議への報告、あるいは一般向けのシンポジウムへの成果発表も実施し
た。
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