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地震発生の実態像の解明し、その知見を広
く社会に伝え、後生に残す

現実的な地震像に基づき、地震・津波災害
から社会を守る



地震の起こり方
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地震は断層のずれによって発生する
日本周辺では三つのタイプがある

文部科学省 地震を知ろう資料より

今回の地震はプレート境界型
太平洋プレートと北米プレート
の境界で発生
そこでは太平洋プレートが8cm/
年で沈み込む

プレート内地震

余震は本震の断層に
沿って起きる

余震分布から断層の拡
がりを推定

三陸沖から茨城沖まで
• 南北500km, 東西200km

海溝海側にも広がる

内陸地震も活発化
• 福島県南部
• 長野県北部
• 富士山南方
• 秋田沖

東京大学地震研究所HPより



宮城県北部で震度7

横浜、東京震度5強

北海道から近畿地方
にかけて震度３

地震調査研究推進本部HPより

東大地震研究所ＨＰより

3分以上にわたる
強い揺れ

三つの強い揺れ

宮城沿岸、沖合、
茨城沖にエネル
ギー源



宮城県北部志津川 東南東に4m42cm移動
し、75cm沈降した

Sato et al., 2011

海底に広がる地殻変動

水平変動 上下変動

宮城県沖、24m 東南東に移動
福島県沖、5m 東南東に移動



東北地方から関東の太平洋沿岸に高い津波
明治三陸沖地震による津波以上

東京大学地震研究所HPより

Lay et al. 2011 Fujii et al. 2011Yoshida et al. 2011

日本で観測された地震データ 世界中で観測された地震データ 津波データ

海溝付近で50ｍに及ぶ断層のずれ



Fujii et al. 2011

定常的な滑り域

地震発生域

日本列島をのせたプレート

中間的な滑り域

海溝周辺では地震時に大きな滑り（断層のずれ）は発生
しないと考えられてきた。
2011年東北沖地震ではこれまでの考えを覆し、海溝周辺
まで断層のずれ及んだ可能性がある。

津波データ海溝型地震発生域の概念図

では、どこが断層の上限なのか。地震発生の現場調査から明らかにする必
要がある。これは、津波の原因を考える上で重要。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

震源域の地下を探る緊急調査

地震に伴う海底下変動を調べるため、海底地形や
地下構造の調査を実施

深海調査研究船「かいれい」



震源域の地下を探る緊急調査

海底地形調査

地下構造調査
3/14- 3/31, 4/28 – 5/21, 
8/27 – 9/11 

有人潜水船、無人探査機に
よる潜航調査

マルチナロービーム音響測深機

指向性に優れた狭い音響ビームを複数使うことにより，面的に調査ができる．
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Press et al., 2003

震源域の海底地形調査



震源域の海底地形調査

既存測線上の海底地形データの再測によって地震時の海底変動を求められないか。

良質な地形データが必要、その為には、海溝に直交した測線で低速度
で航行し地形データを取得する必要がある

JAMSTEC船舶による地形調査測線図

これら測線に沿って地震後の地形調査を実施

地震前後の海底地形を比較

地震後の海底地形

地震発生直後に震源域近傍測線で、地震前後の地形の差を調べた

1999年の海底地形



地震前後の海底地形を比較
• 地震前後の海底地形（水深）の差をとる

• 海溝軸までの領域が東南東に50m移動し、10m隆起

99年と今回の差

地下構造断面図

海溝軸ぎりぎりまで陸側のプレートが
大きく変動していたことが分かった

10m

地震前後の海底地形を比較

99年と今回の差

地下構造断面図

海溝軸ぎりぎりまで陸側のプレートが
大きく移動していたことが分かった

10m

• 海溝軸までの領域が東南東に50m移動し、7m隆起

• これが、巨大津波の原因か



釜石沖ケーブル津波計で観測された津
波波形。5mに達するパルス状の波形が
確認できる。これが巨大津波の原因。

この波形を説明できるか。

観測された地形変動（海溝陸側の急激
な変動）を単純化して津波シミュレー
ションを行う

文部科学省 地震を知ろう資料より
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Nakamura et al., (2011)

釜石沖ケーブル津波計で観測された津
波波形。5mに達するパルス状の波形が
確認できる

Nakamura et al., (2011)

観測された地形変動（海溝陸側の急激
な変動）を単純化して津波シミュレー
ションを行う

観測された津波波形



釜石沖ケーブル津波計で観測された津
波波形。5mに達するパルス状の波形が
確認できる。これが巨大津波の原因

海底地形変動に基づく単純なモデルで
パルス状の津波形が説明できる。

観測された津波波形
観測された津波波形

Nakamura et al., (2011)

地震前後の海底地形を比較

99年と今回の差

地下構造断面図

海溝軸ぎりぎりまで陸側のプレートが
大きく移動していたことが分かった

10m

• 海溝陸側斜面の50ｍに及ぶ変動が巨大津波を生
成した原因であることが確認された。



地震前後の海底地形を比較
• 「海溝周辺は定常的に滑っており、地震時には大
きく滑らない」、という考えを改める必要がある

定常的な滑り域

地震発生域

日本列島をのせたプレート

中間的な滑り域

10m

震源域の地下を探る緊急調査

海底地形調査

地下構造調査
3/14- 3/31, 4/28 – 5/21, 
8/27 – 9/11 

有人潜水船、無人探査機に
よる潜航調査

大変動域の地下では何
が起こっていたのか



地殻

マントル

調査船から発した微弱な地震波の跳ね返り方から地下十数キロまでの構
造を明らかにする。地下のレントゲン写真を撮る

地下構造調査
ハイドロフォン・ストリーマケーブル

エアガン

海洋調査船「かいよう」

深海調査船「かいれい」
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JAMSTECの地下構造探査システム
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震源域の地下構造

北米プレート（陸側プレート）

日本海溝
大変動域

「かいれい」緊急調査によって得られた震源域の地下構造断面



北米プレート

プレートの沈み込みに伴って、陸側（北米）プレートの底
が削られている。 圧縮の力が働いている

沈み込む海洋プレートの上に幾つもの反射面が見える

北米プレート

太平洋プレート

北米プレート



1999年、地震前

After the EQ地震直後

地震後に陸側プレートの底に新たに削られた痕跡を確認

陸側プレートの底に注目

陸側プレートに引っ張りの力が
働いていることを示す

正断層



震源域の地下構造

北米プレート（陸側プレート）

日本海溝
大変動域

圧縮の力を示す地下構造と引っ張りの力
を示す地下構造が共存している

地下で何か起こっているのか、地震に伴
う変動を示すのか

地震前の地震活動

Asano et al., 2011

地震発生前はプレートが押
し合う力による地震が発生
していた

Press et al., 2003

地震の起こり方から地下構造にかかる力が分かる



Lin et al (in press)

地震後の地震活動

Asano et al., 2011

地震発生後は陸側プレートが引っ張
られる力による地震が発生している

地震の起こり方から地下構造にかかる力が分かる

Press et al., 2003



2011/8/3 Site 1 Shinkai dive H. Nomaki

http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20110815/

Site1

Site2

Site3

1m

1m

2006/6/8 Shinkai dive：Xavier Prieto

地震発生時（直後）に引張の力を示す亀裂が形成された

海底観測から明らかになった大変動

北米プレート

北米プレート

50 m 地震前

地震後

地震前

海洋プレートの沈み込みによ
り、圧縮の力が働く

これにより、陸側プレートの
底が削られる

地震時

削られた面を使って地震時の
滑りが海溝軸まで進む

これにより、陸側プレートが
５０ｍにおよぶ大変動を起こ
す

地震後

海側プレートによる押し込み
の力が解放され、陸側プレー
トは引っ張りの力が働く

地震により日本海溝周辺の地下にかかる力が180度反転した。



北米プレート

50 m 地震前

大変動を起こした海溝域水深7000ｍの地点で、地震断層まで約800m
掘削し断層の性質やプレートの固着度合いを明らかにする

太平洋プレートと北米プレートの境界で起き
たプレート間地震

プレート境界断層の破壊が宮城県沖から始ま
り、岩手県から茨城県沖に広がり、海溝ぎり
ぎりまで及んだ

海溝付近のすべり量は５０ｍ以上。これによ
る大規模な津波が発生した

地震により日本海溝周辺の地下にかかる力が
180度反転した。



Sakaguchi et al., 2011

「ちきゅう」による掘削試料から紀伊半島沖
南海トラフでも海溝軸付近での大変動を示す
結果が得られた。

南海トラフでも海溝域の滑りを考慮する必要
がある。


