採択課題番号：IDEAS201712

地震災害予測のための地球観測データのデジタルアースへの適用
-プレート境界への適用長尾年恭*、楠城一嘉**、井筒潤***
*
東海大学 海洋研究所 地震予知・火山津波研究部門、
**
静岡県立大学 グローバル地域センター地震予知部門、
***
中部大学 中部高等学術研究所 国際 GIS センター
1. はじめに
2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震および、それに伴う津波による広域複合災害、いわゆ
る東日本大震災は人的被害・社会的被害だけでなく、エネルギー問題をはじめとした持続可能性をも脅かし
た。現在、地震の予測は非常に困難であると考えられているが、日本国内では様々な地球物理的観測が世界
でも類を見ないほど稠密に行われており、2011 年東北地方太平洋沖地震でも様々な前兆現象の可能性がある
現象がその観測網でとらえられていた(文献：1)。これらの現象を中部大学のデジタルアースサーバ上で常時
モニタリングするサービスを開発し、地下の様子を知り、地震発生の危険性を把握し、その危険性を地域で
共有することが本研究の目的である。
これまでの研究では 2011 年東北地方太平洋沖地震でも地震前の前兆的な変動が見られた b 値分布の計算
（平成 26 年度）および地殻変動のデジタルアース上でのモニタリング手法の開発（平成 27 年度）を行ない、
昨年度（平成 28 年度）は日本に多数存在する内陸部の活断層の周辺の地震を用いて、活断層ごとに b 値を計
算し、その時間的な変化をモニタリングするシステムの開発を行い、2016 年 4 月に発生した熊本地震の事例
に関して解析を行った（文献：2）
。
今年度は内陸の活断層だけでなく、南海トラフや相模トラフをはじめとしたプレート境界領域についても
同様に b 値の時間変化を計算した。また、昨年度は断層面ごとに b 値を計算していたが、今年度はそれぞれ
の断層面上でより稠密（1 km ～ 5 km ごと）に b 値の計算を行い、断層面上における地震活動の詳細な分布
や b 値の分布を調査した。また、これまでの解析結果を web 上で公開するために javascript ベースの webGL
である cesium を使用した解析データの可視化を行った。
2. 内陸の活断層およびプレート境界領域での b 値分布
地震のマグニチュード別の発生頻度分布を片対数グラフ
で示すと直線性を示す（グーテンベルグ・リヒター則）
。これ
は世界中の大地震から局所的な小地震や微小地震に至るま
でほぼ成り立っていると考えられており、その直線の傾きの
絶対値が b 値である（図 1）
。b 値は通常 1 前後の値をとるこ
とが多く、このことよりマグニチュードが 1 大きくなると地
震の発生数はおよそ 10 分の 1 になることがいえる。b 値は
地震集団の性質を示す重要なパラメータであり、大地震の前
には b 値が小さくなることが指摘されている（文献：3, 文
献：4）。
使用した地震カタログは気象庁の一元化カタログの 1996
年以降の地震を使用しているが、大地震や群発地震の発生時
などで震源解析が追いつかずデータの更新が滞ることがあ
図 1 グーテンベルグ・リヒター則と b 値
るため、速報値として防災科学技術研究所が提供する Hi-net
地震観測網による自動処理震源マップのデータも適宜使用している。
解析した活断層は昨年度と同様に、防災科学技術研究所が提供する地震ハザードステーション（J-SHIS）
の断層パラメータを使用した。昨年度は内陸の主要活断層 189 区間について調査したが、今年度は主要活断
層およびその他の活断層（推定活断層を含む）合計約 450 区間、およびプレート境界領域の 20 領域について
調査した。
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内陸の活断層と一部のプレート境界領域（三陸沖北部・北海道西方沖・北海道南西沖・青森県西方沖・山
形県沖・新潟県北部沖）の推定断層面は矩形断層の集合で表現されている。データシート上では各矩形断層
は断層基準点の緯度経度、断層上端深さ、矩形断層長さ、矩形断層幅、走向角、傾斜角が定義されている。
これらのデータから断層面の三次元的な位置座標を取得し、断層面上に 1 km 間隔の格子点を想定し、その各
座標を計算する。地震カタログのうち、各格子点から 10 km 以内の地震のみをそれぞれ抜き出し、格子点ご
との b 値を計算し地震断層面上の b 値の分布を求めた。また、一部のプレート境界領域（択捉沖・色丹島沖・
根室沖・十勝沖・東北地方太平洋沖・相模トラフ・南海トラフ）の推定断層面は矩形でなく、おおよそ 5 km
間隔の断層構成点の集合で地震断層面を表現している。南海トラフなど地震発生のパターンが複数（東海・
東南海・南海・日向灘・海溝軸周辺などが連動するかどうか等）想定されている場合は、最も広域の想定震
源領域のものを採用し、上述の断層構成点から 10 km 以内の地震を抽出して断層構成点ごとに b 値を計算し
た。断層によっては地震活動の分布が偏ることがあるので、各格子点および断層構成点で b 値を計算する際
に使用した地震の数と、マグニチュードから換算した地震のエネルギーの積算も併せて計算し可視化した。
b 値の計算には観測された地震データの完全性が重要になっているが、今年度の研究では単純のため、内陸
の活断層に関しては一律に M1.0 以上、プレート境界領域の地震断層については一律に M2.0 以上の地震はす
べて観測されていると仮定して b 値の計算を行っている。
3. cesium による可視化
昨年度までは解析結果を GIS 上に可視化するために解析データを kml ファイル形式に書き出し、
GoogleEarth 上でデータの表示を行っていた。解析データの web 公開方法としては web ブラウザ上で
GoogleEarth を動作させる GoogleEarth API の使用を当初計画していたが、GoogleEarth API がセキュリティ
上の問題から 2017 年 1 月より使用できなくなってしまった。そこで、GoogleEarth API の代替として注目さ
れているオープンソースの 3D 地図作成ライブラリである cesium を使用して解析データの web 上での表示、
可視化を行った。仕様の差は一部存在するが、cesium は kml ファイルの読み込みが可能であり、移行作業は
比較的スムーズに行うことができた。現在、http://strain.isc.chubu.ac.jp/ にて試験公開中である。
4. 結果と考察
図 2 に解析を行った内陸の活断層とプレート境界領域の b 値解析結果を示す。各断層はすべて地表面に投
影されており、断層全体の b 値によって色付けされている。b 値が 1 の断層は緑色、1 よりも低い b 値の断層

図 2 解析を行った内陸の活断層とプレート境界領域の b 値
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図 3 南海トラフの解析結果詳細の情報ウィンドウと b 値分布を地図上に投影したもの
は赤系統の色で、１よりも高い b 値の断層は青系統の色
で表示されている。択捉沖や色丹島沖の領域は赤く表示
され b 値がかなり低く計算されている（択捉沖で 0.2、色
丹島沖で 0.4 程度）が、これは気象庁が設置している地
震計から離れているため、マグニチュードの小さい地震
が気象庁の地震カタログに記録されていないことが原因
である。今回は単純化のためにプレート境界域ではマグ
ニチュード 2.0 以上はすべて記録されていると仮定した
が、今後は各領域での地震観測データの完全性（コンプ
リートネス）の調査が課題であるといえる。
地図上で断層をクリックすることで情報ウィンドウが
開き各断層の解析結果を見ることができる。図 3 は南海
トラフ領域をクリックした際の表示例である。情報ウィ
ンドウには断層名、J-SHIS における断層コード番号、断
層全体の b 値に加え、地震 500 個ごとに計算した b 値の
時間変化（左上）
、時間と地震積算数のグラフである N-T
図（左中央）
、時間とマグニチュードのグラフである M-T
図（左下）
、格子点・断層構成点ごとに計算した地震断層
面上の b 値分布（右上）
、地震断層面上における地震発生
数の分布（右中央）
、地震断層面上において発生した地震
のエネルギーの分布（右下）の計算結果が示されている。
地震断層面上の b 値分布は図 3 のように地図上に投影す
ることも可能にしており、これによって実際に具体的な
地域の地震活動の状況をモニタリングすることができ
る。
南海トラフの b 値分布に着目すると四国周辺に低 b 値
領域（赤色）がみられる。これはフィリピン海プレートの
すべり欠損値の大きい領域（文献：5）と調和的であり、
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図 4 cesium 上で可視化した地殻変動データ
（上）GNSS 観測点の一年間の変動
（中）GNSS 観測点二点間の距離の変動
（下）GNSS 観測点三点間の面積の変動
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プレート境界領域の応力の状態をモニタリングできる可能性を示している（文献：6）。
昨年度までの研究で実装した GNSS データから計算した地殻変動データも cesium 上で可視化できるように
した。地殻変動データは国土地理院の GNSS 観測点データ（R3 解）を使用した。図 4 に可視化した地殻変動
データの一例を示す。図 4（上）は各 GNSS 観測点の一年間の変動方向を矢印で、変動量を矢印の色で示して
いる。図 4（中）は、GNSS 観測点の空間的な分布に対して GNSS 観測点を頂点としてドロネー三角形分割を行
い、三角形の辺である GNSS 観測点二点間の距離の一年間における変化を示している。二点間の距離が伸びて
いるものは赤い線で、縮んでいるものは青い線で表示されている。図 4（下）は 3 つの GNSS 観測点を頂点と
した三角形の面積の一年間における変化を示している。三角形の面積が大きくなると赤く、小さくなると青
く表示されている。
昨年度までの研究成果として日本周辺の地震活動そのものを地図上に可視化するシステムに関しては kml
ファイルを cesium 上で表現したところ、データ量が非常に多いためか描画に時間がかかってしまい、場合に
よっては web ブラウザが応答しなくなってしまうことがあることから今回のシステムからは除外した。今後
はデータの共有などを見据えて、各種解析結果を cesium における基本的な書式である CZML などの JSON 形式
へ変換する予定である。
5. まとめ
断層、およびプレート境界周辺の地震活動から b 値の変化をモニタリングするシステムを作成した。解析
の結果、低 b 値の領域と地下の応力分布に対応がみられ、b 値の時空間的な変化から地下の応力状況を知る
ことができる可能性が高い。
今後は b 値以外にも各断層の地震発生密度変化解析（文献：7）や、地震ポテンシャルの高い断層について
臨界点を知る事ができる可能性のある Natural Time 解析を併用するとともに、力学的な観測データだけで
なく、中部大学、東海大学で実施している ULF-ELF 帯、VLF 帯の観測データとの準リアルタイムでの比較シ
ステムの構築を検討する。
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使用データ
気象庁一元化震源カタログ（ダウンロード元 ftp://eri.u-tokyo.ac.jp/）
防災科学技術研究所 Hi-net 高感度地震観測網自動処理震源データ
国土地理院 GEONET データ
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