地震動加速度記録を用いた 2011 年東北地方太平洋沖地震における地殻変動量の検出
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SYNOPSIS
The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake is the greatest earthquake in Japan. Next
month on April 11 2011, earthquake occurred in Fukushima Hama-dori. These earthquakes caused
crustal displacement. In Japan, there are many earthquake recorders that 1000 K-NET and 700
KiK-Net by National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention. We can estimate
the crustal deformation distribution from the displacement waveform calculated by integrating an
accelogram observed by a strong motion seismometer. The crustal deformation distribution
calculated from strong motion records is consistent with that by GPS observation. In addition the
displacement waveforms estimated from strong motion records are in good agreement with that from
1 Hz GPS analysis.

1. はじめに
2011 年（平成 23 年）3 月 11 日 14 時 46 分，東北地方の
三陸沖を震源とするマグニチュード（M）9.0 の地震が発生
した．この東北地方太平洋沖地震は，我が国における地震
観測史上最大の巨大地震であった．また，翌月の 2011 年 4
月 11 日 17 時 16 分，福島県の浜通りを（いわきの西南西，
約 30 km 付近）を震源とするマグニチュード（M）7.0 の東
北地方太平洋沖地震の余震と考えられる地震が発生した．
これらの地震では大きな地殻変動が確認された．東北地方
太平洋沖地震では，水平変動で東北地方を中心に南東から
東方向に大きな変化，上下変動では東北地方太平洋沖沿岸
を中心に顕著な沈降が確認された．宮城県牡鹿半島にある
電子基準点「牡鹿」では東南東方向に約 5.3 m，1.2 m の沈
降と，GEONET 観測開始以来最大の変動も確認された．ま
た，福島県浜通り地震では，活断層として認定されていた
福島県の井戸沢断層および湯ノ沢断層に沿って正断層の地
震断層が出現した．
このような地震や地殻変動というような災害の発生予測
は極めて難しく，発生後の早期警戒と迅速な緊急対応が重
要となる．また，日本には多数の強震計が設置されており，
防災科学技術研究所が全国約 1000 箇所に設置した K-NET
や，約 700 箇所に設置した KiK-Net などにより観測された
強震加速度計が公開されている．
本研究では，これらの公開されている強震記録より，2011
年東北地方太平洋沖地震で生じた大規模な地殻変動の抽出
を試みる．K-NET 等の強震計により得られた加速度波形を
2 回積分して得られる変位波形から地殻変動を算出する．
この場合，加速度波形を積分して得られる変位波形から，
残留変位を地殻変動と見なすこととした．そして，算出し
た地殻変動量と地震計の近傍に設置された GPS 電子基準
点の観測記録の比較をおこなう．特に KiK-Net においては，
地表と地中で GPS 電子基準点の観測記録との比較をおこ
なう．この方法は，GPS 電子基準点の観測網の静的な観測
と比較した場合，正確さの面でやや劣るという弱点がある
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K-NET（左）および GPS 電子基準点（右）
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用いた強震計および GPS 電子基準点
（東北地方太平洋沖地震）

ものの，全国に約 1240 箇所設置されている GPS 電子基準
点の観測網に加えて，強震計からデータの推定に利用する
ことで，大地震の発生後に迅速に地殻変動量の分布や傾向
を把握する可能性を示すことができる．

2. 使用データ
本研究では，2011 年に発生した東北地方太平洋沖地震お
よび，東北地方太平洋沖地震の誘発地震と考えられる福島
県浜通り地震の地殻変動量の検出をおこなう．使用データ
は防災科学技術研究所が展開する強震観測網 K-NET（図 1）
および KiK-Net，気象庁が展開するサンプル強震波形 JMA
の公開されている強震加速度計の加速度記録を用いる．強
震観測網 K-NET および KiK-Net の加速度記録では，一地点
につき 0 秒～300 秒まで時間刻み 0.01 秒の計 30000 点のデ
ータを用いる．
これらの加速度記録から求めた地殻変動量と比較をおこ
なう為のデータは，国土地理院が展開している GPS 電子基
準点（図 1）観測データ GEONET（GNSS 連続観測システ
ム）を用いる．また，東北地方太平洋沖地震の変位波形を
求めた強震計および GPS 電子基準点の位置関係を図 2 に
示す．
3. 地殻変動量の算定方法
強震観測網 K-NET，KiK-Net および強震波形 JMA の加速
度記録は，記録開始の時点では加速度基線が 0 ではない．
そのため，全ての強震記録について，記録開始から 10 秒間
（トリガー前区間）の平均加速度値を 0 とするように基線
補正を施す．
（1）加速度記録の積分方法
本研究では，強震加速度計より得られた加速度記録を時
間領域で直接積分することにより速度波形の算出をおこな
う．更に算出した速度波形を，同様に直接積分することに
より変位波形を算出する．式は線形加速度法を用いる．
加速度記録における微小区間
において，時刻
の
時の加速度値を
と表記すると，時刻
の時の速度値
，変位値
の式は以下の様になる．
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KiK-Net 唐桑の加速度波形および速度波形

は加速度記録の全記録長とする．

しかし多くの場合，加速度記録に対して線形加速度法を
適用するだけでは現実的な変位波形を得ることはできない．
線形加速度法は加速度の変化を線形と仮定して積分をおこ
なうため，2 回積分をおこなうことは，小さな誤差が大き
な誤差へと変わってしまうためである．そこで本研究では，
この問題を解決するために更に補正を施すことで現実的な
これより，速度波形との残差二乗和が最小となるようにパ
変位波形を算出する．
ラメータを定める．
次に，上記の式より求めたパラメータを加速度記録から
（2）加速度記録の補正方法
差し引いて，補正加速度波形
を求める．
デジタル強震計は，しばしば収録中に加速度基線の変化
を起こす．こうして得た加速度記録に対して，そのまま線
形加速度法を適用すると速度波形，変位波形は発散する傾
向がある．そこで，まず加速度基線変化を起こしている可
能性のある加速度記録を線形加速度法より積分をおこない， 以上より，補正した加速度記録を積分することで，基線上
速度波形を得る．この時に速度波形が記録途中に著しく屈
にのった速度波形を算出する．
曲し直線的なトレンドが認められる場合に以下の式を用い
て折線関数を速度波形にフィッティングすることで，基線
（3）加速度波形に補正を施す効果
上に速度波形を補正する．ここで ， はパラメータ，T
ここで KiK-Net 唐桑（MYG03，宮城県気仙沼市唐桑町）

観測点の東西成分，地表での加速度記録を例に，補正を施
した場合の変位波形までの算出を示す．まず図 3 に加速度
波形，補正を施す前と後の速度波形を示す．補正を施さな
かった場合，地表での速度波形においては 80 秒付近で明ら
かな屈曲が見てとれる．また地中の速度波形では明らかで
はないが 120 秒付近で屈曲が見てとれる．これより，地表
では 80 秒付近，地中では 120 秒付近以降では基線上に波形
がのっておらず，補正を施さないでそのまま積分するだけ
では地殻変動量は算出できないことが分かる．ここに補正
法を用いて補正を施す．補正は屈曲した後のトレンドを直
線と仮定し，x 軸との交点（KiK-Net 唐桑，地表，東西成分
では 80 秒付近）の時刻から比例定数を加速度記録から引い
てから線形加速度法を用いて積分をおこなった．補正を施
した場合では，速度波形では屈曲がなくなり基線上で直線
的な波形を得ることができた．
（4）KiK-Net 観測点における地表と地中の比較
強震観測網のうち，KiK-Net 観測点では地表と地中それ
ぞれに強震計が設置されている．そのため，KiK-Net 観測
点において地表と地中での地殻変動量の比較をおこなう．
図 4 に KiK-Net 唐桑観測点の東西成分，南北成分，上下
成分それぞれにおける地表と地中の変位波形の比較を示す．
KiK-Net 唐桑の東西成分では，地表においては約 247 cm，
地中においては約 396 cm で変位波形が収束していること
が分かる．完全に地殻変動量が一致しているわけではない
ことに加えて東西成分では多少のズレが生じてはいるが，
KiK-Net 唐桑では概ね近い値になったと言える．
（5）KiK-Net 観測点と GPS 電子基準点との比較
KiK-Net 唐桑観測点における変位波形と，GPS 電子基準
点気仙沼（950172，宮城県気仙沼市笹が陣）の観測記録よ
り 1 Hz 解 析 デ ー タ の 結 果 を 併 せ て 図 4 に 示 す ． ま た
KiK-Net 田尻（MYGH06，宮城県大崎市田尻）の変位波形
と GPS 電子基準点涌谷（950176，宮城県遠田郡涌谷町）の
観測記録より 1 Hz 解析データ結果を図 5 に示す．1 Hz 解
析データは日本 GPS データサービス株式会社が変動 PPP
キネマティック解析をおこなったものを用いた． KiK-Net
田尻でも東西成分，南北成分，上下成分の 3 成分の変位を
示す．KiK-Net 唐桑と GPS 電子基準点気仙沼，KiK-Net 田
尻と GPS 電子基準点涌谷は完全に同じ地点にあるもので
はなく，観測点が違うために変位波形が厳密に一致するも
のではない．しかしながら，KiK-Net 唐桑については 3 成
分全てで，地中の強震計より求めた変位波形と GPS 電子基
準点の変位波形が非常に酷似していることが分かる．また、
KiK-Net 田尻においては，東西成分と南北成分については
地表と地中の変位波形がほとんど同じであることが分かる．
GPS 電子基準点涌谷の 1 Hz 解析データによる変位波形と
比較をおこなっても，変位波形が完全に一致はしないもの
の，概ね同じ傾向を示していることが分かる．
4 福島県浜通り地震における考察
東北地方太平洋沖地震の 1 カ月後の，2011 年 4 月 11 日
17 時 16 分に発生した福島県浜通り地震においても，同様
の算定方法および補正法を用いて変位波形を求めることで，
地殻変動量の算定をおこなう．用いるデータは同様に，強
震観測網 K-NET および KiK-Net の加速度記録を用いる．加
速度記録は一地点につき 0 秒～300 秒まで時間刻み 0.01 秒
の計 30000 点のデータを用いる．また，福島県浜通り地震
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図 5

KiK-Net 唐桑の変位波形

KiK-Net 田尻の変位波形

の変位波形を求めた強震計および GPS 電子基準点の位置
関係を図 6 に示す．
図 7 に GPS 電子基準点いわき 2（970800，福島県いわき
市常磐湯本町）およびいわき 4（020946，福島県いわき市
田人町）の 2011 年 3 月 1 日から 2011 年 4 月 31 日までの上
下方向の日々の変動量のグラフを示す．このデータは日本
時間 21 時（UTC12 時）の毎日の座標値が示してある．そ
こから，2011 年 3 月 1 日を変動量 0.0cm としたときの変動
量を示してある．グラフより 3 月 11 日の東北地方太平洋沖
地震では GPS 電子基準点いわき 2，いわき 4 ともに沈下し
ていることが分かる．また，4 月 11 日の福島県浜通り地震
では，GPS 電子基準点いわき 2 では上昇しており，GPS 電
子基準点いわき 4 では更に沈下していることが分かる．福
島県浜通り地震では，新たな断層（塩ノ平断層）が見つか
っており，その断層の東側に GPS 電子基準点いわき 2 が設
置されており，西側に GPS 電子基準点いわき 4 が設置され
ているので，塩ノ平断層を境に上下方向の変位が逆となっ
ていることが分かる．
次に図 8 に KiK-Net いわき東（KFSH14，福島県いわき
市平下高久）および KiK-Net 矢吹（FKSM11，福島県西白
河群矢吹町）の算出した上下方向の変位波形を示す．デー
タは福島県浜通り地震の加速度記録を用いた．塩ノ平断層
を中心と考えると，KiK-Net いわき東は東側に設置されて
おり，KiK-Net 矢吹は西側に設置されている．この波形か
ら分かるように，KiK-Net いわき東では上昇をしており，
KiK-Net 矢吹では沈下していることが分かる．塩ノ平断層
からの距離等を考慮すると，GPS 電子基準点と KiK-Net の
設置されている地点は同じではないので，変位の値は同じ
とはならないが，これらより塩ノ平断層の東側では上昇し
ており，西側では沈下していることが分かり，KiK-Net か
らも算出することが可能であるということが分かる．
5 まとめ
本研究では，2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平
洋沖地震および 2011 年 4 月 11 日に発生した福島県浜通り
地震の加速度記録を用いて積分をおこない変位波形を求め
ることで地殻変動量の算出を試みた．加速度記録から変位
波形を求める過程としては線形加速度法を用いた．しかし，
そのまま用いるだけでは適した波形は求めることができな
いので，折線関数を速度波形にフィッティングさせること
で補正をおこない変位波形を算出した．算出した変位波形
の残留変位を地殻変動量とみなした．東北地方太平洋沖地
震では強震計の加速度記録より算出した地殻変動量と近い
地点に設置してある GPS 電子基準点の 1 Hz 解析データと
比較をおこなった．福島県浜通り地震では，新たな断層が
発見されたことから，断層を境にしたときの地殻変動量の
違いの考察をおこなった．
今後の課題としては，福島県浜通り地震でも GPS 電子基
準点の 1 Hz 解析をおこなうことでより正確な時刻での変
動量の推移の比較をおこなうことができる．この手法の構
築により，今後の災害において，大地震の発生後に迅速に
地殻変動量の分布や傾向を把握する可能性を示すことがで
きる．
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