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本日の話題

【１】 研究紹介

電磁気的手法で見た地震発生域周辺の構造
ー紀伊半島における研究例ー

【２】 学生教育に関して
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比抵抗値とは

比抵抗（ρ）は： 試料の材質に固有な定数

単位［Ωm］

area
lengthR ×= r
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比抵抗値と電気伝導度
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SI単位系では，電気伝導度（σ ：S/m）の使用が推奨されている．

比抵抗（ρ：Ωm）と電気伝導度（σ）は，互いに逆数の関係

s
r

1
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岩石の比抵抗 乾燥岩石の場合

通常の地層（岩石や土）：主として石英や長石・雲母その他の
珪酸塩鉱物類から構成されている

↓
常温の乾燥状態では比抵抗値はきわめて高く、

絶縁体であるかそれに近い状態にある．

室温において
石英の比抵抗 : ~1016Ωm
雲母の比抵抗 : ~1013Ωm 

（理科年表より）

（一方，鉄の比抵抗 ： ~10－7Ωm）
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岩石の比抵抗値 間隙水を含んだ岩石の場合

8
高温 低温

間隙水は，乾燥岩石に比べて，
はるかに電気が流れやすい．

↓
岩石全体の比抵抗値は

・間隙水の比抵抗値
含有率
相互連結の様式

に強く依存．

塩水は乾燥岩石と比べて
約6 桁（500◦C）から12 桁（100◦C）も
低い比抵抗値

乾燥岩石

間隙水

高抵抗

低抵抗

間隙水については、Nesbitt(1993) による、各
種塩濃度、圧力下における塩化カリウム水
溶液の温度依存性を示す。
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京都大学工学部 後藤忠徳さんの図

つまり



Archie’s Law(アーチーの法則）

ρ：岩石の巨視的な電気抵抗，ρＷは液体の電気抵抗値、ＳＷは飽和度、Φ：空隙率

ａ，ｍ，ｎは定数であって、実験や野外観測の結果から決定されている。
ａ：0.5～2.5

ｍ：固結の程度によって決まる値．
完全に連結している場合→m=１
一般に古い岩石ほど（圧密とcementationが進むと） mは大きくなる
第三紀の岩石で約1.3，古生代の岩石で約2

ｎ：約２ ←Ｓ（飽和度）が0.3以上
２より大きい←Ｓ（飽和度）が0.3未満
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いろいろな岩石・いろいろな条件下での比抵抗

(A.Jones, 1992を改変)

乾燥した結晶岩石

若い堆積物（空隙多）

古い堆積物（空隙少）

上部地殻

下部地殻

海洋下の上部マントル

大陸下の上部マントル

空隙率1%の岩石（50S/mで飽和)

空隙率5%の岩石（50S/mで飽和)

Graphiteのフィルム（50000S/m)



岩石の比抵抗

岩石の比抵抗は

＊岩石の種類によって変化する．

＊同じ岩石でも含水率や温度などの状態によって変化する．

比抵抗値の空間変化から地下構造の推定

比抵抗値の時間変化から地下構造・状態の時間変化
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電磁気的手法で見た地震発生域周辺の構造
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（２）地下比抵抗分布を調べる方法
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（２）地下の比抵抗分布を調べる方法

①電気探査法 電場のみ

②地磁気地電流法（Magnetotelluric法） 電場と磁場

③GDS(Geomagnetic Deep Sounding)  磁場のみ
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Magnetotelluric法（MT法）
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MT（Magnetotelluric）法の原理

地球磁場が時間変動する→地中に電流が誘導される．
変動の原因となる地磁気変化と結果である電場の両方を測定して，
地下の電気の流れやすさ（流れにくさ）から，地下構造を知る．



MT（Magnetotelluric）法の測定量

何を測定するのか？

① 地球磁場の時間変化 ← コイル，フラックスゲート磁力計
水平２成分（南北，東西）

② 地電流の時間変化 ←電極

水平２成分

（南北，東西）
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磁場と電場の波形例
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磁場と電場の波形例

18確かに，電磁応答が認められる



地球磁場の時間変化

• 地磁気の静穏な日は，規則正しい変化
地磁気静穏日日変化

• 時々．大きく地磁気の乱れる期間がある．

磁気嵐
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静穏時の地磁気変動の例(2010/04/18-20)
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4/18 0:00 4/19 0:00 4/20 0:00

水平成分（Ｈ）

偏角（D）

下向き成分（Z）

UT UT



擾乱時の地磁気変動の例(2010/04/05-07)
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磁場と誘導された電場との対応
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磁場と誘導された電場との対応
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この信号には，さまざまな周波数（周期）の波が混じっている．

どのように，比抵抗の深さ変化を知るか？



表皮深度（スキンデプス）の概念
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すぐに減衰 深くまで伝わる

電磁波が，導体中を伝播するときに，その強度が徐々に減衰する．

地表での値の1/eになる深さが

スキンデプス

探査深度の目安となる．

(Mussett & Khan, 2000)



スキンデプス

σ：電気伝導度，ω：角速度（ω＝２πｆ，ｆ＝１／T），

μ：透磁率（真空中では４π×10-7）
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smwd 2=

Tf rsd 5001500 =» δ＝スキンデプス［ｍ］
ρ：比抵抗［Ω・m］
Ｔ ：周期［sec.］



表皮深度（スキンデプス）

T×» rd 500
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表皮深度（スキンデプス）（δ）

媒質の比抵抗値が同じならば
周期が短い変動→浅部で減衰してしまう．

〃 長い変動→深部まで達する．

変動する電磁波の周期（周波数）が同じならば，
比抵抗値が小さい→浅部で減衰してしまう．
比抵抗値が大きい→深部まで達する．

単位 δ（ｍ），r（Ωm），T（sec）

水平方向には，半球状の広がりを考えればよい



表皮深度（スキンデプス）の値
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ゆっくりと振動する（周波数が小さい，周期が長い）波は，
深くまではいる

比抵抗が大きいと，深くまではいる



スキンデプス

高い周波数に対するインピーダンス→浅部の比抵抗

低い周波数に対するインピーダンス→深部までの比抵抗の

情報を含んでいる．

幅広い周波数に対するインピーダンスを求めること

によって，地下の比抵抗分布を知ることができる．
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MT応答関数の基本的性質
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インピーダンステンソルは，２×２ →２組の２入力１出力系
インピーダンステンソルの各要素（Zxx, Zxy, ,Zyx ,Zyy）は，

複素数である → 磁場と電場には位相差がある
周波数（周期）に依存 → 周波数（周期）によって応答が異なる

インピーダンステンソル



みかけ比抵抗値と位相差
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物理的な量に対応させると，
インピーダンスの振幅 →見かけ比抵抗値
インピーダンスの位相差→位相差

i,j =x,y



１次元，２次元，３次元構造

１次元：深さ方向にのみ比抵抗が変化している構造．水平成層構造

31

２次元：深さ方向と水平方向の１方向に比抵抗が変化している場合．
水平方向のもう１方向には無限にのびていると考える．

３次元：深さ方向，水平方向のいずれの方向
にも，比抵抗が変化している場合．



水平成層構造とみかけ比抵抗・位相差

位相差の変化 一様構造：Φ＝４５°

深部がより高比抵抗→Φ<45°

深部がより低比抵抗→Φ>45°
32

小 ← 周波数 → 大



モデルからのアプローチ（電磁気理論から）
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モデルからのアプローチ（電磁気理論から）
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小さい←周波数→大きい



観測からのアプローチ（波形データ解析から）

35

小さい←周波数→大きい



観測からのアプローチ（波形データ解析から）
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ＴＥモードとＴＭモード
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ＴＭモードＴＥモード 磁場

電場磁場

電場

比抵抗構造の走向と，
電場が平行し，磁場が直交する方向に変化する場合（TE)
磁場が平行し，電場が直交する方向に変化する場合（TM)
応答が異なる．



ＴＥモードとＴＭモードの応答の違い
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【１】なぜ紀伊半島なのか？

・紀伊半島の場所

・紀伊半島の地球科学的特徴

・日本列島スケールの

深部比抵抗構造探査プロジェクト
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太平洋プレート・フィリピン海プレート・日本列島
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●：震央
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日本付近の大規模構造



近畿地方下に沈み込むプレート
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新宮－ 舞鶴測線，約240km

目的：
大都市圏に大きな被害をもたらすと予想
される大地震の揺れの予測を高度化す
るため、震源断層深部構造と波動の伝播
経路の調査

大都市大震災軽減化特別プロジェクト



近畿地方を縦断する測線では

44

20

40

60

80

0km

●：通常の地震の震源
●：深部低周波微動

新宮

舞鶴

色の違い：反射の強さの違い
濃い→強い 淡い→弱い

フィリピン海プレート



紀伊半島は

★その南端が，東南海・南海地震の予想震源域

★深部低周波微動が帯状に存在(Obara，2002) 

★３He/４Heが高い． ‘Kinki spot’
(Sano and Wakita, 1985; Matsumoto et al., 2003)

★非火山地域であるが，温泉が多数分布する．

45



紀伊半島の南端は，東南海・南海地震の予想震源域

46
地震調査委員会，2001



紀伊半島の南端は，東南海・南海地震の予想震源域
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地震調査委員会，2010

地震の規模 ： Ｍ８．１前後

地震発生確率：

３０年以内に７０％程度

平均発生間隔： １１１．６年

最新発生時期：

１９４４年（昭和）東南海地震



紀伊半島の南端は，東南海・南海地震の予想震源域
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地震調査委員会，2010

地震の規模 ： Ｍ８．４前後

地震発生確率：

３０年以内に６０％程度

平均発生間隔： １１４．０年

最新発生時期：

１９４６年（昭和）南海地震



紀伊半島の南端は，東南海・南海地震の予想震源域
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地震調査委員会，2010

2つの地震が連動して発生すると



紀伊半島の南端は，東南海・南海地震の予想震源域

50
地震調査委員会，2001

地震発生前の構造や状態を
明らかにしておきたい



南部に，深部低周波微動が帯状に分布

51

(Obara,2002)
(小原,2003)

震源の深さ：30～40km



地震について 最近の知見から

52（防災科学技術研究所 岡田義光より引用)

断層面の広がりとずれの大きさによって
地震の規模（マグニチュード※）が決まる。

断層面上を破壊が伝播する速度
秒速2.5～3km

※正確には，モーメントマグニチュード

震 源： 破壊の開始点
震 央： 震源の真上の地表位置
震源域 ： 破壊が生じる断層面



一般的な広がりは

M2の地震
断層長 ：100～150m
食い違いの量は4～5mm程度

M６の地震：
断層長が 10～ 15km,
食い違い量が0.4～0.5m

M７の地震：
断層長が 30～ 40km,
食い違い量が1.5～2m

M８の地震：
断層長が100～150km，
断層の食い違い量は4 ～5m

ひとつの県と同じ位の広さ

小中学校の校庭くらいの広さ

マグニチュードによる
地震断層面の大きさの違い

（防災科学技術研究所 岡田義光より引用)



アスペリティ

54

(「地震予知の科学」 地震学会）

陸側プレートと沈み込むプレートは一様に固着しているわけではない。
強く接触している場所やそうでない場所があり，接触の程度に「むら」がある。

「アスペリティ」：ふだんはぺったりくっついていているものの，ある時突然すべって
地震を発生させる場所

「ゆっくりすべり領域」 ：ふだんからずるずるすべっていたり，アスペリティがすべった後に，
ゆっくりすべる領域



アスペリティ
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(「地震予知の科学」 地震学会）

地震が繰り返し起きても，「アスペリティ」の場所は変わらない。
地震が起きていないときに，「ゆっくりすべり領域」でプレート境界がすべる。

↓

アスペリティに応力が集中 急激な破壊



深部低周波微動（DLT)とは

ふつうの地震よりはゆっくり振動する特殊な地震．

活動的な火山では、振動がいつまでも続く、いわゆる火山性微動が発生す
ることがある．これと似たような微動が、火山の存在していない西南日本の、
しかも深い場所で常に発生していることが発見された．

56



深部低周波微動（DLT)とは

ふつうの地震よりはゆっくり振動する特殊な地震．

活動的な火山では、振動がいつまでも続く、いわゆる火山性微動が発生す
ることがある．これと似たような微動が、火山の存在していない西南日本の、
しかも深い場所で常に発生していることが発見された．
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ゆっくりすべりと
関連して発生



南部に深部低周波微動が帯状に分布

58

(Obara,2002)
(小原,2003)

震源の深さ：30～40km

このような特殊な地震を発生させる場の構造や状態を明らかにしたい．



3He/4He同位体比が，異常に高い！

59

(Wakita and Sano,1987)
Kinki Spot

3He/4He同位体比が高い．

↑
マントルに起源がある

3He/4He＞1 の領域は，

紀伊半島全域に広がる

(Matsumoto et al.,2003)



非火山地域であるが，温泉が多く分布する．

60

（西村,2001）



日本列島深部比抵抗構造探査の一環

日本列島スケールの

深部地下比抵抗構造研究プロジェクトの一環

例：

中国・四国地方における観測
四国地方の結果（Yamaguchi,1999)
中国地方の結果(首藤，2002）

61



日本列島におけるネットワークMT観測
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ネットワークMT法の概念

63

電場の観測には，ＮＴＴの通信回線を，
磁場データは地磁気観測所のデータを利用



紀伊半島の観測で用いたネットワークMT観測（改良型）
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地磁気水平２成分
データ

（柿岡地磁気観測所）

中継局と電極点間の電位差を測定



ネットワークMT観測 （中継局）
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ネットワークMT観測

66

観測装置一式



67

測定装置

NTTの交換器のある部屋

に収録装置を設置



電極の設置
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電場の観測点分布と観測期間

69

和歌山県
2002年９月～2003年１月
2003年１月～７月
中心局 １ ７ 局
電 極 ６ ６ 点
三重県
2002年３月～９月
2003年12月～2004年３月
中心局 １ ４ 局
電 極 ４ ９ 点
奈良県
2003年７月～11月
2003年11月～2004年３月
中心局 ２ ３ 局
電 極 ７ ７ 点

総計 ５４局 １９２点

●：中心局
■：電 極

(Yamaguchi et al., 2009)



２次元モデルのプロファイル
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モデルの
プロファイル

この断面の構造を求めた

(Yamaguchi et al., 2009)



２次元モデルのプロファイル
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モデルの
プロファイル

この断面の構造を求めた

(Yamaguchi et al., 2009)



２次元比抵抗モデル計算の手順

• Areaのみかけ比抵抗値と位相差は，重心位置で代表．

• 平滑化拘束付き２次元MTインバージョン（Uchida,1993,
Uchida and Ogawa,1993)を利用．

• TMモードのデータのみを使用

• 解析周期帯 213秒～10240秒

• エラーフィールドが10%と15%の２つの場合を計算．

観測値をよりよく説明するモデルを採択
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最適モデル
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NW SE

流れやすい 流れにくい

(Yamaguchi et al., 2009に加筆)



観測値とモデル計算値の比較
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北西 南東

エラーバー付き丸印：観測値
実線：モデル計算値

(Yamaguchi et al., 2009に加筆)



最適モデル
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NW SE

２つの大きな低比抵抗領域(C1,C2)が特徴的

流れやすい 流れにくい

(Yamaguchi et al., 2009に加筆)



考 察

比抵抗構造の信頼性

他の物理量との比較

比抵抗値を下げる原因

より広い範囲に目を向けると
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比抵抗構造の信頼性

77

２つの低比抵抗領域が顕著！
ほんとうに必要か？

これらの低比抵抗領域を取り除いて
応答を計算

(Yamaguchi et al., 2009)



低比抵抗領域の必要性
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領域C1を除いた場合 領域C2を除いた場合

実線：最適モデル 破線：C1 or C2を除いたモデル

(Yamaguchi et al., 2009に加筆)



低比抵抗領域の必要性
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領域C1を除いた場合 領域C2を除いた場合

実線：最適モデル 破線：C1 or C2を除いたモデル

観測値から大きく外れる→低比抵抗領域は必要

(Yamaguchi et al., 2009に加筆)



他の物理量との比較：震源分布との対比
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気象庁一元化震源データ，

Yamauchi et al., 2003

(Yamaguchi et al., 2009に加筆)



他の物理量との比較：震源分布との対比
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NW SE

顕著な低比抵抗領域の下面が，
スラブ上面と一致．

低比抵抗領域の上面付近
に震源が分布

低比抵抗領域内に
深部低周波微動

通常の地震がほとんど
発生していない．

(Yamaguchi et al., 2009に加筆)



他の物理量との比較：
Ｓ波地震波速度構造との対比
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NW SEMTL GHTL

Shibutani et al. (2006)

(Yamaguchi et al., 2009)



他の物理量との比較：
Ｓ波地震波速度構造との対比
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NW SEMTL GHTL

Shibutani et al. (2006)

Vsが遅い領域と低比抵抗な領域が対応

(Yamaguchi et al., 2009に加筆)



他の物理量との比較： Vp/Vs分布との対比

84

Matsubara et al. (2008)
Vp/Vsが大きい領域と低比抵抗領域が対応

(Yamaguchi et al., 2009)



比抵抗値を下げる原因

• 高温

• 低比抵抗物質の存在

水など

金属，カーボンなど
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Heat Flow（地殻熱流量）

Furukawa et al.(1998)
86

紀伊半島では南ほど高Heat Flow

低比抵抗領域は，中央部である．

高温では説明できない．



比抵抗値を下げる原因は

87

NW SE

顕著な低比抵抗領域の下面が，
スラブ上面と一致．

低比抵抗領域の上面付近
に震源が分布

低比抵抗領域内に
深部低周波微動

通常の地震がほとんど
発生していない．

地震学的データも説明するためには
流体の存在によると考えられる．

深部低周波微動の発生には
流体が大きく関与している
ことの直接的な証拠！！

(Yamaguchi et al., 2009に加筆)



低比抵抗領域の広がり（まだ暫定的ですが）

西隣の測線B-B’
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低比抵抗領域の広がり（まだ暫定的ですが）
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測線A-A’と同様の傾向が認められる．



より詳細な構造を得るために

紀伊半島西部の２次元比抵抗モデル

広帯域MT法と統合した観測

（長野,2007）

90

短周期帯（384Hzから1450秒）を連続的にカバーする．

浅部の構造も解像できる →深部の解像力も増す．



観測の実際

人工的電磁気雑音に弱い

電車からの漏洩電流の影響が大きい！

対応策

◎人間社会から離れる

○長期間測定して，S/N比の良いデータのみを使用
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観測の実際
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観測の実際
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観測の実際
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観測の実際
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磁場センサーの埋設
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観測点分布図
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★：広帯域MT観測点
★：長周期MT観測点
△または■：NMT観測地域

○：深部低周波微動の震央

（長野,2007）



紀伊半島西部でのモデル解析

• 広帯域MTのデータと長周期MT観測・NMT
観測のデータを統合して使用．

• モデル解析
phase Tensor解析から，
比抵抗構造の走向→ N80ºE-S80ºW
２次元断面の走向 → N10ºW-S10ºE

• TMモードのみを使用 ←海岸線に近いため
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紀伊半島西部の２次元比抵抗構造
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45

30

15

0

★：深部低周波微動
●：通常の地震の震源

中央部で認められた，低比抵抗領域の存在および
比抵抗分布と震源分布との対応は西部でも認められる．

（長野,2007）



今後の展開

紀伊半島東部や西部でのネットワークＭＴ観測デー
タが十分には解析できていない．

→紀伊半島下の3次元構造の解明へ

→海底での観測データを含め

海陸連携3次元構造へ
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新潟-神戸歪み集中帯（NKTZ）
• 近年の稠密なＧＰＳ観測によって、周囲より歪み速度の大きい領域が発見

された(Sagiya et al., 2000)
• 長さ約500 km

幅約100 km

Sagiya et al.(2004)



新潟-神戸歪み集中帯（NKTZ）

Hyodo and Hirahara (2003)

• 歴史的な大地震や活断層が集中している
（Sagiya et al., 2000）

Sagiya et al.(2004)



中部日本での展開

ネットワークMT法による，

中部日本の深部構造の解明

→新潟神戸歪み集中帯の

メカニズム解明
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FDについて

（１）研究の「俯瞰図」

（２）観測は「人間力」

104

卒業論文を作成する学生を念頭において



研究の「俯瞰図」
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●学生の不安

卒業論文を作成する学生が感じる不安は，研究の全体像が見えない

すなわち， 「今，していること」が卒業研究全体の中のどの部分であり，

また，それがどのような役割をしているのかが見えないこと。

もちろん，「目の前の問題がなかなか解けない」 ことは悩みの原因
← アドバイスを与えるも，個人で突破してもらわないといけない。

○不安を和らげ，集中させるために

研究の全体像を明示し，「今，していること」の 卒業研究における位置づけ，

時間的流れのどの部分であり，また，それがどのような役割をしているか，

どの程度の重みを持つかを意識して伝える．



研究の「俯瞰図」
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○具体的には

研究開始段階で，卒論の構成図を示す。

各章の内容を説明する．

処理や作業を指示するとき，また，結果の報告を聞くとき，

頻繁に，この構成図と関連させる。
１．イントロダクション
２．原理
３．観測
４．データ解析とその結果
５．モデル解析とその結果
６．考察

各段階で，うれしいこと，苦しいことがある。

これらの経験談は，できるだけ日常会話の中で，（意識して）取り入れる。

また，先輩から後輩へ伝えて欲しい事

会話の時間を作ることが必須。



観測は「人間力」
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研 究 室は → 合理的・理想的な世界

野外観測は → 理想と現実の葛藤の世界 （総合的判断力）

野外観測する力を育成するには，現場が一番。

一緒にやるしかない。

ただし，判断のうらづけとなる物理的計算は必要．



観測は「人間力」
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 人工的電磁気ノイズがとても少ないこと．

（高圧送電線，家庭用送電線，人家，ポンプ，道路などから離れている
とても広範囲な電車からの漏洩電流）

直交する２方向に30-50mの電位測定用ケーブルが設定できること

それなりに平坦であること

センサーコイル埋設用の穴が掘れること

（幅50cm×長さ150cm×深さ30cm×2， 直径20cm×深さ1m弱×1）

ターゲットを縦断する測線に沿う場所であること

観測点の条件



観測は「人間力」
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観測準備
・地図上で観測可能な測線と候補点の選定
・現地調査
・土地所有者を捜し，使用許可を得ること

観測
・測定装置の設置
・測定装置の維持
・測定装置の撤収

後始末
・測定装置の清掃，修理
・測定装置の保管

観測の手順



観測は「人間力」
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観測準備 ←これで観測の成否が決まるということの認識．

・地図上で観測可能な測線と候補点の選定
地図から，その地点の情景が浮かぶように

・現地調査
標語： 「自分の身は自分で守れ」，「地元に愛される観測をしろ」

目的地へたどり着けること
（地図にない道，想定外の道路状況，高度な運転技術，悪天候の場合の安全性．．）

理想と現実の葛藤
（理想的でない条件が，結果にどの程度の影響を及ぼすか？

観測者の肉体的条件， 日程や予算の制限．．）

観測の手順



観測は「人間力」
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観測準備 ←これで観測の成否が決まるということの認識
・地図上で観測可能な測線と候補点の選定
・現地調査

・土地所有者を捜し，使用許可を得ること
山中の田畑，休耕田，山林の所有者をどのようにして見つけ出すか？
（場所を同定できる手がかり（例：特徴的な地形，樹木の名称．．）

↑そもそも何を言えば分かってもらえるか？

誰に聞けば早くたどり着くか？
（区長さん，長老．．．）

どのように観測内容を伝え，許可を得るか
突然に現れた者が，自分の土地に穴を掘らせろ，機械を置かせろ，それもタダで，
と言う状況下で，愛想よく，手早く， わかりやすく お願いをする話術と愛想術．

観測の手順



観測は「人間力」
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観測の手順

観測準備
観測

・測定装置の設置
方向や長さの誤差が，結果にどの程度の影響を及ぼすかの認識
（事前の理論的評価）

手順を失敗しない手法の確立（作業の正確さ ←注意力の維持）

・測定装置の維持
異常の有無の注意深い点検
（「まあ大丈夫だろう」が怖い）

・測定装置の撤収
異常の有無の注意深い点検
接続ミスを発見できる最後のチャンス

観測の手順



観測は「人間力」
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観測の手順

観測準備
観測
後始末←次の観測への準備という認識

・観測手順の反省→手順の成熟化と高度化

・測定装置の清掃，（必要に応じて）修理
次の観測への準備という認識

・測定装置の保管
いつでも出動できるように
（大きな事件はいつ起こるかわからない）



観測は「人間力」
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研 究 室は → 合理的・理想的な世界

野外観測は → 理想と現実の葛藤の世界 （総合的判断力）

野外観測する力を育成するには，現場が一番。

一緒にやるしかない。

ただし，判断のうらづけとなる物理的計算は必要．


