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JAMSTECJAMSTECにおけるにおけるJAMSTECJAMSTECにおけるにおける
本プロジェクトの全体計画本プロジェクトの全体計画

日本海東縁ひずみ集中帯と呼ばれている

領域での地震発生メカニズムの解明のため、

MCS・OBSによる海上地震探査を実施し、

地殻構造イメージングと地殻変形構造の特

徴を抽出する（地図中の楕円の部分）徴を抽出する（地図中の楕円の部分） 。

各年度の実施内容は以下の通り。

20082008年度年度 既存データの再解析20082008年度年度 既存デ タの再解析

20092009年度年度 佐渡沖における調査

20102010年度年度 佐渡沖～新潟沖における調査

20112011年度年度 庄内沖～秋田沖における調査

20122012年度年度 秋田沖～西津軽沖における調査

震源分布（赤点印）：気象庁（1923～2010）
日本海東縁ひずみ集中帯（黒点印）：（Okamura et al. 2007より）



20082008年度の成果年度の成果
（既存反射法地震探査データの再処理とデータ解釈）（既存反射法地震探査データの再処理とデータ解釈）
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堆積層厚（堆積層厚（[[海底面海底面]]－－[[音響基盤音響基盤]]））
※※MCSMCS測線測線：

黒（既存測線）・赤（本調査測線）

震震
再処理した既存再処理した既存MCSMCS測線測線：

黄線（JNOC）・黒線（JAMSTEC）
震源分布（赤印）：震源分布（赤印）：気象庁（1923～2010）

JAMSTEC MCS95
測線NT95‐2より

JAMSTEC KR07‐E01
測線S‐2より

再処理結果から推定
される構造発達と褶
曲・断層分布の把握や曲 断層分布の把握や
変形構造の特徴の概
略を把握。
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20092009～～20102010年度の調査仕様年度の調査仕様

20092009年度（佐渡沖）年度（佐渡沖）
●MCS探査（8測線[黒線]●MCS探査（8測線[黒線]，
測線長1299km）

●OBS探査（1測線[青線]＋● 探査（ 測線[青線]
30台[黄丸印]，測線長
250km）。

探査測線 東大震●OBS探査測線は東大震研

との海陸統合測線（青線：
会津－佐渡沖測線）会津－佐渡沖測線）。

20102010年度（佐渡沖～新潟沖）年度（佐渡沖～新潟沖）
●MCS探査（11測線[赤線]，探 （ 測線[赤線]，
測線長2812km）

●OBS探査（1測線[青線]＋
台 黄丸印 測線長58台[黄丸印]，測線長

296km）



20092009年度の成果（大和海盆～佐渡島～越後平野年度の成果（大和海盆～佐渡島～越後平野
におけるにおけるOBSOBS探査・探査・MCSMCS探査による地殻構造イメージング）探査による地殻構造イメージング）
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堆積層

上・中部地殻上 中部地殻
(基盤-6.5 km/s)

下部地殻
(6 7 6 9 k / )マントル (>7.9 km/s) (6.7-6.9 km/s)

富山トラフ北部から西側富山トラフ北部から西側富山トラフ北部から西側：富山トラフ北部から西側：
日本海形成時にリフトした構造が残存日本海形成時にリフトした構造が残存

富山トラフ北部から東側：富山トラフ北部から東側：
圧縮場を示す構造が卓越圧縮場を示す構造が卓越圧縮場を示す構造が卓越圧縮場を示す構造が卓越

・地殻内の明瞭な反射面
（大和海盆：少ない 富山トラフ：複数）

下部地殻のP波速度分布・下部地殻のP波速度分布
（大和海盆 ＜ 富山トラフ・佐渡海盆）

→ マントル物質の付加の影響の有無の違い



ひずみ22-2-2-2

20092009年度と年度と20102010年度の年度のPP波速度構造イメージの比較波速度構造イメージの比較

大和海盆：大和海盆：上・中部地殻は
2009年度の結果と類似2009年度の結果と類似
した構造。

佐渡海嶺～粟島沖：佐渡海嶺～粟島沖：上・中
部地殻の変化は佐渡部地殻の変化は佐渡
島～陸上部までの変化
に類似(?)。

新潟地震震源域～大和海盆（2010年度）

越後平野～佐渡島～大和海盆（2009年度）
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20102010年度の成果年度の成果

（（19641964年新潟地震震源域付近のイメージング［暫定版］）年新潟地震震源域付近のイメージング［暫定版］）（（19641964年新潟地震震源域付近のイメ ジング［暫定版］）年新潟地震震源域付近のイメ ジング［暫定版］）
本震本震
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震源分布（草野・浜田 1991より）
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震源分布（草野 浜田，1991より）
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●基盤のギャップと非対称な背斜。

●その非対称な背斜と関連する北西傾斜の●その非対称な背斜と関連する北西傾斜の
逆断層。
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20102010年度の成果年度の成果
（（19641964年新潟地震震源域付近の年新潟地震震源域付近のイメージング［暫定版］）イメージング［暫定版］）（（19641964年新潟地震震源域付近の年新潟地震震源域付近のイメ ジング［暫定版］）イメ ジング［暫定版］）
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活構造図（岡村・他，1994より）
震源分布（草野・浜田，1991より）
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新潟沖隆起帯新潟沖隆起帯

震源分布（草野 浜田， より） 2

3
前図での非対称な背斜は

粟島隆起帯の一部。北西傾斜の
断層の作用による非対称な背斜
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断層の作用による非対称な背斜
がイメージされ、基盤のギャップも
見られる。
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20102010年度の成果（最上年度の成果（最上

トラフ～佐渡海嶺のイトラフ～佐渡海嶺のイ
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メージング［暫定版］）メージング［暫定版］）
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非対称褶曲・逆断層による
変形構造の発達が顕著であ
るが、西へ向かって変形は弱

最上トラフ最上トラフ佐佐 渡渡 海海 嶺嶺
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くなり、海嶺西縁部では大和
海盆の形成に関連する正断
層の構造となる。



まとめまとめ
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20082008年度の成果（既存データの再処理）年度の成果（既存データの再処理）
再処理した結果、褶曲・断層分布や変形構造の特徴の概略を把握した。

20092009年度の成果（佐渡沖の調査）年度の成果（佐渡沖の調査）20092009年度の成果（佐渡沖の調査）年度の成果（佐渡沖の調査）
富山トラフを境に、調査海域西側で正断層による構造が発達するが、東
側で圧縮場による地殻内の変形構造が顕著である。

富山トラフ下の地殻内には複数の明瞭な反射面が確認でき、富山トラフ・
佐渡海盆下の下部地殻のP波速度は相対的に速い。

年度 成果（佐渡沖 新潟沖 調査）年度 成果（佐渡沖 新潟沖 調査）20102010年度の成果（佐渡沖～新潟沖の調査）年度の成果（佐渡沖～新潟沖の調査）
暫定的ではあるが、新潟地震震源域付近では、浅部の構造不均質が強く
北西傾斜 断層による非対称な背斜と基盤 ギ プが観測された北西傾斜の断層による非対称な背斜と基盤のギャップが観測された。

佐渡海嶺・最上トラフ周辺では圧縮による変形構造が卓越し、その領域は
調査海域北部で広くなる また 佐渡海嶺西縁～大和海盆東縁では正断調査海域北部で広くなる。また、佐渡海嶺西縁 大和海盆東縁では正断
層の分布が認められる。



20112011年度調査計画年度調査計画
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••調査予定海域調査予定海域：

庄内沖～秋田沖（日本海中庄内沖 秋田沖（日本海中
部地震震源域南側）
••調査内容調査内容
（測線の詳細は調整中）（測線の詳細は調整中）：
MCS探査（赤線）
OBS探査（黄丸印）OBS探査（黄丸印）

酒田沖空白域から巨大地震域（日酒田沖空白域から巨大地震域（日
本海中部地震）にかけての地殻構
造の変化。

大和海盆から日本海盆への遷移と大和海盆から日本海盆への遷移と
ひずみ集中帯の関係。

震源分布（白点印）：気象庁一元化震源（2000～2010）
日本海中部地震の余震分布（黒点印）：海野・他（1985）


