
 

Subduction Zone Earthquakes キーワード集 
 
aftershock:【余震】 
地震で滑った部分の端では応力が高まるので、この部分に多くの地震が起こる。応力 
高まる部分は本震の地震破壊サイズ（rupture size）よりは小さいので、本震ほど大き 
な地震は起こらない。本震後瞬間的に全ての余震が起こらずに、少し時間遅れを持って 
バラバラ起こるのは、摩擦滑りに遅れ破壊的な性質があるため。余震だって、準静的な 
震源核形成過程（nucleation process）を経て起こるはずである。（中谷） 
asperity :【アスペリティ】 
通常は強く固着していて，あるとき急激にずれて地震波を出す領域。(小原) 
co-seismic:【地震時の】pre-seismic, post-seismic 参照。（中谷） 
crack:【亀裂】  
固体中にある強度を支えられない面状の領域。小さい(1 mm以下)と microcrackといい、 
岩石中にたくさんある。動摩擦は静摩擦より低いから地震で滑っている最中の領域も 
crackとして取り扱える。（中谷） 
creeping part:【ぬるぬる部分】 
プレート境界の深い部分は、温度が高いため、ふだんからプレートの相対運動速度で安 
定に滑っている。その常時滑っている部分のこと。30km以深は基本的にこれ。固着部 
分(locked part)の応力の蓄積は、ぬるぬる部分の滑り運動で起こる。locked part の項参 
照。（中谷） 
crust:【地殻】 
固体地球の最上層。厚さは数 km-50km位。温度が低いので、ほぼ弾性体として振る舞う。温
度が低いので、塑性変形はできず、弾性限界以上の変形は、どこかに滑りが集中するという

形でしか実現(accommodate)できない。（中谷） 
crustal deformation:【地殻変動】 
固体地球表面の変形。観測手段は測量（geodetic survey）である。地球は弾性体なので、地
下での変形に戻すことができる。（中谷） 
dehydration :【脱水】 
岩石鉱物中に結晶水として含まれる水が、温度圧力条件に従って岩石中から分離する現象。

(小原) 
dynamic rupture:【動的破壊】 
外部から加える応力を増加させなくても勝手に破壊（滑り）領域が拡大していく現象。周り

がロックしているのにある領域だけ滑ると、その境目で応力が高まる。滑った領域が大きく

なるほど、この高まりが強力になり、どうにも止まらなくなるというポジティブフィードバ

ック現象である。（中谷） 
earthquake :【地震】 
言わずと知れているような気もするが、専門家と素人で一つ感覚が違うところがあるので注

意する。素人的には、地震は「地面の揺れ」であって、もちろん専門家もこの意味でも使う。

しかし、専門家は「揺れの原因となる断層の動き」あるいはそれらの現象の総体の意味でむ

しろ使うので要注意。「地面の揺れ」をはっきり指す時は、他の項にある ground motion も
しくは seismic shaking などと言う。たとえば、地震の大きさを表す量として「震度」は「あ
る点での地面の揺れの大きさ」の尺度だが、「マグニチュード」は「断層の動きのエネルギー」

の尺度である（ちょっと不正確な表現だが）。(Witter) 



 

earthquake cycle:【地震サイクル】 
ひとつの断層ではでは地震が繰り返しほぼ一定間隔で起こる。固着した断層にかかる力が大

きくなっていき、地震で滑ってその力を解放する。これが繰り返される。力を大きくしてゆ

く原動力はプレートの相対運動である。地域により、１サイクルは 50 年-１万年である。
earthquake recurrence interval の項参照。（中谷） 
earthquake recurrence interval :【地震の繰り返し間隔】 
ひとつの断層では、地震はだいたい同じ間隔で繰り返して起こる。その間隔のこと。たとえ

ば、東南海地震・南海地震では 100年くらい、関東地震は 200 年くらいである。earthquake 
cycle の項参照。(Witter) 
earthquake rupture:【地震破壊】 
固着していたプレート境界面が、一気に滑ること。どこか１点で始まり、滑っている領域が

どんどん（2 km/s）で広がっていく。どこで止まるかは強度と事前応力の空間分布の不均一
で決まる。=faulting（中谷） 
earthquake science:【地震科学】 
地震はどうやって起こるのかについての科学。広義の地震学。seismology の項参照。（中谷） 
elastic body:【弾性体】 
押されて縮んだりたわんだりしても、力を抜けば即時にもとの形に戻る物体。反対語は plastic 
(塑性)で、力を抜いても変形したまま戻らない。例えば、金属の板はある程度までは弾性体と
して振る舞うが、それ以上曲げると塑性変形して曲がったままになる。（中谷） 
epicenter :【震央】 
地震の破壊開始点（hypocenter）を地表に投影した点。(小原、ン赤谷) 
ex post facto prediction:【事後予知】 
地震が起こってから、何らかの異常がその地震の切迫と関連していたと気づくこと。「事後

予知」という言葉が、自己矛盾的で（事が起こった後に、予め知る：英語の単語もこのよう

な成り立ちである）、からかいの意味を含めて作られたが、科学としては重要な研究。（中谷） 
fault:【断層】 
地殻中の滑りの集中面。広義にはプレート境界も含む。地震は断層の急激な滑りである。断

層には長さ数mのものから、プレート境界のように何千kmもつながっているものまである。
（中谷） 
fault segment :【断層セグメント】 
巨大な断層で地震が起こる場合には、断層全体がいっぺんに動くとは限らない（断層の端を

どこにするかはまた問題だが）。まとまった振る舞いをするいくつかのセグメントに分けられ

る場合が多い。たとえば、東海地震・東南海地震・南海地震と呼ばれている一群の地震は全

部同じ巨大断層上で起きているのだが、全部一緒にずれないことも多く、そのため東海地震・

東南海地震・南海地震という３つに分けられている。それぞれが一つのセグメントに対応す

る（より正確には、東南海地震や南海地震の断層はさらにそれぞれ２つのセグメントに分け

ることが多いのだが）。segmentation の項参照。(Witter) 
faulting:【地震断層運動】=earthquake rupture（中谷） 
fishy:【うさんくさい】短期予知を研究する者に対してまともな地震学者が抱く印象。（中谷） 
foreshock:【前震】 
狭義には、大きな地震の直前（数年以内？）に、震源領域の一部で小さな地震がたくさん起

こること。大地震の 2-3割には、これがあるようだ。震源核での preslipに伴う小さな不均一
部分の破壊と考えるのが素直。（中谷） 



 

fracture mechanics :【破壊力学】 
内部に応力を支えられない部分（亀裂 crack）を持つ固体に外部から力がかかったときに
crackの端の応力がどれくらい高まり、破壊がどう成長するのか、或いはしないのかをつきと
める学問。（中谷） 
GPS（Global Positioning System）:【全地球測位システム】  
人工衛星を利用した測地測量システム。(小原) 
ground motion :【地震動】earthquake の項参照。= seismic shaking (Witter) 
Hi-net（High sensitivity seismograph network）:【高感度地震観測網】 
防災科学技術研究所によって整備された全国約 750ヶ所の地震観測施設から構成される、微
小地震の検知を目的とした地震観測網。(小原) 
hypocenter :【震源】 
地震の破壊開始点。震源(source)の真ん中という意味ではない。結構日常語だが、この定義を
知っているのは地震学者だけ。epicenter の項参照。(小原、中谷) 
initial phase: 【初期フェイズ】 
地震波形の始まりの部分をよく見ると、最初の 0.003-10秒位は、破壊がぐずぐず成長するこ
とが伺われる。この初期フェイズの継続時間と震源核の安定限界サイズを結びつける理屈も

考えられるが、そうでない理屈も考えられる。（中谷） 
inter-plate earthquake :【プレート境界型地震】 
地球表面上を覆うプレート（plate）の境界で発生する地震。(小原) 
intra-plate earthquake :【プレート内地震】プレート（plate）の内部で発生する地震。(小原) 
liquefaction :【液状化】 
地下水の染み込んだ土や砂が地震動で揺すられると、あたかも液体のように振舞って、泥水

があちこちで噴出する。これを液状化と言う。日本では 1964 年の新潟地震でアパートが倒
れたりして、有名になった。最近の兵庫県南部地震や新潟県中越地震でも見られた。(Witter) 
locked part:【固着部分】 
プレート境界の浅い部分は、普段は滑らず、静摩擦でくっついている。そのくっついている

部分のこと。地震の時に一気に滑る。ただし、もっと正確に言えば、浅い部分でもぬるぬる

滑り(creep)を起こしている領域もあり、非アスペリティ(asperity)領域と呼ばれる。creeping 
part の項参照。（中谷） 
long-term prediction:【長期予知】 
前に地震の起こった時期と、その地域の応力蓄積速度から、次の地震が起こる時期を予測す

る。原理的に時期の精度は地震サイクルの周期の 30％くらい。すでにできている。short-term 
prediction の項参照。（中谷） 
magnitude, M:【マグニチュード】 
地震モーメントを対数スケールで表したもの。地震破壊サイズでほぼ一意に決まる。なぜな

ら、静摩擦と動摩擦の差は地震の大きさによらず一定なので、地震滑りの量も、地震破壊サ

イズでほぼ一意的に決まるからである。（中谷） 
nucleation:【震源核形成】 
ロックしている部分の１部が準静的に滑る(preslip)こと。preslipの領域（nuclei）がある程度
大きく（critical size）ならないと、動的破壊 (dynamic rupture) は始まれない。物理的に保証
されている。（中谷） 
paleoseismology :【古地震学】 
歴史時代以前に起こった地震を地質学的手法で研究する学問。活断層を横断するように地面



 

を掘って、活断層の活動記録を調べるというのが、代表的な手法。(Witter) 
plate :【プレート（岩盤、板）】 
地球表面上を覆う岩盤。固体地球の表面の硬い部分は、剛体的に動く十数枚程度の岩盤で覆

われている。この岩盤をプレートと言う。それぞれのプレートは自分の動きたい向きにゆっ

くり（1-20 cm/yr）動いている。多くの場合、隣接するプレートの動きの違いは、境界部分

が滑ることで賄われる。プレートの厚さは、ところにより、1-200 km.で、上部が地殻、下部

は、マントルの最上層に及ぶ。ちなみに、地球の半径は 6400 kmである。(小原、中谷) 
 ・oceanic plate【海洋プレート】 
  ・continental plate【大陸プレート】 
plate boundary :【プレート境界】 
プレート（plate）の境界には、沈み込み境界、発散境界、衝突境界、すれちがい境界の種類
がある。subduction zone の項参照。(Witter) 
post-seismic:【地震後の】pre-seismic, co-seismic 参照。（中谷） 
precursory anomaly:【前兆的異常】 
何らかの観測データに、地震前に異常な値が現れること。特に短期的なものいう。短期予知

の実質的定義は、前兆的異常に基く地震予知ということになる。short-term prediction の項参
照。（中谷） 
preparation process:【準備過程】 
大地震の発生の切迫と直接に結びつく物理的変化。切迫がポイント。科学的な短期予知研究

とは、準備過程を理解すること。short-term prediction の項参照。（中谷） 
pre-seismic:【地震前の】co-seismic, post-seismic 参照（中谷） 
rupture process:【破壊過程】 
断層面上で破壊が起こり、面上ですべりが発生して伝わっていく過程（どの程度のすべりが

断層面上のどこでいつ発生したのか等）。周囲の地震計の記録から、驚くほど正確に推定でき

る。=source process（中谷） 
rupture size:【地震破壊サイズ】 
１つの地震で滑りが起こった部分の広さ。目安としては、M4の地震で横（i.e.水平方向）1 km 
x縦 1 km。M6で横 10 km x縦 10 km, M7.5で横 100 km x縦 20 km, M9.5で横 1000 km x縦
20 km。参考までに、地球 1周は４万 km である。（中谷） 
seismic moment:【地震モーメント】 
地震の大きさを正確に表す量。一回の地震で滑りが起こった全領域にわたって滑り量を積分

したもの。（中谷） 
segment rupture :【セグメント破壊】 
断層のセグメント状の破壊。fault segment, segmentation の項参照。(Witter) 
segmentation: :【セグメント化】  
1000 km以上に及ぶ長大な断層やプレート境界もその内には屈曲など、動的破壊の広がりの
障害になるものがあり、地震破壊はそこで停止することが多い。このような地震セグメント

（50-250 kmが普通。）は、かなり固定的であるようだ。時には、一つの地震で隣接する２つ
や３つのセグメントが壊れることもあるが、セグメント化のおかげで地震の場所と規模は事

前によく評価できている。fault segment の項参照。（中谷） 
seismic shaking :【地震動】earthquake の項参照。= ground motion (Witter) 
seismicity:【地震活動】（中小の）地震の発生個数。（中谷） 
seismology: 【地震学】 



 

サイズモロジーと読む。英語。狭義には、地震計(seismometer)の記録を用いた科学。
earthquake science の項参照。（中谷） 
seismogram :【地震波形】地震計(seismometer)で記録された地震の振動波形。(小原) 
seismometer :【地震計】地面の揺れを測定するセンサー。(小原) 
short-term prediction:【短期予知】 
数年以内の時間精度で未来の地震の大きさと場所、時期を予測すること。過去 30年で、成功
例が10以上はある。long-term prediction, precursory anomaly, preparation process の項参照。
（中谷） 
silent earthquake :【ゆっくり地震】 
地震波を放出せずに、断層面でゆっくりすべる地震。slow slipの項参照。(小原) 
slab :【スラブ】大陸プレートの下に沈み込んでいる海洋プレートのこと。(小原) 
slip on a fault, slip amount:【断層面上のすべり量】 
断層面上の両側の相対的な動きの大きさ。大きな地震では、数メートルくらい。（中谷） 
slow slip :【ゆっくりすべり】 
地震波を放出せずに、断層面でゆっくりすべる現象。silent earthquake の項参照。(小原) 
source:【震源】断層面上で地震時に滑った部分。(中谷) 
source process: 【震源過程】=rupture process（中谷） 
strength:【強度】 
ものの強さ。物を壊すのに必要な応力(stress)の大きさ、或いは面を滑らせるのに必要な応力
で表す。（中谷） 
stress:【応力】 
固体の中に働く力。圧力の単位(MPa)で表す。面に平行に働いて滑らせようとする力を特に剪
断応力(shear stress)という。（中谷） 
subduction :【沈み込み】 
海洋プレートが大陸プレートの下に潜り込む現象。プレート境界(plate boundary)のうち、沈
み込みが起きているものを沈み込み境界と呼ぶ。（小原） 
subduction zone :【沈み込み帯】 
沈み込み境界(subduction 参照)の周辺の一帯を沈み込み帯と言う。そこでは、地震が起きた
り、火山ができたりして、日本のような島弧が形成される。日本列島は、太平洋プレートと

フィリピン海プレートが沈み込んでいる沈み込み帯に位置する。沈み込み帯で起こる地震が

このセッションのトピックである。(小原、中谷、Witter) 
tiltmeter :【傾斜計】地面の傾きを測るセンサー。（小原） 
tremor :【微動】長時間継続する非常に微弱な揺れのことで地震とは異なる現象。（小原） 
・ deep low-frequency tremor【深部低周波微動】 
西南日本において最近発見された新たな振動現象。その震源の深さは約 30km で通常の浅
い地震に比べ深く、卓越周波数は約 2Hzで通常の地震に比べるとかなり低い。（小原） 
・ non-volcanic tremor 【非火山性微動】 
日本で発見された深部低周波微動は、火山活動と関連のない現象であることから、このよ

うに言う場合もある。（小原） 
trench :【海溝】 
海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込みを開始する場所で、比較的急な斜面に囲まれた、

細長い深海底の窪地。（小原） 
triggered earthquake:【誘発地震】 



 

本震で滑った部分の端の応力の高まりが、すでに大地震ぎりぎりの応力がたまっている広い

部分にかぶってしまうと、本震より大きな余震を引き起こしてしまう。（中谷） 
trough:【トラフ】 
海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込みを開始する場所。「海溝」と同じだが、窪みとし

てはやや小さい。（小原） 
tsunami :【津波】 
海底直下での断層運動が海水を持ち上げることで、周囲に波が伝わる現象。海の深さかそれ

以上の波長（＞数ｋｍ）の波になるために、ふつうの風が作る波に比べて、同じ波高でもは

るかに甚大な被害を及ぼす。昨年のスマトラ・アンダマン地震の報道で皆さんもご存知の通

り。(Witter) 
 
 


