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§1.は じ め に

気象庁 や大学 の震源 カタログに は,採 石発破 などに伴

う人工震源 が少 なか らず含まれてい るので,浅 発地震の

活動 を知 る うえで,こ のよ うな人工震源を取 り除 く必要

が ある.関 東 ・東海 地域 におけ る人工震 源の抽 出は松村

(1985),岡 田(1996)に よ り詳細 に行われ ているが,本

研究 では,厳 密 ではないが簡単 に人工 震源を抽出す る手

法を考案 し,人 工震源 の リス トア ップを行 う-そ して,

人工震源 を取 り除 き,自 然地震 の活動 だけが示 され る震

源 カタログを作成 する.デ ー タと して,気 象庁(1982～

1996),東 北大(1975～1997)の 震 源カ タログを用いた.

§2.人 工震源 の抽 出

2.1人 工震源の特徴

人工震源 の多 くは発破に よるものなので,震 源時間や

震源分布 に自然 地震 とは異 な る特徴が見 られ る.主 な特

徴 と して以下 の4つ が挙 げ られる.

1.採 石発破 の作業 が同一 の場所 で繰 り返 し実施 され

ることが 多 く,空 間 的に クラス ター状の震源分布に なる

2.震 源時間が 日中の定時 に集中す る

3.震 源の深 さが地 表近 くであ る

4.マ グニチ ュ― ドはおおむね3.5以 下で ある

まず,2番 目の特徴 か ら人工 震源 の発生 は7時 ～19

時の間 にその大部分が 含まれる ことを利 用 し,震 源 カタ

ログを以下 の2つ の震源時間帯 に分類 する.

1.日 中:7時 ～19時

2.夜 間:19時 ～7時

Fig.1は,東 北大 学 の震源 カ タロ グに おい て 日中 発

生 した地震の震央 を赤色 の丸 で,夜 間の ものは緑 色の丸

で表 した岩手県 の震央分布図 である-Fig.1か ら,日 中

にのみ発生 して いる地震 ク ラス タ―がい くつかは っきり

と把握す ることがで きる.Fig-1で 日中にのみ集 中 し発
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Fig. 1. Epicentral distribution (M< 3.5, depth

<30 km) in Iwate prefecture during the 

period of 1975 to 1997 by the Tohoku 
University earthquakes catalog. Red circles 
show events during daytime (07:00-19: 
00) while green ones during nighttime (19: 
00-07: 00).
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生 して いる地震 クラスターは,人 為的な発破な どの可能

性が高 い.

2.2震 源時間 の日周変化図

人工震 源の1日 に おけ る震源時 間の分布 は,11時 台

と16時 台に二つの ピークを有す るが,こ れは昼休 み と

終業前の いわゆ る"上 が り発破"に 対応す るものであ る.

この特徴か ら,地 震が多発 して いる地域で,震 源時間の

分布が どの ように変化 して いるかを調べ ることにより人

工震源を より正確 に推定で きる.日 周変化を表す要素 と

して以下の三つを考え る(Fig.2).

1)時 間軸:円 周を24時 間 と考えて,円 周上の どの

位置 にプロ ットされて いるか によって震源時間をあ らわ

す

2)地 震数:各 時刻 ごとの地震数 をカウ ン トし,外 向

きの線の長 さで地震数を表す

3)総 地震数:地 域 ごとの地震総数 は,内 側の円の大

きさで表す

緯度,経 度0.10の メ ッシュに区切 り,メ ッシュごとに

地震の 日周変化を表 したものをFig.3に 示 す.人 工震源

の 日周変化のパ ター ンは震源時間 に ピークが ありFig.

4(a)の よ うにな るが,自 然地震 では,Fig.4(b)の ように

特徴的な ピークはない.本 研究 では,第1段 階 と して色

分 け した震央分布図(Fig.1)と 日周変化図(Fig.3)の 両

方で上 に示 した ような人工震源の特徴を もつ クラスター

Fig. 2. Three factors in diurnal periodicity: (a)
time scale (hour), (b) number of event, and 

(c) total number.

(a) TIME SCALE (b) NUMBER OF EVENT

(c) TOTAL NUMBER

Fig. 3. Illustration of diurnal periodicity in 0.1

X 0.1 degrees meshes in Iwate prefecture 

(Fig. 1) with the scheme of Fig. 2.

Fig. 4. Diurnal periodicity pattern in clusters

of (a) blasters and (b) natural earthquakes.

(a) BLAST CLUSTER (b) NATURAL CLUSTER

Fig. 5. Comparison of hourly frequency of

event time in clusters of (a) blasters and (b) 
natural earthquakes.

(a) BLAST CLUSTER

(b) NATURAL CLUSTER

Fig. 6. Comparison of daily event numbers in

clusters of (a) blasters and (b) natural 
earthquakes.

(a) BLAST CLUSTER

(b) NATURAL CLUSTER
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を人工震 源の候補 としてまず取 り上げ る.第2段 階 とし

て,人 工震源 の候補 とな った クラス ターについて,1時

間 ごとの地震 の総 数(Fig.5)と,震 源時間の経年変化

(Fig.6)を プロッ トして,人 工震源の特徴が どちらにも

現 れた場合,最 終 的にその クラスター全体を人工震源 と

して抽 出す る.

抽 出の際 には,余 震活動 や群 発地震 な どの短 期間に集

中 している自然地震 クラス ターを誤 ま って取 り除かない

よ うに,日 中に発生 してい るクラス ターの震 源 リス トと

比較す る必要 がある.採 石発破 は,1日 で多 くて も2～3

回 しか発破 を行 わないので,同 ―一日に数 多 く発生 してい

る ものは取 り除 かないよ うに した.

§3.考 察

東北大 の震源 カ タログでは,波 形 などを用 いて人工震

源 の識別 がされてい るが,今 回はそれを考慮 せずに上述

の解析 を行 い,本 研究 の妥 当性 を調べ た.Fig.1よ り抽

出された人工震源 と,東 北大 で識別 された人工震源 カ タ

ログとの比較 をFig.7に 示す.東 北大で識別 された岩手

県 の人工震源 は6,032個,本 研究で は5,868個 である.

東北大 と本研究で共通 な人工震源 は5,307個 であ り,震

源時間 にの み注 目 した本研究 の方法 で も88%と 高 い割

合で東北大 で識別 された人工震源 の抽 出ができた.こ の

結果か ら,浅 発地震 においては震源時間 さえわか ってい

れば,本 研究 の手法 を用 いて他 の震源 カ タログで も同様

な処理が期待で きる.

Fig.8はFig.7(b)の 人 工震源 を取 り除 いた震 央分布

図で あり,よ り本来 の地震活動 を示 している.こ の震源

カタログを用 いれ ば,よ り詳細 な地震活動 の解析 が可能

となる.東 北地方全域 と,気 象庁 による日本全体 の震源

カタログか ら同様 に求 めた人工震源 の分布 をFig.9お

よびFig.10に 示 す.本 研究によ り,東 北大の震源カ タ

ログか ら11,634個,気 象庁 の震 源カ タログか ら548個

の人工震源 が抽 出された.

§4.ま と め

震源時間 を昼 と夜 の二 つに分類 する簡単 な方法 で も,

震源 カ タロ グか ら人工震源 の大部分 を抽 出す ることがで

きたが,す べての人工震 源を取 り尽 くしてい るわけでは

ない.特 に,人 工震源 と自然地震 が同一 の場所 で発生 し

た地域 では,抽 出か ら洩 れて取 り残 された人工震源,あ

Fig. 7. Comparisonofartificialevensidentified in Iwate prefecture by (a) the Tohoku University and the
ones by (b) this study.

(a) Tohoku University

1975-1997

(b) this study

1975-1997

Fig. 8. Epicentral distribution (M< 3.5, depth
<30 km) in Iwate prefecture (Fig. 1) after 
artificial events are removed.

1975-1997
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るいは人工震 源 と一緒 に取 り除かれて しま った 自然地震

がある.

今 回の人工震源 クラス ターは,震 央分布 図上 か ら抽出

された ものであるので,最 終 的には採 石発破地点 で実際

に発破 が行 われたのかの確認 が必要 であ る.今 後 は作 業

履歴 の調査 を行 い,人 工震 源 クラスターの決 定を最 終的

に確認 す ることが必要 であ る.
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Fig. 9. Epicentral distribution of artificial

events identified from the Tohoku Univer-

sity earthquake catalog during the period 

1975 to 1997.

1975-1997

Fig. 10. Epicentral distribution of artificial

events identified from JMA earthquake 

catalog during the period of 1982 to 1996.

1982-1996


