
１ 序論

我が国が延長大陸棚の範囲を国連大陸棚限界委

員会に申請するにあたり，申請の基礎資料となる

様々な海洋データを取得するため，海上保安庁は

１９８５年から日本の南方海域において大陸棚調査

を実施してきた．２００４年から２００８年にかけて

は，マルチチャンネルストリーマケーブルを用い

た反射法地震探査及び海底地震計を用いた屈折法

地震探査を約１００測線において実施し，日本南方

海域の地殻構造が次第に明るみに出てきた．これ

らの地殻構造探査は，我が国の延長大陸棚申請に

資するデータを取得することを主目的としていた

が，近年類を見ないほど大規模に展開したもので

あったため，科学的に興味をそそる解析結果も数

多く確認されている．

この度報告するのは，小笠原海台南東方の平坦

な海底が広がる海域で実施した地殻構造探査の解

析結果である．海底地形のみから推察すると，当

海域では海洋性地殻が広がっているように思われ

るが，海底地震計に収録された記録は，通常の海

洋性地殻において得られる記録とは異なる複雑な

様相を呈しており，２００６～２００７年当時の解析で

は，下部地殻内に何かしらの低速度構造が存在し

ていないと観測記録が説明できないことが指摘さ

れている．今回，当海域を横切る複数の測線に対

し，統一的な解釈の下で各海底地震計の記録をよ

り詳細に検討し，各測線の地殻構造の再解析を実

施した．

２ 地球科学的背景

日本の南方約１，０００kmの海底下に位置する小

笠原海台は，太平洋プレート上に形成された直径
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Abstract

Analysis of multi−channel seismic reflection survey and seismic refraction survey data acquired on four nearly par-

allel survey lines in the Northwest Pacific Basin reveals that there exists low-velocity structure within lower crust.
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約１５０km，比高約４，０００mの海底の高まりであ

る（Fig．１）．海台の明確な形成年代は不明ではあ

るが，海台上部に厚く存在する石灰岩の形成年代

（１１２．３－１１３．６Ma，７６．４－８８．７Ma：二 宮 他，

２０１０），地磁気異常の縞模様から推定される海台

周辺の大洋底の形成年代（約１４７－１４９Ma : e.g.

Nakanishi et al.,１９９２）を考慮すると，小笠原海

台はジュラ紀後期～白亜紀前期に形成されたと推

測できる．また，山体の磁気異常の研究からは，

小笠原海台を構成する山体は赤道付近で形成され

たグループとそれ以降の火成活動により再磁化し

たグループから成ると推測される（Yamazaki et

al.,１９９１）．過去における太平洋プレート運動の再

構築結果（e.g. Scotese et al.,１９８８）を参照する

と，小笠原海台は中央海嶺から離れた海域で形成

された，つまり，プレート内火成活動により形成

されたものであると考えられる．

小笠原海台は，太平洋プレートがフィリピン海

プレート下へ沈み込む海域に位置しているが，海

溝を越えてフィリピン海プレートに衝突しており

（Okamura et al.,１９９２），その一部はフィリピン海

プレートに付加している（森下・片桐，２００６）．

海台西部には断層が発達しており，主に，伊豆・

小笠原及びマリアナ海溝軸にほぼ平行な走向を持

つ断層群と，北西－南東～西－東の走向を持つ断

層群が認められる（Fig．２）．前者は，沈み込みに

伴うプレートの曲げに起因するものであるが，後

者は，小笠原海台が異なる沈み込み方向を持つ伊

豆・小笠原海溝とマリアナ海溝に挟まれ，フィリ

ピン海プレートに衝突している特殊な構造配置が

大きな影響を与えている可能性がある（森下，

２００８）とされている．

小笠原海台の南東側には緩やかな傾斜の海底面

が広がっており，そのまま平坦な大洋底に続いて

いる．この緩斜面部では地磁気異常の縞模様は認

められず，海底が平坦になる辺りから縞模様が確

認できる（Fig．３（a））．海台から１０kmも離れ

ていない大洋底に明瞭な地磁気異常の縞模様が認

められる北東側とは異なった特徴を示している．

ブーゲ重力異常は，小笠原海台北東側，南東側

の大洋底で共に３８０mGal以上の高い値を示して

おり（Fig．３（b）），両大洋底には薄い地殻が広

がっていると推測される．Fig．３（c）はフリーエ

ア重力異常図で，ブーゲ重力異常と同様，両大洋

底間で顕著な重力異常値の差異は認められない．

３ 調査仕様

再解析を実施した測線は，小笠原海台南東方の

大洋底を北東－南西方向に貫く４本の測線で，東

側 か ら OGr１５，OGr１６，OGr１７，OGr１８と 命

名されている．

OGr１５測線は２００６年に調査を実施した測線

で，測量船「昭洋」搭載の総容量６，０００in３（１，５００

Fig．１．Survey area map（small scale）. Survey area is
flat seafloor extending to the southeast to the
Ogasawara Plateau, which locates on the Pa-
cific Plate.

図１．広範囲調査海域図．調査対象となる海域は，太

平洋プレート上に位置する小笠原海台の南東方

に広がる緩傾斜～平坦な海域である．赤い枠は

図２の範囲に相当する．
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in３×４，９８．３�）のエアガンアレイを人工震源と
して用い，反射法地震探査では２００m，屈折法地

震探査では５０m間隔の発震を行った．反射法地

震探査の受波器として，ケーブル長３，０００m，

チャンネル数２４０chのマルチチャンネルスト

リーマケーブルを，屈折法地震探査の受波器とし

ては，サンプリング周波数２００Hz，A/D変換２４

bit⊿∑で収録する３成分ジオフォンとハイドロ

フォン搭載の海底地震計を使用した．

OGr１６，OGr１７，OGr１８測線は２００７年に調

査が実施され，調査船「大陸棚」搭載の総容量

８，０４０in３（１３１．８�）のチューンドエアガンアレ
イを人工震源として用いた．発震間隔は OGr１５

測線と同様，反射法地震探査では２００m，屈折法

地震探査では５０m間隔である．反射法地震探査

用の受波器として，ケーブル長６，０００m，チャン

ネル数４８０chのマルチチャンネルストリーマ

ケーブルを使用した．屈折法地震探査で設置した

海底地震計は，OGr１５測線における探査で使用

したものと同機種である．

全ての測線を通じ，海底地震計設置間隔は５km

である．

４ 観測記録

４．１ マルチチャンネル反射法地震探査プロファ

イル（MCSプロファイル）

Fig．２．Survey area map（large scale）. Survey lines chosen for re-analysis are OGr１５, OGr１６, OGr１７and OGr１８．
Red and yellow dots indicate OBS locations.

図２．調査海域図．再解析測線は OGr１５，OGr１６，OGr１７，OGr１８の４測線で，赤丸・黄丸が海底地震計設置
位置，黒線が解析範囲である．黄色の数字は海底地震計の番号を示す．
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反射法地震探査で取得した記録に，２msから

４msへのリサンプリング，トレースエディッ

ト，３－１２５Hzバンドパスフィルタ，CDPソー

ト，exponential振幅補正，signatureデコンボ

リューション，parabolic radon多重反射除去，速

度解析，CDP重合を適用し，時間マイグレー

ション図を作成した．

各測線の小笠原海台南東海域に相当する範囲の

MCSプロファイルとその解釈図を Fig．４（a）－

（d）に示す．各MCSプロファイルは，Fig．２に

おいて黒線で示した範囲に相当する．全測線にお

いて数多くの断層が確認でき，MCSプロファイ

ルの北部でより多くの断層が発達している．測線

間で比較すると，北部の断層の変位量は東から西

に向かうにつれ大きくなる傾向があり，OGr１８

測線で最も大きく，往復走時で約０．５秒となって

いる．

全測線を通して，音響基盤はほぼ連続的に確認

できる．MCSプロファイルの南部では往復走時

で約０．４秒の均質な厚さの堆積層が広がってい

る．反射法地震探査の速度解析結果から求めた当

該堆積層の平均速度は約２．２km/sであったこと

から，４４０m相当の厚さと推測される．MCSプ

ロファイルの北側には海山が存在するため，海山

の重量によりモートを形成しており，MCSプロ

ファイル北部では音響基盤が北下がりに傾斜して

Fig．３．（a）Magnetic anomaly map. Clear magnetic line-
ations are observed on seafloor to the north of
the Ogasawara Plateau and to the east of OGr
１５ survey line, though no magnetic lineation
can be recognized in the target area.（b）
Bouguer gravity anomaly map. Crustal thick-
ness in the target area can be estimated as simi-
lar to that of oceanic crust to the north of the
Ogasawara Plateau and to the east of OGr１５
survey line.（c）Free−air gravity anomaly map.

図３．（a）地磁気異常図．明瞭な地磁気の縞状模様は
再解析範囲では確認されないが，小笠原海台の

北側や OGr１５測線の東側では認められる．
（b）ブーゲ重力異常図．再解析範囲のブーゲ重
力異常は高く，小笠原海台の北側や OGr１５測
線東方に広がる海洋性地殻と同程度の地殻の厚

さであろうことが推測される．（c）フリーエア
重力異常図．
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いる．モート部の音響基盤上には，往復走時で最

大１．０－１．２秒ほどの厚さの堆積層が認められ

る．速度解析結果では，この堆積層基底部で最大

４．０－４．２km/sの速度を示しており，山体起源の

火山性砕屑物や溶岩等と遠洋性堆積物が混在して

いる領域と考えられる．

モホ面に相当する反射波は，音響基盤より往復

走時１．９－２．６秒ほど遅れて，各測線に断続的に

認められるが，OGr１５測線の５０－１００km付近，

OGr１８測線の３０－８０km付近では広い範囲でこ

の反射波が確認できない．前者は，OGr１５測線

で使用したエアガンアレイの総容量が他の測線で

使用したものと比べて小さかったことが影響して

いる可能性が考えられ，後者は，小笠原海台の端

部に相当するため，やや厚くなった地殻が原因と

なっている可能性が考えられる．

４．２ 海底地震計

海底地震計記録の SEG−Yファイルを作成する

にあたり，まず海底地形を考慮したインバージョ

ン手法（Oshida et al.,２００８）により海底地震計の

着底位置を精度高く求め，エアガン発震位置から

海底地震計着底位置への水平距離を決定した．そ

の後，海底地震計に収録された連続データから，

各エアガン発震時刻～６０秒後までのデータを抽

出し，幾何学的減衰に対する振幅補正，デコンボ

リューション，４－１６Hzのバンドパスフィル

タ，３トレース幅のコヒーレント処理を施し，

SEG−Yファイルを作成した．この処理過程にお

いて AGCは使用していない．

今回再解析を実施する範囲は，OGr１５，１７，１８

測線南端から２００km，OGr１６測線南端から１８０

kmに相当する海域で，小笠原海台南東方に広が

る緩～平坦な傾きを持つ大洋底となっている．以

前の解析結果から，下部地殻中に低速度構造が存

在していることが推測されている．この海域に設

置した海底地震計の記録を各測線から１台ずつ選

び，Fig．５（a）～（d）に 示 す．（a），（b），（d）

はジオフォン上下動成分，（c）はハイドロフォン

の記録である．図は全て reduction velocity８km/s

を適用した記録であり，負のオフセットが南側，

正のオフセットが北側となっている．

４．２．１ OGr１５測線 OBS０１８

Fig．５（a）は OGr１５測線上に設置した OBS

０１８の記録である．下部地殻内で屈折して戻って

きた屈折初動（Pg）が特徴的である．南側で

は，見かけ速度約７．２km/sの Pgがオフセット

－３５km付近で確認できなくなり，初動走時の不

連続性が認められる．一方，北側では，見かけ速

度約６．３km/sの Pgをかろうじてオフセット４０

kmまで連続的に追うことができる．この海底地

震計を設置した場所は平坦な海底上であるにも関

わらず，同じ地殻内を伝播した初動の見かけ速度

が異なるのは，約９０km北にある海山の重みの

影響で地殻が下方に撓んでいるためと推測でき

る．南側では，２種類の深部からの反射波が認め

られ，浅い反射面から来た反射波を反射波 A，深

い反射面からのものを反射波 Bとして Fig．５

（a）に示している．北側では深部からの反射波は

１種類しか確認できない．

Pnの見かけ速度は北，南側で，それぞれ約

７．６km/s，約８．３km/sとなっている．図ではオ

フセット±８０kmまでしか示していないが，海底

地震計の南側へは，オフセット－１３０km付近ま

で Pnが連続して認められる．

４．２．２ OGr１６測線 OBS０４１

Fig．５（b）は OGr１６測線上に設置した OBS

０４１の記録である．Fig．５（a）と同様，見かけ速

度約６．８km/sの Pgがオフセット－３５km付近

で確認できなくなる．北側では，見かけ速度約

６．９km/sの Pgをかろうじてオフセット４５km

付近まで追跡することができる．

この海底地震計では，深部からの２種類の反射

波 A，Bを海底地震計の南北両側で認めることが

できる．Pnの見かけ速度は南側で約８．０km/s，

北側で約７．７km/sとなっており，南北両側とも

オフセット±１００km付近まで連続的に Pnを確

認することができる．
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４．２．３ OGr１７測線 OBS０５１

Fig．５（c）は OGr１７測線上に設置した OBS

０５１の記録である．ハイドロフォンの記録もジオ

フォン上下動成分の記録と同様に良好で，ジオ

フォン上下動成分では分離しにくい深部からの

様々な反射波を確認するため，ハイドロフォンの

記録を参照している．図では，深部からの反射波

として，A，Bの他，反射波 C，Dも確認できる．

この地震計の記録も上述の記録と同様，見かけ

速度約６．９km/sの Pgの振幅が，オフセット±

２０km程度から急激に減衰し，±４０kmでは確認

できなくなっている．

４．２．４ OGr１８測線 OBS０１０

Fig．５（d）は OGr１８測線上に設置した OBS

０１０の記録である．これまでに示した海底地震計

の記録とは様相が異なり，オフセット－５kmか

ら－１７kmに上部地殻相当の見かけ速度約５．３

km/sを示す屈折初動（Ps）が顕著である．

南側では，見かけ速度約７．３km/sの Pgを，

見かけ速度約８．５km/sの Pn（PnA）との交点ま

で，不明瞭ながらも連続して追うことができる．

しかし PnAはオフセット－５８km付近で急に確

Fig．５．Record sections of Ocean Bottom Seismometers with a reduction velocity of８．０km/s.（a）Record of OGr
１５_０１８for vertical component of geophone. First arrivals refracted in lower crust（Pg）lose their amplitude
around offset±３５km. In the negative offset field, two different reflected waves（A and B）from deep reflec-
tors are recognizable.（b）Record of OGr１６_０４１ for vertical component of geophone. This record also
shows attenuated amplitude of Pg around offset±３５km and two kinds of reflected waves.（c）Record of OGr
１７_０５１for hydrophone. Two other reflected waves（C and D）can be clearly observed in the hydrophone re-
cord.（d）Record of OGr１８_０１０for vertical component of geophone. In the negative offset field, two differ-
ent Pn（PnA and PnB）are distinguishable. PnA around offset−５０km loses its amplitude.

図５．各測線における海底地震計の記録．Reduction velocityは８．０km/sである．（a）OGr１５測線に設置した海
底地震計０１８の上下動成分の記録．下部地殻内で屈折した初動（Pg）がオフセット±３５km付近で振幅が
減衰し，確認できなくなる．負のオフセットには，２種類の深部からの反射波（A，B）が認められる．
（b）OGr１６測線に設置した海底地震計０４１の上下動成分記録．この記録もオフセット±３５km付近で Pg
の振幅が減衰して見えなくなり，深部からの２種類の反射波が確認できる．（c）OGr１７測線に設置した
海底地震計０５１のハイドロフォンの記録．反射波 A，Bだけではなく，別の二種類の深部からの反射波
C，Dも確認できる．（d）OGr１８測線に設置した海底地震計０１０の上下動成分の記録．負のオフセットに
は２つの Pn（PnA，PnB）が確認される．このうち，PnAは，オフセット－５０km付近で振幅が減衰して
見えなくなり，初動の不連続が生じている．
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認できなくなり，その後，オフセット－７３km付

近から，見かけ速度約８．１km/sを持つ別の Pn

（PnB）が出現している．このような２種の Pnが

認められる要因としては，モホ面の起伏によるも

の，最上部マントル内の低速度構造によるもの等

が考えられ，モホ面付近に何らかの特殊な構造が

広がっていることが予想される．同様の記録は

OGr１８測線の海底地震計００６－０１３でも確認でき

る．

オフセット－１３０km付近に反射波らしき信号

が確認できるが，仮に反射波であったとしてもマ

ントル深部からの反射波と解釈されるため，今回

の構造再解析には使用していない．

５ 解析手法

海底地震計のデータを基とした速度構造モデル

を構築するにあたり，波線追跡法によるフォワー

ドモデリング解析にはmodeling（Fujie et al.,

２０００; Kubota et al.,２００９），トモグラフィックイン

バージョン解析には tomo２d（Korenaga et al.,

２０００）を使用した．また，以前の解析に倣い，深

部からの２種類の反射波のうち，浅い方の反射面

に起因する反射波 Aを PmP，深い方の反射面に

起因する反射波 Bを最上部マントル内からの反

射波と仮定して解析を実施することにした．

再解析する海底地震計の記録は，初動走時がオ

フセット±３０－４０km程度で確認できなくなるも

のが多いため，通常の波線追跡法によるフォワー

ドモデリングでは，各測線の速度構造モデルを構

築することは困難である．また，下部地殻内に低

速度構造の存在が示唆される上，最上部マントル

内に反射面をもつ構造を仮定しているが，海底地

震計の記録には低速度層内で屈折して戻ってくる

初動が認められないことから，屈折初動と反射波

を併用したトモグラフィックインバージョンを利

用しても速度構造を取得することは難しい．そこ

で，フォワードモデリングとトモグラフィックイ

ンバージョンを併用して構築した速度構造モデル

のモホ面と，MCSプロファイル中に広範囲に確

認されるモホ面との整合性を確認することで，当

該海域の新たな速度構造モデルの構築を試みた．

整合性の確認には，速度構造モデルの縦軸を深度

から往復走時に変換し，MCSプロファイルと重

ね合わせ，反射面位置の比較・検討を行った．以

降の解析の流れは OGr１６測線を例にして説明す

る．

まず，速度構造モデルとMCSプロファイルを

重ね合わせたときに海底面がほぼ一致するよう，

海水の平均音速度を検討した．速度構造モデルの

海底面は，マルチビーム測深機で取得した水深値

を基に作成したものである．反射法地震探査によ

る速度解析結果では，海水中の音速度はほぼ１．５１

－１．５３km/sの範囲内であった．次に，速度構造

モデルの海底面がMCSプロファイルとほぼ一致

する音速度を検討したところ，１．５１７km/s

（Fig．６）となり，速度解析結果と整合的な結果で

あった．当該海域は深度が約５，０００－５，７００mと

深く，比較的凹凸の小さい大洋底であるため，海

域による平均音速度のばらつきが小さいと仮定

し，海域全体での平均音速度を１．５１７km/s均一

として速度構造モデルとMCSプロファイルを重

ね合わせたが，両者の海底面に著しいずれは認め

られなかったため，この値を海水中の平均音速度

Fig．６．OGr１６MCS profile overlaid with velocity struc-
ture model to estimate sound velocity in sea
water. Sea floor in the MCS profile shows good
accordance with that of the structure model
when sound velocity in sea water is１．５１７km/s.

図６．OGr１６測線での水中音速度の確認．水中音速
度が１．５１７km/s（緑）の際にMCSプロファイ
ルと速度構造モデルの海底面が重なる．比較の

ため，１．５２５km/s（赤），１．５１０km/s（黄）の際
の海底面位置も重ねてある．
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として採用することにした．

続いて，堆積層の構造を速度構造モデルに組み

込むことにした．当海域では，海山から離れた場

所の堆積層厚は概ね往復走時０．４秒程度と薄く，

堆積層内で屈折して戻ってくる初動が確認できな

いため，堆積層の速度構造は反射法地震探査の速

度解析結果の平均値（上部１．８km/s，下部２．３

km/s）を適用した．堆積層基底（上部地殻上

面）で生じたと推測される反射波は海底地震計に

も記録されており，フォワードモデリングを用い

て速度構造モデルに反映したところ，MCSで認

められる音響基盤とほぼ一致する結果となった．

海山に近いモートの部分では堆積層が厚くなる

ため，堆積層内に屈折初動の波線が十分に存在

し，また，堆積層内・音響基盤からの反射波も確

認され，堆積層の速度構造を精度良く求めること

ができる．MCSプロファイルにおいて，モート

部に２～３枚の強反射面が確認できることを利用

して，海底地震計の記録から構築された堆積層内

反射面及び音響基盤の構造と，MCSプロファイ

ルの強反射面の位置がほぼ一致するようフォワー

ドモデリングを用いて堆積層の構造を作成した．

Fig．７（a）－（b）では，堆積層内反射波（緑色，桃

色）と音響基盤からの反射波（水色）が海底地震

計の記録を上手く説明しており，構築した堆積層

の速度構造モデルがMCSプロファイルと整合的

であることを示している．

堆積層下，上部地殻～下部地殻上部の速度構造

を求めるにはトモグラフィックインバージョンを

使用した．トモグラフィックインバージョンの初

期モデルとして，上述の方法で求めた海中音速度

と堆積層構造を適用し，堆積層直下の速度を４．０

km/s，深度８．５kmで６．０km/s，深度１０．０kmで

７．０km/sの速度を持つモデルを作成した（Fig．８

（a））．モデルのグリッドサイズは，水平方向には

５００m，垂直方向には浅部～深部に移るにつれて

５０－５００mに変化させている．これを初期モデル

とし，Pnを除いた屈折初動読み取り走時を用い

てトモグラフィックインバージョンを適用した．

Fig．８（b）はイタレーション３回の結果で，RMS

残差は４７msとなっている．Fig．８（b）のモデル

から，４．５，５．０，５．５，６．０，６．５，６．８，７．０km/s

の等速度線を抽出し，スムージングをかけたモデ

ルを次のトモグラフィックインバージョンの初期

モデルとした（Fig．８（c））．この新しい初期モデ

ルでも堆積層の構造はフォワードモデリングで求

めたものを再度適用している．インバージョン結

果の RMS残差が２０msを切る程度を目安に，こ

の過程を２～３回繰り返し，上部地殻～下部地殻

上部までの速度構造を求めた（Fig．８（d））．この

速度構造から，DWS（Derivative Weight Sum :

Fig．９）が２０以上の範囲を抽出し，下部地殻深部

の速度構造を求めるための基礎モデルとした．

地殻深部の速度構造を求めるにあたっては，

フォワードモデリングを用いた．まずは下部地殻

内低速度構造の必要性の有無を確認するため，下

部地殻内に低速度構造のないモデル（Fig．１０

（a））を用いて検討をした．このモデルは，トモ

Fig．７．Constructing a sediment structure by using re-
flected waves from a sediment layer and from
acoustic basement.

図７．速度構造モデルとMCSプロファイル間で堆積
層の構造の整合性を持たせるため，堆積層内反

射波を用いたフォワードモデリングで速度構造

モデルを構築しつつ，MCSプロファイルと重
ね合わせて整合性を確認した．（a）水色は音響
基盤からの反射波，桃色・緑色は堆積層内から

の反射波（b）水色は音響基盤，桃色・緑色は
堆積層内の反射面．
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グラフィックインバージョンで求めた基礎モデル

以深の下部地殻の P波速度を７．０km/sと仮定

し，PmP（反射波 A）を用いてモホ面までの構造

を求めたものである．このモデルのマントルの速

度８．０km/sは仮置きした値であり，検討したも

のではない．この速度構造モデルの縦軸を往復走

時に変換し，MCSプロファイルに重ね合わせた

ところ，Fig．１０（b）となった．図では，速度構

造モデルのモホ面（赤線）が，MCSプロファイ

ルのものより往復走時で約０．５－０．７秒深く描か

Fig．９．DWS profile of OGr１６.
図９．OGr１６測線の DWS図．最終インバージョンの

DWSが２０以上の範囲を抜き出し，地殻深部を
構築するための基礎モデルとした．

Fig．８．Tomographic inversion analysis processes.
図８．トモグラフィックインバージョン解析手順．

（a）初期モデルはフォワードモデリングで構築
した堆積構造をそのまま用い，堆積層直下の速

度を４．０km/s，深度８．５kmで６．０km/s，深度
１０kmで７．０km/sとしている（b）（a）を初期
モデルとし，地殻内だけを通る屈折初動走時の

みを用いたときのインバージョン結果（c）（b）
をスムージングして新たな初期モデルを作成

（d）最終インバージョン結果．

Fig．１０．（a）Velocity structure, which Moho location is
obtained by using PmP, on an assumption that
no low−velocity structure within the lower
crust and that velocity at the bottom of the
crust is７．０ km/s.（b）MCS profile overlaid
with the velocity structure. Difference of Moho
depth between the MCS profile and the veloc-
ity structure is a two−way travel time of ap-
proximately０．５−０．７seconds.

図１０．（a）下部地殻深部に低速度構造がないと仮定
し，下部地殻基底の速度を７．０km/sとした場
合に，PmPを用いて構築した速度構造モデ
ル．（b）速度構造モデルの縦軸を往復走時に
変換し，MCSプロファイルに重ねたところ，
両者のモホ面深度に０．５－０．７秒ほどのずれが

生じた．
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れており，下部地殻の速度を７．０km/sとする低

速度構造のないモデルでは観測記録を説明できな

いことが判明した．

屈折法地震探査と反射法地震探査におけるモホ

面からの反射波の波線経路は，屈折法地震探査で

観測されるものの方が下部地殻深部を伝播する距

離が長くなる（Fig．１１）．そのため，速度構造モ

デルの下部地殻深部の速度を変更した場合，屈折

法地震探査で観測される反射波の方が速度構造の

変化の影響を大きく受けるので，MCSプロファ

イルと速度構造モデルを重ね合わせたときのモホ

面深度の差も変わってくる．下部地殻深部の速度

を７．０km/sとした際には，速度構造モデルのモ

ホ面がMCSプロファイルのものより深く位置し

てしまうため，両者のモホ面深度を同程度にする

には，下部地殻深部の速度を７．０km/sより遅く

する必要がある．

そこで，下部地殻深部の平均速度を大まかに見

積もるため，下部地殻深部の速度を６．３km/s，

６．５km/s，６．７km/s均一とした速度構造モデル

をそれぞれ作成し，MCSプロファイルに重ね合

わせた（Fig．１２（a）－（c））．これらのモデルでは

下部地殻内で速度不連続が生じており，反射波を

生み出す構造になっているが，これらは平均速度

を見積もるための便宜的な構造であり，実際に反

射波が観察されているわけではない．また，６．２

km/sより遅い速度を与えることは，下部地殻と

して扱うには遅すぎると判断し，これ以上の遅い

速度は適用していない．Fig．１２（a）－（c）を見る

と，下部地殻深部の速度を６．７km/sとしたモデ

ルでは海山に近い北部（図右側）で，６．５km/s

としたモデルでは中央付近，６．３km/sとしたモ

デルでは南部で速度構造モデルとMCSプロファ

イルのモホ面深度がほぼ一致している．これらの

結果を参考に，MCSプロファイルと整合的で

あった下部地殻深部の速度を部分的に採用し，新

Fig．１１．Difference of ray path of recorded reflected
waves from Moho between on seismic reflec-
tion survey and on seismic refraction survey.

図１１．屈折法地震探査と反射法地震探査で記録され

るモホ面からの反射波の波線経路の違い．

Fig．１２．OGr１６ MCS profiles overlaid with velocity
structures with a velocity of（a）６．３km/s,（b）
６．５km/s and（c）６．７km/s in deep part of
the lower crust. The Moho depth of the MCS
profiles are almost consistent with that of the
velocity structure with ６．７km/s, ６．５km/s
and６．３km/s deep lower crust velocity in the
northern area, in the middle area and in the
southern area, respectively.

図１２．OGr１６の下部地殻深部の速度を（a）６．３km/s，
（b）６．５km/s，（c）６．７km/sに変更して構築
した速度構造モデルをMCSプロファイルに重
ね合わせた図．下部地殻深部の速度が６．７km/s
では北部，６．５km/sでは中央付近，６．３km/s
では南部において，MCSプロファイルと速度
構造モデルのモホ面深度がほぼ一致する．
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たな速度構造モデルを作成した（Fig．１３（a））．

このモデルをMCSプロファイルに重ねたとこ

ろ，ほぼ全域で両者のモホ面深度に良い整合性が

確認できた（Fig．１３（b））．

最後にマントル内の速度構造を求める必要があ

る．海底地震計のレコードセクションで認められ

る Pnの見かけ速度は７．８－８．０km/sであったた

め，モホ面直下の最上部マントルの速度を８．０

km/sとしたモデルを用いて Pnの走時を計算し

たところ，計算走時が観測走時より０．３－０．４秒

ほど早くなってしまう（Fig．１４（a），（b））．その

ため，マントル内反射波（反射波 B）を用いてモ

ホ面下に層構造を作成し，Pnがその下面から出

てくるような速度構造モデルをフォワードモデリ

ングで構築し，最終速度構造モデルとした（Fig．１４

（c），（d））．このモホ面直下の層構造内から戻っ

てくる屈折初動は海底地震計の記録中に確認され

ていないことから，層内上部の速度は≦７．４km/s

である必要があった．そこで，層内上部の速度を

７．４km/sと仮定し，反射波走時から層内基部の

速度を求めたところ，７．６km/sとなった．Fig．１５

（a）－（c）には，最終速度構造モデルにおける，

OBS０３５，０４０，０５１に対する理論走時を示す．緑

線が初動走時，黄線が PmP走時，赤線がマント

ル内反射波の走時に対応しており，何れの OBS

に対しても理論走時が観測走時を適切に説明でき

ていることがわかる．

OGr１６測線と同様の解析を他測線でも実施

し，最終速度構造モデルを構築した．Fig．１６（a）

－（d）には，各測線の最終速度構造モデルを，

Fig．１７（a）－（c）に は，OGr１５，OGr１７，OGr

１８の最終速度構造モデルとMCSプロファイルを

重ね合わせた図を示す．OGr１６測線と同様，他

の測線においても速度構造モデルとMCSプロ

ファイルの整合性が確認できた．

６ 解析結果

上部地殻～下部地殻上部の速度構造を求めた際

のトモグラフィックインバージョンの解像度を確

認するため，チェッカーボードテストを実施し

た．テスト用の初期モデルでは，パターンの大き

さは水平方向１０．０km，垂直方向２．５kmとなっ

ており，速度に５％のパータベーションを与えて

いる．各測線におけるチェッカーボードテストの

結果を Fig．１８（a）－（d）に示す．パターンが

戻った領域は DWSが２０以上の領域（Fig．１９

（a）－（d））とほぼ一致しており，基礎モデルと

して構造を抽出する方法が適切であったことを示

している．

次に各測線の最終速度構造モデルにおける屈折

初動の波線分布を Fig．２０（a）－（d），屈折初動の

観測走時と理論走時の差分を示した図を Fig．２１

（a）－（d）に示す．波線分布図では図を見やすく

するため，２００m間隔で実施されたエアガン発震

Fig．１３．Analysis procedure to construct a final velocity
structure model of OGr１６.（a）Adopted ve-
locities of the deep lower crust are chosen
from parts of the velocity structures, where
Moho depths are consistent to those in the
MCS profile.（b）MCS profile overlaid with
the velocity structure of（a）. The Moho depth
is consistent with that of the velocity structure
over the survey line.

図１３．OGr１６測線において，最終速度構造モデルを
構築するまでの手順．（a）図８の検討でモホ
面深度がほぼ一致した下部地殻深部の速度

を，領域ごとに採用したモデル．（b）MCSプ
ロファイルに（a）の速度構造モデルを重ね合
わせた図．測線全体に渡り，両者のモホ面深

度がほぼ一致している．
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の波線を１kmに間引いて描いている．全ての測

線において，波線は最上部マントル内を十分に

通っており，最終速度構造モデルは最上部マント

ルまでの速度構造を反映したものであることがわ

かる．また，初動の観測走時と理論走時の差は概

ね±５０ms以 下（Fig．２１（a）－（d）で 白 色）と

なっており，観測走時をよく説明できる構造であ

ることを示している．

最終速度構造モデルでは，小笠原海台にかかる

領域（OGr１７測線０－５０km，OGr１８測線０－７０

km）を除く範囲の下部地殻深部に，P波速度６．２

－６．９km/s相当の低速度構造が存在しているも

のになっている．また，モホ面直下に P波速度

７．４－７．６km/sを示す層構造が広く存在してい

る．

今回の解析結果を海底地形図上にプロットした

ものを Fig．２２に示す．白色の数字は，今回の解

析で推定した下部地殻深部の平均速度，黄色の数

字は以前解析した OGr１３測線における下部地殻

深部の速度（Fig．２３（a），（b）；金田他，２００６）

を示す．今回の解析では，下部地殻深部の平均速

度は OGr１６及び OGr１７測線と OGr１３測線の交

点付近が最も遅く，この中心から離れるにつれ，

少しずつ速くなるといった結果になり，小笠原海

台の下部地殻内では低速度構造は確認できなかっ

た．また，今回求められた下部地殻深部の速度

は，OGr１３測線の下部地殻深部の速度６．９km/s

より０．４－０．７km/sほど遅く，交差測線である

にも関わらず，速度差が大きい．Fig．２３（b）は

マントル内反射波を解釈して構築した構造モデル

ではないため，OGr１３測線下におけるモホ面下

の速度構造は再検討する必要がある．

７ 考察

７．１浅部速度構造モデルの妥当性

当海域では，下部地殻深部の速度構造がほとん

ど推定できないため，速度勾配のない低速度構造

をモデルに適用し，最終速度構造モデルを求めて

Fig．１４．（a）（b）Model with a mantle velocity of８．０km/s. Calculated travel times of Pn are about０．４s shorter than
the observed ones.（c）（d）Model with a７．４－７．６km layer below the Moho. Calculated travel times well
match with the observed ones.

図１４．（a）モホ面直下のマントル速度を８．０km/sとしたモデル（b）（a）のモデルでは Pnの理論走時が０．４秒
ほど早くなる傾向にある（c）反射波 Bを参考に，モホ面直下に７．４－７．６km/sの層を設置したモデル
（d）Pnの理論走時も遅くなり，反射波 Bも説明するモデルである．
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Fig．１５．Record sections of（a）OBS０３５,（b）OBS０４０and（c）OBS０５１with calculated travel times of first
arrivals（yellow line）, PmP（green line）and reflected waves from the uppermost mantle（red
line）．These calculated travel times are almost consistent with the observed ones.

図１５．OGr１６測線最終速度構造モデルにおける，（a）OBS０３５，（b）OBS０４０，（c）OBS０５１に対する
理論走時を海底地震計の記録図に重ねたもの．黄線が初動，緑線が PmP，赤線がマントル内反
射波の理論走時に対応しており，理論走時が観測走時を適切に説明できている．
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Fig．１６．Final velocity structure model.（a）OGr１５,（b）OGr１６,（c）OGr１７and（d）OGr１８.
図１６．最終速度構造モデル．（a）OGr１５,（b）OGr１６,（c）OGr１７及び（d）OGr１８．
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いる．浅部速度構造モデルが全く誤差を含まない

モデルであれば，そこから求められた下部地殻深

部の平均速度値は信頼度の高いものであるが，実

際には浅部速度構造モデルは様々な誤差を含んで

いると考えられる．少なくとも音響基盤に至るま

では，速度構造モデルとMCSプロファイル間で

整合性が保たれているが，音響基盤直下～基礎モ

デル基部の領域においては，MCSプロファイル

中に広範囲に渡って確認できる反射イベントが存

在しないため，速度構造モデルとMCSプロファ

イルとの整合性に疑問が残る．従って，基礎モデ

ル内の往復走時の誤差を検討する必要があるが，

モデル全域でどの程度の誤差を生じているか評価

するのは非常に困難であるので，OGr１６測線

OBS０４１の記録を説明するための簡易的なモデル

を２種類作成し，垂直方向の往復走時にどの程度

Fig．１７．MCS profiles overlaid with the final models.
（a）OGr１５,（b）OGr１７and（c）OGr１８.

図１７．OGr１５測線の最終速度構造モデルとMCSプ
ロファイルを重ね合わせた図．（b）OGr１７測
線の最終速度構造モデルとMCSプロファイ
ルを重ね合わせた図．（c）OGr１８測線の最終
速度構造モデルとMCSプロファイを重ね合
わせた図．

Fig．１８．Results of checker board tests.（a）OGr１５,
（b）OGr１６,（c）OGr１７and（d）OGr１８.

図１８．チェッカーボードテスト結果．パターンの大

きさは水平方向１０km，垂直方向２．５km
で，５％のパータベーションを与えている．

パターンが戻っている範囲は DWSが２０以上
の領域とほぼ一致している．（a）OGr１５,（b）
OGr１６,（c）OGr１７及び（d）OGr１８．
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の差が生じるか，おおまかな検討を行った．

OBS０４１はほぼ平坦な大洋底上に設置されてい

るため，簡易モデルの海底面を５，６００m一定，

堆積層厚を４００m一定と仮定し，一つは５．５－

５．５km/s，６．５－６．５km/s，７．０－７．０km/s の３

層からなる速度不連続構造モデル（Fig．２４），も

う一つは５．５－６．５km/s，６．５－７．０km/s，７．０－

７．０km/sの３層からなる速度連続の３層構造モ

デル（Fig．２５）とした．フォワードモデリングを

用いておおまかに走時をあわせ，６．５km/s及び

７．０km/s層上面における垂直方向の往復走時を

計算したところ，速度不連続のモデルでは約８．５

秒と約９．２秒，速度連続のモデルでは約８．６秒と

約９．５秒となり，それぞれ０．１秒，０．３秒ほどの

差が生じている（Fig．２４，２５）．実際の解析にお

いては，インバージョン結果から抽出する等速度

Fig．２０．Ray path maps of each final structure model.
Many ray paths cover below the Moho, there-
fore it can be said that the rays are much
enough for construction of the velocity struc-
ture down to the uppermost mantle.（a）OGr
１５ model,（b）OGr１６ model,（c）OGr１７
model and（d）OGr１８model.

図２０．波線経路図．各速度構造モデルともモホ面下

まで波線が十分に通っており，最上部マント

ルまでの構造を構築していることを反映して

い る．（a）OGr１５測 線，（b）OGr１６測 線，
（c）OGr１７測線，（d）OGr１８測線．

Fig．１９．DWS profiles.（a）OGr１５,（b）OGr１６,（c）
OGr１７and（d）OGr１８.

図１９．DWS図．（a）OGr１５,（b）OGr１６,（c）OGr１７
及び（d）OGr１８.
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線間隔は十分に密であり，速度不連続構造も反映

できるモデルであるため，モデルが内包する誤差

はもう少し小さいものであると推測される．以上

のことは，一つの OBSで簡易的に検討した結果

であるが，基礎モデルは往復走時０．３秒程度の誤

差を含みうることを考慮する必要がある．

一方，フォワードモデリングでモホ面位置を求

める方法は PmPを利用したものであるため，基

礎モデルの往復走時の誤差は，下部地殻深部（基

礎モデル基底部～モホ面）の厚さの変化として吸

収され，モホ面深度には大きな影響を及ぼさない

ことが期待される．上記のモデルで検討したとこ

ろ（Fig．２４，２５），モホ面の往復走時深度は，速

度不連続のモデルで約１０．３７秒，速度連続のモデ

ルで約１０．４１秒となり，基礎モデルでは約０．３秒

あった往復走時の差がモホ面深度では約０．０５秒

まで減少した．各測線の最終速度構造モデルの観

測走時と計算走時の差は概ね５０ms以下であるこ

とを考慮すると，下部地殻深部の速度を７．０km/s

としたモデルとMCSプロファイル間でモホ面深

度に０．５－０．７秒ほどの差があった（Fig．１０

（b））ことを地殻浅部の速度構造の不確実性のみ

で説明することは困難であり，下部地殻深部には

低速度の領域が存在することはもっともらしい．

しかし，下部地殻内低速度構造の厚さは基礎モ

デルに依存するため，最終速度構造モデルとして

求められた下部地殻深部の平均速度はそれなりの

誤差を含むものと考えられる．仮に実際の下部地

殻深部の厚さが３．４km，速度が６．８km/sである

場合，基礎モデル内に０．３秒の誤差を含んでいた

と仮定すると，構築したモデルの下部地殻深部の

速度はおよそ６．８５－６．７０km/sの範囲内で求め

られてしまう．その上，走時の読み取り誤差，反

射波のフィッティング誤差も含めて計０．５秒の誤

差であると仮定するならば，求められる速度は約

６．８７－６．６０km/sの範囲となる．この結果は，求

められた下部地殻深部の速度は，様々な誤差の影

響により実際の速度より遅く導かれやすい傾向に

あることを示している．また，下部地殻内低速度

構造の厚さが薄ければ薄いほど様々な誤差が下部

Fig．２１．Plots of travel time differences between ob-
served ones and calculated ones（observed-
calculated）. Each plot shows that travel time
differences are mainly less than０．０５s（white
color）, indicating the final structure models
well explain the observed travel time data.

図２１．各最終速度構造モデルにおける観測走時と理

論走時の差分．ほぼ全ての構造モデルにおい

て，差分は±０．０５秒以下（白色）となってお

り，観測走時をよく説明できる速度構造モデ

ルであることを示している．
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地殻深部の速度に与える影響は大きくなるため，

今回求められた下部地殻深部の平均速度は，傾向

を押さえる上での参考値として捉えるべきであろ

う．

７．２ 深部反射波の解釈

今回の解析では，深部反射波 Aと Bを，それ

ぞれ PmP，最上部マントル内からの反射波と解

釈した．最終速度構造モデルを見ると，OGr

１５，OGr１６測線では，音響基盤からモホ面まで

の厚さが約６－７km，OGr１７，OGr１８測線では

約８kmとほぼ一定の値を示し，これまでに屈折

法地震探査で求められた北西太平洋海盆の海洋性

地殻の厚さ（Oikawa et al.,２０１０; Kaneda et al.,

Fig．２２．Topographic map with average velocities in the deep lower crust of OGr１５～OGr１８, plotted as white num-
bers, and with velocities at the bottom of lower crust of OGr１３, which crosses OGr１５～OGr１８survey lines,
plotted as yellow numbers. There exists an approximately０．２−０．７km/s difference in velocity in the deep
lower crust between OGr１３velocity structure model and OGr１５～OGr１８ final velocity structure model.
Faults running in a northwest−southeast direction, which crosses almost right angle to OGr１５～OGr１８sur-
vey lines and parallels OGr１３survey lines, are well developed on the seafloor extending to the southeast to
the plateau.

図２２．求められた下部地殻深部の平均速度をプロットした海底地形図（森下，２００６を改変）．解析対象海域に

は，OGr１５～OGr１８測線に直交，OGr１３測線に平行な北西－南東の走向を示す断層が発達している．白
色の数値は下部地殻深部の低速度構造の平均速度を示す．OGr１５～OGr１８測線に交差する OGr１３測線
は，以前に速度構造解析がされており（金田・他，２００６），その結果得られた下部地殻深部の速度を黄色

の数値で示している．OGr１３測線と OGr１５～OGr１８測線間では，下部地殻深部の速度に約０．２−０．７km/s
の差が生じている．
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２０１０）と整合的である．また，OGr１８測線 OBS

０１０（Fig．５（d））で認められる PnAを説明する

ためには，反射波 Aで構築したモホ面直下に薄

い８．０km/sの層が必要で，また，その下に７．４

－７．６km/sの層を置くことで PnBを説明してい

る．

最終速度構造モデルからもわかるように反射波

Bを用いて構築した反射面は凹凸が大きく，これ

をモホ面と仮定するのは，調査海域の平坦な海底

地形・音響基盤，MCSプロファイルに認められ

る滑らかなモホ面，振れ幅の少ないブーゲ重力異

常（Fig．３（b））を考慮すると適切であるとは考

えにくい．また，反射波 Bで作成したモホ面を

MCSプロファイルのモホ面と整合的にさせるに

は，下部地殻深部の速度を最終速度構造モデルの

ものより遅くする必要が生じる．このようなモデ

ルを構築することは不可能ではないが，下部地殻

深部の速度をこれ以上遅くしてよいのか疑問であ

Fig．２３．（a）MCS profile of OGr１３（b）Final velocity structure model of OGr１３.
図２３．（a）OGr１３測線のMCSプロファイル．OGr１５－１８測線と同海域・同調査仕様で実施した反射法地震探

査であったにも関わらず，モホ面からの反射波が非常に弱く，はっきりしない．MCSプロファイル内の
小さい四角に相当する範囲を右上に拡大して載せている．振幅が小さく不明瞭なモホ面からの反射波が認

められるが，断続的である．（b）OGr１３測線の速度構造モデル（金田・他，２００６）．OGr１５－１８測線と
は異なり，下部地殻内に低速度構造が認められない．
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る．上述の点から，反射波 Aを PmPと解釈する

方がもっともらしいものと思われる．

今回の解析では，反射波 Bをマントル内反射

と解釈し，アンダープレーティング状の層構造を

構築したが，別の解釈として，測線の側方からの

反射波，モホ面の凹凸に起因する反射波，低速度

構造内の多重反射によって生じたもの等が考えら

れる．測線側方からの反射波，または，低速度構

造内の多重反射に起因する反射波と仮定した場合

でも，Pnを遅らせるために遅い最上部マントル

（≦７．４km/s）を構築する必要が生じ，この遅い

最上部マントルをどう説明するのか，地球科学的

な問題が残る．また，OGr１３測線の解析結果

（Fig．２３（b））からはモホ面に大きな凹凸は認め

られず，反射波 Bを測線側方からの反射波また

はモホ面の凹凸に起因する反射波とは考えにくい

が，OGr１３測線は断層が比較的発達していない

海域を通っているため（Fig．２２），断層の発達し

た海域で新たに構造探査を実施すれば，凹凸の顕

著なモホ面の存在が明らかになる可能性は否めな

い．

とはいえ，今回求めた構造モデルは観測記録を

よく説明するもので，小笠原海台にはアンダープ

レーティングが確認されているが（Fig．２６；金田

他，２０１１），アンダープレーティング状の構造は

交差する OGr１３測線では確認されておらず，測

線間の速度構造の整合性に疑問が残る．現在のと

ころ，反射波 Bを完全に説明できるモデルはで

きていない．OGr１５－１８測線と直交する新たな

測線において地殻構造探査を実施し，解釈の幅を

広げる新たなデータの追加が期待される．

７．３ OGr１３測線との下部地殻深部の速度の違い

再解析した全ての測線では，下部地殻深部に低

速度構造の存在を示唆するモデルが取得されてい

る．海洋性地殻深部に低速度構造が存在する例

は，これまでにあまり見つかっていないが，ココ

スプレート北部（Lewis and Snydsman, １９７７），

Fig．２４．Model with three distinct layer of５．５km/s,６．５km/s and７．０km/s.
図２４．基礎モデルが含みうる誤差を確認するために作成した速度不連続モデル．５．５km/s，６．５km/s，７．０km/s

層間で速度不連続が生じているモデルで，オフセット４５kmまでの初動走時と PmP走時を説明できるよ
うフォワードモデリングで構築したもの．
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北西大西洋（Mithal and Mutter,１９８９）等で確認

されている．ココスプレート北部では下部地殻の

P波速度は＜６．８km/sとなっており，低速度の

原因として，蛇紋岩化したマントル物質が地殻基

底部に入り込んだため（Lewis and Snydsman,

１９７７）と考えられている．北西大西洋で確認され

た構造は下部地殻の P波速度が６．５km/sとなっ

ており，低速度の要因は不明であるが，地殻の厚

化が認められていないことから，マントルの貫入

等の外部物質との混合とは考え難い（Mithal and

Mutter,１９８９）とされている．

上記のように，下部地殻に低速度域が存在する

構造は前例があるものの，今回の解析結果で最大

の問題は，OGr１５～OGr１８測線における下部地

殻深部の平均速度は６．３－６．７km/sであるのに

対し，これらの測線と交差する OGr１３測線の下

部地殻深部の速度は６．９km/sとなり（Fig．２３

（b）），下部地殻深部の速度が測線間で異なって

いる点である．OGr１３測線のレコードセクショ

ンを Fig．２７（a），（b）に示す．両レコードセク

ション共，OGr１５－１８測線上の海底地震計の記

録のように Pgが途中で消えることは無く，下部

地殻深部の低速度構造を示唆する記録ではない．

この測線間の速度構造の違いの説明として，下

部地殻内の P波速度異方性を観察しているもの

と考えてみる．良く知られているマントル内の P

波速度異方性は，マントルの流れによって生じた

橄欖石結晶の配列化に伴うもの（e.g. Hess,

１９６４）とされている．海洋性地殻の下部地殻の構

成物質と考えられている輝石を含む斑糲岩も，同

様に結晶方位が揃うことで約６％の速度異方性を

示す（Barruol and Kern, １９９６）ことが知られて

いる．今回の速度の違いが速度異方性によるもの

であれば，約３－１０％の異方性となり，それほど

Fig．２５．Model without velocity gap between５．５km/s,６．５km/s and７．０km/s layers.
図２５．基礎モデルが含みうる誤差を確認するために作成した速度連続モデル．５．５－６．５km/s，６．５－７．０km/s，

７．０km/sと速度が連続的に変化するモデルで，オフセット４５kmまでの初動走時と PmP走時を説明でき
るようフォワードモデリングで構築したもの．図２４の速度不連続モデルと比較して，６．５km/sと７．０km/s
層の最上部は往復走時でそれぞれ約０．１秒，０．３秒ほど遅れているが，モホ面深度は約０．０４秒遅れる程度

となり，大きな差は認められない．従って，基礎モデルは往復走時０．３秒程度の誤差は含みうるものの，

PmPを用いて決定したモホ面には基礎モデル内の誤差がそれほど影響を与えないことがわかる．
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外れた値ではない．海洋性地殻におけるこれまで

大きな下部地殻 P波速度異方性は，Shinohara et

al.（２００８），Oikawa et al.（２０１０）, Kaneda et al.

（２０１０）といった，北西太平洋海盆で実施した地

殻構造探査では認められていない．小笠原海台の

フィリピン海プレートへの衝突によるストレス

で，小笠原海台南東方海域において，下部地殻内

で結晶の再配列が生じたとする考えもあるかもし

れないが，下部地殻上部では速度異方性を示して

いないことを説明できない．

他の説明として，小笠原海台周辺で発達する断

層を起因とする速度異方性が考えられる．小笠原

海台南東方の海域には，小笠原海台のフィリピン

海プレートへの衝突，伊豆・小笠原海溝やマリア

ナ海溝へのプレート沈み込みにより発達したと考

えられる北西－南東方向の正断層（森下，２００８）

が認められる（Fig．２２）．一般に，断層面では破

砕が生じているため，地震波が伝播する際は低速

度領域として捉えることができる．OGr１５～OGr

１８測線は，これらの断層と直交する走向である

ため，断層の走向とほぼ平行な OGr１３測線より

波線が多くの断層を通ることになり，地震波の走

時の遅れや振幅の減衰を生じることになる．ま

た，下部地殻深部を通る波であれば，水平方向へ

の伝播距離も必然的に長くなるため，より走時の

遅れや振幅の減衰が強まることになる．

この発達した断層を原因とする説明モデルで

は，上部地殻にも速度異方性が認められるはずで

あるが，OGr１３測線と他測線間で上部地殻に明

瞭な速度異方性は確認できていない．また，解析

対象海域の北部において変位の大きい断層が数多

く発達しているが，OGr１５～OGr１８測線の南部

で，下部地殻深部の平均速度が遅くなる傾向を示

しており，説明に齟齬が生じる．

最後に，モホ面に達する北西－南東方向に発達

した断層に，ココスプレート北部と同様，蛇紋岩

化したマントルもしくは結晶分化したマグマが流

入するモデルが考えられる．しかし，結晶分化し

たマグマの上昇が考えられるのは，小笠原海台が

形成されたジュラ紀後期～白亜紀前期頃（二宮

他，２０１０）であるが，発達した断層は海底面まで

達していることから（Fig．４（a）－（d），２８），近年

に形成されたものと推測されるため，このケース

は考えにくい．また，マントルが蛇紋岩化するの

に必要な水が流入するには海底から最上部マント

ルにまで達する長大な断層が必要であるが，変位

の大きい断層は解析対象海域北部に多く存在する

ため，前のモデルと同様，海域南部において下部

地殻深部の平均速度が遅くなる傾向があることを

Fig．２６．Velocity structure of the Ogasawara Plateau.
図２６．OGr５測線の速度構造モデル．小笠原海台は

厚さ約２５kmの地殻を持ち，モホ面下にはア
ンダープレーティングと推測できる遅い速度

（７．５km/s程）のマントルが広がっている．
アンダープレーティング下部からの反射波も

海底地震計に記録されている．

Low velocity structure within the lower crust below the ocean−floor in the south−east to the Ogasawara Plateau

－ 55－



説明し難い．

これまでに挙げたモデルは一長一短であり，全

てを説明できるモデルは未だ考え出されていな

い．今後，OGr１３測線の再解析や速度構造モデ

ルから導かれる理論記象を検討し，下部地殻深部

の速度構造モデルに更なる条件を加えることがで

きれば，小笠原海台を含む当海域周辺の形成発達

史の理解も進むものと思われる．

８ まとめ

小笠原海台南東方の海域には，下部地殻深部に

低速度構造が広範囲に渡り分布していることを示

唆する解析結果を得ることができた．下部地殻深

部の速度は，OGr１６測線及び OGr１７測線と OGr

１３測線の交点付近で最も遅く，交点付近から離

れるに従い徐々に速くなっているが，浅部速度構

造の誤差，読み取り誤差等を考慮すると，低速度

構造の値には０．２－０．３km/s程度の誤差を含み

Fig．２７．Record sections of OGr１３.（a）OBS０７２and（b）OBS０８９.
図２７．OGr１３測線の海底地震計の記録．（a）OBS０７２．（b）OBS０８９．海底地震計の位置は図２２に示されてい

る．OGr１５－１８測線とは異なり，Pgが途中で消えることもなく，下部地殻内に低速度構造の存在を示す
記録は認められない．Pnの見かけ速度は約８．０－８．４km/sで，OGr１５－１８測線より速く，マントルの P
波速度異方性を示唆している．
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うるため，数値は参考程度のものと捉えるべきで

ある．また，本解析では，反射波 Bをマントル

内反射波と考えたため，モホ面直下にアンダープ

レーティング状の構造が存在しているモデルとな

り，観測走時をよく説明できるモデルではある

が，OGr１３測線の構造モデルとの整合性に疑問

が残るため，反射波 Bの解釈を含め，更なる解

析が必要とされる．

OGr１５～OGr１８測線に認められる下部地殻深

部の低速度構造は，交差する OGr１３測線では認

められない．この交差測線間で速度が異なる原因

として，下部地殻の速度異方性，北西－南東方向

に発達する断層の影響，蛇紋岩化したマントルや

結晶分化したマグマの下部地殻内への流入，と

いった事項が考えられるが，何れも一長一短なモ

デルであり，下部地殻深部における速度の差異を

完全に説明することは困難である．当海域の理解

を深めるには，OGr１３測線の再解析や，より精

度の高い解析が必要である．
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要 旨

小笠原海台南東域に広がる平坦な大洋底におい

て，北東－南西の走向を持つ４本の調査測線で実

施した屈折法地震探査の再解析を行った．その結

果，下部地殻深部に低速度構造，モホ面直下にア

ンダープレーティング状の構造を持つモデルが構

築され，これらのモデルの妥当性を検討した．

また，これらの４本の測線下に認められた低速

度構造は，交差する測線には認められず，測線間

で下部地殻深部の速度構造に差異があった．その

要因を検討する．

Kentaro KANEDA
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