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上杵臼ひずみ高精度記録からの鋸歯状成分の除去について
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Recently, high precision high frequency A/D converter system was installed
for the strainmeters in Urakawa Seismological Observatory, Kami-Kineusu,
Urakawa, Hokkaido, Japan. The record could be used as seismogram with very
wide frequency-band as well as measuring geodetic deformation. However, a
peculiar saw-shape wave was found in the record and it prevents from extract-
ing the component of seismic waves. In this paper, we develop a statistical
model for decomposing the observed strainmeter time series into two compo-
nents: one is the low-frequency component that consists of the effect of air pres-
sure and earth tide, and the other is the saw-shape component, which is the
high-frequency component consisting of random noise and the seismic wave.
The method was applied to several data set and verified that it can reasonably
decompose the time series and extract seismic waves. The possibility of improv-
ing the model and the cause of the saw-shape wave are also discussed.
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Ⅰ. はじめに

地震火山研究観測センターでは 1982 年に浦河地震観測所に, また 1995 年には弟子屈屈斜路

観測点と屈斜路仁多観測点に, カーネギー研究所と共同でサックス・エバートソン体積ひずみセ

ンサー (Sacks et al., 1971) を設置し, 体積ひずみの連続観測を実施してきた (高波・他, 1998).

従来は毎秒 20 サンプリングの 16 ビットのA/D 変換を行ってきたが, 2002 年より 60Hz の 24

ビットの高精度・高速サンプルA/D変換に変更した (高波・他, 2007).

このシステムによって高精度・高速サンプリングを行ったデータには, 非常に広い周波数帯の

地震波が記録されており, 従来の広帯域地震計の能力を超えた地震計センサーとしての役割も期

待されるようになっている. ただし, このシステムは観測データの利用の観点からは利便性の高

いものではあるが, 気圧や地球潮汐その他の影響による長周期変動 (Tamura et al., 1991) に

加え, 鋸歯状の特異な波形が周期的に加わった結果複雑な波形を呈しており, 原データのままで

は短周期ひずみ地震波形として解析に利用できないという問題があった. 貴重な情報を含んでい

ると考えられる生の観測データから, プレート運動に直接関係した地殻ひずみのみを抽出したり,

あるいは地震波形を抽出するためには高度のデータ解析が必要とされるのである.

我々は, 生データからノイズのみを除去する方法について, 前の研究 (高波・北川, 2007)

と同様, 非ガウス型状態空間モデルを考慮した波形分離の方法 (Kitagawa, 1996) を浦河地震

観測所のひずみデータに適用し, その効果について引き続き検討した. その結果, この方法によっ

て, ほとんどのトレンド成分, 及びこの観測点特有な ｢鋸歯状波形｣ のノイズも完全に近い状態

で分離することが示された. また, 能登半島沖や中越沖地震等の比較的浅い大地震のひずみ地震

記録をも完全に分離されることが明らかになった.

Ⅱ. 観測システムの概要とひずみ記録の特徴

現在, 浦河地震観測所, 弟子屈屈斜路観測点, 弟子屈仁多観測点の 3 観測地点に設置された

PCベースのデータ収録装置では, 毎秒 60 サンプリングで 24 ビット A/D 変換された高周波数

データ, 及びその記録にデジタル・ローパスフィルターを掛けた 1 秒, 1 分, 1 時間の各サン

プリング間隔のひずみ記録を, コンパクト・フラッシュ・メモリー (4GB又は 8GBのデータ容

量) に収録している. これらのひずみ記録に加え, 気圧, 温度, システム情報, 地震波形等のデー

タも同時に現地収録されている. 上記生データは SACフォーマットに変換され, 毎時圧縮デー

タとして保存される. その後 ISDN によるインターネットを介して, 時間スケジュールに従っ

て北大の遠隔操作用 PC, 及びカーネギー研究所の PCへと自動的に送信されている. このよう

な監視システムの開発により, 現地に居らずとも遠隔操作用 PCを用いてネット上から現地のシ

ステム状況をリアルタイムでモニターすることが可能となり, システムダウン等の予期せぬ突発

障害にも迅速に対応できるようになった. また, 北大の遠隔操作用 PCでは, 1 秒サンプルの 1

日長のひずみ記録は画像ファイル (JPEG) に変換されて毎日希望者へ自動メール配信を行なっ
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ている. 以上のシステムにより, 世界中のあらゆる場所からいつでもデータをモニターすること

ができ, また任意のデジタル生データの取得を希望するユーザにはユーザ IDを設定し, 北大の

遠隔操作用 PCから直接データを取得することができるようになっている. もちろん毎日の連続

生波形データの入手も可能である. 全てのデータは汎用性の高い SACフォーマットで記録され

ているので, 世界中の研究者が容易に利用できる.

Fig.1 に 2007 年 7 月 14 日の観測記録を示すが, 気圧や地球潮汐その他の影響による長周期

変動 (Tamura et al., 1991) に鋸歯状の特異な波形が周期的に加わった結果複雑な波形を呈し

ている. しかし, 2007 年 7 月 16 日新潟県中越沖地震 (M6.8, 深さ 17km) と京都府沖の深発

地震 (M6.7, 深さ 374km) が発生したが, Fig. 2 にみられるように地震波形も明瞭に捉えられ

ており, 長周期のひずみ変化だけでなく, 短周期のひずみ地震波形の情報も含んでいることがわ

かる. また中越沖地震の約 5 時間後に発生した最大余震 (M5.8) も記録されている. ただし,

Fig. 1 および Fig. 2 に見られるように, 気圧や地球潮汐その他の影響による長周期変動

(Tamura et al., 1991) に加え, 鋸歯状の特異な波形が周期的に加わった結果, 複雑な波形を呈

しており, 原データのままでは短周期ひずみ地震波形として解析に利用できない.

当初は非ガウスノイズを持つ汎用的なトレンドモデルを適用してこの鋸歯状成分の除去を行っ

たが, その結果この鋸歯状成分は更に微細な構造を持つことが明らかになった. Fig. 3 左は時

間間隔が 1500 付近の点だけに関するヒストグラムを示す. 最頻値が 1498 で±10 程度の幅で

分布していることが分かる. 図 3 右は鋸歯状成分の間隔-変動幅分布を示す. 横軸が隣り合った

ジャンプの時間間隔 (秒), 縦軸がジャンプの変動幅である. 大多数の点が 1500 付近に集中し,

ジャンプの間隔はかなり規則的であることがわかるが, 完全に規則的であるわけではない.

上杵臼ひずみ高精度記録からの鋸歯状成分の除去について 233

������Record (in count) of strainmeter observed at Kami-Kineusu, Urakawa, on July 14, 2007.
The strain is obtained by multiplied the number of counts by a transformation factor of
(－6.0�10－3 nano-strain/count). Negative sign of strain means contraction.



実際, 一部は 1660 前後に集中し, 1330 付近にも 1 点存在する. ジャンプの変動幅は 760－

940 に散らばっている. Fig. 3 右で赤, 橙, 青, 緑の点は 4 つの異なる観測日のデータを示す.

これらを重ね合わせても, 一様に分布していることから, この変動特性分布は時間的に安定して

いることがわかる. しかしながら, この鋸歯状成分はさらに微細な構造をもつことがわかった.

Fig. 4 に典型的な鋸歯状成分の拡大図を示す. いずれの場合も, 小刻みな上昇を 9 回繰り返

し, その直後に急激に下降していることがわかる. 小規模な上昇の時間間隔はおよそ 1498/9 ≒

166 秒である. さらに, 急激な減少間の間隔がおよそ 1660 の場合には 10 回上昇, 1330 の場

合には 8 回上昇の後に下降していることがわかる. すなわち, 上昇間隔は 166±3 程度で安定

しているが, それが 8 回～10 回ごとに大きな下降が生じるという, 二重構造になっていること

がわかった.
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������Record (in count) of strainmeter observed at Kami-Kineusu, Urakawa, on July 16, 2007.
The strain is obtained by multiplied the number of counts by a transformation factor of
(－6.0�10－3 nano-strain/count). Negative sign of strain means contraction.

������Interval-step size distribution (right). Histogram of step intervals around of 1500 (left).
Horizontal axis: interval of jumps, vertical axis: jump size.
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本節では, この特異な鋸歯状ノイズを含む長周期成分とひずみ地震記録を含む短周期の変動を

分離するために, 統計的モデルを導入しその推定法を示す. ひずみ地震記録��に対して, 以下

のモデルを考える.

��� �����

��� �����
�
��

(1)

ここで, ��は気圧および潮汐の影響および鋸歯波などの地震波より長周期の変動成分を集めた

もので, ここではトレンド成分と呼ぶことにする. また, ��は観測値から長周期成分を除いた
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Ⅲ. ステップ状変化の除去のためのモデルと
モンテカルロ・フィルタによるひずみ地震記録の分離

������Details of saw-shape wave (in count) on August 2, 2007. The strain is obtained by multi-
plied the number of counts by a transformation factor of (－6.0�10－3 nano-strain/count).
Negative sign of strain means contraction.



もので, 本論文では短周期成分と呼ぶが, 観測ノイズ等の偶然変動と地震によるひずみ波形から

なっているものと考えられる. このトレンド成分の傾斜を���と表し, 2 次元の状態ベクトル

��������に対して以下のようなモデルを想定する.

�����

��

���

����	



������������������������������

�����

��������

���������

����	
�����

������������

�����

����	
�����

������������

�����

����	

(2)

(2) 式の右辺は上段, 中段, 下段のいずれかをそれぞれ確率	�, 	��	�, ��	�でとる. ��

は確率	�で 2 次のトレンドモデル��
�������������に従う. �
�はトレンドの分散で上杵臼

データの場合, �

��程度の小さな値である. 	�は 0.95 程度, 	�は 0.99 程度とすると, ほとん

どの時点でこの 2 次元状態ベクトルは (2) 式の一番上のモデルに従って変動すると仮定してい

ることになる.

一方, 0.04 程度の確率では 1 階のドリフト付きトレンドモデル��
 ������������に従う.

���
はトレンドの上昇幅の平均値, �
�
�はその分散である. さらに, 0.01 程度の確率では 1 階

のドリフト付きトレンドモデル��
 ������������に従う. ���
はトレンドの急激な下降昇幅

の平均値, �
�
�はその分散である. 前節で示したように, トレンドは 166 回程度に一回上昇し,

1480 回に一回程度急激に下降するが, このような変動は数回続けて発生するので	�および	�

としてこの割合を用いるのがよいわけではないことに注意しておきたい.

また, ひずみ計データの特徴として, 地震波が混入していない場合はノイズの分散�
�
�はほぼ

一定と見做せるものの, 一旦地震が発生すると, その分散は急激に増大し, 時には�

倍以上と

なる. したがって, この大幅な分散変化に対応できるモデルが不可欠である. そこで, ここでは

分散の対数に対して 1 次のトレンドモデル (ランダムウォークモデル) を仮定する.

����
�
�
����

�
������� ��� ��
��

�
� (3)

以上の仮定の下で, 3 次元の状態ベクトルを��
������������
�
��

�, 2 次元ノイズベクトル

を��
�������と定義すると, モデル (1), (2), (3) は非線形状態空間モデル

��
 	���������


�
 ��������
(4)

の形で表現できる (Kitagawa and Gersch, 1996; 北川, 2005).

ここで, 
�はひずみ計によって得られる観測時系列である一方, ��は時刻とともに変化する

観測できない未知ベクトルである. 上記のような状態空間モデルを仮定すると, 時系列
����


�から未知ベクトル��を推定することができる. 特に	�����および������が線形関数で

ノイズが正規分布に従う線形ガウス型状態空間モデルの場合には, 状態ベクトルはカルマン・フィ

ルタによって極めて効率的に推定することができる (片山, 2000; 北川, 2005). 一般の非線形・

非ガウス型状態空間モデル (General State Space Mode) についても同様の遂次フィルタが導
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出でき, 数値積分を利用して計算することができる (Kitagawa, 1987; 北川, 2005). また, よ

り簡便で高次元の状態空間モデルにも適用できる方法としてモンテカルロ・フィルタが提案され

ている (Kitagawa, 1996; Kitagawa and Gersch, 1996; Doucet et al., 2000；北川, 2005).

以下では, 時系列������������が観測されたときの状態��の確率分布を��������と表す.

�	 ���� ���
 �の場合, それぞれ予測分布, フィルタ分布, 平滑化分布と呼ばれる. 特に

�� ���の場合が一期先予測分布である.

モンテカルロ・フィルタでは, Table 1 のように予測, フィルタ, 平滑化の分布およびシステ

ムノイズの分布を�個の ｢粒子｣ を用いて近似する (Kitagawa, 1996; Doucet et al., 2000; 北

川, 2005). 粒子数�はモデルの複雑さや必要な精度によって, 1000 個から 10 万個程度が用

いられることが多い. これは, それぞれの分布関数を多数の粒子から定義される経験分布関数に

よって近似していることに相当する.

このとき, 一期先予測分布, フィルタ分布および平滑化分布は下記のモンテカルロ・フィルタ

によって遂次的に計算することができる.

モンテカルロ・フィルタのアルゴリズム

1. 	������について確率分布�����に従う�次元の乱数を�個
����� 
����を生成

する.

2. �������について以下のステップを実行する.

��� 	������について

● �次元の乱数
�	�
� � ���を生成する.

● �
�	�
� � ��


�	�
����

�	�
� �を計算する.

● �
�	�
� �������

�	�
� ���	��

	
��
���を計算する. ただし, �����は平均�, 分

散の正規分布の�での値, �
�	�
� ���と�

�	�
� �
�それぞれの粒子�

�	�
� の第 1 成

分および第 3 成分を表す.

���� ��
���
� ����

���
� �から ��

���
� ����

���
� �に比例する確率で �回のリサンプリング

(復元抽出) を行ない, �

���
� ���


���
� �を生成する.

カルマンフィルタと同様に, これらの分布の平均および分散を求めるためにはこれらの�個

の粒子の平均および分散を計算すればよい. さらに, �個の粒子によって経験分布関数が定義

できるので, 90％点や 95％点なども簡単に求めることができる.

このようにして, 非線形・非ガウス型状態空間モデルの 3 次元状態ベクトルの平滑化分布の
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�������Approximation of distribution in Monte Carlo filter / smoother

Distribution Density function Approximation by particles
Predictive distribution ���������� ��

���
� ����

���
� �

Filter distribution �������� �

���
� ���


���
� �

Smoothing distribution �������� ��
���
�������

���
����

Distribution of system noise ���� �
���
� ���

���
� �



平均����が求められたとする. このとき, ����の第 1 成分がトレンド成分��の, また第 3 成分

が分散の対数値����
�
�の推定値 (正確には推定された分布の平均値) となる. また, ��� ���

��によって, 短周期変動成分��が求められる. 既に述べたように, この変動成分には, 偶然変

動および地震波が含まれる. 以上のように, モンテカルロ・フィルタによって, 時系列の長周期

成分と短期変動成分への分解と, 短期変動成分の分散の推定が同時に行われる.

Ⅳ. 上杵臼ひずみデータへの適用結果

本節では, 前節の方法を上杵臼で観測した鋸歯波状変動を含む体積ひずみデータ (24 ビット

A/D 変換, サンプリング間隔 1 秒) に適用した結果を示す.

Fig. 5 は千島列島沖地震 (気象庁速報値M8.3, 46.1N, 154.2E) が発生した 2007 年 1 月 13

日のデータの分析結果を示す. 最も上の図は観測データ (黒) および長周期成分として分離され

た成分 (赤) を示す. この長周期成分は気圧, 潮汐の影響とほぼ規則的な鋸歯状変動をあわせた

ものである. 地震波到着後, 長周期成分は著しく下降しているが, これは地震にともなう振幅が

����	


と極めて大きく, 先頭部分の平均値が 5,000 程度下方に偏っていることによる. た

だし, 地震の振幅が極めて大きいのでその中から抽出された下方変位が有意なものかどうかは慎

重な検討を行う必要がある. 上から二番目の波形は抽出された短周期成分で千島列島沖地震によっ

て生じたひずみの変動を示している. ���
	


, ����	


および���	


付近に微小な

地震波形が捉えられている.

一番下の波形は短周期変動の局所的な分散の時間変化を示す. ����	


付近では地震波到

着にともなって, ����
�
�が 20 程度増大している. これは局所分散�

�
�が突然およそ���


�倍に

なったことを示す. その他の微小地震にも対応して 3 ヶ所で分散の増加が見られる. ��

�	


での局所分散の増加は, 波形図でははっきりしないがこの部分に微小なひずみ地震波が存

在していることを示唆している. これらの地震波の到着に対応する分散増加以外に, およそ

1,500 点おきに規則的な増加がみられるが, これは鋸歯状変動の副作用であり, 物理的な意味は

考えるべきではない.

Fig. 6 は千島列島沖地震 (気象庁速報値M7.9, 46.42N, 154.3E) が発生した 2006 年 11 月

15 日のデータの分析結果を示す. 最も上の図は観測データ (黒) および長周期成分として分離

された成分 (赤) を示す. 二番目の波形は抽出された短周期成分で千島列島沖地震によって生じ

たひずみの変動のほか, ��
	


および��	


付近に微小な地震波形が捉えられている.

3 番目の分散変動成分も前例と同様である.

Fig. 7 は新潟県中越沖地震 (M6.8, 37.56N, 138.61E) が発生した 2007 年 7 月 16 日のデー

タの分析結果を示す. 本図では 3 つの地震波形が検出できている. 左端の部分に新潟県中越沖

地震 (M6.8, 深さ 17km) に対応する波形が, また���
	


付近は京都府沖の深発地震 (M

6.7, 深さ 374km) に対応する波形が明瞭に捉えられている. また中越沖地震の約 5 時間後に

発生した最大余震 (M5.8) も����	


付近に記録されている. ���
	


付近の京都沖深発
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������Time series (in count) observed at the strainmeter of Kami-Kineusu, on January 13, 2007,
and its decomposition. Upper flame: the observed time series (black) and the extracted low-
frequency component (red), middle flame: extracted high-frequency component and lower
flame: the estimated time-variance of the high-frequency component. The strain is obtained by
multiplied the number of counts by a transformation factor of (－6.0�10－3 nano-strain/count).
Negative sign of strain means contraction.
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������Time series (in count) observed at the strainmeter of Kami-Kineusu, on November 15,
2006, and its decomposition. Upper flame: the observed time series (black) and the extracted
low-frequency component (red), middle flame: extracted high-frequency component and lower
flame: the estimated time-variance of the high-frequency component. The strain is obtained by
multiplied the number of counts by a transformation factor of (－6.0�10－3 nano-strain/count).
Negative sign of strain means contraction.
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������Time series (in count) observed at the strainmeter of Kami-Kineusu, on July 16, 2007, and
its decomposition. Upper flame: the observed time series (black) and the extracted low-
frequency component (red), middle flame: extracted high-frequency component and lower
flame: the estimated time-variance of the high-frequency component. The strain is obtained by
multiplied the number of counts by a transformation factor of (－6.0�10－3 nano-strain/count).
Negative sign of strain means contraction.



地震では, 比較的小さな短周期振動 (地震) 成分の中に, ひずみの下方変位が明瞭に捉えられて

いる. ����
�
�の増加はそれぞれ 10, 4, 9 程度で, これは局所分散����

�
�が����

	倍, 
�倍,

����
�倍になったことを示す.

Fig. 8 はサハリン西方沖地震 (気象庁M6.4) が発生した 2007 年 8 月 2 日のデータの分析結

果を示す. 本図では少なくとも 6 つの地震波形が検出できている. データ末尾の���
���付

近では長周期成分とみなされた変動に不規則な変化が見られるが, この変動の原因はわかってい

ない.
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������Time series (in count) observed at the strainmeter of Kami-Kineusu, on August 2, 2007,
and its decomposition. Upper flame: the observed time series (black) and the extracted low-
frequency component (red), middle flame: extracted high-frequency component and lower
flame: the estimated time-variance of the high-frequency component. The strain is obtained by
multiplied the number of counts by a transformation factor of (－6.0�10－3 nano-strain/count).
Negative sign of strain means contraction.



Ⅴ. モデルの改良の可能性について

前節で示したように, II 節の状態空間モデルによって鋸歯状の変動を含むひずみ記録をふた

つの成分に分離することによって, 地震に関連した波形と考えられる成分を自動的に抽出するこ

とができる. また, 本論文では気圧や潮汐の影響と考えられる長周期変動成分と鋸歯状の変動成

分をまとめて分離しているが, 鋸歯状の変動成分と他のふたつの変動成分の時定数はかなり異な

ることから, これらを分離することは比較的容易である.

鋸歯状の変動をより忠実に表現したモデルを考えることも可能である. 上方へのジャンプが約

160 秒に一回発生し, それが 9 回または 10 回繰り返した後, 下方への大きなジャンプが発生

することから, II 節のモデルでは三つの分布の混合からなるモデルを想定した. 厳密には傾斜

���が��の変化に連動して変化する場合と変化しない場合があるが, ��の変化だけに注目すれば

Fig. 9 のような三つの山を持つ混合正規分布を仮定していることに相当する.

Ⅵ. おわりに

本論文において除去の対象とした鋸歯状変動の原因についてはまだ確定していない. センサー

設置時にセンサーと岩盤とのカップリングを強くするために膨張セメントを用いたが, それに混

ぜたパウダー状の微細な石英粒を使用した観測点に限定して出現する特異な波形であることから,

センサーあるいはセンサー設置上の問題と考えられる. 観測センサーの設計者である Sacks 博

士は, 周囲にいれた石英粒がひずみを徐々に開放する結果, このようなボアホールの環境下では,

センサー設置直後, センサーが岩盤とカップリングした直後に広域応力によって生じたほぼ水平

な微小亀裂が形状を変えずに残っていたとすれば, その亀裂は応力の蓄積とともにひずむ (開く)

と同時に, 徐々にその空隙に地下水が浸み込んでいくであろう. しかしその空隙がある限界を超
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������Conceptual figure of noise distribution implicitly assumed by the model in section II.



えて, 水が流動しやすくなった瞬間, 溜まった水を一気に吐き出す. 同時にその空隙も一瞬に閉

じてしまうであろう. 一種の応力の緩和現象が周期的に規則正しく発生しているためにこのよう

な波形が得られるのではないかと考えている (Takanami and Sacks, 2008). しかしながら,

センサー設置後 16 年を経てもなお, ほぼ一定のパターンで変動していることから, 著者はむし

ろセンサーの Calibrator 等の変動特性が原因である可能性も高いと考えている. センサー自体

は地中深く埋設されていることもあり. この原因の確定のためにはさらなる検討が必要である.
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