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テクトニクス・震源・地震動について
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2015年ネパール・Gorkha地震 (Mw 7.9)
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・ 2015年4月25日(土) 現地時間11:56
・ カトマンズ北西約 80 km, 深さ 15 km
・ 死者数は8000人を超えたとの情報あり
・ 背景となるテクトニクス

・ 地震動を含む観測記録

・ 震源

震源メカニズム解 (Mw 7.8-7.9)
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USGS (2015)

震源メカニズム解 (Mw 7.9 GCMT)
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Global CMT Project (2015)

走向 (strike) 293度
傾斜 (dip) 7度
すべり角 (rake) 108度
 東西走向・北傾斜の
低角逆断層



USGS Pager (Seismic Risk)
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USGS (2015)

USGS Pager (Seismic Risk)
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ヒマラヤ衝突帯
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Dahal (2002) from 纐纈・他 (2015)

テクトニクス (ヒマラヤ衝突帯)

10Dèzes (1999)

テクトニクス (カトマンズ盆地)

11Stöcklin and Bhattarai (1981) Katel et al. (1996)
Sakai et al. (2002) Paudyal et al. (2013)

プレート衝突速度

12Avouac et al. (2001)



Central Seismic Gap

13Avouac (2007)

Main Frontal Thrust
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Sapkota et al. (2013)
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1934 Nepal-Bihar Earthquake (Mw 8.2)
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ネパールの活断層

16熊原・中田
(2005, 地誌研年報)



地震活動
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石川 (2015)

地震活動
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石川 (2015)

地震ハザード (GSHAP)

19Giardini (1999)

地震ハザード (GSHAP)

20Giardini (1999)



強震動 (USGS Netquakes)
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強震動 (USGS)
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緯度経度と, 建物内の設置場所の詳細について, 
情報の収集・確認が必要
謝辞記載に関する情報もあり
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USGS (2015)

本震

5%加速度応答スペクトル

24
USGS (2015)

本震
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USGS (2015)

余震
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USGS (2015)

余震

強震動 (北大・高井先生提供スライド)
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カトマンズ盆地の微動探査

32



カトマンズ盆地の微動探査
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Paudyal et al. (2013)

GPS (UNAVCO JPL)
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InSAR (ALOS-2 PARSAR-2 国土地理院)
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InSAR (ALOS-2 PALSER-2 JAXA)
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InSAR (JAXA) の一解釈
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震源過程（遠地記録 USGS）
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After comparing waveform fits based 
on the two planes of the input 
moment tensor, we find that the nodal 
plane (strike= 295.0 deg., dip= 10.0 
deg.) fits the data better. The seismic 
moment release based upon this plane 
is 8.1e+27 dyne.cm (Mw = 7.9) using 
a 1D crustal model interpolated from 
CRUST2.0 (Bassin et al., 2000). 

震源過程（遠地記録 USGS）
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震源過程（遠地記録 USGS）
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平均破壊伝播速度 Vr 2.12 km/s
小断層の平均破壊継続時間ライズタイム 7.3 s



震源過程（遠地記録 筑波大・名大・東大）
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八木・奥脇 (2015)

山中 (2015)

纐纈・他 (2015)

同一
スケール
比較
(距離)

震源過程 (Back Projection IRIS)

42Hutko (2015)

Meng (2015)

震源過程 (Back Projection 筑波大・東大)
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八木・奥脇 (2015)

Wang (2015)

震源モデル (InSAR 国土地理院)
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震源モデル (遠地+GPS+InSAR JPL)
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予測変位 (遠地+GPS+InSAR JPL)
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まとめ
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・ 巨大地震の発生が懸念されていたネパールに

おいて, Mw 7.9 の内陸地震が発生した．
・ 衝突帯における極めて低角の逆断層であった.
・ 地球物理学的な観測として, 遠地記録に加え, 
震源域の強震・GPS・InSAR 記録が報告された.
・ 震源過程解析の結果, 震源から首都カトマンズ
が位置する, 東側に破壊が進行した.
・ 長大活断層や海溝型地震とは震源や強震動の

性質が異なる可能性があり, 留意が必要である.


