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1. まえがき
地球の表面は十数枚の固い岩板（プレート）で覆われ
ており，それらの押し合いへし合いで地震が起こること
は世の常識となっている．プレートの剛体的な動きを記
述する理論はプレートテクトニクスと呼ばれるが，この
理論から予想される千万年スケールの動きと GPS による
年単位の実測とはわずか 10%の誤差で一致する．これだ
けプレートの動きはよくわかっていながら，その下（深
さ 100km 以深）の動きについての我々の知識は驚くほど
少ない．ここでは地震波を使って地球の中をイメージす
る技術とその成果を紹介し，プレートテクトニクスの世
界からは想像もつかぬ地球深部の動きを述べる．

2. プレートテクトニクス
図 1 は，GPS 測距による太平洋の地殻の動きを黒矢印
で示しており，ユーラシアの安定プレートに対して一年
に 8 センチくらい動いていることを示している．これに
対して黄矢印はプレートテクトニクス理論による予測で，
海底に刻まれている地磁気の縞模様などから推定し，実
際に掘って海底年代を調べることで検証されてきたプレ
ートの動く速度である．これを見ると大きさも方向も非
常に良く対応している．理論のほうは千万年スケールの
地質学的証拠に基づく予測で，観測のほうは 1 年スケー
ルの GPS 測距の観測結果である．千万年スケールのデー
タに基づく理論が，1 年スケールの動きをここまで精確
に予測するというのは驚くべきことである．ただし，グ
アムは傾向が違っている．これはグアムの少し西側にマ
リアナトラフとよばれる地球の裂け目があって今裂けつ
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つあるのだが，その影響が理論には取り入れられていな
いためである．プレートテクトニクスは，定量的に地球
の表層の動きを説明する理論で，地表から 100km ぐらい
までの動きを良く記述する．それより深いところには敢
えて触れていない．プレートテクトニクス理論に従えば，
昨年の東北地方太平洋沖地震は次のように説明される．
太平洋プレートが日本の地殻の下に入り込んでくると，
地殻もプレートと共に引きずり込まれる．やがて摩擦が
限界に達すると突然摩擦が減って地殻が跳ね返り巨大地
震となる．地殻の跳ね返りに伴って海底が隆起し海面も
盛り上がって津波となる．重要なのは，巨大地震の繰り
返しによって日本の地殻は元の位置に留まるが，太平洋
プレートは次第に移動し地殻の下に入り込んでいくこと
である．プレート移動の長い歴史のたとえば 100 年分を
一回に凝縮したのが海溝の巨大地震である．一方で内陸
の大地震が繰り返されると山や盆地が形成されていく．

3. 地震波トモグラフィー
問題は沈み込んだプレートはどこへいくのかという
ことである．これを知るためにはプレートテクトニクス
の起こる世界の下を覗きたい．図 2 は，プレートテクト
ニクスの世界よりも更に深部の地震学的イメージである．
青色は地震波が高速異常で伝わる部分で冷たく重く，赤
色は地震波が低速異常で伝わる部分で暖かく軽い．日本
海溝から沈み込んだ冷たいプレート（スラブと呼ばれる）
は深さ 660km ぐらいに位置する不連続面で一旦せき止め
られてしまう（スタグナントスラブ）．せき止められ溜ま
ったスラブ物質は何れ不連続面を貫通しマントル（深さ
約 3000km までの岩石の世界）を落下して底に堆積する
（スラブの墓場）．上から冷たい物質が入り込んでくると，
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地球内部の動き
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底にあった熱い物質は逆に上に押し出されて上昇しここ
にいわゆるマントル対流が発生する．マントルの底から
の巨大上昇流はスーパープルームと呼ばれている．地球
深部のこういったイメージを得る手段が地震波トモグラ
フィーである．
地震波は一般的に，深くなるほど高速で伝わる．言い
換えれば同じ深さならどこでも同じ速度で伝わる．現実
には同じ深さでもわずかながら速度が違っており，これ
を検出するのが地震波トモグラフィーである．平均より
も早い場所は固く一般に温度が低くて重いので下降流が
生じうる．平均よりも遅い場所はやわらかく温度は高く
て軽いので上昇流が生じうる．図 3 が地震波トモグラフ
ィーの原理である．図中の二つの地点で地震が起きたと
すると，低速異常の場所を通過した波だけが遅く伝わる
ため，図中の＋印の計測地点での到達時刻が遅くなる．
左の地震だけを使うより，左右２つの地震を使う方が低
速異常の領域がより精確に推定できることがわかる．

660km 面の下に横たわってしまうかのケースが圧倒的に
多い．
660km 不連続面とは何なのだろうか？図５左は地球の
中の地震波の伝わる速度で，深くなるほど圧力が増し岩
石は硬くなって速くなる．地球は深さ約 2900km を境にし
て，大きくマントルと呼ばれる固体岩石の世界と核と呼
ばれる液体金属鉄の世界とに分かれる．その境目では，
地震波の速度が急激に減少する．今関心のある岩石の世
界（マントル）では，深さ 660km のところで地震波速度
は急激に増加する．マントルはここを境に上部マントル
と下部マントルとに分けられる．右図は，上部マントル
部分を拡大して，地震の起こる頻度を深さ別に示したも
のである．浅いところで地震は頻繁に起きているが
300km 付近で活動は極小となり，そこから増加して上部
マントルの底付近で極大となり，そこからは急激にゼロ
にまで減少する．上部マントルと下部マントルの境目は，
そこで地震波の速度が急激に増加する以外に，地震の起
こる世界と起こらない世界の境目ともなっている．

波の到達遅れ
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地震波トモグラフィーの原理

図 4 は最新の地震波トモグラフィーによる日本付近の
マントル断面図である．左列には，太平洋プレートが日
本海溝から沈み込み 660km 不連続面の上に横たわる姿が
イメージされている．右列には更に南の伊豆・小笠原海
溝から沈み込む太平洋プレートがイメージされているが，
ここでも同様な現象が見られる．白い点は地震を表すが，
深い地震は皆冷たくて硬いスラブ内でのみ発生している．
不思議なことに 660km 面より深いところでは全く地震が
起こらない．環太平洋のプレート沈みを系統的に調べる
と，日本のように 660km 面の上に横たわるか，マリアナ
のように貫通し始めるか，南米ペルーのように貫通後

図４

地震波トモグラフィー結果

図５

地震波の地球内部での伝搬速度

660km 面でなぜ，地震波の速度が急変するかと言うと，
その温度・圧力で岩石を造る鉱物の構造が急変するため
である．マントルで一番多い鉱物はかんらん石，ついで
多いのが輝石であるが，これらの構造が深さ 660km を境
にして変わってしまう．輝石は相転移を起こして輝石の
高圧相に変わり，かんらん石は相分解をおこして輝石の
高圧相と酸化物とに分解してしまう．こうしたマントル
深部あるいは核の超高圧・超高温で起こる相転移や相分
解を実験室で再現する実験がスプリング８の放射光設備
を使って進められている．ダイヤモンドアンビルと呼ば
れる高圧装置の中に試料を組み込み，レーザー照射によ
り試料を熱し，放射光 X 線を通してＸ線構造解析を行う．
こうした実験を注意深くいろいろな条件で進めると，ど
ういう温度，圧力のときに相転移・相分解がおきるのか
が分かってくる．660km 面に関する実験結果を漫画的に
描くと図 6 のように相境界が決まる．相境界のより高圧
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深さ

温度，圧力の関数としての相境界

側（深い側）は高圧相鉱物，より低圧側（浅い側）は低
圧相鉱物が安定ということになる．沈み込みスラブの温
度分布は青色の線，周囲のマントルの温度分布はオレン
ジ色の線で示されている．図からわかるように，周囲の
マントルが 660km の深さで相転移を起こすのに対し，沈
み込むスラブ（大気や海洋で冷やされたプレート物質）
は冷たいのでより深いところで相境界とぶつかる．即ち，
周囲のマントルでは既に高圧相（高密度相）が安定な領
域において，沈み込むスラブは依然として低圧相（低密
度相）のままの状態が存在する．この状態では，冷たい
スラブの方が軽く周囲の暖かいマントルの方が重いため
スラブに浮力が働き 660km 面を容易に貫通できない状況
が出現する（スタグナントスラブ）．
これまでは沈み込むプレートに注目してきたが，今度
は地球全体のトモグラフィー“地図”を見てみよう．図
7 はトモグラフィー研究の比較的初期に発表されたモデ
ルで，マントルの非常に浅い深さ 50km の地震波の速度異
常の分布をを表している．プレートの厚さが大体 100km
だから，ちょうどプレートテクトニクスの世界を地震学
的に見ていることになる．図にはプレート境界が白線で
示されている．太平洋・インド洋，大西洋の中央海嶺（海
底大山脈）を連ねるプレート境界は地球の大規模な裂け
目で，海洋プレートはここで生まれて裂け目の両側に拡
がってゆく．地震波の速度分布は中央海嶺で最も遅くそ
こから遠ざかるにつれて次第に速くなっている．例えば

図７

上部マントルの S 波速度分布
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太平洋の場合，太平洋中央海嶺から一番遠い伊豆，小笠
原，マリアナの少し右側あたりで一番速くなっている．
図７はまさにプレートテクトニクスの世界そのものを表
していると言ってよい．
一方，図 8 はマントル最下部の地震波の速度異常分布
を表す．太平洋の真下とアフリカの真下が異常に遅いが，
この２地域は地球中心に対してちょうど対称の位置にあ
る．一方，両対極を分ける環太平洋の帯は異常に速い．
この高速域は環太平洋から冷たいスラブが落下してくる
場所に相当する．スラブの落下によって横に押し出され
たマントルの底の熱い物質が掃き寄せられて巨大上昇流
へと転ずる場所が赤色の低速域だと考えられる．地表付
近の水平なプレート運動，環太平洋からのカーテン下ろ
しのようなスラブ落下運動，太平洋とアフリカの下のマ
ントルの底からの巨大上昇流，これらがマントル全体の
流れを特徴付ける主要な動きであろう．

図８

マントルの最深部での S 波速度分布

4.

マントル対流と火山活動

上に述べたようなマントル深部の動きは地球の表層の
活動とどんな関わりがあるだろうか？図 9 の下の図は最
新の地球モデルに基づくマントルの底の地震波の速度異
常分布図である．図 8 と比べて分解能ははるかに高いが
低波長成分の特徴はさほど変わらない．図 9 上の地図は，
日本のようなプレートの沈み込みに伴う火山ではなく，
ホットスポットと呼ばれるプレートの真ん中を貫く火山
の分布を示している．ホットスポット火山はランダムに
分布するのではなく，大きく２つの塊になって分布する
（アフリカを中心とした塊と太平洋フレンチポリネシア
域を中心とした塊）．両者はそれぞれ，マントルの底から
湧きあがると考えられる巨大上昇流域にほぼ一致し，ホ
ットスポット火山活動が地球の超深部起源であることを
窺わせる．図 9 右の図には，フレンチポリネシア域の海
底観測の結果得られた巨大上昇流のイメージが漫画的に
描かれている．これによれば，太平洋の巨大上昇流は地
表まで直接連続するわけではなく，深さ 1000km ぐらいで
途切れてしまっている．そこから上は，小規模なマグマ
の流路が地表にまで達しホットスポット火山活動を維持
しているように見える．
以上がマントルの底の高温異常域と地表のホットス
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図 10

図9

地球深部構造と地表火山活動

ポット火山活動とを繋ぐ現在の姿であるが，一億年前に
は巨大上昇流がそのまま地表にまで溢れだしたのではな
いかと思わせる証拠が幾つかある．その一つが海底地形
である．太平洋の海底地形を見ると，東側は非常に滑ら
かなのに対して，西側には海山とか海台とか呼ばれる高
まりが多数ある．これらの高まりの多くは１億年ほど前
の海底火山活動によって誕生した．太平洋プレートの海
底移動を１億年分過去に引き戻すと，これら海底の高ま
りが殆ど全て今のフレンチポリネシア域で生まれたこと
がわかる．しょぼしょぼとした今のホットスポット活動
と違って１億年前には，マントルの超深部から運ばれて
きたマグマが地上まで一気に上昇し海底にあふれ出し，
巨大な海山や海台を作ったのだと推測される．
一億年前は白亜紀と呼ばれ，恐竜が跋扈する気候的に
超温暖な時代であった．超温暖気候と併せてこの時代の
地球活動には様々な特徴が指摘されている．中央海嶺や
海洋火山の活動が活発化し，地球内部から大量の二酸化
炭素が放出された．海洋地殻の生産が増大して海面が上
昇し陸域の低地が海に覆われた．海洋の平均温度は現在
より~10℃高く平均気温は~20℃，両極には氷河がなく，
極域と低緯度地域の間の温度差が小さく，海流の大循環
が停滞した．海は安定した成層構造をなし，極域で冷た
い海水と共に酸素が深層にまで運ばれることもなくなっ
た．深層は無酸素状態になり，沈殿した生物の死骸は有
機物のまま堆積した．これが黒色頁岩として岩石化しや
がて熱変性を受けて石油が生成されるに到った．このよ
うにマントルのスーパープルームの活動は気候大変動を
もたらし，海流の大循環の停滞，石油の生成過程にまで
大きな影響を及ぼしたと考えられるのである．
図 10 はマントル対流のシミュレーション研究の比較
的初期の結果である．左の図からはマントルの底から巨
大上昇流が 660km 不連続面まで到達し，そこで一時停滞
したのち地表に向かって噴き出す様子が見てとれる．右
の図によれば，地表からの下降流は 660km 不連続面に長
く滞留した後，下部マントル中を落下するようである．
こうしたシミュレーションの示す所は，マントルの上昇

マントル対流シミュレーション

過程・下降過程は決して定常的なものではなく，あると
きカタストロフィックな上下運動が起こり，そのとき地
球上に大異変が起こりうることを示唆している．こうし
た地球深部の動きの表面にプレートテクトニクスの世界
がある．プレートも常に定常的に動いているわけではな
く，たまに運動の向きやスピードが地球規模で変わるこ
とが存在するのである．例えば 4-5 千万年前に起きたプ
レート運動の地球規模の変化は始新世のプレート大再編
として有名である．こうしたプレート運動の大転換が，
マントル深部のカタストロフィックな動きと関係してい
る可能性は十分にある．
図 11 は，まとめの意味で，いろいろな深さのトモグ
ラフィー断面を並べたものである．深さ 100km では中央
海嶺のところが一番赤く（暖かく），遠ざかるにつれて青
く（冷たく）なるなど，プレートテクトニクスの世界を
そのまま現している．それに対して，深さ 600km あたり
では，北西太平洋とか南アメリカの下に青色域（低温異
常域）が広がり，沈み込んだ冷たいプレートは 660km 不
連続面付近で一度滞留する性質があることを物語る．更
に，マントル最下部では，太平洋とアフリカの下に大規
模な赤色域（高温異常域）が拡がり巨大上昇流の存在が
示唆される．普段は，これらの世界は別々に動いている
が，どきどき全体が一つのシステムとして動き，地球史
に大異変をもたらすことがあると考えられる．その実態
を解明するのはこれからのことである．

図 11

地球内部の S 波伝搬速度分布

