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研究成果の概要（和文）：マルチモード表面波から得られる高精度な3次元S波速度モデルを用いて，リソスフェ
ア－アセノスフェア境界の空間分布を推定すると共に，S波鉛直異方性の高精度な復元法について検証した．最
新の豪州大陸や太平洋地域の3次元モデルには，リソスフェア直下のアセノスフェア内に顕著なSH>SVとなる鉛直
異方性がみられ，高速移動するプレート直下に強いせん断力が影響していることが示された．さらに，レシーバ
関数から推定される大陸リソスフェア内部の不連続面（深さ70-90km）の深さが，S波鉛直異方性プロファイルの
変曲点と一致することや，内部不連続面と微細不均質性・鉛直異方性との関連性など，新たな知見が得られた．

研究成果の概要（英文）：Lithosphere-asthenosphere boundaries beneath continental and oceanic regions
 are estimated from high-resolution 3-D S wave speed models derived from simultaneous inversions of 
multi-mode Love and Rayleigh waves. We also investigated the effects of arbitrary selection of 
independent parameters for radial anisotropy of shear waves. New radial anisotropy models in 
Australia and Pacific regions exhibit conspicuous radial anisotropy with SH>SV in the asthenosphere,
 indicating the effects of strong shear at the base of the fast drifting lithosphere. We also found 
that the estimated depths of Mid-Lithosphere Discontinuity (MLD) in the continental lithosphere from
 S-wave receiver functions coincide well with the inflection point of vertical profiles of radial 
anisotropy, which is likely to be related to the existence of fine-scale laminated random 
heterogeneities in the lithosphere.

研究分野： 地震学

キーワード： リソスフェア　アセノスフェア　表面波　上部マントル
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