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研究成果の概要（和文）：波形インバージョンは、観測された波形が持っている情報をすべて抽出できるため、詳細か
つ正確な地球内部構造が推定できる手法であると期待されていたが、技術的に困難であるため今までなされていなかっ
た。そのため、私は効率的な波形インバージョン手法の開発を行った。私は独自に開発を行った波形インバージョン手
法を用いて、世界に先駆けてD"領域の内部の3次元構造推定に取り組んだ。シート状の高速度層が低速度領域に囲まれ
ている構造を中米下で発見した。これは過去に沈み込んだファラロンスラブが核・マントル境界に到達し熱境界層の温
かい物質が巻き上げられていると解釈でき、マントルダイナミクスの理解に貢献するものである。

研究成果の概要（英文）：The temperature and chemical composition within D" vary rapidly as the distance to
 the core-mantle boundary (CMB) decreases. Data on material and energy flux in D" can provide important in
formation for understanding the Earth's dynamics and evolution, but the three dimensional (3-D) structure 
of D" was not heretofore known with sufficiently high resolution. The present study has developed a new me
thod for direct inversion of seismic waveforms for high-resolution 3-D Earth structure. The study then app
lied the new inversion method to a large data set of seismic waveforms recorded at seismic stations in Nor
th America for earthquakes under South America to determine seismic structure in the lowermost mantle unde
r Central America. The study found evidence for the existence of remnants of the subducted Farallon Plate 
in D" beneath Central America. This material was carried from the Earth's surface to D" by mantle convecti
on. 
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１．研究開始当初の背景 
研究開始当初、アレイ観測網 (e.g. US-array) 
が急速に整備され、微細な構造推定への期待
が高まっている  (Rost & Garnero 2002, 
EOS)。ところが、国内・国外を問わず、大
半の研究者はアレイ解析に既存の手法を利
用している。一方、申請者は、地球内部の微
細構造推定のための新しい手法である「局所
的な構造推定のための波形インバージョン
手法」を開発した (Kawai & Geller 2010, 
JGR)。 
そして、東京工業大学は当時日本最速
(http://www.top500.org) の 計 算 機 
(TSUBAME) を運用していた。そこで、
TSUBAME を用いて、膨大な最新のアレイ
観測網のデータを、最新の構造推定手法によ
って解析することにより、最高解像度での構
造推定を進めてきた。具体的には、その手法
を中米下の D"領域をサンプルする実体波に
適用し、最下部マントル(D"領域)内の詳細な
地震波速度構造を推定することに世界で初
めて成功し(Kawai et al. 2007a, GRL)、実体
波を用いた波形インバージョンを地震学の
標準的な手法の一つにした。 
一方、そのほかのグループによる波形インバ
ージョンの研究は、主に長周期の表面波を用
いた地殻または上部マントルの比較的長波
長構造推定(e.g., Fichtner et al. 2009, GJI)
にとどまっており、実体波を用いた詳細な地
球深部構造推定に関して追随を許していな
い。 
現在まで D"層内の 1 次元地震波 S 波速度構
造を行ってきたが、手法を拡張し、世界で初
めて実体波を用いた 3次元速度構造および異
方性構造推定を行うという、今回の着想に至
った。 
 
２．研究の目的 
最先端の地震計アレイデータと内部構造推
定手法を用いて、かつてない解像度で、最下
部マントルの 3次元地震波速度構造モデルを
定量的に推定し、学際的な解釈を行い、マン
トルの進化に関する知見を得ること。 
 
３．研究の方法 
本研究は、局所的に 3次元地震波速度構造を
波形インバージョンにより推定することで
ある。研究が計画通りに進まない場合にも成
果が出せるように、まず小さなデータセット
を用いて予備的にD"層内の3次元S波速度構
造を推定する。 
 
４．研究成果 
波形インバージョンは、観測された波形が持
っている情報をすべて抽出できるため、詳細
かつ正確な地球内部構造が推定できる手法
であると期待されていたが、技術的に困難で
あるため今までなされていなかった。そのた
め、私は効率的な波形インバージョン手法の
開発を行った。そして、実体波の波形をデー

タとして、高解像度での推定を世界に先駆け
て行いその有効性を示し、波形インバージョ
ンを地震学における標準的手法の一つにし
た。 
私は独自に開発を行った波形インバージョ
ン手法を用いて、従来の手法では利用できな
かった重なったフェーズなどを活用して最
下部マントルや遷移層の詳細な地震波速度
構造推定を行った。走時トモグラフィーでは
不可能であった D"領域内におけるＳ波速度
構造の深さ依存性を世界で初めて推定した。 
そして、波線理論など従来の手法では正確に
推定ができなかった異方性構造や非弾性減
衰構造の推定を行った。SV と SH 波の走時差
のずれを用いた従来の手法では、D"領域の異
方性構造の制約は困難であることを理論的
に示した上、複数の震源観測点ペアからなる
幅広い震央距離のデータセットを用いた波
形インバージョン手法を用いて推定できる
ことを示した。そして実際に、ハワイ下の D"
領域の異方性構造の推定を行い、マントルの
上昇流を示唆する SV波が SH波よりも速い異
方性構造が得られ、ハワイホットスポット火
山の起源と解釈した。 
さらに、D"領域の内部の 3次元構造推定に取
り組んだ。toroidal-toroidal カップリング
のみを考慮して、中米下の D"領域を 5° × 
5° × 50 km のブロックにわけ S波速度の 3
次元構造推定を行った。その結果シート状の
高速度層が低速度領域に囲まれている構造
を得た。これは過去に沈み込んだファラロン
スラブが核・マントル境界に到達し熱境界層
の温かい物質が巻き上げられていると解釈
でき、マントルダイナミクスの理解に貢献す
るものである 
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