
６－２ 東海地域の深部低周波地震活動と短期的スロースリップ（2008年5月～10月） 
Activities of Low-Frequency Earthquakes and Short-term Slow Slip Events in  
the Tokai Area (May - October 2008) 
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四国西部や紀伊半島北部・愛知県西部で発生する深部低周波地震・微動には多くの場合短期的ス

ロースリップイベント（短期的ゆっくり滑り）の発生が伴っていることが報告されている［例えば，

Obara et al.(2004) 1)，廣瀬・小原(2005)2)］．愛知県西部～長野県南部でも，深部低周波地震と短期的

スロースリップの同期が過去に繰り返し発生していたことが報告されている [気象庁・気象研究所

(2006) 3)，小林ほか(2006) 4)]．2008年5月，6月，8月～9月，10月にも同様なイベントが観測されたの

で報告する． 
 
（１）2008年5月15日～19日 

2008年5月15日頃から5月19日頃にかけて，愛知県で深部低周波地震活動が活発化した（第1図）．

ほぼ同じ時期に，蒲郡の体積歪計，及び佐久間，本川根（静岡県整備），掛川，春野（静岡県整

備），浜北の多成分歪計において，ゆっくりとした歪変化が観測された（第2図）．歪変化の原因

をプレート境界面の滑りと仮定し，観測された歪変化を満足させるような滑り位置をグリッドサ

ーチで求めたところ，深部低周波地震発生領域に求まった．滑りの大きさとして推定されるモー

メントマグニチュードはMw5.6であった． 
 
（２）2008年6月4日 

2008年6月4日00時03分に愛知県西部の深さ39kmのフィリピン海プレート内でM3.6の地震（最

大震度2）が発生した．この地震発生直後の00時15分から愛知県西部で深部低周波地震活動が観

測された（第3図）．深部低周波地震活動は数分程度で収まった．周辺の歪計等に明瞭な変化は

認められなかった． 
1999年9月以降，愛知県およびその周辺でM3.0以上の通常地震の発生後20分以内に深部低周波

地震活動が観測され始めた例は，今回の他に5例確認された（第4図）．一方，M3.0以上の通常地

震の発生後20分以内に深部低周波地震活動が観測されなかった例は多数あり，現在のところ，通

常の地震と深部低周波地震活動の関連は不明である． 
 
（３）2008年8月25日～9月4日 

2008年8月25日頃から9月4日頃にかけて，長野県南部～愛知県で深部低周波地震活動が活発化し

た（第5図）．ほぼ同じ時期に，佐久間，掛川，春野及び本川根の多成分歪計において，ゆっくり

とした歪変化が観測された（第6図）．歪変化の原因をプレート境界面の滑りと仮定し，観測され

た歪変化を満足させるような滑り位置をグリッドサーチで求めたところ，深部低周波地震発生領

域に求まった．滑りの大きさとして推定されるモーメントマグニチュードはMw5.7～5.9であった． 
さらに，9月7日～8日にかけて長野県南部で深部低周波地震活動が観測されたが，この活動につ

いては周辺の歪計で明瞭な地殻変動は観測されなかった． 



 
（４）2008年10月9日～10月18日 

2008年10月9日から10月18日にかけて，長野県南部で深部低周波地震活動が活発化した（第7図）．

この活動については周辺の歪計で明瞭な地殻変動は観測されなかった． 
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Fig.1  Activity of low-frequency earthquakes in January 2008 
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Fig.2  Strain changes associated with the short-term slow slip event in January 2008 
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Fig.3  The earthquake in the western part of Aichi prefecture on June 4 
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Fig.4(a)  Positional relation between ordinary earthquakes and low-frequency earthquakes 
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Fig.4(b)  Positional relation between ordinary earthquakes and low-frequency earthquakes 



 

��	
�����h���/��h��~éê�#�

ð�'���()*+��

²³���i�rstu������\+%v��£ä#�

�²³���3vvw��rstu��3�w7ép#�

��	
�������/�������~éê�#�

ð�'���()*+��

B4C(c)� 8�	��Z�Á
��	>	:;Âr 
Fig.4(c)  Positional relation between ordinary earthquakes and low-frequency earthquakes 
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Fig.4(d)  Positional relation between ordinary earthquakes and low-frequency earthquakes 
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Fig.5  Activity of low-frequency earthquakes from August to September in 2008 
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Fig.6  Strain changes associated with the short-term slow slip event from August to September in 2008 
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Fig.1  Activity of low-frequency earthquakes in October 2008 
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