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１. 観測概要
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Geological Survey of Japan, AIST
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第1図

跡津川断層沿いの宮川・跡津川における
地殻活動総合観測点位置
Fig.1 Location map of the observation boreholes
at Miyagawa and Atotsugawa along the
Atotsugawa fault.
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第 2 図 宮川における歪観測結果（2 年間）
Fig. 2 Results of strain meters at Miyagawa (for 2 years).

2009年駿河湾の地震
(Mj 6.5)
2009年駿河湾の地震
(Mj 6.5)

インドネシアの地震 東北地方太平洋沖地震
チリ地震
（Mw 7.7）
（Mw 9.0）
（Mw 8.8） インドネシアの地震 東北地方太平洋沖地震
チリ地震
（Mw 7.7）
（Mw 9.0）
（Mw 8.8）
(歪計のバルブ開閉
によりステップは
(歪計のバルブ開閉
見えない)
によりステップは
見えない)

停電
停電

第 3 図 跡津川における歪観測結果 (2 年間 )．
Fig.3 Results of strain meters at Atotsugawa (for 2 years).
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