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• 先行現象の観測的な計画

伊豆地域におけるＤＣ－ＵＬＦ帯電磁界
計測による先行現象の研究など

• 今後の研究の電磁気学的先行現象研
究のAll Japan的とりまとめ

ちなみに東海大学（清水校舎）の研究スタッフ
長尾年恭（固体地球物理学）

佐柳敬造（地球電磁気学）

馬場久紀（地震学）

楠本成寿（測地学）

原田 靖（固体地球物理学）



Distribution of M ≥ 5 EQs with pre-seismic signals during the period before March 1999. 
Diamonds and circles show EQs with observed pre-seismic electric signals and ULF 
magnetic signals, respectively. Stars show EQs with both electric and magnetic 
signatures. 

理研プロジェクト
のサマリー



dipole configuration

なぜ伊豆諸島か？

神津島



Selectivity

One of the other possible cases



現時点で，ほぼ確かなこと

• 先行的な電磁気現象は存在する
広い周波数帯で確認（ＤＣ，ＵＬＦ，ＥＬＦ，ＶＬＦ，ＬＦ，ＨＦ，ＶＨＦ等）

• 先行的現象は電離層にまで影響を与えている

ＬＡＩ（Lithosphere Atmosphere Ionosphere) カップリング

• 衛星観測では電子温度，電子密度観測が有望

• ＧＰＳ－ＴＥＣ観測も有望

• 電磁現象発現メカニズムには“水”が深く関与してい
るものと，固体物性物理学に起因するものの２種が
有望



未解決の根本的問題

・なぜ本震発生時にシグナルが観測されないのか？
最大の応力降下は本震発生時

なぜ電磁気シグナルは前駆的なのか？

－＞ コサイスミックは高周波の現象だから ×
地震時の現象 －＞ 急激な応力降下過程
先行現象 －＞ ゆっくりとした応力増加過程

・地震電磁現象発現メカニズムは？
仮説は多数提案されているが，現実的なパラメータの
値に不定要素が大きい



Lab. Experiments

loading

V difference (left)

V difference (right)

V difference (left)

V difference (right)

stick slip experiment 
(Yoshida et al., 1997)

granite

• Pre-seismic signals do exist co-
incident with rupture nucleation.
• Much larger co-slip signal.
• No signals with basalts (no piezo-
electric minerals).
• All the signals could be explained
by piezoelectric effects.

ピエゾだと



Strain sensitivity (several 10’s ~ 104)

Triaxial deformation experiment of saturated s.s. (Glover et al., 2000b)

• Large scale connection of cracks are detected in the last stage just
before the fracture.
• Strain sensitivity (Δs/s) / (Δl/l) ~ 40 (above example)

Axial strain (%)

北大が観測した２００３年十勝沖前の比抵抗構造の変化？
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(Freund, J. Geophys. Res., 2000)

positive hole pair, 
peroxy bond

O O: :O.O

メカニズム研究の一例



電磁場変動から見た
地震像のモデル化

現時点では明らかな発震時に大きなシグナルは観測されていない
↓

電磁気学的な現象が前駆的にしか発現しないメカニズムとして
は今のところPIPCが提唱されている。これらを考えていく必要
がある

－＞ 室内実験の推進

もう破壊（すべり）が避けられないというプロセスに至る過程で発生する（非可逆的段階）

電磁現象 －＞ 電磁気学的な地震発生準備・直前過程

PIPC: Pressure Induced  Polarization Current



現在電磁気学的な手法による直前予
測に取り組んでいる日本の研究機関

地電流観測（東海大，北海道大，東大）
ＵＬＦ帯３成分磁場観測（千葉大，電通大，東海大，北海道大，中部大）
ＥＬＦ帯３成分磁場観測（中部大，名古屋工業大）
ＶＬＦ帯２成分磁場方位探査観測（東海大）
ＶＬＦ帯ボアホール電磁場観測（京都産業大）
マイクロ波観測（ＪＡＸＡ，千葉大，東大）

ＶＬＦ－ＬＦ帯電離層伝播異常観測（電通大，中部大，千葉大）

ＧＰＳ－ＴＥＣによる電離層電子密度変化の研究（千葉大，東京学芸大，電通
大）
ＶＨＦ帯電波伝播異常（北大，東京学芸大，千葉大，電通大，岡山理科大）

大気電界観測（東京学芸大）
地中電界観測（秋田県立大学）

室内実験

東大、首都大学東京、ＪＡＸＡ



今後なすべき事

・総合観測点の設置

・海域での観測の充実

ー＞それぞれの観測手法が何をみているのかを明らかにする

ー＞巨大地震発生帯に近づいた観測

・室内実験の強化

・力学的地震像との共存

・ＬＡＩ（Lithosphere Atmosphere Ionosphere) カップリング仮説の検証

ー＞破壊・摩擦の物理学，ＧＰＳや歪計データとの整合性

インフラサウンド，大気重力波，大気電界，ラドンや水素ガス等の観測



ま とめ

・電磁気学的な手法は直前予知に最も有望なものの一つ

・世界でもその動きが加速している
台湾 台湾版地震フロンティア
フランス 地震電磁気現象観測衛星
ウクライナ 地震電磁気衛星の打ち上げ計画あり
トルコ 国家プロジェクトとしての地震予知を計画中
アメリカ サンアンドレアス断層解剖計画．ＮＡＳＡも熱意
ロシア カムチャッカ総合観測点、理論的研究
インド 国家プロジェクトとしての地震予知研究が開始

我が国もこれまでの経験を生かして日本発のサイエンスを
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