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I summarize seismic observations，seismicity and velocity structure in and around Mt．Fuji and the South Fossa
Magna．Temporary seismic observations during few months around Mt．Fuji had been conducted several times during
late１９６０s‐early１９８０s．However，these observations only found a few tectonic earthquakes and no low‐frequency（LF）
earthquakes beneath Mt．Fuji．Since１９８０s，permanent seismic networks have been operated and recognized LF earth-
quakes at depths of１０‐２０km beneath Mt．Fuji．Earthquake swarm was recognized below the south flank of Mt．Fuji．
The earthquakes below the south flank intensively occurred while many LF earthquakes were observed．However，the
relationship between them is not clear．Since２００２，a seismic network around the summit region of Mt．Fuji has oper-
ated and revealed seismic activity shallower than sea level beneath Mt．Fuji．Previous seismic tomographic studies re-
vealed low‐velocity anomalies below２０km depths beneath Mt．Fuji．These anomalies could be caused with basal-
tic magma（partial melts）．A dense temporary seismic network operated in the period from September２００２to April
２００５and can image clear seismicity and velocity structure in and around Mt．Fuji and the South Fossa Magna．I pre-
sent preliminary results of seismic tomography in and around the south Fossa Magna and Mt．Fuji using new data
from the dense network．The tomographic image firstly finds out a low‐velocity anomaly at depths of７‐１７km beneath
Mount Fuji，corresponding to the LF locations．This low‐velocity region also has low P‐and S‐wave velocity ratio so
magma（partial melt）does not exist in this region．Volcanic volatiles under supercritical condition might be abundant
in the low‐velocity region．A low‐velocity anomaly is also seen at depths of１５‐２５km beneath Mount Fuji．This low‐
velocity anomaly was already found by previous tomographic results．The Philippine Sea plate could exist be-
neath Mt．Fuji，because high‐velocity region and a plate of S‐P converted waves were obtained by previous studies，
which indicate the existence of the Philippine Sea plate below the northern area of Mt．Fuji．
Key words: Mount Fuji，South Fossa Magna，Philippine Sea plate，low‐frequency earthquake，velocity structure

１． はじめに
本論文では富士山と南部フォッサマグナを対象としたこ

れまでの地震観測と地震活動や速度構造についての研究成
果を紹介する．富士山の深部低周波地震については鵜川
（２００７）にて総括されるのでそちらに譲ることにする．
富士山は他の島弧火山の数倍から１桁大きいマグマ噴出

率を示す（藤井，２００１）．そのために富士山は巨大な山体を
もつ．大きなマグマ噴出率の原因に富士山が位置する特殊
なテクトニクス場に関係があると考えられている．富士山
はフィリピン海プレート，ユーラシアプレート，北米プレ
ートが会合する境界に位置している．通常，沈み込むプレ
ートに沿って地震が面状に発生しており，例えばユーラシ

アプレートに沈み込む駿河トラフ側や北米プレートに沈み
込む相模トラフ側のフィリピン海プレートで地震が発生し
ている．しかし，富士山直下から北西方向ではフィリピン
海プレートの沈み込みに対応する地震は見られない（例え
ば Ishida，１９９２）．そこで，フィリピン海プレートが富士山
直下で裂けているという説がある（例えば高橋，２０００）．
一般に島弧火山の深部低周波地震は深さ３０km付近で

発生する．しかし，富士山の深部低周波地震は深さ１０‐２０
kmで発生しており，この点も他の島弧火山と異なる．こ
のように富士山直下の地殻・マントル最上部の様子は他の
島弧火山のものとは大きく異なり，複雑な状況にあると予
想される．そこで，富士山の構造の解明を目的として高密
度観測が実施され，富士山の地震学的構造が明らかになり
つつあるので紹介する．また，富士山周辺のテクトニクス
について議論する．

２． 富士山における地震観測
富士山における地震観測は１９６０年代後半から１９８０年代

前半までは短期間の集中観測で行われてきた．初期に行わ
れた観測として噴火予知特定研究班（１９６７）とMinakami
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図１ 防災科学技術研究所富士火山活動観測網にて観測された富士山周辺の地震の震央分布（鵜川，２０００，海洋出版より引用）．DLFと
書いてある円内にある白抜き四角は深部低周波地震の震央を示す．円Aと B内の地震は火山構造性地震である．円Cと D内の震
央は発破など人工的な振動源を示す．
Fig．１． Seismicity around Mount Fuji obtained from the Fuji volcano activity observation network of the National Research Institute for Earth
Science and Disaster Prevention in the period from April１９９５to December１９９９（Ukawa，２０００）．Solid squares located in the circle named
DLF are deep low-frequency earthquakes．Circles A and B show regions of volcano-tectonic earthquakes．Circles C and D show regions of
artificial quakes，such as explosions．（From Ukawa，２０００；copyright by Kaiyo Publishing Co．）

et al．（１９６９）がある．１９６５年１０月３日から１０月１３日にか
けて７箇所にて地震観測が行われ，富士山の南麓に発生す
る地震の存在を示唆した（噴火予知特定研究班，１９６７）．１９６５
年９月１８日から１９６６年３月３１日まで富士山山頂から１２
km東にある須走において３成分地震観測が行われた（Mi-
nakami et al．，１９６９）．その後，短期間の地震観測が実施さ
れた（宮崎・他，１９８１）．以上の観測結果を通じて判ったこ
とは，富士山の山体に発生する地震は極めて少なく，地震
活動度が低いことであった．また，低周波地震は確認され
ていなかった．しかし，短期間の観測では，低周波地震や
山体内部での群発地震など見過ごされてきた可能性がある
ので，短期間の地震観測では富士山の地震活動全体を把握
するのは困難であった．
１９８０年代には地震予知のための微小地震観測網が整備
されてきたため，富士山で低周波地震が発生していること

が報告されるようになった（浜田，１９８１；鵜川・大竹，１９８４；
Kanjo et al．，１９８４）．その後，東京大学地震研究所（地震研）
や防災科学技術研究所（防災科研）や気象庁により常時観
測網が整備されるにつれ，低周波地震を含めた富士山の地
震活動が明らかになってきた．１９８２年１０月から地震研に
よって連続地震観測が開始された（下鶴・他，１９８６）．最初
の観測地点は富士山南西山腹にある隧道に設置された．防
災科研によって，１９９３年に完成した富士山北麓の観測施設
をはじめとするボアホールの火山観測網が整備されてきた
（鵜川，１９９２）．これらの連続地震観測によりわかったこと
としては，深部低周波地震は富士山の北東の深さ１０‐２０km
にて発生していることや，富士山南麓にて高周波地震活動
が見られることが挙げられる．これらの連続観測網のデー
タを統合して１９９８年から２００３年に発生した深部低周波地
震の詳細な震源決定がなされている（Nakamichi et al．，
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２００４）．南麓の高周波地震については後ほど述べる．
２０００年秋から２００１年春にかけて観測開始以来最大の深
部低周波地震活動があった（Ukawa，２００５）．そのため噴火
など火山活動の活発化が懸念された．これを受けて各種の
研究が精力的に行われた．その一環として２００２年９月か
ら２００５年４月に富士山を対象に稠密地震観測が実施され
た（中道・他，２００４；Nakamichi et al．，２００７）．２０００年以降
の基盤地震観測網が整備されたことと，この稠密地震観測
により観測点密度が格段に上がったため，より詳細な構造
や地震活動が明らかになった．この稠密地震観測による成
果も解析途上ではあるが一部紹介する．

３． 富士山の高周波地震活動
火山で発生する地震の中でも断層運動で発生する地震が

ある．波形の特徴は卓越周波数と規模の関係は火山以外で
発生する地震と変わらない．これらの火山性地震を低周波
地震と区別するためここでは高周波地震と呼ぶことにす
る．
富士山で発生する高周波地震については１９９０年代まで

は活動状況はあまりわかっていなかった．防災科研の富士
火山活動観測網が整備されるについて高周波地震の活動が
明らかになってきた（鵜川，２０００）．Fig．１に鵜川（２０００）
による富士山周辺の震源分布を示す．図のAと Bで示し
た富士山南麓から西麓では，群発的な微小地震活動が見ら
れる．震源の深さは８‐１６kmである．Cと Dの地震群は
人工的震動源によるものである．とくにBで示した富士
山南麓の地震の詳細な震源決定とメカニズムが調べられて
いる（中道・他，２００４）．震源は北西南東方向に走行を持つ
ほぼ鉛直の面上に分布しており，さらに図に示す横ずれ断
層型のメカニズムであることを考慮すれば，鉛直の面は断
層を示しているといえよう（Fig．２）．なお，深部低周波地
震が頻発した時期にこの高周波地震も頻発している．富士
山南麓に地震断層が存在し，地震活動の活発化が見られた．
この断層と火山活動との因果関係は不明であるが，今後と
も南麓の地震群に注目していく必要がある．なお，２００２年
秋から２００５年春に実施された稠密地震観測では富士山南
麓には顕著な地震活動は見られなかった（Fig．５）．また，
深部低周波地震活動も通常時に戻っている．したがって，
深部低周波地震の発生と南麓の地震に何らかの関係が示唆
される．
２００２年以降に富士山５合目より上部での地震観測網が
構築され浅部地震活動が明らかにされつつある（藤原・
他，２００４）．山頂測候所観測点（A点）と御殿場口７．８合目
非難小屋の観測点（B点）において S‐P時間が１秒以下と
短い高周波地震が確認されている．これらの地震は規模が
小さいため，山頂部のA点と B点のみで確認できるもの
であった．そのため震源決定はなされていないが，S‐P時
間から海抜０mよりも浅い場所で発生していると推測さ
れている．山頂部の観測網が強化される前（２００１年２月１
日）に発生した S‐P時刻が０．６秒の地震は，定常地震観
測データから山頂直下の標高９００mに震源決定された（藤

原・他，２００２）．これらのことから富士山の極浅部（海抜０
m以浅）に地震が発生していることが明らかであるが，そ
の発生位置やメカニズムは不明である．しかし，富士山の
浅部で進行している火山活動や構造を明らかにするために
も極浅部地震は重要である．現在，富士山５合目より上部
における定常地震観測が行われているので，今後富士山の
極浅部地震の素性が明らかになるであろう．

４． 富士山と南部フォッサマグナの地震波速度構造
関東・東海・中部地方を対象とした最新の３次元速度構

造トモグラフィーの結果（Fig３．Sekiguchi，２００１）から，富
士山から伊豆半島にかけての深さ３５‐６５kmに明瞭な低速
度域が広く分布していることが見て取れる．この低速度域
は深さ８０kmまで続いている．このように広範囲に低速
度領域があることは，伊豆から富士山にかけて共通の火山
の“根”を持つことを意味している．
南部フォッサマグナを対象とした速度構造の研究は数少

ないが，まず Lees and Ukawa（１９９２）の研究が挙げられる．
Fig．４に彼らの結果を示す．これによると，深さ５‐１５km
において富士山の西方にある駿河湾から富士川に沿って南
北に伸びる低速度域が見られ，糸魚川－静岡線との関係が
指摘されている．また，伊豆半島北部から箱根と丹沢山地
にかけての深さ２５km以浅に高速度域が広がっている．こ
れらの低速度域と高速度域は重力異常の分布（Sa-
tomura，１９８９；Tanaka and Satomura，１９９５；駒澤，２０００）と
調和的である．また，富士山直下の深さ２０km付近から
深部に，広く低速度域が見られる．この低速度域は S波速
度構造において顕著である．火山の地下深部にて地震波速
度が低下する要因の一つに，マグマ溜りなど溶融した物質
の存在がある．とくに物質の溶融は S波速度を大きく低
下させることから，S波速度の低速度域にマグマ溜りが存
在している可能性がある．深部低周波地震はこの低速度域
の直上で発生していることから，低周波地震はマグマ溜り
からのマグマ上昇で発生していると考えられてきた（鵜
川，１９９４；鵜川，１９９５）．
Lees and Ukawa（１９９２）では，富士山直下での速度構造

の解像度は必ずしも十分ではなかったためにより小スケー
ルの速度異常が見過ごされてきた可能性がある．最近にな
り，より詳細な富士山直下の速度構造を得る機会が得られ
た．ここでは，稠密地震観測から最新のトモグラフィーの
結果の一部を紹介する．まだ解析途上であり，まだ検討中
の問題を含む．詳細はNakamichi et al．（２００７）を参照して
欲しい．ここでは概略を述べるにとどめる．
Fig．５に稠密地震観測により得られた富士山周辺の P波

速度構造の断面図を示す．観測点密度が飛躍的に増加した
ため高解像度のトモグラフィーが可能となり，特徴的な構
造が見えてきた．このA‐A'断面は富士川から富士山，丹
沢山地を横切っている．２００２年１０月から２００４年９月まで
に発生した観測網内の深さ５０kmまでの地震の P波と S
波の走時を用いてDouble-Difference Tomography 法（Zhang
and Thuber，２００３）にて３次元速度構造を推定して，A‐A'
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図２ １９９８年から２００３年に発生した深部低周波地震（黒丸）と構造性地震（灰丸）の震源分布．（a）には２つの構造性地震のメカニ
ズム解を示してある．下半球投影．引きが白色．
Fig．２． Hypocentral distributions during１９９８‐２００３of the deep low‐frequency（DLF）earthquakes and volcano‐tectonic（VT）earthquakes shown
with solid and gray circles，respectively．（a）Map view of relocated hypocenters．Source mechanisms of two VT events are also shown．Lower
focal hemispheres are shown in equal area projection，with compressional fields shaded．（b）Cross-section A‐A' in（a）．（c）Cross‐section
B-B'．Cross-sections A‐A' and B‐B' include earthquake hypocenters projected from１０km on either side of the cross‐section line．

断面に沿って P波速度を表示している．この P波速度構
造は大まかには Lees and Ukawa（１９９２）と同様の傾向を
示す．例えば，深さ５kmに着目すると，丹沢山地直下で
は６．０‐６．５km／s であるのに対し富士川直下では５．５km／s
と速度が低下している点が挙げられる．
Lees and Ukawa（１９９２）による速度構造との大きな違い

は，富士山直下の深さ７‐１７kmに低速度域が見られるこ
とである．この低速度域は P波速度５．３‐６．０kmを持つ．
赤丸で示す深部低周波地震の震源はこの低速度域の中にあ
る．この低速度域が現れる原因については検討中であるが，
S波速度の低下の度合いが P波より小さいため（P波速度
と S波速度の比が小さい），マグマ（部分溶融）が存在す
るとは言えない．一方，超臨界状態にある水や二酸化炭素
といったマグマからの揮発性物質が溜まっている可能性が

ある．超臨界状態にある流体の圧縮性は高いため，流体を
間隙に岩体の体積弾性率が低下するが，せん断弾性率があ
まり低下しないために P波速度は低下するが S波速度の
低下がわずかなものになる．現在富士山においては水蒸気
や二酸化炭素の噴出は見られないので，マグマからの揮発
性流体の存在ついてはっきりしたことはいえないが，この
説を検証するためにもガス放出があるかどうか調査してい
く必要があろう．実際に，アメリカのMammoth Mountain
では深部低周波地震の活動が活発になったと同時期に二酸
化炭素ガスの放出量が増加して山腹の木が立ち枯れした
（Hill，１９９６）．Hill and Prejean（２００５）は二酸化炭素を多く
含むマグマで満たされたクラック群が深部低周波地震を引
き起こしている可能性を指摘している．よって，二酸化炭
素などの揮発性流体の存在を示唆する低速度・低速度比の
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図３ 南部フォッサマグナと関東地方の直下深さ３５‐６５kmにおける P波速度の偏差分布（Sekiguchi，２００１，Elsevier B．V．より引用）．
白抜きの丸は震源を示す．
Fig．３． P‐wave velocity perturbation at depths of３５‐６５km in and around South Fossa Magna and Kanto‐district．Open circles indi-
cate the earthqueks with in the blocks on the cross-section used in Sekiguchi（２００１）．（From Sekiguchi，２００１；copyright by Elsevier B．V．）
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図４ 南部フォッサマグナ直下の P波スローネスの
偏差分布（Lees and Ukawa，１９９２，Elsevier B．V．
より引用）．偏差は標準 P波速度から＋‐８％変化
するカラースケールで表されていて，赤色が低速
度を，青色が高速度を表す．小さな緑三角は観測
点を現す．
Fig．４． Three‐dimensional slowness perturbations of
P‐wave inversion of South Fossa Magna（Lees and
Ukawa，１９９２）．Perturbations are represented as col-
ors ranging from ＋‐８％ from the reference velocity
model where red represents low velocity and blue
higher relative velocity．Stations are represented as
small green triangles and blocks that are gray have
not been sampled by any rays．（From Lees and Uk-
awa，１９９２；copyright by Elsevier B．V．）
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領域が深部低周波地震の震源域にほぼ対応することは大変
興味深い．
富士山直下の深さ２０‐３０kmから，富士山の東の深さ１５

kmにかけて P波速度６km／s 未満の低速度域が見られる．
これは，Lees and Ukawa（１９９２）によって既に指摘されて
いる富士山直下の深さ２０km以上にある低速度域に対応
している．また，Aizawa et al．（２００４）により指摘されて
いる低比抵抗領域とほぼ一致している．この低速度領域は
P波よりも S波の低下の度合いが大きいので，低速度域内
にマグマ（部分溶融）が存在していると思われる．

５． 南部フォッサマグナのテクトニクスとマグマ溜り
先に述べたように富士山は３つのプレートが会合する場

所付近に位置している．そのためこのあたりでは地震活動
が活発である．しかし，先に述べたように富士山から北西
ではフィリピン海プレートに対応した地震活動は少ない．
その解釈には２通りある．１つ目は，沈み込んだフィリピ
ン海プレートが西側の東海スラブと東側の関東スラブに分
かれて，富士山付近から北西に向かって東北－南西方向に
裂けているために地震が見当たらないとする説である（例
えば，高橋，２０００；Aizawa et al．，２００４）．もう１つは富士山
から北西ではフィリピン海プレートはあるのだが地震を起
こす能力を失っているために震源分布からプレートが見出
せないとする説である（例えば，中村・島崎，１９８１）．このこ
とについて，Seno and Yamasaki（２００３）はプレートにお
いて脱水作用が働かないためと解釈している．間隙水圧が
上がれば，断層での法線応力が低下して地震が起きやすく
なるが，水がないこのようなことは起きにくいからである．
果たして富士山直下ではフィリピン海プレートはどうなっ
ているのであろうか？ここでは南部フォッサマグナにおけ
る最新の震源分布と速度構造からフィリピン海プレートの
存在形態を議論したい．
Sekiguchi（２００１）の地震波速度トモグラフィーの結果か

らは，フィリピン海プレートの沈み込みに伴う地震が観測
されていない部分である富士山北西部の深さ７０‐８０kmに
高速度域が見られる．この高速度域は長野県南部から群馬
県南部へと延びており，地震を起こさないスラブを反映し
ていると解釈されている．また，Iidaka et al．（１９９０）は SP
変換波を使って富士山の北にあたる御坂山地から甲府盆地
にかけての深さ１０‐２０kmにフィリピン海プレートの上面
を推定している．これらのことからすれば，フィリピン海
プレートは富士山付近で亀裂が生じて北西方向に向かうに
したがって亀裂が拡大しているようなイメージでは説明が
つかない．
地震の震源分布から推定される富士山直下におけるフィ

リピン海プレート上面の延長部の深さは，ほぼ１０km程
度である（野口・関口，２００１）．稠密地震観測による速度構
造と震源分布（Fig．５）を富士山直下から富士川周辺へと
見ると P波速度６．０km／s の等速度線が深さ５kmから１０
kmへと変化しており，ほぼフィリピン海プレート上面に
対応することがわかる．丹沢山地ではフィリピン海プレー

トと陸側のプレートとの衝突域となっており，震源分布と
P波が６．０km／s の等速度線との対応がつかなくなってい
る．それは，逆断層によってスライスされたフィリピン海
プレートが陸側のプレートの下に縮合しているためである
（Taira et al．，１９９８）．低周波地震は深さ１１‐１６kmで発生し
ている（Nakamichi et al．，２００４）のでちょうど想定される
フィリピン海プレート上面付近から下に位置しているの
で，低周波地震はフィリピン海プレート内で発生している
ことになる．
相澤（２００４）は，震源が少ないためフィリピン海プレー

トが確認されていない領域がすべてプレートの裂け目に相
当するのではなく，富士山周辺のみがプレートの裂け目で
あると電気比抵抗構造をもとに指摘している．一方，藤井
（２００４）は富士山のマグマ分化が伊豆弧に比べて０．１‐０．２
GPa 高圧にて起こっていることから，マグマ溜りの存在す
る深さが伊豆弧よりも富士山の方が深いことを指摘してい
る．この深さの違いは，直下の構造の違いに起因しており，
伊豆弧がフィリピン海プレートの上に乗っているのに対し
て，富士山直下ではフィリピン海プレートが沈みこんで伊
豆弧よりも深くに位置する（藤井，２００４）．富士山直下では
フィリピン海プレートの地殻中部地殻を形成している花崗
岩質岩石が１５‐２０kmにあると指摘されている．玄武岩質
マグマの密度は花崗岩質岩石のよりも大きいので，マグマ
溜りは浅くても１５kmの深さにあり，２０kmより深くにあ
りそうである．前に述べたように Lees and Ukawa（１９９２）
は富士山周辺の深さ２０km以上に低速度域が広がってい
る．また，稠密観測から得られた速度構造（Fig．５）では
深さ１５‐３０kmに低速度域が見られる．これらの地震波速
度の低速度域とマグマ分化の相違から推定したマグマ溜り
の深さが合っているといえよう．

６． まとめ
これまでに得られた富士山の地震観測と南部フォッサマ

グナを含めた地震活動と地震波速度構造をまとめた．１９８０
年代以降の定常観測網の整備とともに富士山の地震活動の
様子が分かってきた．富士山の地震活動度は他の活火山に
くらべて低いが，富士山北東麓の深さ１１‐１６kmに低周波
地震が発生しており，南麓に高周波地震の発生域がある．
また，２００２年から山頂付近にて地震観測が実施され，これ
まで不明であった山頂直下のごく浅い地震が見つかった．
一般に，地震活動が低いためにフィリピン海プレートが富
士山あたりから北－北西延長には存在しない領域とされて
きたが，地震波速度トモグラフィーと変換波解析からする
と富士山の北方にフィリピン海プレートの存在する可能性
がある．したがって，富士山周辺に展開されていた稠密地
震観測データから富士山直下にあるフィリピン海プレート
の詳細を明らかにしていく必要があろう．地震波速度トモ
グラフィーによって富士山直下の２０km以深に低速度が
あることが知られていたが，最新のトモグラフィーからは
さらに深さ７‐１７kmにも低速度域があることがわかって
きた．深部低周波地震の震源は低速度域内にあり，低速度
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図５ 上図は構造性地震（黒丸）と低周波地震（赤丸）の震央を示す．下図は上図に示されている線A‐A'（富士川～富士山～丹沢山
地）に沿った深さ断面における P波速度を表す．
Fig．５． Upper: Epicenters of tectonic earthquakes（black circles）and low‐frequency earthquakes（red circles）．Lower: Vertical cross-section
along the line A‐A' of P-wave velocity structure in and around regions of Fujigawa River，Mount Fuji and Tanzawa Mountains．Regions with
poor resolution of velocity structure are masked with gray．

速度の原因として水や二酸化炭素といった揮発性物質の超
臨界流体がある可能性がある．深部低周波地震の発生と超
臨界流体との関連を明らかにしていくのが今後の課題であ
る．
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