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Investigation of detailed seismological structures around the subducting plate interface is essential for
constraining mechanisms of slow earthquakes. In the northeastern part of the Kii Peninsula, the bimodal
distribution of tremor along-dip has been known, such as episodic updip tremors and continual downdip tremors,
but it has not been clarified whether these tremors occur below the mantle wedge or below the continental crust on
the plate interface. We propose the multi-band receiver function analysis including local deep-focus earthquake
records in the Pacific slab, in which the RFs are composed of different higher-frequency contents than
conventional methods. We succeed in imaging heterogeneous structures around the Philippine Sea plate boundary
in the northeastern part of the Kii Peninsula and reveal source regions of these tremors.
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図 1. 紀伊半島北東部周辺の Hi-net 観
測点分布と広帯域レシーバ関数解析を
行った測線(KB-KB’). (a) 日本周辺の
地図と, プレート分布. EU はユーラシ
アプレート, NA は北米プレート, PHS
はフィリピン海プレート, PAC は太平
洋プレートを示す. (b) 紀伊半島北東部
周辺の地図. 白丸は深部低周波微動分
布(Maeda & Obara, 2009; Obara et
al., 2010)を示す. オレンジ線で囲まれ
た微動の多くが CT(Obara et al. 2010)
に分類される.
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図 2. 図 1b の測線 KB-KB’ に沿う広帯域レシーバ関数イ
メージ(2 Hz 未満)と微動発生環境の違い. 上部の地図は,
図 1b の測線 KB-KB’ (水色波線)に対応する. 緑線で囲ま
れた微動群は ET(Obara et al., 2010), オレンジ線で囲ま
れた微動群は CT(Obara et al., 2010)をそれぞれ示す.

