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(1) 泊(950126)→えりも１(940019)　東西 基準値：218303.587ｍ
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(1) 泊(950126)→えりも１(940019)　南北 基準値：-116749.964ｍ
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ｍ841.51-：値準基高比　)910049(１もりえ→)621059(泊 )1(

期間: 2013/01/01～2013/03/02 JST
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ｍ648.266722：値準基西東　)321059(幌士上→)621059(泊 )2(
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ｍ841.16491：値準基北南　)321059(幌士上→)621059(泊 )2(
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ｍ747.052：値準基高比　)321059(幌士上→)621059(泊 )2(

計算期間: 2012/12/01～2013/01/31
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地殻変動(水平)(１次トレンド除去)
基準期間:2013/01/11～2013/01/20[F3:最終解]
比較期間:2013/02/03～2013/02/12[F3:最終解] 計算期間:2012/12/01～2013/01/31

固定局:泊(950126)
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2013/02/02 M6.5

1㎝

十勝地方南部の地震(2月2日 M6.5)に伴う地殻変動

成分変化グラフ

国土地理院

この地震に伴いわずかな地殻変動が観測された．

950126
　泊

940019
えりも１

950123
上士幌
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