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3.2  官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備 

3.2.2   マルチデータインテグレーションシステム開発の検討 

3.2.2.1  マルチデータインテグレーションシステムに関する技術開発 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

首都圏地震観測網（MeSO-net）から収集する高密度な地震観測データに加えて、基

盤的地震観測網および民間企業等により設置された計測機器から得られる大量かつ

様々な品質の地震データを有機的に統合するマルチデータインテグレーションシステ

ムを開発する。さらに、このシステムにより、大地震発生直後の首都圏における揺れ

の様子を超高解像度で把握可能にするとともに、その情報を配信するための技術開発

を行う。 
 
(b) 平成３０年度業務目的 

   MeSO-net による高密度地震観測データと基盤的地震観測網による強震観測データ

を受信し統合管理するシステムを開発する。(2)-b と連携し MeSO-net による地中観測

データから地表の揺れを予測するアルゴリズムの実装に着手する。東京ガス株式会社

による超高密度地震リアルタイム防災システム（SUPREME）やスマートフォン地震

計（(2)-c との連携）等の記録も統合管理システムに試験的に取り込む。 
 
(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員 木村 武志 
防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員 木村 尚紀 
防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員 功刀 卓 
防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員 汐見 勝彦 
防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員 鈴木 亘 
防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員 武田 哲也 
防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員 中村 洋光 
防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員 松澤 孝紀 
防災科学技術研究所地震津波火山ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ 主任研究員 松原 誠 

  
(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

平成 30 年度は、以下の業務を実施した。 
・MeSO-net による高密度地震観測データと基盤的地震観測網による強震観測データを

受信し統合管理するシステムを開発した。 
・(2)-b と連携し MeSO-net による地中観測データから地表の揺れを予測するアルゴリ

ズムの実装に着手した。 
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・SUPREME やスマートフォン地震計（(2)-c との連携）等の記録も統合管理システム

に試験的に取り込んだ。 
 

(b) 業務の成果 

1）MeSO-net、K-NET／KiK-net データの受信・統合管理システムの開発 

 大地震発生時に首都圏における地震動の様子を高解像度で把握するためには、これまで

防災科研が運用してきた K-NET/KiK-net のデータと MeSO-net のデータを合わせて活用

することが効果的である。平成 29 年度に開発に着手した MeSO-net データの受信・前処

理・統合データ管理サブシステムに加えて、K-NET および KiK-net の強震観測網のデー

タを受信・統合管理するシステムの開発を行った。図 1 に示すように、各観測網の地震波

形データを同一フォーマットで蓄積する。また波形データ及び波形データから演算される

震度等の強震動指標に地震の震源情報を付与することで、各観測網のデータを統一的に紐

付けて管理する。さらに、観測点の位置等の解析に必要なメタデータも合わせて管理する。

3）で述べるように、本システムでは MeSO-net や K-NET/KiK-net に加えて、民間企業等

によるデータやスマートフォン地震計によるデータ等も合わせて管理可能にしている。 

 

図 1 地震波形データ及び強震動指標の統合管理システムの概要。 

 

 このように複数のデータセットを統合して管理することにより、その後の解析等が容易

になる。図 2 では、統合管理された MeSO-net と K-NET/KiK-net データを用いた首都圏版

の強震モニタの例である。 
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図 2 2018 年 7 月 7 日千葉県東方沖の地震（Mj6.0）の首都圏版強震モニタのスナップシ

ョット。リアルタイム震度 1)で表示している。 

 

2）MeSO-net 観測点における地表の地震動の予測 

 MeSO-net の各観測点では、首都圏における人工ノイズを低減するために地下 20m に地震

計を設置している。一方で、地表における地震動を評価するためには地下で得られたデー

タを補正する必要があり、サブプロ b の（２）b では補正の高度化を目指した MeSO-net 各

観測点での臨時地表観測及び微動アレイ観測を実施し地中から地表の伝達関数や S 波速度

構造の推定を進めている。平成 31 年度は、地表地震観測により得られた地中から地表の震

度増分の平均値を用いることによって、地表における震度を簡易的に推定するアルゴリズ

ムを試験的に実装した。 

 

3）SUPREME、スマートフォン地震計の統合管理システムへの取り込み 

 首都圏レジリエンス PJ で運用しているデータ利活用協議会により、首都圏におけるレ

ジリエンス力向上を目的とした民間企業等との連携が進められており、その一環として民

間企業が保有する地震観測データの収集を進めている。ここでは東京ガス株式会社が保有

する SUPREME2)による地震波形データをマルチデータインテグレーションシステムで活用

するために、統合管理システムに取り込む。SUPREME による地震観測データは、東京ガス

管内約 4,000 箇所に設置された地震計によるものであり、大地震発生時のガスの供給停止

やガス導管の被害予測等に利用されている。一方で地震計内の精緻な時刻校正は行われて

おらず、これを適切に補正することで利活用の幅が広がることが期待される。本研究では、

SUPREME の各観測点から最も近い MeSO-net や K-NET/KiK-net の観測データを基準として、

SUPREME の時刻を補正した（図 3）。また、SUPREME の水平成分の設置方位についても、同

様に補正する手法の開発に着手した。 
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図 3 MeSO-net による観測波形を基準とした SUPREME の観測データの時刻補正。 

 

 図 4 に時刻補正した SUPREME の地震波形データと MeSO-net、K-NET/KiK-net の地震波形

データを用いた 2011 年東北地方太平洋沖地震時のリアルタイム震度のスナップショット

を示す。非常に高密度の SUPREME データを用いることにより、首都圏において揺れが広が

っていく様子が観測データのみから可視化でき、詳細な空間分布も確認できる。 

 図 5 では各観測点の計測震度から 250m メシュでの推定震度分布を示している。SUPREME

のデータを含めることで、推定震度分布がより短波長の不均質性を持っている。精度の高

い震度分布を得るためには、各データセットの設置環境等に起因するサイト特性の補正や

異常データの除去等を行う必要がある。 

 平成 31 年度では、上述の SUPREME の地震波形データに加えて、（２）c で展開している

スマートフォン地震計による波形データも、統合管理システムに試験的に蓄積した。 
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図 4 2011 年東北地方太平洋沖地震の各観測データセットを用いたリアルタイム震度のス

ナップショット。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 2011 年東北地方太平洋沖地震の各観測データセットを用いた推定震度分布。  
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(c) 結論ならびに今後の課題 
マルチデータインテグレーションシステムに関する技術開発として、MeSO-net による

高密度地震観測データと基盤的地震観測網による強震観測データを受信し統合管理するシ

ステムを開発した。また、(2)-b と連携し MeSO-net による地中観測データから地表の揺れ

を予測するアルゴリズムの実装に着手した。東京ガス株式会社による SUPREME やスマ

ートフォン地震計（(2)-c との連携）等の記録も統合管理システムに試験的に取り込んだ。 
 MeSO-net 観測点での地表における地震動を震度以外の指標でも予測するためには、

サブテーマ（２）b による地中から地表の伝達関数や S 波速度構造等を用いて、地表地震

波形を推定する必要がある。また、平成 30 年度に扱った SUPREME やスマートフォン地

震計に加えて感震ブレーカー等による地震観測データの収集も進んでおり、適宜システム

に追加していく必要がある。各データに対して必要なデータ補正手法を開発・実装すると

ともに、データの信頼性等を丁寧に確認しながら、震度分布の推定等に反映していく必要

がある。 
 
(d) 引用文献 
1) 功刀卓・青井真・中村洋光・鈴木亘・森川信之・藤原広之：震度のリアルタイム演算に

用いられる近似フィルタの改良，地震 2，65，pp.223-230，2013. 
2)清水義久・小金丸健一・中山渉・山崎文雄：超高密度地震防災システム（SUPREME）

の開発．第 26 回地震工学研究発表会講演論文集，pp.1285-1288，2001． 
 
(e) 学会等発表実績 

1)学会等における口頭・ポスター発表 

 
2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

・ なし 
 
3)マスコミ等における報道・掲載 

・ なし 
 
(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

・ なし 
 

発表成果（発表題目、

口頭・ポスター発表の

別） 

発表者氏名 発表場所 
（学会等名） 

発表時期 国際・

国内の

別 
高密度地震観測網にお

ける観測データの時刻

補正（ポスター発表） 

木村武志・青

井真・酒井慎

一・平田直 

日本地震学会 2018
年秋季大会 

2018 年 10 月 国内 
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2)ソフトウエア開発 

・ なし 
 

3) 仕様・標準等の策定 

・ なし 
 

(3) 平成３１年度業務計画案 

令和元年度は、MeSO-net による地中観測データから地表の揺れを予測するアルゴ

リズムを実装し、MeSO-net の観測データから震度や長周期地震動指標など地表にお

ける揺れの指標演算を可能にする。MeSO-net と基盤的観測網による首都圏版強震モ

ニタを公開するとともに、平成 30 年度に扱ったデータセットに加えて、感震ブレーカ

ーや小型地震計による観測記録ついても、インテグレーションシステムへの取り込み

を進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
  




