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4．活動報告 

 
4.1 会議録 

 

本プロジェクトの総括的・効率的な運営を図るため、代表機関である国立大学法人東

京大学、共同実施機関である株式会社東芝・神奈川県温泉地学研究所、協力機関である

東京理科大学、 国立研究開発法人防災科学技術研究所の研究者が参加する運営委員会

を 2 回開催した。 

 

【第 1 回】 

・日時：2018 年 7 月 24 日（金）13：30～16：40 
・場所：温泉地学研究所 
・出席者： 

東京大学地震研究所                     平田 直 
東京大学地震研究所                     酒井 慎一 
東京大学地震研究所                     鶴岡 弘 
東京大学地震研究所                     長尾 大道 
東京大学地震研究所                     尾形 良彦 
東京大学地震研究所                     中村 亮一 
東京大学地震研究所                     熊澤 貴雄 
株式会社 東芝                       佐方 連 
温泉地学研究所                       本多 亮 
温泉地学研究所                       行竹 洋平 
温泉地学研究所                       安部 祐希 
温泉地学研究所                       道家 涼介 
大阪大学                          森川 耕輔 
防災科学技術研究所                     青井 真 
防災科学技術研究所                     東 宏樹 
防災科学技術研究所                     木村 武志 
防災科学技術研究所                     上野 友岳 
防災科学技術研究所                     木村 尚紀 
防災科学技術研究所                     松原 誠 
防災科学技術研究所                     武田 哲也 
防災科学技術研究所                     古屋 貴司 
文部科学省                         山田 豊 

 
・議事次第 

13：30      開会 
13：30-13：45  PJ 全体概要・デ活の状況など 
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                    プロジェクト総括  平田 直 
                    プロジェクト統括  酒井 慎一 
                    プロジェクト統括  青井 真 

     
     13：45-15：30【サブテーマ進捗状況】（各 15 分程度） 
         「官民連携超高密度データ収集」             上野 友岳 
         「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」 
                                     木村 武志 
         「MeSO-net 観測点における地表地震記録の推定」     先名 重樹 
         「スマホ地震計の設置に関する開発」             東 宏樹 
         「小型地震計の開発」                功刀 卓 
           「MeSO-net 観測点～サテライト観測点群間の揺れデータ 
                         伝送技術の開発」  佐方 連 
         「首都圏の地震活動予測について」          尾形 良彦 
         「三次元 Qs 値スペクトルインバージョンの高度化  

報としての地盤増幅率の評価-」 
                                    中村 亮一 
         「レシーバ関数を用いた神奈川県とその周辺の地殻構造解析」          
                                  安部 祐希 
        15：40-16：25【話題提供】（各 15 分） 
         「余震検出率の誤特定にロバストな推定量の構成に関する検討」 
                                  森川 耕輔 

        「箱根火山深部低周波地震と火山活動との関係」    行竹 洋平  
     「干渉 SAR による箱根火山 2015 年活動に伴う地表面変位」 

                                  道家 涼介 
        16：25-16：40   事務連絡  
        16：40       閉 会  
 

【第 2 回】 

・日時：2018 年 12 月 19 日（水）13：30～17：30 
・場所：東大地震研究所   
・出席者: 

東京大学地震研究所                     平田 直 
東京大学地震研究所                     酒井 慎一 
東京大学地震研究所                     鶴岡 弘 
東京大学地震研究所                     長尾 大道 
東京大学地震研究所                     加藤 愛太郎 
東京大学地震研究所                     中村 亮一 
東京大学地震研究所                     尾形 良彦 
東京大学地震研究所                     熊澤 貴雄 
東京大学地震研究所                     石瀬 素子 
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株式会社 東芝                       佐方 連 
株式会社 東芝                       長久保 咲絵 
温泉地学研究所                       本多 亮 
防災科学技術研究所                     青井 真 
防災科学技術研究所                     東 宏樹 
防災科学技術研究所                     木村 武志 
防災科学技術研究所                     上野 友岳 
防災科学技術研究所                     木村 尚紀 
防災科学技術研究所                     先名 重樹 
防災科学技術研究所                     松原 誠 
防災科学技術研究所                     武田 哲也 
防災科学技術研究所                     川北 優子 
防災科学技術研究所                     古屋 貴司 
東京理科大学                        佐伯 昌之 

     文部科学省                         田中 大和 
     文部科学省                         山田 豊 
 

・議事次第 
13：30     開 会 
13：30-13：45 プロジェクト全体概要・デ活の状況など 

                    プロジェクト総括  平田 直 
                    プロジェクト統括  酒井 慎一 
                    プロジェクト統括  青井 真 

13：45-16：00【サブテーマ進捗状況】 （各 15 分程度） 
       「官民連携超高密度データ収集」            上野 友岳 
       「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」 
                                  木村 武志 
       「スマホ地震計の設置に関する開発」          東 宏樹 
       「小型地震計の開発」                 功刀 卓 
       「MeSO-net 観測点～サテライト観測点群間の揺れデータ 
                         伝送技術の開発」 佐方 連 
       「首都圏や伊豆地域における過去/未来の地震像の解明」 
                             酒井 慎一/ 本多 亮 

「MeSO-net 観測点における地表地震記録の推定」    先名 重樹 
 

     16：00-16：30【話題提供】（各 10 分後議論） 
「首都圏直下の地震活動と予測」             尾形 良彦 

       「関東地方の地震活動異常の解析」           熊澤 貴雄 

     16：30-17：10   総合討論 
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       17：10-17：30   事務連絡  
     17：30       閉 会  

 

  




