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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  
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4.2 対外発表 

 

1)学会等における口頭・ポスター発表 

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 

スマートフォン地震計の
振動台実験と社会実装 

東宏樹，山
田有孝，内
藤昌平，木
村武志 , 青
井真，藤原
広行 

第 15 回地震工学シン
ポジウム 

2018 年 12 月

8 日  
国内 

首都圏直下の３次元地震
活動の時空間統計モデル
と詳細予測（口頭） 

尾形良彦、
桂康一、鶴
岡 弘、平田 
直 

222 回地震予知連絡
会議、国土地理院関東
地方測量部内  大会議
室 

2019 年 2 月
22 日 

国内 

3D ETAS based model for 
predicting seismicity beneath 
the Greater Tokyo Area （口
頭） 

Ogata, Y., 
Katsura, K., 
Tsuruoka, H. 
and Hirata, 
N. 

2018 Fall Meeting of 
the American 
Geophysical Union, 
Washington DC 

2018 年 12 月
10 日 

国際 

2011 年東北沖地震地震前
の広域地震活動変動 

熊澤貴雄、
尾形良彦、
遠田晋次 

日本地震学会 2018 年
度秋季大会 

2018 年 10 月
9 日 

国内 

2011 年東北沖地震地震前
の地震活動変動の統計解
析 

熊澤貴雄、
尾形良彦、
遠田晋次 
 

日 本 地 球 惑 星 連 合
2018 年大会 

2018 年 5 月
24 日 

国内 

Background rates of swarm 
earthquakes that are 
synchronized with 
volumetric strain changes 

Kumazawa, 
T. 

International 
Conference for the 
Decade Memory of the 
Wenchuan Earthquake 
with the 4th 
International 
Conference on 
Continental 
Earthquakes 

2018 年 5 月
13 日 

国際 

MeSO-net のスペクトル特
性－地中地震計による影
響の検討－ 

中村亮一・
鶴岡弘・加
藤愛太郎・
酒井慎一・
平田直 

日本地球惑星科学連
合 2018 年大会 

2018 年 5 月 国内 

1855 年安政江戸地震の震
度分布の特徴について－
神奈川県を中心にして－ 

中村亮一・
西山昭仁・
原田智也・
五島朋子 

第 35 回歴史地震研究
会大会 

2018 年 9 月 国内 
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MeSO-net,K-NET,KiK-
net データを用いた３次
元  Qs 値スペクトルイン
バージョン 

中村亮一・
鶴岡弘・加
藤愛太郎・
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 

MeSO-net のスペクトル特
性－地中地震計による影
響の検討－ 

中村亮一・
鶴岡弘・加
藤愛太郎・
酒井慎一・
平田直 

第 15 回地震工学シン
ポジウム 

2018 年 12 月 国内 

計測と計算を融合するデ
ータ同化の地震ビッグデ
ータへの応用 

長尾 大道 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム 
「新たな発見をもた
らす科学における計
測と予知・予測」日本
学術会議 

2018 年 8 月
31 日 

国内 

Seismic wave field 
imaging of long-period 
ground motion in the 
Tokyo Metropolitan Area, 
Japan 

加納 将行，
長尾 大道，
永田 賢二，
伊藤 伸一，
酒井 慎一，
中川 茂樹，
堀 宗朗，平
田 直 

日本地球惑星科学連
合 2018 年大会 

2018 年 5 月
22 日 

国内 

Semiparametric Adaptive 
Estimation With 
Nonignorable 
Nonresponse 

森川 耕輔，
Jae Kwang 
Kim 

日本地球惑星科学連
合 2018 年大会 

2018 年 5 月
22 日 

国内 

Seismic wave field 
imaging of long-period 
ground motion in the 
Tokyo Metropolitan area, 
Japan 

Nagao, H., 
M. Kano, 
K. Nagata, 
S. Ito, S. 
Sakai, S. 
Nakagawa, 
M. Hori, 
and N. 
Hirata 

Asia Oceania 
Geoscience Society 
(AOGS) Annual 
Meeting 2018, 
Honolulu, Hawaii, 
USA 

Jun. 6, 2018 国際 

見かけの異方性を考慮し
た P波方位異方性と鉛直異
方性の解釈：東北地方 

石瀬素子，
川勝均，森
重学，汐見
勝彦 

日本地震学会秋季大
会 

2018 年 10 月 国内 

レシーバ関数を用いた伊
豆島弧衝突帯の地殻構造
解析(2)、S06-P06 (ポスタ
ー) 

安部祐希、
本多亮、行
竹洋平 

日本地震学会 2018 年
秋季大会 

2018 年 10 月 国内 
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2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

 
 

3)マスコミ等における報道・掲載 

 

 
  

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表場所 
（雑誌等名） 

発表時期 国際・
国内の

別 
Exploring magnitude 
forecasting of the next 
earthquake 

Ogata, Y., 
Katsura, K., 
Tsuruoka, H. 
and Hirata, 
N. (2018). 

Seismological 

Research Letters,  

Vol.89, No.4,  

pp.1298-1304,  
https://doi.org/ 
10.1785/0220180034 

13 June 2018 国際  

Implementation of a Real‐
Time System for Automatic 
Aftershock Forecasting in 
Japan 

Omi, T., 
Ogata, Y., 
Shiomi, K., 
Enescu, B., 
Sawazaki, 
K., and 
Aihara, K. 

Seismological 

Research Letters, 

Vol.90, No.1, pp. 

242-250 ,  

https://doi.org/ 
10.1785/0220180213 

31 October 
2018 
 
 
 

国際  

The Collaboratory for the 
Study of Earthquake 
Predictability: Achievements 
and Prioritie 

Schorlemme
r, D. et al.  

Seismological 

Research Letters, 
Vol.89, No.4, 

pp.1305-1313 , doi: 
10.1785/0220180053 

13 June 2018 国際  

Comment on “A Review of 
Self-Exciting Spatiotemporal 
Point Process and Their 
Applications” by Alex 
Reinhart 

Ogata, Y. Statistical Science, 
Vol.33, No.3, pp.319-
322, doi:10.1214/18-
STS650 

1 August 
 2018 

国際  

点過程モデルによる熊本地
震前後の地震活動の解析 

熊 澤 貴 雄 , 
尾 形 良 彦 , 
鶴岡弘 

地震予知連絡会会報
第 100 巻 

September 
2018 

国内  

北海道胆振東部地震の余震
活動の特徴について 

熊澤貴雄, 
尾形良彦, 
鶴岡弘 

第 221 回地震予知連
絡会 

November 
2018 

国内  

1921 年龍ヶ崎地震と 1923
年関東地震による玉川上水
の被害とその対応  

中村亮一  歴史地震  2018 年 9 月  国内  

報道・掲載された成果 
（記事タイトル） 

発表者氏名 発表場所 
（新聞名・TV 名） 

発表時期 国際・
国内の

別 
科学の扉  災害ビッグデー
タ活用 

東 宏樹 朝日新聞 朝刊 2018 年 4 月
23 日 

国内 




