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はじめに 

 
わが国は世界でも有数の地震大国であり、これまでに幾度となく甚大な物理的・人的・

経済的被害をうけてきました。特に、過去に甚大な被害をもたらしてきた首都直下地震や

南海トラフ地震については、地震調査研究推進本部地震調査委員会の長期評価によれば、

今後 30年以内の地震発生確率はどちらも 70％程度であり、その切迫性が高まっています。 

3,800 万人を擁する世界最大の都市圏における首都直下地震については、内閣府より、

首都機能の喪失をはじめその経済被害想定額が 95 兆円と試算されており、社会的懸案事

項として捉えられています。こういった自然災害に対応するため、最先端の防災科学技術

を一層推進すべく、「経済財政運営と改革の基本方針 2016（平成 28 年 6 月 2 日閣議決定）」、

「日本再興戦略 2016－第 4 次産業革命に向けて－(平成 28 年 6 月 2 日閣議決定)」、「科学

技術イノベーション総合戦略 2016(平成 28 年 5 月 24 日閣議決定)」といった政府の基本方

針が定められています。 

 

わが国の現在の防災力ではこうした大規模地震災害の被害を完全に予防することはで

きず、残された時間の中で少しでも被害を減らすこと、高い事業継続能力を持つこと、速

やかな復旧・復興を実現することで災害に対するレジリエンスを向上させることが課題で

す。 

一方で、2015 年 5 月に発生した小笠原諸島西方沖地震では、大きな被害こそ発生しなか

ったものの、首都圏における約 2 万機のエレベータの停止、交通機関の乱れ、ライフライ

ンの一時停止等が生じ、事業の中断や経済機会損失にもつながっており、このように比較

的頻度の高い中規模地震への備えの充実も決して看過することができません。 

また、政府では、急速に成長するアジアをはじめとする世界の観光需要を取り込み『観

光先進国』への新たな国づくりに向けて邁進していることから、災害発生時の訪日外国人

旅行者向けの対策も重要な課題です。 

特に、都市機能、人口が集中し、社会経済活動の中枢でありわが国の頭脳となっている

首都圏においては、災害に対する脆弱性を内在していることから、首都機能の維持を図る

ため、詳細に災害リスクを評価するとともに発災に備えた対策を施しておくことは、これ

までにも増して重要かつ喫緊の課題となっています。 

 

そこで、本プロジェクトにおいては、以下に掲げる 3 つのサブプロジェクトの推進、有

機的連携を通じて、官民一体の総合的な事業継続や災害対応、個人の防災行動等に資する

データの収集・整備を目指します。 

 

（a）首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向けた連携

体制の構築 

（b) 官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備 

（c) 非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備 
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本プロジェクトの推進に当たっては、防災科研が有する、又は管理・利用する研究開

発基盤（施設・設備・リソース等）を活用した大学等との連携方策等について提案を募

り、オールジャパンによる研究推進体制を構築し、本プロジェクト終了時における研究開

発成果の最大化を図ります。 

 

 本報告書は「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」のうち、「（b）
官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備」に関する、平成 30 年度の実施内

容とその成果を取りまとめたものです。 
 
「官民連携による超高密度地震動観測データの収集・整備」（以下、本サブプロジェクト）

の目的は、政府関係機関が保有する首都圏に整備された稠密かつ高精度な首都圏地震観測

網（MeSO-net）と全国規模の地震観測網（K-NET・KiK-net、Hi-net 等）により得られるリ

アルタイムの観測データ、民間が保有する地震観測データを統合した超高密度地震動観測

データを収集・整備することです。これらのデータにより、これまでに解明を進めてきた

地震像の精緻化や都市の詳細な地震被害評価に資することを目指しています。 
 

本サブプロジェクトは、「(1)官民連携超高密度観測データ収集・整備」と「(2)マルチデ

ータインテグレーションシステムの検討」の二つの研究課題から構成されています。前者

の課題では、首都圏の地震像や地盤特性を明らかにするために、より稠密かつ確実に地表・

地中の観測データ等の収集・整備を行います。後者の課題では、首都圏の揺れの様子を超

高解像度で把握するため、大量かつ多様な地震データを統合するシステムについて検討し

ます。さらに、様々なデータを取り入れることにより、地震発生直後の揺れの迅速な把握

に加えて、過去の大地震の揺れの推定や将来の大地震による揺れの予測等に資するデータ

解析手法を検討します。また、マルチデータインテグレーションシステムの入力の一部と

して想定している民間企業が保有する地震データは、サブプロジェクト「（a）首都圏を中

心としたレジリエンス総合力向上に資するデータ利活用に向けた連携体制の構築」が運用

するデータ利活用協議会を通じて取得・利用するとともに、マルチデータインテグレーシ

ョンシステムの出力となる地震動データや揺れの指標データについては、サブプロジェク

ト(a)および「（c) 非構造部材を含む構造物の崩壊余裕度に関するデータ収集・整備」から

の要望も加味しながらシステム開発の検討を進めます。 

 

平成 30 年度は、5 か年計画で進める本プロジェクト開始の 2 年度にあたります。新た

なセンター機能が防災科研に構築された首都圏地震観測網（MeSO-net）を安定運用し、

稠密かつ良質な首都圏の地震動データを収集しました。また、マルチデータインテグレ

ーションシステムの開発やそれに必要な地盤特性の検討や新たな観測技術の開発を継続

し、大量のデータを利用して首都圏周辺の地下構造や地震像の解明に向けた手法開発が

進められています。これらの成果を着実に積み重ねて、首都圏を中心としたレジリエン

ス総合力の向上に貢献していきたいと考えています。 
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1. プロジェクトの概要 

 

1.1 目的 

 

本プロジェクト（サブプロジェクト(b)：官民連携による超高密度地震動観測データの

収集・整備）では、政府関係機関が保有する首都圏に整備された稠密かつ高精度な首都圏

地震観測網（MeSO-net）と全国規模の地震観測網（K-NET・KiK-net、Hi-net 等）により得

られるリアルタイムの観測データ、民間が保有する地震観測データを統合した超高密度地

震動観測データを収集・整備することを目的としている。また、これらのデータによりこ

れまでに解明を進めてきた地震像の精緻化や都市の詳細な地震被害評価に資することを目

指している。そのために(1)官民連携超高密度観測データ収集・整備と(2)マルチデータイ

ンテグレーションシステムの検討の 2 つの項目で研究開発を進めた。 

 

1.2 各課題の概要 

 

(1) 官民連携超高密度データ収集（防災科研が実施） 

首都圏における稠密な地震観測データを確実に収集するために、MeSO-net を安定的

に運用するとともに、MeSO-net のホームページを構築し、収集した地震波形データ

の公開を開始した。 

 

(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 

 

(a) 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（防災科研が実施） 

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とともに、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。さらに、東京ガス株

式会社による SUPREME やスマートフォン地震計等の記録を試験的に統合した。 

 

(b) MeSO-net 観測点における地表地震記録の推定（防災科研が実施） 

MeSO-net地震計と同じセンサ特性を持つ 3 成分地震計兼微動観測機器により、 各

MeSO-net 観測点において微動アレイ観測および解析を実施した。また地表地震計と

して一定期間臨時観測を行い、地中から地表までの増幅特性および計測震度増分を

評価した。 

 

(c) スマートフォンによる揺れ観測技術の開発（防災科研が実施） 

前年度に引き続き首都圏の住宅・企業等を対象にモニター募集を行い、スマートフ

ォン地震計インストール済み端末を設置した。また地震計の設置を簡便かつ確実に

するために設置治具のプロトタイプを開発し、加振実験により評価した。 
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(d) 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 

（株式会社東芝が実施） 

MEMS センサを搭載した揺れデータ伝送無線機を試作するとともに、室内での動作試

験と調整を実施した。また、12 月より東京大学内に 5 台の試作機を設置し、屋外で

の試験観測を開始した。 

 

(e) 首都圏における過去/未来の地震像の解明（東京大学、温泉地学研究所が実施） 

MeSO-net 等から得られたデータを元にして、首都圏における地震波異方性速度構造

解析に着手し、伊豆地方も含めたプレート構造モデルおよび 3 次元減衰構造モデル

の高度化を実施した。地震活動の予測精度向上を目指し、3 次元階層的時空間 ETAS

モデルの高度化を実施し、本震直後の余震分布の推定手法の開発や地震動イメージ

ングモジュールのプロトタイプの検証を行った。 

 

(3)サブプロジェクト(b)の管理・運営 

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。 
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2. 研究機関および研究者リスト(サブプロｂ)

所属機関 役職 氏名 担当課題

東京大学地震研究所 准教授 酒井慎一 研究統括

3.2.2.5
防災科学技術研究所首都圏ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ

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

研究統括

センター長

青井 真 研究統括

3.2.1
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 上野 友岳 3.2.1
防災科学技術研究所首都圏ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ 契約専門員 川北 優子 3.2.1
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 3.2.2.1
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 3.2.2.1
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 3.2.2.1
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 3.2.2.1
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 3.2.2.1
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 3.2.2.1
防災科学技術研究所社会防災ｼｽﾃﾑ研究部門 主任研究員 中村 洋光 3.2.2.1
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 3.2.2.1
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 3.2.2.1
防災科学技術研究所社会防災ｼｽﾃﾑ研究部門 主幹研究員 先名 重樹 3.2.2.2
防災科学技術研究所社会防災ｼｽﾃﾑ研究部門 研究員 若井 淳 3.2.2.2
防災科学技術研究所社会防災ｼｽﾃﾑ研究部門 特別技術員 東 宏樹 3.2.2.3
株式会社東芝 研究開発ｾﾝﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 主任研究員 佐方 連 3.2.2.4
東京大学地震研究所 准教授 加藤愛太郎 3.2.2.5
東京大学地震研究所 准教授 鶴岡 弘 3.2.2.5
東京大学地震研究所 准教授 長尾大道 3.2.2.5
東京大学地震研究所 特任助教 熊澤 貴雄 3.2.2.5
東京大学地震研究所 特任研究員 石瀬 素子 3.2.2.5
東京大学地震研究所 特任研究員 尾形良彦 3.2.2.5
東京大学地震研究所 特任研究員 中村亮一 3.2.2.5
東京大学地震研究所 技術職員 佐伯 綾香 3.2.2.5
大阪大学 助教 森川耕輔 3.2.2.5
神奈川県温泉地学研究所 所長 加藤照之 3.2.2.6
神奈川県温泉地学研究所 主任研究員 本多 亮 3.2.2.6
神奈川県温泉地学研究所 主任研究員 原田昌武 3.2.2.6
神奈川県温泉地学研究所 主任研究員 行竹洋平 3.2.2.6
神奈川県温泉地学研究所 技師 道家涼介 3.2.2.6
神奈川県温泉地学研究所 技師 安部祐希 3.2.2.6
神奈川県温泉地学研究所 非常勤職員 大石真由美 3.2.2.6
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3. 研究報告 

 

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 

3.2.1   官民連携超高密度データ収集 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

首都圏における地震像の精緻化や都市の詳細な地震被害評価に貢献するため、政府

関係機関が保有する、首都圏に整備された稠密かつ高精度な地震観測網（MeSO-net）
と全国規模の地震観測網（K-NET・KiK-net、Hi-net 等）により得られるリアルタム

の観測データ、民間が保有する地震データを統合した超高密度地震観測データを収集・

整備する。このうち本業務は、MeSO-net の安定的な運用を目的としている。 
 

(b) 平成３０年度業務目的 

 観測点から伝送されてくるデータの受信・蓄積をより安定させ、データの蓄積

状況の監視をする。 
 MeSO-net のホームページを作成し、観測の概要を広く周知する。また、地震

データをホームページからダウンロード可能にする。 
 MeSO-net 各観測点で発生する障害に対応して、首都圏における稠密な地震デ

ータを安定的に収集する。 
 

(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 上野 友岳 

防災科学技術研究所首都圏ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ  研究統括      青井 真  

防災科学技術研究所首都圏ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ 契約専門員 川北 優子 

  
(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

首都圏に約 300 カ所存在する MeSO-net データの受信・蓄積・監視システムの高度化を

進めた。また、MeSO-net のホームページを作成し、地震データのダウンロードを可能に

した。観測点の維持管理においては、障害ごとに個別対応を行った。さらに、地権者の都

合による工事のため観測点１点を廃止し、近隣に観測点 1 点を新設した。 
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(b) 業務の成果 

1) MeSO-net データの受信・蓄積

および監視システムの高度化  
 2007 年度から観測点を構築し始

めた MeSO-net1)は、2017 年度より

東京大学地震研究所（以下，地震研）

から防災科学技術研究所（以下，防

災科研）へ運用が移譲された。それ

に伴い、受信部およびデータ蓄積部

が防災科研内に構築された。構築し

た受信部において、サーバの負荷が

高くなり，データの受信に影響がで

ることがあったため、データ受信サ

ーバにおいて負荷分散の対策を実

施した。この対策により、リアルタ

イムで受信しているデータがほぼ

安定して蓄積できるようになった。

ただし、この対策は主系の受信サー

バでのみの対応であり、副系に対応

させるには別の対策が必要となる。 
 受信部における通信回線につい

ては 2017 年度に変更した NTT 東

日本が提供するフレッツ VPN サー

ビスを継続利用した。サービスではベストエフォート型ではあるが最大で 1000Mbps の通

信速度が許容されている。2018 年度については、この通信回線を理由としたデータ受信の

不具合はなかった。また、データの蓄積について，観測点維持管理情報を Web 上で共有で

きるシステムを構築し、データの欠測などの情報を共有するシステムの高度化を実施した。 
 MeSO-net には観測装置の動作や死活が監視できるように自動的に情報を受信部へ送信

する仕組みが存在する。これらは観測装置から通信装置にいたるまで管理情報

（Management Information Base : MIB）を持たせて、Simple Network Management 
Protocol (SNMP) を用いたシステム情報をさらに統合監視ソフトウエア（Zabbix）でまと

めて可視化している。2018 年度には上記の機器監視情報に加えて、Web 上で地震波形の

確認ができるツールを開発した。このツールによってリアルタイムで波形を表示する（図

1）ことが可能となった。そのため，観測点の作業時や監視システムによる警告発生時に、

波形データを瞬時に確認できるようになり、観測状況を担当者間で共有することが容易に

なった。また、Root-Mean-Square (RMS) 振幅値の表示の高度化によって俯瞰的に波形の

特徴を把握することができるようになった。 
 

 
図 1．MeSO-net のデータ監視システムで高度化
したリアルタイムデータ表示（E.RMSM 観測
点）。上から観測点地図，上下動成分，南北成分，
東西成分，温度，気圧記録をリアルタイムで表示
している。 
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2）MeSO-net ホームページの作成と地震データの公開 
 MeSO-net について一般に広く認識してもらうため、ホームページを作成し（図 2）公

開した。構成は 
・MeSO-net とは（MeSO-net 構築の目的や経緯，構成の説明） 
・お知らせ（MeSO-net の観測点やデータ、システムに関するお知らせ） 
・波形画像（各観測点の連続波形画像） 
・波形データダウンロード（MeSO-net 地震データのダウンロード） 

の 4 項目からなっている。波形画像では，各観測点における各成分 1 時間分の連続波形を

最新から 3 ヶ月間表示できる。また、波形データダウンロード項目では，防災科研が MeSO-
net の運用を開始した 2017 年 4 月 1 日から地震データの取得が可能である。なお、デー

タダウンロードは高感度地震観測網（Hi-net）のデータダウンロードシステムに統合され

ており、登録ユーザは他の地震津波火山観測網と同様に誰もが MeSO-net 地震データを使

用することができる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2．MeSO-net ホームページ（URL: http://www.mesonet.bosai.go.jp/mrportal/top） 
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3) MeSO-net 観測点の維持管理 

2018 年度に実施した維持管理作業は、通信

回線障害や作業立会、消耗品類交換対応（図 3）
など軽微なものが 30 件程度、外観整備や地上・

地中機器類の交換作業が 6 件、また、故障した

機器類の修理を 4 件実施した。 

東京都大田区にある E.OMRM 観測点は設置

している学校の都合により撤去した（データダ

ウンロード可能期間は 2018 年 9 月まで）。こ

れに伴って、隣接の学校に N.KGHM 観測点を

新設した（データダウンロード可能期間は

2019 年 2 月から）。なお，観測点コードの最初

の文字は設置した機関の頭文字が採用されて

おり、東大地震研が設置した観測点は E，神奈

川県温泉地学研究所は OK、そして防災科研は

N となっている。その他，地権者の都合により

移設が検討された千葉県の E.KZ2M 観測点および神奈川県の E.MZPM 観測点は、協議の

結果、現状維持あるいは借地面積の変更をすることで対応が完了した。 
千葉県木更津市より道路整備のために移設の要望があった E.KNDM観測点については、

引き続き工事計画の結果待ちとなっている。また、学校校舎建て替えのために一時撤去中

の E.SKMM 観測点（東京都中央区）についても引き続き再設置場所を検討している。 
 
(c) 結論ならびに今後の課題 

首都圏地震観測網（MeSO-net）の安定運用を目的とし、データの受信・蓄積および監視

システムの高度化を実施した。この結果、各システムで稼働しているサーバの負荷が軽減

し、より安定してデータの受信・蓄積ができるようになり、監視システムの高度化で具体

的な地震データの受信状況も確認することができるようになった。さらに、MeSO-net の

ホームページを作成し、MeSO-net についての情報やデータ利用を広く周知した。観測点

の維持管理については全観測点の 1 割程度で軽微な故障があり対応をした。また、地権者

の都合により観測点の移設対応も行った。MeSO-net は運用開始から 10 年以上が経過し

はじめており、老朽化と思われる不具合に対してどのように対応していくか検討が必要で

ある。 
 
(d) 引用文献 

1)文部科学省研究開発局 東京大学地震研究所：首都圏でのプレート構造調査、震源断層

モデル等の構築等，首都直下地震防災・減災特別プロジェクト H21 年成果報告書，pp.10-
34，2008. 
 

 
図 3．MeSO-net 観測点の保守作業

（E.RMSM 観測点）。 
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(e) 学会等発表実績 

1)学会等における口頭・ポスター発表 

  なし 
 
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 

 
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 

平成 30 年度に引き続き MeSO-net データの安定収集を目的とした運用とデータの公

開を実施する。 
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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。 



11 
 

 

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。 
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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 

3.2.2.2  MeSO-net 観測点における地表地震記録の推定 

 
(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

MeSO-net の地中設置型地震計のデータから地表の揺れの様子を高精度に予測する

ために、各観測点での微動観測や地表における臨時地震観測を行うことにより、地盤

増幅特性の評価や地盤の S 波速度構造の推定を行う。 
 
(b) 平成３０年度業務目的 

   MeSO-net 地震計と同じセンサー特性を持つ 3 成分地震計兼微動観測機器（4 台）

を購入し、MeSO-net 観測点（187 地点）において微動アレイ観測および解析を実施

する。 
また、地表地震計として一定期間臨時観測を行うための設置位置・手法の検討、資材

調達および地震観測を MeSO-net 観測点（56 地点）で実施する。 
 
(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
防災科学技術研究所首都圏ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ 主幹研究員 先名 重樹 
防災科学技術研究所社会防災ｼｽﾃﾑ研究部門 研究員 若井 淳 

  
(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

・MeSO-net 地震計と同じセンサー特性を持つ 3 成分地震計兼微動観測機器を購入し、

各 MeSO-net 観測点において微動アレイ観測および解析を実施した。 
・MeSO-net 観測点において、地表地震計として一定期間臨時観測を実施するための設

置位置・手法の検討および資材調達を行い、一定期間臨時観測を実施することで地震

記録を取得し、地中から地表までの増幅特性を検討した。 
 

(b) 業務の成果 

1) MeSO-net 観測点における微動アレイ観測および解析 
a) 微動アレイ観測 

MeSO-net 地震計と同じセンサー特性を持つ 3 成分地震計兼微動観測機器（JU410）を

購入した。それらを用いて、対象となる MeSO-net 観測点 293 地点のうち、昨年度実施し

ていなかった千葉，東京，埼玉，神奈川および山梨の各都県内に設置されている計 187 地

点について微動アレイ観測を実施した（図 1）。図 2 に示すように、アレイ半径 60cm の 4
点極小アレイと１辺 10m 前後程度の 3 点不規則アレイを展開し、同時に 15 分間程度の観

測を行った。データ収録時のサンプリング周波数は 200Hz、レンジは±0.1G とした。 
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図 1 H.30 年度の極小・不規則アレイ微動観測実施地点（187 地点；桃色○） 

 
図 2 極小・不規則アレイ微動観測における微動計設置方法 

 
b) 観測結果の解析 

極小・不規則アレイ微動観測結果に対し、SPAC 法 1)および CCA 法 2)を用いて位相速

度解析を実施した。その上で、AVS30 等の増幅特性の抽出(C40)3)、分散曲線の直接深度

変換法(SPM)4)、簡易逆解析(SIM)等の逆解析手法 5),6)を用いて S 波速度構造等の地盤物

性値を推定した。図 3 に解析結果例として今年度に実施した地表地震観測地点のうち代表

的な地震観測点の S 波速度構造を示す。図には微地形区分を併記している。比較的固いロ

ーム台地と比較的軟弱な後背湿地や三角州の特徴の違いがある程度明確になっている。 
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図 3 極小・不規則アレイ微動観測記録の解析結果例（S 波速度構造；H.30 年度地表地

震観測実施地点) 
 
2) MeSO-net 観測点における地表地震観測および増幅特性の推定 
a) 地表地震観測 
 地表地震観測は、対象となる MeSO-net 観測点 293 地点のうち茨城県内の 15 地点およ

び千葉県内の 41 地点の計 56 地点について実施した（図 4）。観測期間は 1 地点あたり 2～
3 ヶ月とし、1 期で 14 地点ずつ観測し、計 4 期で実施した。 
図 5 に地震観測装置設置例を示す。対象観測点ごとに地震計(JU310 もしくは JU410)1 台

を使用した。地震計は固定板および防水容器に格納した。また、MeSO-net の既設引込柱

の分電盤から防護・防水処理された電源ケーブルを引いて接続した。それら全体をブルー

シートで養生しロープで固定し、観測井近傍に設置した。なお、データ収録時のサンプリ

ング周波数を 200Hz、レンジを JU310 については±1.0G、JU410 については±4.0G とし

た。 
b) 地表地震記録の取得および地中～地表における増幅特性の推定 

図 4 に示す各地震観測地点において地表および地中で記録が得られた地震の諸元を表 1
に示す。 

図 3 に示した地震観測地点と同じ地点における地中から地表までの増幅特性を図 6 に示

す。増幅特性は各観測地点における地中および地表で得られた地震波形からフーリエスペ

クトルを成分ごとに計算し、0.1～20Hz のバンドパスフィルターをかけ、対数ウィンドウ

（バンド幅 0.05Hz）で平滑化した上で、地中に対する地表の比をとった。各観測地点で地

震ごとにフーリエスペクトル比を求め、それらの平均を図 6 に示している。図 6 では比較

的固いローム台地と軟弱な後背湿地や三角州などの増幅特性の特徴の違いが明瞭となって

いる。 
図 3 に示した地震観測地点と同じ地点における地中から地表までの計測震度増分の平均

値を表 2 に示す。計測震度増分は、各観測地点における地中および地表で得られた地震波

形から気象庁の計測震度の方法 7)に従い計測震度を計算して、地表計測震度から地中計測

震度を差し引いて求めた。これを各観測地点において地震ごとに行い、その平均値を算定

した。表 2 では、比較的軟弱な後背湿地や三角州などで概ね 0.5～1.0 の範囲内である一方
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で、比較的固いローム台地で 1.0 を超える地点が比較的多くみられることは特徴的である。 

 
図 4 H.30 年度の地表地震観測実施地点（56 地点；赤色○） 

 
 

 
図 5 地表地震観測装置設置状況例（E.TYNM；高柳西小学校） 
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表 1 H.30 年度地震観測地点の地表および地中地震計で記録された地震の諸元 

 

 

図 6 H.30 年度地震観測実施地点における地中から地表までの増幅特性（青実線；NS 成

分，赤実線；EW 成分，黒実線；UD 成分，緑破線；増幅倍率 1 倍） 
 
 
 
 
 
 
 

origin time Lat.(deg.) Lon.(deg.) depth(km) Mj epicenter name

20180517 12:12:31.7 35.715 140.730 52 5.3 northeast of Chiba

20180617 15:27:21.8 36.455 139.172 14 4.6 south of Gunma

20180707 20:23:48.9 35.165 140.592 57 6 off east coast of Chiba

20180731 17:42:20.2 37.155 141.228 21 5.8 off Fukushima

20180905 05:11:19.9 36.475 141.337 60 5.5 off Ibaraki

20180914 14:35:24.2 36.740 140.608 7 4.9 north of Ibaraki

20181127 08:33:51.1 36.072 139.863 44 5 south of Ibaraki

20181208 10:54:02.5 37.030 141.343 50 5 off Fukushima
20181212 17:49:56.1 36.447 140.578 56 4.3 north of Ibaraki
20190118 21:46:25.1 35.920 140.432 54 5.3 south of Ibaraki
20190206 17:26:17.7 36.018 139.900 41 3.6 south of Ibaraki
20190220 20:24:56.4 36.070 139.853 43 3.7 south of Ibaraki



21 
 

表 2 H.30 年度地震観測実施地点の地中から地表までの計測震度増分の平均値（赤字） 

 

 
 
(c) 結論ならびに今後の課題  

MeSO-net 地震計と同じセンサー特性を持つ 3 成分地震計兼微動観測機器を購入し、各

MeSO-net 観測点において微動アレイ観測および解析を実施し、S 波速度構造等の物性値

を推定した。また、地表地震計として一定期間臨時観測を実施するための設置位置・手法

の検討および資材調達を行い、一定期間臨時観測を実施することで地震記録を取得した。

得られた地中および地表の地震記録を用いて、地中から地表までの増幅特性および計測震

度増分を評価した。 
微動アレイ観測については今年度をもって対象となる 293 地点すべて完了した。地表地

震観測については、次年度も引き続き 80 地点程度で実施する予定である。 
 
(d) 引用文献  

1) Aki, K.: Space and time spectra of stationary stochastic waves, with special 
reference to microtremors, Bull. Earth. Res. Inst. Univ. Tokyo, 35, pp.415-457, 1957. 

2) Cho, I., S. Senna, and H. Fujiwara: Miniature array analysis of microtremors, 
Geophysics, 78, KS13–KS23, doi:10.1190/geo2012-0248.1, 2013. 

3）紺野克昭・片岡俊一：レイリー波の位相速度から地盤の平均 S 波速度を直接推定す

る方法の提案，土木学会論文集，647/I-51, 415-423, 2000. 
4）Satoh, T., C. J. Poran, K. Yamagata, and J. A. Rodriguez: Soil profiling by spectral 

analysis of surface waves, in Proc. 2nd International Conference on Recent 
Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, vol. 2, 
pp.1429–1434, 1991. 

5）Pelekis, P. C., and G. A. Athanasopoulos: An overview of surface wave methods 
and a reliability study of a simplified inversion technique, Soil Dyn. Earthquake 
Eng., 31, 1654–1668, 2011. 

6) Arai, H., and K. Tokimatsu: S-Wave velocity profiling by inversion of microtremor 
H/V Spectrum, Bull. Seismol. Soc. Am., 94, pp.53-63, 2004. 

7) 気 象 庁 HP ： 計 測 震 度 の 算 出 方 法 ，

https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/kyoshin/kaisetsu/calc_sindo.htm． 
 

Under Surface S-U Under Surface S-U

20180517 12:12:31.7 52 5.3 northeast of Chiba 1st 1.41 2.33 0.92 1.34 2.10 0.76

20180617 15:27:21.8 14 4.6 south of Gunma 1st 1.37 2.27 0.90 0.88 1.56 0.68

20180707 20:23:48.9 57 6 off east coast of 1st 2.19 3.06 0.87 2.13 3.02 0.89

0.90 0.78

E.MBSM

計測震度増分（平均）

term
E.NDOM

計測震度増分（平均）地中（深さ２０ｍ）から地表の震度増分

origin time depth(km) Mj epicenter name

Under Surface S-U Under Surface S-U Under Surface S-U Under Surface S-U

20181127 08:33:51.1 44 5 south of Ibaraki 3rd 1.31 2.24 0.93 0.82 2.19 1.37 1.53 2.42 0.89 1.19 2.52 1.33

20181208 10:54:02.5 50 5 off Fukushima 3rd 0.66 1.64 0.98 0.02 1.53 1.51 0.87 1.75 0.88 0.47 1.80 1.34

20181212 17:49:56.1 56 4.3 north of Ibaraki 3rd 0.18 1.16 0.97 -0.19 1.30 1.49 1.21 2.47 1.27 0.54 1.84 1.31

0.96 1.46 1.01 1.32

E.U1CM

地中（深さ２０ｍ）から地表の震度増分 計測震度増分（平均） 計測震度増分（平均） 計測震度増分（平均） 計測震度増分（平均）

term
E.SSSM E.SRTM E.TSRM

origin time depth(km) Mj epicenter name

https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/kyoshin/kaisetsu/calc_sindo.htm
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(e) 学会等発表実績 

1)学会等における口頭・ポスター発表 

なし 
 
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 
 

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 

H30 年度に引き続き MeSO-net 観測点の地表（８０地点）において、一定期間臨時観測

を実施することで地震記録を取得し、地中・地表の増幅特性を検討する。H30 年度までに

観測した微動アレイ観測結果より、想定サイト増幅係数を検討する。 
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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 

3.2.2.3  スマートフォンによる揺れ観測技術の開発 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

「官民連携による超高密度地震観測データの収集・整備」において首都圏における

より稠密な地震観測データの収集を可能にするために、スマートフォンを用いた揺れ

の観測技術の開発を行う。 
 
(b) 平成３０年度業務目的 

   前年度に引き続きモニターを募集しスマートフォン地震計を設置する。サーバの対

多数同時接続テストを行い、大規模展開時の実効性を確認するとともに、API 等によ

る配信システムのプロトタイプ開発を行う。 
 
(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
国立研究開発法人防災科学技術研究所 特別技術員 東 宏樹 

 
(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

 1) 首都圏の住宅・企業等を対象に一般モニター募集を継続し、スマートフォン地震計端

末を設置した。 
 2) モニターからの問い合わせ対応ならびに運用状況の把握を行った。 
 3) 計測データ情報の集約及び API による外部提供を行う仕組みの構築を行った。 
 4) 開発した治具プロトタイプを用いた加振実験を実施した。 

※なお、サーバ負荷試験は上記 4 業務を優先し、次年度での繰越実施とした。 
 
 (b) 業務の成果 

1) 新規観測参加者の募集 

 募集は次の URL に示すエントランス・ウェブサイトで常時実施している。 
https://www.jishincheck.com 

また、展示会や研究発表会の会場でも PR し、上記ウェブサイトからの応募を促した。 
 
2) モニターからの問い合わせ対応ならびに運用状況の把握 

a) モニターからの問い合わせ対応 

2018.年度の運用管理の中で設置ユーザーからの問い合わせが３件あり、対応した。 
 

b)運用状況の把握 

データ集約クラウドサーバから端末の稼働状況を収集した結果を示す。 
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2019 年 3 月 20 日現在の稼働数は配布 76 台中、24 台（35%）となっている。 

 
図１ 2019 年度旬別稼働状況グラフ 

 

c) ユーザーからの意見集約 

2019 年 3 月時点で設置しているモニターを対象にアンケートを依頼した。 
70 名にメールを送付し、2019 年 3 月 25 日までに 31 名（回答率）を得た。アンケート

集計および個別のユーザーからの意見は、分析した後、ユーザーへの対応や運用の最適化

に活かす予定である。 
 
d) 設置状況の確認 

 2018 年度の設置状況は以下の表１．表２．のとおり 32 台設置した。 
なお、設置状況は申込時 web から入力された情報により把握している。 
 
    表１．建物構造 

 
     表２．全棟数分の木造棟数の建築年 

 

建物構造 2017年度 2018年度 通年

RC造 15 16 31

鉄骨造 9 1 10

木造 20 15 35

合計 44 32 76

建築年 2017年度 2018年度 通年

1980年以前 3/3 1/2 4/5

1981～1990年 3/7 4/6 7/13

1991～2000年 7/16 2/4 9/20

2001～2010年 4/12 5/13 9/25

2011年以降 3/6 3/6 6/12

不明 0/0 0/1 0/1

合計 20/44 15/32 35/76



25 
 

3) 計測データ情報の集約及び API による外部提供を行う仕組みの構築 

スマートフォン地震計データは、防災科研のクラウドサーバ(icomi.geonavi.com)に集約

され登録ユーザーはそのデータを閲覧できる。このデータを広く利用して、建物の被災度

計算や他の防災情報とのマッシュアップサービスを行うためには、別のサーバとのデータ

連携が必須である。そこで、サーバのデータを外部ユーザーに提供する API を開発した。

既存の icomi.geonavi.com のデータを API 搭載サーバに移行することによって、スマート

フォン地震計のデータをより広く活用できる。以下に API の目次を図２に示す。 

 
図２ スマホ地震計 API 目次 

4) 治具プロトタイプの設計開発ならびに加振実験 

 治具のプロトタイプ版を開発し、複数の治具で比較した加振実験を行った。 
a) 治具プロトタイプの設計ならびに開発 

スマートフォン地震計の設置を簡便かつ確実にするために、スマートフォン端末を壁や

床に直付け（両面テープなどを使用）した設置方法に限らず、設置治具の利用が望まれる。

前年度の治具加振実験結果から、スマートフォンをしっかり固定できかつ着脱が容易なこ

とが治具としての必須条件であることが示された。そこで本開発では、αタイプ（サイズ

固定）とβタイプ（サイズ可変）の 2 種類の治具を開発した。 
 

 
図３ αタイプ治具（左）βタイプ治具（右） 
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b) 比較振動実験の実施 

開発した 2 種類の治具を使った計測データを比較するために、サブプロ(c)と連携し、E-
ディフェンスにおいて木造建屋の揺れを計測した。図４に試験体の木造住宅を示す。 
 

 
図４ E-ディフェンス実験の試験体（3 階建て木造住宅） 

 
図５に地震計の設置状況を示す。各地点では以下の様に設置した。 
1) 床：直置きし、両面テープで固定 
2) 壁（向かって左の地震計）：従来どおり壁に直付けし、両面テープで固定 
3) 壁（中央の地震計）：αタイプ治具に設置し、治具はビス留めして固定 
4) 壁（向かって右の地震計）：βタイプ治具に設置し、治具は両面テープで固定 
 

 
図５ スマートフォン地震計の設置状況（4 地点とも同様に設置） 
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c) 加振実験の結果ならびに評価 

計測点における壁付とαタイプ、βタイプの計測データからパワースペクトルを比較

した。表３に例を示す。 
表３ パワースペクトル比較（加振 No.6 [2019/2/1, 17:00]、B 棟 2 階 x 方向）

 
 
(c) 結論ならびに今後の課題 

1)スマホ地震計の展開に関する結論と課題 

 モニターを募集しての観測を昨年度に引き続いて実施し、2019 年 3 月 20 日現在、ユ

ーザー登録数は 76 人で、稼働地震観測点数は 24 である。配布数に対して少なくとも

60%以上の稼働率を目標としたが、H30 年度末の稼働率はこれをクリアしておらず、次

年度以降何らかの方策が必要である。 
 
2)治具加振実験比較計測に関する結論 

揺れ計測の結果、どの設置点も治具によるパワースペクトルの違いは少なかった。したが

って、αタイプとβタイプはどちらも従来の直付けと同等の計測が可能であると考えられ
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る。βタイプで計測可能ということは、大きさの異なるスマートフォンでも同じ治具を使

って設置できる、という大きな利点を得たことになる。今後の治具改良の方向性とする。 
 
 (d) 引用文献  
1) 藤原広行・東宏樹・内藤昌平・先名重樹・中村洋光・はお憲生・吉田稔・結城昇・平山

義治，センサークラウド技術を用いた建物の地震応答情報共有システム，日本地震工学

会論文集，第 13 巻、第 5 号，44-61．2013. 
 

(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 

 
(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 
 

2)ソフトウエア開発 

・ なし 
 

3) 仕様・標準等の策定 

・ スマホ地震計クラウドサーバAPIの策定 
 

(3) 平成３１年度業務計画案 

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 
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 

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 
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前年度に引き続きモニターを募集しスマートフォン地震計を設置する。具体的には、応募

者を増加させつつ稼働率を現在の 35％程度から 60%程度に向上する。また、前年度までの

モニターからのフィードバック等を踏まえ、稼働率改善のための検証ならびに対応を行う。

治具に関しては、H30 年度ではプロトタイプ治具を開発し、加振実験を行ったが、2019 年

度ではこれらの検証結果を踏まえた治具の標準仕様を開発する。 
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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 

3.2.2.4 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 

  
(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

本委託業務では、国立研究開発法人防災科学技術研究所（以下「防災科研」という。）

が維持し、運用の安定化・高度化を目指す 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（K-NET、Hi-net 等）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、防災科研と連携して開発する。具体的には、

「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」として、東

京理科大学の技術助言を受けつつ、MeSO-net の各観測点をハブとするサテライト観測

を実施するためのデータ伝送技術を開発し、その有効性を検証する。 

 
(b) 平成３０年度業務目的 

   サテライト観測技術を検証するために、揺れデータ伝送無線機の試作機を複数製作

し MeSO-net 観測点の周辺での試験観測に着手する。 

 
(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 
株式会社東芝 研究開発ｾﾝﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 主任研究員 佐方 連 

 
(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

・揺れデータ伝送無線機を試作した。 

・揺れデータ伝送無線機の設置前の動作試験を行った。 

・揺れデータ伝送無線機を MeSO-net 観測点周辺に設置し、地震観測を開始した。 

 

(b) 業務の成果 

1) 揺れデータ伝送無線機の試作 

a) サテライト観測点における揺れデータの無線伝送機能 

平成 29 年度の検討において、揺れデータの無線伝送機能を下記のとおり実現する方針

を定めた。無線通信方式には、防災や減災のためのセンシングシステムに 920MHz 帯の特定

省電力無線を採用した。この無線方式は、伝送できるデータ量が少ないものの、ユーザー

は免許や登録なしに無線機を使用することができ、見通し環境であれば 1km 以上の無線通

信が可能である。従って街中で地震に関する情報を伝送する使いやすいシステムの構築に

ふさわしい。ただし街中では建物などの影響により、通信距離が 100～300m 程度と短くな

る。そこで、遠方の無線センサが測定した情報を隣接する周囲の他のセンサが中継して伝
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送し、MeSO-net 観測点までデータを届ける、マルチホップネットワークを形成することと

した。さらに、設置やメンテナンスの容易さを追求するために、電源線が不要で、電池で

数年に渡り駆動できることを目指すこととした。これらの要求を実現する無線通信技術と

して、省電力無線マルチホップネットワーク(LPMN: Low Power Multihop Network)を採用

した 1)。LPMN は図１のように、複数のノードと呼ばれる無線センサ装置と、1 台のコンセ

ントレータと呼ばれるノードの管理装置から構成される。そしてバケツリレー方式で遠方

からデータを収集する無線マルチホップネットワークを形成する。無線方式には 920MHz 帯

特定省電力無線を採用している。 

 

 

図１ LPMN システム構成 

 

LPMN は、10 分に 1 度程度の通信であれば、電池で 10 年以上駆動できる。LPMN では自律

的に時刻を分けて無線通信する時分割通信方式を採用し、通信していない時間帯はスリー

プして消費電力を落とす。例えば、上述の揺れの測定結果を最大加速度のような特徴量に

変換し、10 分に 1 回の通信で伝送すれば、長時間の電池駆動が可能となる。 

しかし、無線機とは別にセンサが常時動作し続け電流が流れ続けると、上記のような 10

年の電池駆動は実現できない。そこで、地震の揺れが無いと見なせる時にはセンサ及び無

線機は待機状態に入ってスリープすることで消費電力を下げ、地震を検出した場合には揺

れの測定及び通信を開始する機能を、本プロジェクトの中で開発する。実現案として、待

機状態において予め設定した一定の加速度を超える揺れを観測したら、外部に対してトリ

ガをかける機能を有するセンサ MPU-92502)を試用することも前年度に決定した。 

 
b) 揺れデータの収集機能を組み込んだ試作機の製作 

省電力無線マルチホップネット機能と MPU-9250 を接続した無線機基板は前年度に試作

し、集約装置からの指示より一定時間の揺れデータを測定し収集する動作まで確認した。 

本年度はこの機能を改良し、揺れがあったときに自らそれを検出して測定を開始し、そ

のデータを収集する機能を作成した。測定時以外はセンサをスリープして電流を抑えるこ

とが望ましいが、制御が複雑になる。そこで本年度はセンサを常に起動状態とした。また

 
コンセントレータ

ノード



32 
 

センサデータをチェックするマイコンは、省電力無線メッシュネット動作に従いスリープ

するものの、センサがデータをサンプリングした際に一瞬だけ起床し、センサデータのチ

ェックを行うこととした。 

揺れを検出する仕組みを図２に示す。例えば 30Hz で加速度をサンプリングさせること

を考える。マイコンは 30Hz の頻度で起床とスリープを繰り返し、起床した際にセンサから

データを取得し、閾値と比較する。閾値の一例として±3gal を設定した場合、取得データ

の加速度が XYZ の 3 軸のいずれかで加速度の絶対値が 3gal を超えていなければ、そのデ

ータは破棄する。もし 3gal 以上であれば、その時点から一定時間の加速度波形をマイコン

内に記録する。この記録時間は例えば 1 分などを設定できるようにした。記録したデータ

は、省電力無線マルチホップネット機能を用いてコンセントレータへ送られる。 

 

 
図２ 揺れ検出の仕組み 

 
これら機能を搭載した無線基板を防水ケース内に固定し、図３に示すような試作機を作

成した。MEMS センサは振動をより正確に測定できるよう底面に固定した。また、より長時

間の測定を可能とするために単１電池を２本搭載できる電池ボックスを内蔵した。無線ア

ンテナは筐体外に取り付けできるよう、防水コネクタを用いて外部に端子を設けた。 

 

 

図３ 試作機の外観と製作過程 

熊本地震の本震の波形

例）±3galを閾値に設定

ここで地震を検出
揺れ始めから250ms程度

記録開始

（１）
底面にMPU-9250を固定

（２）
板を置き、さらに単１電池×２の
電池ボックスを設置

（３）
無線及び制御マイコン基板は
天面に固定
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2) 揺れデータ伝送無線機の設置前の動作試験 

MeSO-net 観測点周辺への装置の設置に先立ち、室内で振動の観測と無線伝送を試験した。

装置の設置の様子を図４に示す。川崎市にある４階建ての研究施設の建屋の２階に、装置

を５台並べて配置した。そして前節に記した揺れをトリガに振動観測を開始する機能を動

作させた。センサのサンプリングは 100Hz とした。集約装置はここから約１０ｍ離れた場

所に置いた。 

まず、地震があったと判定する閾値を調整した。MEMS センサ内部で発生する雑音や周囲

の地震以外による揺れに対する反応を出来るだけ抑えつつ、地震にはできるだけ敏感に反

応させたい。動作試験の結果、5gal だと、MEMS センサの内部で生じる雑音や、地震以外の

揺れを検知し、不要な動作を頻繁に繰り返してしまうことが分かった。6gal に設定すると、

人の往来がある日中は一時間あたり最大で６回程度、そして夜間はほぼ反応しないことが

分かった。そこで閾値を 6gal とすることにした。このパラメータで動作試験をした結果、

2018 年７月７日に川崎市で震度２を記録した地震を、揺れデータ伝送無線機にて自動でと

らえることができた。この波形を図５に示す。本システムにより地震発生時に揺れを観測

できることが確認できた。 

 

 
図４ 室内での動作試験 

 

 
図５ 室内での動作試験で捉えた揺れ 

 

3) 揺れデータ伝送無線機を MeSO-net 観測点周辺に設置 
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東京大学本郷キャンパスにある MeSO-net 観測点の周囲にサテライト観測点を構築する

ことを想定し、まずは５台の揺れデータ伝送無線機を、2018 年１２月に観測点近傍に配置

した。具体的な配置箇所は図６の通りである。 

2019 年１月８日の午前１時３５分に東京都で震度２を記録した地震が発生した。揺れデ

ータ伝送無線機のうち ID03 は、これと同時刻に揺れを検知し、波形を測定してデータ収集

した。ただし測定波形には地震かどうか判断できる特徴は見つからなかった。揺れが小さ

く、反応こそしたものの波形は雑音に埋もれてしまっている状態であると考えられる。観

測は現在も継続しており、この間に震度２以上の地震が他にも発生していることから、収

集したデータを次年度以降に分析して地震観測の有無を確認する。 

 

 
図６ 東京大学本郷キャンパスへの装置設置 

 
 
(c) 結論ならびに今後の課題  

本年度はまず、サテライト観測点を実現するための MEMS センサを搭載した揺れデータ

伝送無線機を試作した。そして室内で動作の試験とパラメータの調整を行った。その結果、

振動をトリガに無線でデータ収集できることを確認した。さらに東京大学に設置中の

MeSO-net 観測点の周囲に５台の揺れデータ伝送無線機を配置し、１２月より地震観測を開

始した。今年度に収集したデータは今後分析を進め、地震が観測できているかを検査した

い。また観測点数を増やしてより大規模な観測を実現したい。 

 
(d) 引用文献  
1) 長久保, 金, 工藤, 佐方, “省電力高信頼無線マルチホップネットワークにおける大

容量データ伝送方式,” 2018 年電子情報通信学会総合大会, B-5-104, 2018. 

2) “MPU-9250 |TDK,”  <https://www.invensense.com/products/motion-tracking/ 9-

axis/mpu-9250/> 2018 年 4 月 17 日アクセス. 

東京大学 本郷キャンパスマップ より抜粋
https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_12_01_j.html

送信機
ID01

ID03

ID02

ID04

ID05
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(e) 学会等発表実績 

1)学会等における口頭・ポスター発表 
・ 該当なし 

 
2)学会誌・雑誌等における論文掲載  
・ 該当なし 

 
3)マスコミ等における報道・掲載  
・ 該当なし 

 
(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 

・ 該当なし 
 

2)ソフトウエア開発 

・ 該当なし 
 

3) 仕様・標準等の策定 

・ MEMSセンサにより揺れを検知して測定を開始するためのパラメータを策定 

 

 
(3) 平成３１年度業務計画案 

平成３０年度に開始した試験観測結果をもとに改良した揺れデータ伝送無線試作機を

製作し、試験観測を追加実施する。また揺れデータ伝送無線機を長期間稼動できるよう高

度化を検討する。 
 平成３０年度の試験観測にて得られた振動波形は、雑音の量が多く、自動測定できた地

震も近隣での震度が２のものであった。より小さな地震でも観測できるよう、雑音量を抑

える工夫を検討する。具体的には、フィルタの導入や他の MEMS センサの試験を予定し

ている。また装置の数を増やし、観測箇所を増大させる予定である。 
また揺れデータ無線機の長期間の稼働に向け、より積極的にセンサや無線機をスリープ

させて省電力化を図る。具体的には、通常はセンサのサンプリング速度や精度を下げて揺

れを待ち受け、揺れを検出してからサンプリング速度や精度を上げて地震の揺れを測定す

る方法を試験する予定である。 
2019 年９月までに雑音量を抑え、さらに省電力化した装置を試作して、動作試験を行

う。また 2020 年３月までに、これらを屋外設置して地震の自動観測試験を行う。最終年

度までに３年以上の電池駆動の達成を目指すが、平成３１年度はまずは６か月以上の電池

駆動と、実地震の観測を目標成果とする。 
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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 

3.2.2.5  首都圏における過去/未来の地震像の解明（東京大学地震研究所） 

 
(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

国立研究開発法人防災科学技術研究所（以下「防災科研」という。）が維持し、運用の安

定化・高度化を目指す 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（K-NET、Hi-net 等）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、防災科研と連携して開発する。具体的には、首都圏の地震ハザード評価に資す

るため、首都圏中心部や伊豆地域における詳細な地下構造を提案し、首都圏における過去

～現在の地震像を解明し、将来の大地震による揺れの予測手法を開発する。統合された地

震観測データを用いてノイズレベルの高い首都圏でも適用可能な自動震源決定手法を高度

化する。さらに、歴史地震による揺れの分布を再現するとともに、3 次元階層化地震活動

予測モデルを開発する。 

 

(b) 平成３０年度業務目的 

 神奈川県温泉地学研究所と連携し MeSO-net 等から得られたデータを元にして、首都圏

および伊豆地方のプレート構造および 3 次元減衰構造を求める。2 次元階層的時空間 ETAS

モデルを高度化し、3 次元階層的時空間 ETAS モデルのプロトタイプの開発を行うととも

に、平成 29 年に得られた 3 次元 Q 構造を用いて、震度分布推定アルゴリズムのプロトタ

イプを開発する。ユーザが任意に選択した地震観測網の波形データに対して地震動波動場

の再構成を行い、得られた地震波動場を可視化する地震動イメージングモジュールを開発

する。 

 
(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

東京大学地震研究所 准教授 酒井慎一 

東京大学地震研究所 准教授 鶴岡 弘 

東京大学地震研究所 准教授 長尾大道 

東京大学地震研究所 准教授 加藤愛太郎 

東京大学地震研究所 特任助教 熊澤 貴雄 

東京大学地震研究所 特任研究員 石瀬 素子 

東京大学地震研究所 特任研究員 尾形良彦 

東京大学地震研究所 特任研究員 中村亮一 

東京大学地震研究所 技術職員 佐伯 綾香 

大阪大学 助教 森川 耕輔 
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(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

1) 神奈川県温泉地学研究所と連携して、MeSO-net 等から得られたデータを元にした首都

圏および伊豆地方のプレート構造および 3 次元減衰構造を求める。 

2) 2 次元階層的時空間 ETAS モデルを高度化し、3 次元階層的時空間 ETAS モデルのプロ

トタイプを開発する。 

3) 平成 29 年に得られた 3 次元 Q 構造を用いて、震度分布推定アルゴリズムのプロトタ

イプを開発する。 

4) ユーザが任意に選択した地震観測網の波形データに対して地震動波動場の再構成1) 2)

を行い、得られた地震波動場を可視化する地震動イメージングモジュールを開発し、実

データに基づく検証を行う。 

5) 本震直後に大量に欠損する不完全な余震データから、余震分布を短期間で推定可能な

手法を開発する。 

 

(b) 業務の成果 

1) 首都圏および伊豆地方の地下構造を推定するためのひとつの情報を得るべく、当該地域

（東経 138.5 度～141.5 度，北緯 34.5 度～北緯 37.0 度，深さ 0～180 ㎞）と対象とした P

波方位異方性速度構造解析に着手した。解析データとして、首都圏地震観測網（MeSO-net）

による、稠密かつ高精度な地震データを活用する。今年度は、解析に使用する地震および

観測点データを整備した（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  本解析で使用する地震（1877 地震）および観測点（500 観測点）分布図。 
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地震は、先行プロジェクトで震源決定された地震（2010 年 12 月から 2016 年 4 月）か

ら、震源決定精度の高い 1877 地震を選別した。観測点については、地中に設置されてい

る全ての MeSO-net 観測点を使用する（296 点）。加えて、対象領域内に設置されている

Hi-net を主とする 380 観測点のうち、解析で使用する 1877 地震を 200 以上観測している

204 観測点を解析に使用する。  
また、本解析領域は、変動幅の大きい複雑な浅部構造で特徴付けられ、この構造が走時

解析に影響を与えることが推測される。そこで、この影響を軽減するための観測点補正値

を求めた（図２）。さらに、図２の観測点補正値を用いて、解析に使用するデータを最も

よく満たす 1 次元速度構造の推定と、この構造に対する震源再決定を行った（図３）。こ

こで得られた１次元速度構造および震源を、３次元異方性速度構造解析の初期速度および

初期震源データとして使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 観測点補正値。観測点補正値は、関東・東海地域の平均的な速度構造 3)に対する観

測点ごとの平均的な走時残差により求めた。 
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図３ 1 次元速度構造解析と震源再決定における初期値と解析で得られた値。（左）1 次元

速度構造。（右）震源分布。 

 

首都圏の高密度地震計観測網 MeSO-net 記録の地盤特性について、平成 29 年度は３次

元減衰構造とサイト増幅特性を未知数とする同時インバージョンを行うことにより評価し

た。本年度は，近接する二つの観測点の地震動振幅の違いが地盤増幅の違いと仮定し、観

測点ペアの複数からなるネットワークから相対増幅率を評価し（図４）、その結果をイン

バージョン解析に取り入れることにより、３次元減衰構造をより精度よく求めることでき

た。よって，震度予測の高度化につながることが期待される。ただし，隣接する二観測点

の距離により解析範囲が狭くなるという課題が残される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 平面 （左）MeSO-net （右）K-NET 及び KiK-net[地表] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) MeSO-net[地中]と K-NET 及び KiK-net[地表]の比較 

HM:藤本・翠川(2006)の最大速度に対する関係 

図４ 得られた相対増幅率と J-SHIS による平均 S 波速度(AVS30)との比較 

log[AVS30](m/s) log[AVS30](m/s) 相対増幅率  相対増幅率  
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2) 関東地方直下 100km 深までの地震活動を解析・予測するために、CSEP 日本で予測を

試行中の２次元階層的時空間 ETAS（HIST- ETAS）モデルを拡張し、さらに東北沖地震の

影響を考慮した、経度 x 緯度 y 深さ z および時刻 t における地震活動度に関する 3 次元空

間の HIST- ETAS モデルのプロトタイプを作成した（図５）。  

 

 
 

図５  M9 東北沖地震が関東直下に与えた活動度の変化の各断面での画像。対数スケール
色票の単位は 9

357.1 event/day/deg
M

K = 。 黒小円は 1926 年からの M4 以上の地震で、白丸は
M9 の直後 1 か月以内に発生した M4 以上の地震。  
 

 

3) 関東地域は、地下構造が複雑のために震度分布形状が震央に対して同心円にならない。

歴史地震による揺れ分布を再現するためには、３次元減衰構造を用いて震度分布を推定す

ることが役立つと考えられる。このため本年度は、平成 29 年までに得られた減衰構造を用

いた震度分布推定アルゴリズムのプロトタイプの開発に着手した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図６ （左）2016 年 5 月 16 日 21 時 23 分の地震による震度分布（気象庁） 

（右）減衰構造を用いた推定震度分布 
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4) 平成 29 年度に開発した地震動イメージングモジュールのプロトタイプについて、MeSO-

net データに基づく動作検証テストを実施した。具体的には，平成 24～28 年の期間に関東

近郊で発生した最大震度 4 以上の地震 9 イベントを対象とし、東京都心部 16 カ所の MeSO-

net 観測点で得られた地震波形データを用いた場合、および東京 23 区全域 50 カ所の観測

点データを用いた場合について地震動イメージングモジュールによる地下構造パラメータ

と波動場の同時推定を行った。ただし、震源パラメータは推定対象とせず気象庁が発表し

た値をそのまま使用した。 

一例として、2015年9月12日に東京湾で発生したM5.2の地震で得られたMeSO-netデータ

に地震動イメージングモジュールを適用し、極めて強力なマルコフ連鎖モンテカルロ法で

あるレプリカ交換モンテカルロ法によって推定された地下構造（水平成層構造を仮定）の

層厚パラメータならびに速度応答スペクトル（図７）を示す。本イベントの場合、得られ

た結果は満足できるものであったが、他イベントの場合については、必ずしも満足な結果

を得るには至らなかった。これは、レプリカ交換モンテカルロ法の詳細な動作を規定する

パラメータの設定が様々なイベントに対して普遍的に対応するようなものではなかったこ

とが原因と考えられる。今回の動作検証テストにより今後、イベントごとにレプリカ交換

モンテカルロ法の動作パラメータを自動チューニングするような機能の追実装が必要にな

るとの結論を得た。 

(a) 

 

(b) 

 
図７  地震動イメージングモジュールによって推定された(a)地下構造モデルの層厚パラ

メータ、および(b)速度応答スペクトル。 
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5) 本震直後の余震データは、本震の影響により多くの余震データを観測することができ

ない。しかし，直接観測されたデータのみから余震分布を推定すると欠損値の影響により

推定される余震分布に大きなバイアスを生じてしまう（図８）。そこで余震検出確率をモデ

ル化し導入することで、観測データのみを用いた正しい余震分布の推定を行う。 

そのため、先行研究 4)ではある余震検出確率のモデルを導入し、多様な余震検出確率に

対応可能な手法を提案している。しかし、その手法には大きく分けて 2 つの重大な問題が

ある: (i)ある時点での余震検出確率が 2 時点前のデータに依存していると仮定している

点; (ii)周辺尤度を陽に表すことができない点である。まず(i)に関して、余震の検出確率

が直前２つの観測された余震の検出確率と”近い”という仮定を入れるのは自然だが、余

震の発生間隔は本震から時間が経過するほど長くなり、観測点ごとに時間スケールが異な

るため常に 2 時点前のデータに影響していると仮定するのは不自然である。また(ii)に関

して、周辺尤度とは観測されない量を積分消去した（ハイパー）パラメータの決定をする

際必要な尤度であるが、周辺尤度が複雑な積分を含むため近似計算や繰り返しの最適化を

行う必要がある。また推定値の収束性の理論保証も与えられていない。 

そこで本研究では、余震検出確率をモデル化する際ガウス過程を用いることでより表現

力が高く近似計算を必要としない余震分布の推定手法を開発した。ガウス過程は表現力が

非常に高いことが知られており、近年機械学習の分野でブラックボックスである観測され

ない複雑な構造に多く用いられている。またガウス過程を用いる理由はその表現力の高さ

だけではない。 

現在興味の対象である Gutenberg-Richter 則は指数関数の形で定義される。一方ガウス過

程では”ガウス”という名前がつくように多変量正規性を仮定するが、多変量正規分布と

指数関数は相性が良く積分計算が陽に行えるため、近似計算や繰り返し計算を用いず周辺

尤度を計算することを可能とする。 

図８ 余震の時間分布のイメージ 
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(c) 結論ならびに今後の課題  
地震波異方性の3次元速度構造解析のための初期データの準備が完了した。次の課題

は、数値実験によってデータの分解能を調べるとともに、実際のデータを用いた地震波異

方性速度構造解析5)を実施することである。地震活動度に関する3次元階層的時空間ETAS

モデルのパラメータは地域性の変化が著しく大きく、これらに平滑化の制約を付け、重み

の調節をABICの最小化によって決め、その上で逆問題として最適解を得たもので、予測精

度の向上が期待できる。地震動イメージングは適切に行われているものの、アルゴリズム

の根幹をなすレプリカ交換モンテカルロ法のパラメータの自動設定方法を再検討する必要

がある。余震検出確率をより柔軟で、近似計算を必要としないモデルで表現することで、

応用上扱いやすい余震分布の推定手法を開発した。今後は推定手法を実データへ適用する

ことを検討している。 
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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 
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2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

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 

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 

Schorlemmer, 
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 
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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 
 

2)ソフトウエア開発 

名称 機能 
３次元階層時空間 ETASモデ

ル（3D HIST-ETAD model）
（β 版 FORTRANプログラム） 

東北沖地震による誘発の影響を含む関東直下 3 次元

の地震活動を予測するための時空間 ETAS モデルの

パラメータのインバージョンと地震活動度予測のた

めのプロトタイプ 
 

3) 仕様・標準等の策定 

 なし 
 

(3) 平成３１年度業務計画案 

MeSO-net等で得られたデータを用いて首都圏および伊豆地方の詳細な地震波異方性

構造を明らかにし、これに基づいたプレート構造の精緻化のための検討を行う。地震

波減衰構造モデルを用いて震度分布推定アルゴリズムのプロトタイプの開発を進め

る。深さを考慮した関東直下の日常的地震活動の実用的3次元リアルタイム予測を目指

す。関東地方の地震活動の時空間分布を精度よく捉えるために、これまで確立してき

た統計モデルを改良し、3次元階層化地震活動予測モデルの開発に役立てる。自動震源

決定アルゴリズムの高度化に向け、多種多様な地震データを統一的に取り扱うことが

可能なデータ解析アルゴリズムを開発する。集客施設等において稠密な地震観測を行

い、揺れの不均質を明らかにし、地震による被害を受けた際、その被害の迅速な把握

や適切な避難誘導および避難訓練等に資する情報を得るための仕組みを検討する。 

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 



47 
 

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 

3.2.2.6 首都圏における過去/未来の地震像の解明（神奈川県温泉地学研究所） 

 
(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

国立大学法人東京大学と連携して、首都圏の地震ハザード評価に資するため、伊豆

地域における詳細な地下構造を 提案し、首都圏における過去～現在の地震像を解明

し、将来の大地震による揺れの予 測手法を開発する。統合された地震観測データを用

いてノイズレベルの高い首都圏でも適用可能な自動震源決定手法を高度化する。さら

に、歴史地震による揺れの分布を 再現するとともに、3 次元階層化地震活動予測モデ

ルを開発する。 
(b) 平成３０年度業務目的 

国立大学法人東京大学と連携して、MeSO-net 等から得られたデータを元にして、首都

圏および伊豆地方のプレート構造および 3 次元減衰構造を求める。長期間の地震カタロ

グを用いて、震源情報がもつ性質を明らかにする。従来の震源決定アルゴリズムを整理

し、統計学的手法としての特徴を分析し、空間相関を採り入れた多変量版の震源決定ア

ルゴリズムを開発する。  
 特に本委託業務では、伊豆地方のプレート構造や 3 次元速度構造の推定を担当し、 プ
レート等の面的形状を理解するために、レシーバ関数解析のためのデータの補完や解析

手法の改良等を行う。 
 

(c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

神奈川県温泉地学研究所 所長 加藤照之 
神奈川県温泉地学研究所 主任研究員 本多 亮 

神奈川県温泉地学研究所 主任研究員 原田昌武 

神奈川県温泉地学研究所 主任研究員 行竹洋平 

神奈川県温泉地学研究所 技師 道家涼介 

神奈川県温泉地学研究所 技師 安部祐希 

神奈川県温泉地学研究所 非常勤職員 大石真由美 

 
(2) 平成３０年度の成果 

(a) 業務の要約 

伊豆衝突帯（伊豆地方）のプレート構造や 3 次元速度構造の推定を目的とし、プレート等

の面的形状を理解するために、レシーバ関数（以下、RF とする）解析のためのデータの補

完や解析手法の妥当性の検討と結果の解釈を行う。 
 

(b) 業務の成果 
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本年度取り組むべき課題として、1) 神奈川県東部では観測データが不足しており構造

推定のためにはより多くのデータを取り込む必要がある、2) 稠密な観測網が存在する

にもかかわらず海洋モホ面に対応する明瞭な不連続面が検出できていない領域（伊豆衝

突帯北縁の丹沢山地とその周辺）の解釈、の二点がある。これら二つの課題を解決する

ため、データの補完と解析手法の妥当性について検討を行った。 

 

一つ目の課題をクリアするために、MeSO-net 観測点（図１の■と★）で得られた波形を

新たに用いて、神奈川県東部とその周辺におけるデータの補完を試みた。2008 年 4 月から

2017 年 3 月までの期間に MeSO-net の観測点で得られた遠地地震（震央距離 30˚–90˚、
M6 以上）の波形を用いて RF を作成した。新たに作成した RF を深さ変換し昨年度作成

した RF と合わせて空間的に平均することで RF 振幅の断面図を作成した（図２左）。

MeSO-net のデータの追加により、解析領域東部における観測点密度が向上し、不連続面

を検出できる範囲が広がったことがわかる。断面図(A),(B)では、東経 139.5˚–140.0˚でも、

深さ 10 km、30 km 付近に不連続面が検出されているように見え、新たに追加したデータ

もこの地域の構造の理解にとって重要であることが示された。 

図１ 昨年度の結果から推定した不連続面の深さ分布。 
■と★は昨年度使用した観測点。■と★は今年度新たに追加した観測点。赤、

ピンクおよび水色の線は、フィリピン海スラブ上面の等深度線 1),2),3)。 
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一方で、解析領域東部の RF を一つ一つ見ると、通常であれば 0 秒付近に大きく現れる直

達 P 波に対応するピークが見られず、これらの RF は特殊な波形を有することがわかる。

このように 0 秒付近の振幅が小さくなることは、厚くて低速度な表層の影響であることが

考えられる。そこで、全国標準モデルである J-SHIS 深部基盤モデルをもとに RF を合成

して、表層が RF にどのような影響を与えているのかを調べた。 
 
 

 

図 2 レシーバ関数の東西断面図。右がデータ補完前。左が補完後。図１に

(A)から (D)の位置を示す。緑の点線はフィリピン海プレートの上面位置

1),2),3)。●は、2007 年から 2013 年に発生した M1 以上の地震の震源（気象

庁一元化震源）。 
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解析領域東部に設置された二つの観測点を例に説明する（図３）。まず、赤い線で示してい

るのが、それぞれの観測点で得られた RF の平均波形である。次に、緑色の線で示したの

が、トモグラフィ解析で得られた構造 4)から抜き出した各観測点直下の一次元構造であり、

それをもとに合成した RF を同じ緑色の線で示している。青色の線は、その 1 次元構造の

浅部を、J-SHIS モデルに対応させたものであり、それをもとに合成した RF を同様に青色

の線で示している。青の RF を見ると、0 秒付近にピークが立たず、観測 RF が同様の特徴

を持つことが、表層の影響として説明できる。また、緑の RF と青の RF は、それぞれの

時刻で振幅の値が大きく異なる場合があるが、いずれの RF も基盤より深部は同じモデル

により合成されているので、その波形の違いの原因は浅部構造の違いにある。速度モデル

図３ MeSO-net 観測点(E.MNAM と E.GKSM)直下の１次元速度構造（緑線と青

線：それぞれ、地震波トモグラフィで得られたものと、浅部に J-SHIS の深部基盤

モデルを加えたもの）、および理論 RF（緑線、青線）と観測された RF（赤線）。 

図４ レシーバ関数の東西断面図。黒い点線は、図３に見られる RF のピー

クを図３の緑の構造を用いて深さに変換したときの位置。 
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内に黒い点線で示した不連続面における、Ps, PpPs, PpSs の到達時刻が 0-7 秒のそれぞれ

のバーの時刻に対応する。赤線で示した観測 RF は、青線で示した合成 RF と波形の特徴

が良く似ており、表層内の多重反射の影響が大きく現れていると解釈できる。RF の振幅

を Ps 変換波として深さに変換するとプレート境界のような位置にピークが戻る（図４の

黒点線）が、実際は基盤面での多重反射の影響であると考えられる。この状況では、もし

プレート境界からの変換波がこの付近の時刻に到達していたとしても、そのピークを識別

することは難しい。また、3-4km 程度の深さにある低速度表層の底面で励起されたと考え

られる Ps 変換波のピーク(図 3)は 10km 程度の深さに変換される(図 4)が、この誤差は RF
の変換に用いたモデルの浅部構造が実際とは異なることで生じると考えられる。これらの

結果から、全てのピークが Ps 変換波に対応することを仮定し、堆積層を考慮しない速度

構造 4)をリファレンスとして深さ変換した場合、正しく不連続面を検出することができな

い可能性が高いことがわかる。 
次に二つ目の課題である、解析領域中央部の観測点での RF に明瞭なピークが見えないこ

とについても、J-SHIS の速度構造を導入することによって説明が可能かを検討した。図

５に観測された RF と、図３と同様の構造で計算した RF を示す。この地域には丹沢山地

があり、低速度の表層はほとんど存在せず、よってその影響も RF 上にほとんど現れない。

RF 断面上で顕著なピークの連続が検出されていない(図 2)が、その原因は表層の影響では

説明できない。特に NMTDH の RF には目立ったピークが存在せず、深部に大きな速度ギ

ャップが存在しない可能性がある。この地域においては、島弧下部地殻は含水鉱物を含ま

ず高速度であると解釈している研究 5)もあり、島弧下部地殻が高速度でマントルとの速度

コントラストが小さいために、本研究において海洋モホ面が検出されない可能性も考えら

れる。 
ただし、全体的な波形の特徴は再現されている一方で、直達 P 波の振幅が理論値と大き

く異なっている。RF において直達 P 波振幅が小さくなることは、P 波の水平成分が相対

的に小さくなることを示しており、考えられる理由の一つとして表層の低速度層の存在が

あげられる。しかし、低速度層があるとすれば後続波部分にピークが現れるはずであるが、

前述のように後続波には目立ったピークが見られない。また、広域で同じような傾向があ

ることから観測点近傍のローカルな影響とは考えられない。現状ではこのような現象を説

明するための解が見つけられていないため、この領域には変換面が存在しないと言い切る

ことはできない。 
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(c) 結論ならびに今後の課題 

温地研が集約している地震波形に加え、MeSO-net の地震波形を用いて RF を作成し解

析領域東部における波線を増やした結果、速度不連続面の検出が可能な程度に、空間にス

タックされる RF が高密度になった。ただし、解析領域東部は低速度の表層が厚くその影

響が RF に大きく現れるので、この領域の RF の全ての時刻のピークが Ps 変換波に対応す

ることを仮定して深さ変換するのは不適切であることが分かった。 
解析領域中央部（丹沢山地直下）では目立った不連続面が検出されていないが、トモグラ

フィ解析 4)で得られた構造のみを仮定しても、それに加えて J-SHIS の構造を導入しても

この地域の理論 RF は大きく変化せず、表層の影響により深部からの変換波の検出が妨げ

られているとは考えられない。そのため、不連続面が検出されないのは、実際に不連続面

が存在しないことが原因である可能性がある。しかし観測 RF の初動部分が理論 RF に比

較して小さく、その原因が明らかでないため、明瞭な境界がないと断言するには未だ検討

の余地が残る。 
今後は、解析領域中央付近で得られる RF の解釈と、その RF を用いた不連続面の検出

が課題である。 
 

(d) 引用文献 

1)弘瀬冬樹, 中島淳一, 長谷川昭：Double-Difference Tomography 法による関東地方の３

次元地震波速度構造およびフィリピン海プレートの形状の推定, 地震, 第 60 巻 , pp.123-
138, 2008. 

2)Nakajima, J., Hirose, F. and Hasegawa, A.: Seismotectonics beneath the Tokyo 
metropolitan area, Japan: Effect of slab-slab contact and overlap on seismicity, J. 
Geophys. Res., Vol.114, B08309, 2009. 

3)Hirose, F., Nakajima, J. and Hasegawa, A.: Three-dimensional seismic velocity 
structure and configuration of the Philippine Sea Slab in southwestern Japan 

図５ NYMKH と NMTDH 直下の１次元速度構造と RF。色は図３と同じ。 
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estimated by double-difference tomography, J. Geophys. Res., Vol. 113, B09315, 2008. 
4)Matsubara, M. and Obara, K.: The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake 

related to a strong velocity gradient with the Pacific plate, Earth Planets Space, 63, 
pp.663-667, 2011. 

5)Arai, R., Iwasaki, T., Sato, H., Abe, S. and Hirata, N.: Contrasting subduction 
structures within the Philippine Sea plate: Hydrous oceanic crust and anhydrous 
volcanic arc crust, Geochem. Geophys. Geosyst., Vol.15, pp.1977-1990, 2014 

 

(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 
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 

伊豆衝突帯（伊豆地方）のプレート構造や 3 次元速度構造の推定を目的とし、 プレ

ート等の面的形状を理解するために、レシーバ関数解析のためのデータの補完や解析

手法の改良等を引き続き行う。 
解析領域中部においては、まずフォワードモデリングにより、RF の初動振幅を低下

させる構造の特徴を明らかにする。それを明らかにすることができれば、その特徴に

よって境界面の検出が妨げられているかどうかを判断する。妨げられていないと判断

できれば、その境界面の地震波速度コントラストが小さいと判断できる。妨げられて

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 
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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いると判断できれば、コントラストが小さいとは判断できず、その場合は境界面を検

出する手法についてさらに検討を進める。 
また、特に解析領域東部では、不連続面の深度推定の正確さについて検討する余地

がある。堆積層の影響を取り除き、Ps 変換波を発生させる不連続面の正確な深さと位

置を推定するため、J-SHIS の構造モデルに基づいて、表層の多重反射の影響が大きい

部分を RF 断面から除外し、観測点ごとの走時の補正を実施するなどの方法を検討す

る。 
 H31 年度は、観測された RF の妥当性および深さ変換の正確性の検証を実施した上

で、昨年度までの成果で推定できなかった領域も含めた伊豆衝突帯全域の不連続面の

深さ分布の推定を目標とする。 
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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 
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5．むすび 

 
 首都圏を中心にレジリエンス総合力を向上させるための新しいプロジェクト（首都圏レ

ジリエンスプロジェクト）が昨年度より始まった。このプロジェクトの目的達成のために

は、従来の社会科学・理学・工学の各学問分野の協力に加えて、民間企業をはじめとした

様々な機関との連携により、オールジャパンの体制で研究開発を進めていく必要がある。

首都圏レジリエンスプロジェクトでは、防災分野における企業・組織の課題解決、事業継

続能力の向上に資することを目的にデータ利活用協議会が立ち上がり、計 4 回のシンポジ

ウムが開催される等の活動が行われた。 
 理学分野を担うサブプロジェクト b「官民連携による超高密度地震動観測データの収集・

整備」では、①「官民連携超高密度観測データの収集・整備」と②「マルチデータインテ

グレーションシステムの検討」の二つの大きな課題があり、②はさらに五つの個別研究課

題から構成されている。 
①「官民連携超高密度観測データの収集・整備」では、首都圏地震観測網（MeSO-net）

を安定的に運用し稠密な地震動データの確実な収集を継続するとともに、ホームページを

新たに構築し地震波形データの公開を開始した。 
②「マルチデータインテグレーションシステムの検討」では、MeSO-net データと      

K-NET・KiK-net の強震観測網との統合に加えて、東京ガス株式会社の SUPREME によ

るデータの統合にも着手した。また MeSO-net 観測点での地盤特性を評価するための微動

アレイ観測や臨時の地表地震観測を実施し、モニターと協力したスマートフォン地震計端

末での観測の拡大や揺れデータを伝送する無線機の開発及び屋外での試験観測も行った。

さらに、MeSO-net 等から得られるデータを活用し、首都圏や伊豆地方の詳細な地下構造

モデルの高度化、3 次元での地震活動予測モデルの高度化等を実施した。 
 引き続き平成 31 年度も、MeSO-net の安定運用やデータ利活用協議会との連携等によ

り首都圏における大量の地震データを収集し、地震直後の首都圏の揺れの様子を超高解像

度で把握可能にするとともに、過去の大地震の揺れの推定や将来の大地震による揺れの予

測等に資するデータ解析手法を検討することで、官民一体の総合的な事業継続や災害対応、

個人の防災行動等に貢献するデータの収集・整備を進めていく。 
 

サブプロジェクト（b）研究統括 酒井慎一、青井真 
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