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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：2019 年 6 月 18 日（火）14：00～17：00 
・場所：防災科学技術研究所 交流棟 
・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                     中村 亮一 
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 
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 
温泉地学研究所                       安部 祐希 
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                     川北 優子 
防災科学技術研究所                     古屋 貴司 
防災科学技術研究所                     郡司 文彦 
文部科学省                         山田 豊 

 
・議事次第 

14：00      開会 
14：00-14：10  PJ 全体概要説明 

                    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 
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     14：10-15：25【サブテーマ進捗と計画】（各 10 分＋質疑応答 5 分） 
 
「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 
「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 

 
      15：25-15：35      ～休憩～ 
 
        15：35-16：05 

「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 
「首都圏や伊豆地域における過去/未来の地震像の解明」 安部 祐希 

        16：05-16：35   民間企業との連携紹介  
        16：35-17：00   中間評価に向けた議論 
                   閉 会 

 

【第 2 回】 

・日時：2019 年 11 月 29 日（水）14：00～17：00 
・場所：株式会社 東芝 研究開発センター（川崎市幸区小向東芝町 1）   
・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                     中川 茂樹 
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 
東京大学地震研究所                     石瀬 素子 
株式会社 東芝                       佐方 連 
株式会社 東芝                       工藤 浩喜 
株式会社 東芝                       長久保 咲絵 
温泉地学研究所                       本多 亮 
温泉地学研究所                       安部 祐希 
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 
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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                     若井 淳 
防災科学技術研究所                     古屋 貴司 
防災科学技術研究所                     大久保 友美 
文部科学省                         齋藤 憲一郎 
文部科学省                         石山 信郎 
文部科学省                         山田 豊 

 
・議事次第 

14：00     開 会 
14：00-14：20 プロジェクト全体概要説明・中間評価の結果など 

                    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 
 

14：20-15：20【サブテーマ進捗状況】 （各 10 分＋質疑応答 5 分） 
 
「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 

                
15：20-15：35      ～休憩～ 
 
15：35-16：20 【サブテーマ進捗状況】 （各 10 分＋質疑応答 5 分） 

 
「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/ 安部 祐希 

 
16：20-16：50   民間企業等との連携紹介 
16：50-17：00    議 論  
17：00       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 発表した場所 

（学会等名） 
発表時期 国際・国

内の別 
MeSO-net 観測点におけ

る地表地震記録の推定、

ポスター発表 

先名重樹、 

若井淳 

日本地球惑星科学連

合大会 
2019 年 5 月 国内 

北海道における 3 次元 S

波減衰構造、ポスター 

中村亮一・

椎名高裕 

日本地球惑星科学連

合 2019 年大会（幕

張）、SSS12-P05 

2019 年 5 月 国内 

MeSO-net のスペクトル特

性（その２）－相対的増

幅率による検討－、口頭 

中村亮一・

鶴岡弘・加

藤愛太郎・

酒井慎一・

平田直・椎

名高裕 

日本地球惑星科学連

合 2019 年大会（幕

張）、SSS13-30 

2019 年 5 月 国内 

首都圏下における異常な

地震波異方性分布（１）

フィリピン海スラブマン

トル，口頭 

石瀬素子・

酒井慎一・

加藤愛太

郎・青井

真・松原誠 

幕張メッセ国際会議

場（地球惑星連合大

会 2019 年大会） 

2019 年 5 月 国内 

地質構造を考慮した関東

地方の地震波異方性速度

構造の解釈 

石瀬素子・

酒井慎一・

加藤愛太郎 

京都大学（日本地震

学会秋季大会） 

2019 年 10

月 

国内 

1855 年安政江戸地震に関

する成田市周辺の諸記述

について、ポスター 

石瀬素子・

中村亮一・

村岸純・ 

原田智也・

酒井慎一 

徳島大学（歴史地震

研究会） 

2019 年 10

月 

国内 

1855 年安政江戸地震の震

度分布データベースの構

築（１） 

中村亮一・

酒井慎一・

村岸純・ 

石瀬素子・

加納靖之・

佐竹健治・

宇佐美龍夫 

徳島大学（歴史地震

研究会）  

2019 年 10

月 

国内 
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1855 年安政江戸地震によ

る佐倉城・城下の被害と

震度 

原田智也・

中村亮一・

石瀬素子・

酒井慎一 

新潟大学（近代歴史

地震研究会）  

2019 年 11

月 

国内 

自筆の、いわゆる「手前

味噌」の記述に基づく安

政江戸地震の S—P 時間の

見直し，  

石瀬素子・

中村亮一・

杉森玲子・

佐竹健二 

東京大学地震研究所

（地震研究所談話

会） 

2020 年 2 月 国内 

2018 年北海道胆振東部地

震及びその周辺の三次元

S 波減衰構造 

中村亮一・

椎名高裕 

東京大学地震研究所

（地震研究所談話

会） 

2020 年 2 月 国内 

Anomalies in wide 
seismicity before the 
2011 Tohoku 
Earthquake 

Kumazawa, 
T., Ogata, 
Y., Toda, S. 

11th International 
Workshop on 
Statistical 
Seismology 
(StatSei11), ザ・プ

リンス箱根芦ノ湖

2019 年 8 月

20 日 

国際 

Characteristics of 
Seismic Activity before 
and after the 2018 M6.7 
Hokkaido Eastern Iburi 
Earthquake 

Kumazawa, 
T. 

Workshop on 
Hawkes processes 
in data science, 統
計数理研究所, 東京

都立川市

2019 年 8 月

27 日 

国際 

北海道胆振東部地震の本

震前後の地震活動の特徴

について (in English) 

熊澤貴雄, 

尾形良彦, 

鶴岡弘. 

日本地震学会 2019

年度秋季大会, 京都

大学吉田キャンパ

ス, 京都市

2019 年 9 月

16 日 

国内 

Modeling seismicity 
anomalies: extension of 
the ETAS model and its 
applications 

Kumazawa, 
T. 

Geophysics 
Seminar in 
Sustech, Shenzhen, 
China 

2019 年 10

月 15 日 

国際 

群発地震活動の非定常

ETAS モデルによる検出と

測地学データに基づく予

測可能性について 

熊澤貴雄 第 225 回地震予知連

絡会, 重点検討課題

「地震発生の予測実

験の試行 06」, 東

京,九段 

2019 年 11

月 22 日 

国内 
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北海道胆振東部地震の詳

細解析 

熊澤貴雄,  

尾形良彦,  

鶴岡弘 

東京大学地震研究

所 研究集会「日本

における地震活動に

基づく地震発生予測

検証実験(CSEP-

Japan)」 

2019 年 11

月 25 日 

国内 

3D seismicity model 
beneath the Greater 
Tokyo Area（口頭） 

Yosihiko 
Ogata 

Workshop on 
Hawkes processes 
in data science, 統
計数理研究所 

2019 年 8 月

27 日 

国際 

Operational Earthquake 
Forecasting during the 
Ridgecrest Sequence 
and CSEP2 Progress  
（口頭）  

Yosihiko 
Ogata 

CSEP(Collaborator
y for the Study of 
Earthquake 
Predictability) 
Workshop,  Hilton 
Palm Springs 、

California  

2019 年 9 月

7 日 
国際 

階層的時空間 ETAS モデ

ル常時地震活動と小繰り

返し地震（口頭） 

尾形良彦 研究集会「地震火山

観測研究計画  繰り

返し地震課題」 , 東
北大学地震・噴火予

知研究観測センター 

2020 年 1 月

16 日 
国内 

神奈川県とその周辺にお

けるフィリピン海プレー

トまたはスラブのモホ面

の探索（ポスター） 

安部祐希、 
本多亮、 
行竹洋平 

日本地震学会 2019
年秋季大会 

2019 年 9 月 国内 
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2) 学会誌・雑誌等における論文掲載 

・ 査読付き 

 

 

3)マスコミ等における報道・掲載 

 ・なし 

  

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表した場所 

（雑誌等名） 

発表時期 国際・

国内の

別 

三次元減衰構造インバ

ージョンにおける地中

地震記録 に よる 影響 

- MeSO-net データの活

用の検討 - 

中 村 亮 一 ・

鶴 岡 弘 ・ 加

藤 愛 太 郞 ・

酒 井 慎 一 ・

平田直 

日本地震工学会論

文集, 

第 20 巻,第 1 号，

p.1_1-1_12, 

doi.org/10.5610/

jaee.20.1_1 

2020 年 1 月 国内 

Three-dimensional S-
wave attenuation 
structure in and 
around source area of 
the 2018 Hokkaido 
Eastern Iburi 
Earthquake, Japan 

Nakamura,
R.,T.Shiina 

Earth Planets and 
Space, 
doi:10.1186/s4062
3-019-1095-6 

2019 年 11 月 国際 

1855 年安政江戸地震の

神奈川周辺の被害につ

いて 

中 村 亮 一 ・

西 山 昭 仁 ・

原 田 智 也 ・

五島朋子 

歴史地震、第 34 号、

p.167-183 

2019 年 国内 

Characteristics of 
 seismic activity 
 before and after the 
2018 M6.7 Hokkaido 
Eastern Iburi 
 earthquake. 

Kumazawa, 
T., Ogata, Y. 
& Tsuruoka, 
H. 

Earth Planets 
Space 71, 130, 
doi:10.1186/s4062
3-019-1102-y 
 

2019 年 11 月 国際 

High-resolution 3D 
 earthquake 
forecasting beneath 
the greater Tokyo 
 area, 

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

Earth, Planets 
and Space, Vol.71, 
Article  No.113, 
doi:10.1186/s4062
3-019-1086-7 

2019 年 11 月 国際 


