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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、2019 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。 

 

2019 年度は、5 か年計画で進める本プロジェクトの 3 年目にあたります。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。収集した MeSO-net や民間企業等によるデータを活用することによりマルチデータイ

ンテグレーションシステムの高度化を進め、必要な地盤特性の検討も進めています。ま

た新たな観測技術の開発を進め、実フィールドでの試験観測も開始しました。さらに、

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の高度化が

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） 

MeSO-net の運用を安定的に進めるとともに、データの受信・蓄積・監視システムの

高度化を行った。また、平成 30 年度から運用を開始した地震波形データの公開シス

テムの高度化も行った。 

 

(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） 

首都圏における民間企業等が保有する多種のデータに対応可能なようにシステムの

汎用化を行った。また、コンビニ店舗内の ATM に設置可能な小型地震計を開発し、

東京都内 10 店舗で試験観測を開始した。MeSO-net と K-NET、KiK-net の統合による

首都圏版強震モニタを公開した。 

 

(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） 

約 80 の MeSO-net 観測点の地表における臨時地震観測結果や、前年度までに実施し

た微動アレイ観測結果に基づく S 波速度構造モデルから、MeSO-net の地震計が設置

されている地中から地表への増幅特性を検討した。 

 

(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。モニター募集サイトの高度化や設置

治具プロトタイプの改良及び振動試験等を実施した。 
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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） 

前年度の試験結果を踏まえてデータ伝送無線機を改良するとともに、長期間設置で

きるよう高度化を行った。また、試作機による試験観測を東大地震研及び防災科研

つくば本所にて実施した。 

 

(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、首都圏下の地震波異方性速度構造の

推定や減衰構造モデルの高度化および伊豆地方のプレート構造モデルの高度化を

実施した。関東下の地震活動を予測する 3 次元空間の階層的 HIST-ETAS モデルの構

築や北海道胆振東部地震や東北地方太平洋沖地震への統計モデルによる地震活動

予測モデルの適用、本震直後の余震分布推定手法の高度化を行った。また、古文書

等による安政江戸地震時の成田山新勝寺等での被害の調査や成田空港及びその周

辺での臨時地震観測を実施した。 

 

(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 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ﾏﾙﾁﾊｻﾞｰﾄﾘｽｸ評価研究部門 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ﾏﾙﾁﾊｻﾞｰﾄﾘｽｸ評価研究部門 主幹研究員 先名 重樹 3.2.2.2
防災科学技術研究所ﾏﾙﾁﾊｻﾞｰﾄﾘｽｸ評価研究部門 研究員 若井 淳 3.2.2.2
防災科学技術研究所ﾏﾙﾁﾊｻﾞｰﾄﾘｽｸ評価研究部門 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 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ&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
株式会社東芝 研究開発ｾﾝﾀｰ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ&ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 研究主務 工藤 浩喜 3.2.2.4
東京大学地震研究所 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 専門研究員 瀧澤 倫明 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 (サブプロｂ) 

3.2.1   官民連携超高密度データ収集 (課題ｂ①) 

 

(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（Hi-net，K-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)２０１９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 のホームページを充実化させ、観測の概要を広く周知する。また、安定

した地震データの提供を引き続き実施する。 
 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) ２０１９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。MeSO-net の５つの測線による連続地震波形画像を作成しホームページで公開し

た。また、観測当初からの地震データを整備し蓄積した。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。 
 
(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）がその運用を担うようにな

った。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。2018 年度には、

構築した受信部の高度化を実施し、安定したデータの受信を実現した。2019 年度では、受
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信部を高度化し、受信サーバに障害が発生した場合でもデータの受信を速やかに再開でき

るようにした。この対策により、地震波形データをより安定して蓄積できるようになった。 
 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。受信部切換以降、この通信回線サービスを理由

としたデータ受信の不具合はなかった。また、データの蓄積だけではなく、その品質も効

率よく確認できるよう、地震発生時の記録を収録したことが確認できるトリガーシステム

の利用に着手した。これまで任意の時刻に対してデータの品質を確認していたため、多大

な労力を必要としていた。また、振幅の小さな地動ノイズもデータの品質確認の対象とな

っていたため、品質確認の判断が難しいものでもあった。このトリガーシステムの利用に

より、地震記録でのみデータの品質を確認することが容易にできるようになり、品質確認

がより効率化された。 
 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。2019 年度には、地震データの品質確認の情報以外にも機

器の故障などの情報もデータベースに登録できるように改良した（図 1）。これにより、観

測点ごとの障害や機器ごとの障害を把握できるようになり、地震データの異常がどの障害

によって発生しているのか判断がしやすくなった。 

 
 
図 1．これまでに実施した観測点における維持管理作業内容を登録した MeSO-net 維持

管理システムのデータベース例。 
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2）MeSO-net ホームページの充実化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、2018 年度にホームページを作成

し、2019 年度には MeSO-net 観測点のなかで線上に配置される観測点の連続波形画像（図

2）を公開した。公開後からのアクセス数は 2020 年 3 月 31 日でのべ 12,196 件となって

いる。トップページの構成は 
・MeSO-net とは（MeSO-net 構築の目的や経緯、構成の説明） 
・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） 
・測線波形画像（直線上に配置させた観測点の連続波形画像） 
の 4 項目となっている。測線波形画像では、5 つの観測線（つくば－藤沢測線、古河－九

十九里測線、霞ヶ浦－富士山測線、入間－銚子測線、鹿島－木更津測線、東京湾横断測線）

が選択できるようになっている。各測線における上下動成分 1 時間分の連続波形を最新か

ら 100 日前まで表示できる。 

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。2019 年度の実績では、データダウンロード件

数とデータ量は 270,106 件で約 30.7TB であった。なお、データダウンロードシステムは

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）
から，測線連続波形画像を選択したときのページ。5 測線のうちのどれかを選択すると，

上下動成分における 1 時間分の波形画像を見ることができる。 
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3) MeSO-net 観測点の維持管理 

 2019 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、

消耗品類交換対応など軽微なも

のが 46 件程度、外観整備や地上・

地中機器類の交換作業・外観修繕

対応等が 7 件、また、故障した機

器類の修理を 2 件実施した。2019
年は関東地域に影響を与えた台

風が例年より多く、観測点維持管

理作業量が増えている。特に、千

葉県を中心に大きな被害を出し

た台風 15 号の影響は大きく、45
観測点で停電によるデータ欠損

が発生した。このうち、バッテリ

の老朽化により電源喪失後、二日間の稼働ができなかった観測点は 16 点あった。（図 3）。
また、一部では倒木の影響で復旧に半年以上かかっている観測点もある。 

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。茨城県潮来市からは E.TOKM 観測点の移設

要望があったが、協議の結果、具体的な対応は次年度に持ち越すことになった。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

ホームページの充実化をはかり、MeSO-net 観測網の特徴の一つである直線上の観測点分

布について連続波形画像を公開した。2019 年度は台風 15 号による被害を受けた観測点も

あり、昨年度よりも倍近くの維持管理作業が発生した。また、地権者の都合により観測点

の移設の調整も行った。MeSO-net は運用開始から 10 年以上が経過しており、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．台風 15 号により欠測した MeSO-net 観測点

とバッテリ稼働時間。 
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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) ２０２０年度業務計画案 

2019 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 (課題ｂ②) 

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 (課題ｂ②a) 

 

(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)２０１９年度業務目的 

   2018（平成 30）年度に扱った民間等による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、マルチデータインテグレーションシステムへ

の取り込みを進める。コンビニ店舗での小型地震計による試験観測に向けた機能開発

を行い、データ収集システムの開発も進める。また、MeSO-net による地中観測デー

タから予測した地表の揺れと陸海統合地震津波火山観測網（MOWLAS）の強震観測網

データの統合による首都圏版強震モニタを公開する。 
 
(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 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 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ﾏﾙﾁﾊｻﾞｰﾄﾞﾘｽｸ評価研究部門 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) ２０１９年度の成果 

(a) 業務の要約 

2019 年度は、以下の業務を実施した。 
・ 民間企業が保有する感震ブレーカー内の加速度センサーや高層ビルに設置されてい

る地震計等による地震動データに対応できるよう、マルチデータインテグレーショ

ンシステムの汎用化を進めた。 
・ セブン-イレブン・ジャパン、セブン銀行との共同により、コンビニ店舗内の ATM
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に設置可能な小型地震計を開発し、東京都内 10 店舗での試験観測を開始した。 
・ MeSO-net による地中観測データから予測した地表の揺れと MOWLAS の強震観測

網データの統合による首都圏版強震モニタを公開した。 
 

(b) 業務の成果 

1)入力データの多様化に向けたマルチデータインテグレーションシステムの汎用化 

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（以下、デ活）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等が保有する地震観測データの収集を進めている。2018 年

度には東京ガス株式会社が保有する SUPREME や課題(2)c で展開しているスマートフォ

ン地震計による地震波形データを、試験的にマルチデータインテグレーションシステム

に蓄積し、MeSO-net や MOWLAS との統合を行った。さらに、日東工業株式会社の感震ブ

レーカーによる地震波形データや株式会社小堀鐸二研究所による建物安全度判定支援

システム q-NAVIGATOR による地震波形データ、東芝エレベータ株式会社による地震時の

エレベーター管制運転を目的とした地震感知器のデータ等がデ活により収集された。

2019 年度は これらの新たな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、システムの汎用化を実施した。 

感震ブレーカーについては、2017年8月～2018年9月に発生した9地震の12観測点での 

地震波形データを設置位置（緯度、経度）等のメタデータと合わせて蓄積し、計測震度

等の強震動指標の演算を実施した。q-NAVIGATOR による地震波形データは各ビル内のお

およそ4つの階層で得られており、メタデータとして観測点の水平位置に加えて鉛直位

置（階層）も管理できるよう拡張した。試験データとして2015年5月 ～2018年3月に発生

した138地震の83棟でのデータを蓄積した。またエレベーター管制用の地震感知器のデ

ータは、予め各エレベーターに設定されている加速度の閾値を超えたかどうかというも

のであり、波形記録は含まれていない。この様なデータセットに対応するため、地震波

形データを含まない強震動指標のみでの蓄積を可能にするとともに、強震動指標が特定

の値ではなく範囲で蓄積できるように拡張した。試験データとして2011年3月 ～2018年

7月に発生した8地震に関する40,000地点以上のデータを蓄積した。 

図 1 は、2018 年 1月 6日に東京湾(深さ 71km)で発生した M4.7 の地震時の MeSO-net、

MOWLAS の強震観測網(K-NET、KiK-net）、感震ブレーカー、地表階における q-NAVIGATOR 

の各データによる計測震度と、そこから推定した震度分布を示している。K-NET、KiK-net

は日本全国に約 20km 間隔、MeSO-net は首都圏に約 3-10km 間隔で配置されているのに対

して、q-NAVIGATOR は都心部に稠密に配置されている等、民間企業等の有する地震動デ

ータを活用することで首都圏における詳細な揺れの様子が把握可能になることが分か

る。一方でこれらのデータについては、センサーの設置環境等の計測震度に影響を与え

る情報を整理し、値の信頼性等を確認することが今後必要である。 

 

2)コンビニ店舗内 ATM に設置可能な小型地震計の開発 

首都圏における高密度の地震動データの収集を目的とし、株式会社セブン-イレブン・

ジャパン及び株式会社セブン銀行と共同で、コンビニ店舗内の ATM に設置可能な小型 
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図 1 MeSO-net、K-NET、KiK-net、q-NAVIGATOR、感震ブレーカーによる計測震度

（シンボル）とそれらの観測データから推定した震度分布。 
 

地震計の開発を行った。加速度センサーとしては Analog Devices 社製 ADXL355 を使用

し、最大±8G の観測が可能である。Wi-Fi による通信機能を搭載し、コンビニ店舗内と

いう設置環境から防塵・防滴性を考慮した筐体とした。また、10 秒ごとの震度演算機能

を有し、演算結果が予め指定した閾値を超えた際には webAPI を用いて防災科研のデー

タセンターに震度情報を通知することが可能である。 

2019年4月16日に災害発生時に社会インフラの一翼を担うコンビニエンスストアの営

業の継続による災害復旧と自然災害に強い地域社会の実現に貢献することを目的とし

た連携協力に関する協定を、防災科研、株式会社セブン-イレブン・ジャパン、株式会社

セブン銀行の三者で締結した。このもとで、2019年 9月 より導入が開始されたセブン銀

行の次世代 ATM に、開発した小型地震計の設置を進めた(図2）。9月27日に設置を開始

し、2020年 3月 までに都内10店舗で観測を開始した。 

図 3は 2020年 2月 1日 に茨城県南部で発生した M5.3の地震時の MeSO-net、MOWLAS、 

セブン-イレブン店舗での小型地震計による計測震度と、そこから推定した震度分布を

示している。この地震発生時には2店舗で地震計が稼働しており、計測震度はいずれも2

であった。この値は、周辺の MeSO-net や MOWLAS 観測点の値と調和的である。 

 

3) MeSO-net と MOWLAS の統合による首都圏版強震モニタの高度化 

本 PJ で扱ってきた地震動データのうち、MeSO-net および MOWLAS の強震観測網

のデータは防災科研のデータセンターでリアルタイムに収集している。既に防災科研で

は、MOWLAS の強震観測網のデータを活用していまの日本列島の揺れを地図上に表示

する強震モニタを開発している。ここでは対象領域を首都圏にしぼり、さらに MOWLAS 
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図 2 セブン-イレブン店舗内のセブン銀行 ATM に設置した小型地震計と観測記録の例 

 

よりも稠密な MeSO-net を取り入れることで、いまの首都圏における詳細な揺れを地図

上に表示する首都圏版強震モニタを開発し、防災科研外から閲覧可能にした。  
首都圏版強震モニタでは、MeSO-net と MOWLAS による地表でのリアルタイム震

度 1)を 1 秒更新で表示する。この際、地下 20m に地震計が設置されている MeSO-net
のリアルタイム震度については、課題(2)b の研究結果である地中から地表の震度増分の

平均値により地表での値に補正している。また、防災科研が 2019 年度に取得した地震

動の予報業務許可にもとづき、緊急地震速報の発表時には震度の予測結果を約 5km メ

ッシュで表示する。 

 
図 3 2020 年 2 月 1 日の茨城県南部の地震時の MeSO-net、MOWLAS、セブン-イレブン店

舗での小型地震計による計測震度と推定震度分布。 
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図 4 首都圏版強震モニタのスナップショット（3 秒間隔）。 

 
図 4 は 2018 年 7 月 7 日に発生した千葉県東方沖の地震時の首都圏版強震モニタの

再現である。MOWLAS に MeSO-net を加えたことで地震動が首都圏で広がっていく様

子が観測値から直接かつ詳細に把握可能になっている。 
 
(c) 結論ならびに今後の課題 

民間企業が保有する感震ブレーカー内の加速度センサーや高層ビルに設置されている

地震計等による地震動データに対応できるよう、マルチデータインテグレーションシス

テムの汎用化を行った。また、コンビニ店舗内の ATM に設置可能な小型地震計を開発

し、東京都内 10 店舗での試験観測を開始した。さらに、MeSO-net による地中観測デー

タから予測した地表の揺れと MOWLAS の強震観測網データの統合による首都圏版強震

モニタを公開した。これまで民間企業等による地震動データと防災科研の地震観測網に

よるデータの統合技術開発を進めてきた。今後は、株式会社セブン-イレブン・ジャパン

の災害対策システム「セブン VIEW」との連携等、得られる地震動の情報の利活用につ

いてもデ活会員と検討を進める必要がある。 
 
(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. 
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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) ２０２０年度業務計画案 

 地震直後のデ活会員等への情報提供を目的として、地震動分布の推定・配信システ

ムの自動化を行う。また、民間等による各データの品質等の調査及び異常データの検

知・除去手法の開発に着手する。小型地震計の開発を進めセブン-イレブン店舗等での

試験観測を拡大するとともに、得られた観測データによる地震動情報の利活用につい

て IoT 技術活用分科会会員等と連携して検討する。 
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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 

3.2.2.2  MeSO-net 観測点における地表地震記録の推定 (課題ｂ②b) 

 
(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

MeSO-net の地中設置型地震計（深さ約 20m）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)２０１９年度業務目的 

   前年度に引き続き、MeSO-net 観測点（約 80 地点）の地表において、一定期間の臨

時地震観測を実施することで、地表と地中（深さ約 20m）の双方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する。また、前年度までに実施した微動アレイ観

測結果から得られた S 波速度構造に基づいて、各観測点における地中（深さ約 20m）

から地表までの増幅率を検討する。 
 
(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ﾏﾙﾁﾊｻﾞｰﾄﾞﾘｽｸ評価研究部門 研究員 若井 淳 

  
(2) ２０１９年度の成果 

(a) 業務の要約 

・MeSO-net 観測点（約 80 地点）の地表において、一定期間の臨時地震観測を実施する

ことで、地表と地中の双方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。 
 ・前年度までに実施した微動アレイ観測結果から得られた S 波速度構造に基づいて、各

観測点における地中から地表までの増幅率を検討した。 
 

(b) 業務の成果 

1) 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 地点のうち千葉県内の 64 地点およ

び東京都内の 16 地点の計 80 地点について実施した（図 1）。観測期間は 1 地点あたり 2～
3 ヶ月とし、1 期で 20 地点ずつ観測し、計 4 期で実施した。ただし、今年度は台風やその

他事情に起因するいくつかのトラブルがあり、地表における地震観測記録が得られたのは

計 77 地点であった。 
図 2 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
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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地震計に接続した。それら全

体をブルーシートで養生し PP バンド等で固定し、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。 

 
図１ 2019 年度の地表地震観測実施地点：▲ 

 
図２ 地表地震観測装置設置状況例（E.STKM；信篤小学校） 
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b) 地表地震記録の取得および地中から地表までの増幅特性の推定 

図 1 に▲で示す今年度の各観測地点において地表および地中で地震記録が得られた地震

の諸元を表 1 に示す。 
 

表 1 今年度の各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 

  
 
 
 
今年度の各観測点における地中から地表までの増幅特性の例を図 3 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（係数 b=201））

で平滑化した上で、地中フーリエスペクトルに対する地表フーリエスペクトルの比をとっ

た。各観測地点で地震ごとに地中に対する地表のフーリエスペクトル比を求め、それらの

平均を図 3 に示している。図 3 では比較的固い砂礫質台地やローム台地では比較的高周波

数側で卓越している一方で、軟弱な埋立地や三角州などの低地では比較的低周波数側で卓

越しており、各観測点の地盤による増幅特性の特徴の違いが明瞭となっている。 
各観測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を用いて、気象庁の計測

震度計算方法 2)に従い、それぞれの計測震度を求めて、地表計測震度から地中計測震度を

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

20190525 15:20:46.7 35.357 140.290 38 5.1 northeast of Chiba 1st

20190601 07:58:10.6 35.368 140.293 35 4.7 northeast of Chiba 1st

20190624 09:11:44.1 34.928 139.963 61 5.2 off southeast of Chiba 1st

20190729 00:34:57.4 35.812 140.940 24 4.3 off east of Chiba 2nd

20190730 05:37:43.9 32.912 140.777 59 5.9 off east of Hachijo island 2nd

20190804 19:23:03.5 37.707 141.632 45 6.4 off Fukushima 2nd

20190823 20:49:37.3 35.350 140.017 40 4 south of Chiba 2nd

20190914 11:54:38.3 35.647 140.165 62 4.1 northwest of Chiba 2nd

20191009 04:58:30.3 35.798 140.113 62 4.2 northwest of Chiba 2nd

20191012 18:21:53.6 34.673 140.648 75 5.4 off southeast of Chiba 2nd

20191031 11:06:33.8 35.800 140.112 62 3.8 northwest of Chiba 3rd

20191122 05:23:49.9 36.070 139.890 45 4.5 south of Ibaraki 3rd

20191203 10:18:04.6 36.142 139.817 52 4.7 south of Ibaraki 3rd

20191203 20:02:03.7 35.733 139.967 78 3.8 northwest of Chiba 3rd

20191204 10:38:53.1 36.808 140.538 9 4.9 north of Ibaraki 3rd

20200103 03:23:53.3 35.810 141.115 34 5.8 off east of Chiba 4th

20200114 04:53:49.2 36.077 139.883 46 4.8 south of Ibaraki 4th

20200114 13:25:49.8 36.122 140.875 52 4.9 off Ibaraki 4th

20200201 01:11:21.5 35.673 140.712 50 5 off east of Chiba 4th

20200201 02:07:47.5 35.968 140.063 63 5.3 south of Ibaraki 4th

20200206 20:19:56.6 36.343 141.725 54 5.7 off Ibaraki 4th
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差し引いて算定した。これを各観測地点において地震ごとに行い、その平均値を求めた。

表 2 を見ると、比較的軟弱な埋立地や三角州などの主な低地系では 0.5 を下回る地点が多

く，平均値も 0.5 程度である。その一方で、比較的固いローム台地などの台地系ではほぼ

すべての地点で 0.5 より大きく，特に 1.0 を超える地点が比較的多くみられることが特徴

的である。後に示す図 4 でもわかるように、ローム台地等では地表からごく浅い層で S 波

速度のコントラストが比較的大きい構造となっていることが要因の一つと考えられる。 
 

 
図３ 今年度の各観測地点における地中に対する地表の増幅特性の例 
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表２ 今年度の各観測地点の地中に対する地表の計測震度増分の平均値（赤色：＞

1.0、水色：＜0.5）

 
 

2)MeSO-net 観測点における微動アレイ観測結果から得られた S 波速度構造に基づく増幅

率の検討 

 ここでは、地盤増幅指標の一つとして、地表から地中地震計が設置されている深さ 20m
までの S 波速度構造に対する平均 S 波速度 (m/s)を算定した。算定方法として式

( )20 20 / i i
i

AVS H Vs =  
 
∑ を用いた。ここに、Hi は第 i 層の層厚、Vsi は第 i 層の S 波速

度を表す。 
図 4 は MeSO-net 観測点における S 波速度構造および AVS20(m/s)を図 3 と同じ観測点

について示している。比較的固いローム台地等の台地系では、工学的基盤層が深さ 20m 以

内に現れており、AVS20 も比較的大きい値を示している。一方、軟弱な埋立地や三角州な

観測点コード 微地形区分 都県 住所 震度増分 観測点コード 微地形区分 都県 住所 震度増分

E.URMM 干拓地 千葉県 浦安市 0.53 E.TTOM 砂礫質台地 千葉県 いすみ市 0.41

E.UTKM 埋立地 千葉県 浦安市 0.16 E.SSNM ローム台地 千葉県 山武市 0.87

E.NNBM ローム台地 千葉県 鎌ケ谷市 0.95 E.YSOM ローム台地 千葉県 四街道市 1.18

E.SEBM ローム台地 千葉県 鎌ケ谷市 0.98 E.SRIM ローム台地 千葉県 千葉市若葉区 0.56

E.MKBM 谷底低地 千葉県 市川市 0.94 E.NTNM ローム台地 千葉県 千葉市中央区 1.07

E.MNHM 干拓地 千葉県 市川市 0.43 E.KYTM ローム台地 千葉県 千葉市緑区 1.12

E.STKM 干拓地 千葉県 市川市 0.60 E.OJCM ローム台地 千葉県 千葉市緑区 0.76

E.TRSM 三角州・海岸低地 千葉県 市川市 0.56 E.TOCM ローム台地 千葉県 千葉市緑区 1.11

E.NMDM ローム台地 千葉県 船橋市 0.85 E.MHKM 砂州・砂礫州 千葉県 大網白里市 0.24

E.OANM ローム台地 千葉県 船橋市 1.25 E.KZMM 丘陵 千葉県 長生郡一宮町 0.85

E.KIMM 三角州・海岸低地 東京都 江戸川区 0.46 E.TAKM 砂州・砂礫州 千葉県 長生郡長生村 0.40

E.KK2M 三角州・海岸低地 東京都 江戸川区 0.55 E.MSKM 砂州・砂丘間低地 千葉県 長生郡白子町 0.44

E.KMGM 三角州・海岸低地 東京都 江戸川区 0.39 E.SRKM 砂州・砂礫州 千葉県 長生郡白子町 0.48

E.KRPM 埋立地 東京都 江戸川区 0.42 E.HYDM ローム台地 千葉県 東金市 1.06

E.NKSM 干拓地 東京都 江戸川区 0.42 E.MNYM ローム台地 千葉県 東金市 1.36

E.SBAM 干拓地 東京都 港区 0.36 E.KSHM ローム台地 千葉県 八街市 1.13

E.TKMM ローム台地 東京都 港区 0.73 E.NOBM ローム台地 千葉県 八街市 1.04

E.AYHM ローム台地 東京都 渋谷区 0.81 E.SNJM 谷底低地 千葉県 茂原市 0.79

E.GNZM 干拓地 東京都 中央区 0.37 E.TREM 砂礫質台地 千葉県 茂原市 0.89

E.NSHM 砂礫質台地 千葉県 夷隅郡大多喜町 0.26 E.KSGM 砂州・砂礫州 東京都 台東区 0.50

E.OBTM 丘陵 千葉県 君津市 1.24 E.DICM 砂州・砂礫州 千葉県 旭市 0.33

E.MSRM ローム台地 千葉県 四街道市 0.60 E.TYHM 砂州・砂丘間低地 千葉県 旭市 0.30

E.YGHM ローム台地 千葉県 四街道市 0.89 E.YSSM 砂州・砂礫州 千葉県 旭市 0.36

E.YROM 砂礫質台地 千葉県 市原市 0.69 E.KBTM 三角州・海岸低地 東京都 葛飾区 0.48

E.TMHM ローム台地 千葉県 市原市 0.87 E.KCBM 三角州・海岸低地 東京都 葛飾区 0.58

E.ANSM 砂州・砂礫州 千葉県 市原市 0.40 E.RYNM 三角州・海岸低地 東京都 葛飾区 0.53

E.NS7M 埋立地 千葉県 習志野市 1.07 E.NKMM ローム台地 千葉県 香取郡多古町 0.87

E.HNSM ローム台地 千葉県 習志野市 0.89 E.TK2M ローム台地 千葉県 香取郡多古町 0.84

E.SONM ローム台地 千葉県 千葉市花見川区 0.90 E.TKWM ローム台地 千葉県 香取郡多古町 0.47

E.YKDM ローム台地 千葉県 千葉市花見川区 0.86 E.IIDM ローム台地 千葉県 匝瑳市 0.60

E.MNMM ローム台地 千葉県 千葉市若葉区 0.89 E.SSHM ローム台地 千葉県 匝瑳市 0.53

E.SW2M 埋立地 千葉県 千葉市美浜区 0.72 E.TBKM 砂州・砂礫州 千葉県 匝瑳市 0.42

E.YNDM 谷底低地 千葉県 袖ヶ浦市 0.89 E.TNRM 砂州・砂礫州 千葉県 東金市 0.48

E.YUKM ローム台地 千葉県 袖ヶ浦市 0.86 E.KOYM ローム台地 千葉県 富里市 0.59

E.NKDM ローム台地 千葉県 八千代市 0.85 E.SNSM ローム台地 千葉県 富里市 0.77

E.NNSM 谷底低地 千葉県 木更津市 0.69 E.MKJM 砂州・砂礫州 東京都 墨田区 0.69

E.NGOM 後背湿地 千葉県 木更津市 0.40 E.RYGM 干拓地 東京都 墨田区 0.44

E.TMOM 砂礫質台地 千葉県 木更津市 1.42 E.YKKM 干拓地 東京都 墨田区 0.60

E.KNDM 三角州・海岸低地 千葉県 木更津市 0.56
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どの低地系では、工学的基盤層が深さ 40m を超える層まで現れず、AVS20 は比較的小さ

い値を示している。図 3 で示した増幅特性の違いをある程度反映しているものと考えられ

る。 
 図 5 は MeSO-net 観測点における AVS20 の分布を示す。全体としては、台地系で比較

的大きくなっており、低地系で比較的小さい値を示していることがわかる。 

  
図４ 今年度の各観測地点における S 波速度構造および AVS20(m/s)の例 

（図 3 と同じ観測点を示している） 

 
図５ MeSO-net 観測地点における AVS20(m/s)の分布 
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(c) 結論ならびに今後の課題 

 前年度に引き続き、MeSO-net 観測点（約 80 地点）の地表において、一定期間の臨時

地震観測を実施することで、地表と地中の双方で同時に地震記録を取得し、地中から地

表までの増幅特性を検討した。また、前年度までに MeSO-net 観測点において実施した

微動アレイ観測結果から得られた S 波速度構造に基づいて、各観測点における地中から

地表までの増幅率を検討した。 
 
(d) 引用文献 

1) 紺野克昭、大町達夫：常時微動の水平／上下スペクトル比を用いる増幅倍率の推定に

適した平滑化とその適用例，土木学会論文集 No.525/I-33，pp.247-259，1995. 
2) 気象庁：計測震度の算出方法 

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

(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 
 

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 
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(3) ２０２０年度業務計画案 

 
前年度に引き続き MeSO-net 観測点の地表において、一定期間の臨時地震観測を実施す

ることにより、地中および地表の双方において地震記録を取得し、地中から地表までの増

幅特性を検討する。また、MeSO-net 観測点で前年度までに実施した微動アレイ観測結果、

及び地表地震観測結果に基づいて、地中の MeSO-net 観測記録から地表の地震動を高精度

に予測するための S 波速度構造モデルの高度化を行う。 
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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 (課題ｂ②c) 

 

(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)２０１９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。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、検証結果を踏まえた治具の標準仕様を開発する。  

(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) ２０１９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) モニター募集サイトへ「たてもの地震健康チェック」結果サンプルの掲載を実施した。 
 4) 改良した治具プロトタイプを用いた加振実験を実施した。 
 5) 稼働率の改善に向けた取り組みを開始した。 
 

(b) 業務の成果 

1)観測参加者の募集継続 

 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 
今年度は、サイトから複数のモニターを代表して一括で参加申し込みができる機能をわ

かりやすく改善した（図１）。 

 
図１ 代表者登録機能の改善 
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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 

2019 年度の運用管理の中で設置ユーザーからの問い合わせ約 10 件に対応した。また、

希望者に対する訪問サポートを実施した。 
 

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（図２）。 
2020 年 3 月 20 日現在の稼働数は配布 138 台中、66 台（48%）となっている。 

 
図２ 2019 年度旬別稼働状況グラフ 

 

c) ユーザーからの意見集約 

2020 年 2 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。 
137 名にメールを送付し、2020 年 3 月 6 日までに 51 名（37%）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 

  2019 年度の設置状況は以下の表１．表２．のとおり 61 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。 
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表１．建物構造 
 建物構造 2017 年度 2018 年度 2019 年度 通年 

RC 造 15 16 28 59 

鉄骨造 9 1 7 17 

木造 20 15 26 61 

合計 44 32 61 137 

 
表２．建築物の全階数 

建築

年  
2017 年度  2018 年度  2019 年度  通年  備考  

1 階建  0 0 1 1 木造 1 

2 階建  25 17 29 71 木造 56、RC 造 4、
S 造 11 

3 階建  4 1 6 11 木造/RC 造 4、S 造

3 
4 ～ 10
階建  

6 10 15 31 RC 造 29、S 造 2 

11 ～ 20
階建  

6 4 8 18 すべて RC 造  

21 階建

て以上  
3 0 2 5 すべて RC 造  

合計  44 32 61 137   

 
 

3) エントランスウェブサイトへの「たてもの地震健康チェック」結果サンプルの掲載 

本ウェブサイトの改善として、本年度は「たてもの地震健康チェック」コーナーの地震

ケースを増やし、それぞれの地震で震度 4 の揺れを観測した建物の被災度を掲載した。

なお、この掲載には匿名性を保った。 
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図３ 「たてもの地震健康チェック」コーナーの改善 

 

4) 改良治具プロトタイプを用いた加振実験 

 治具のプロトタイプ版を改良し、加振実験を行った。 
a) 治具プロトタイプの改良 

前年度の治具加振実験結果では、スマートフォンのサイズに合った治具を取り付けるこ

とで観測が問題なく行えることが示された。今年度は、異なったサイズのスマートフォン

でもしっかり固定でき、かつ着脱が容易な一種類のクレードルを試作して評価した。 

 
図４ ネジ止め式クレードル 

 

b) 比較振動実験の実施 

改良した治具を使った計測データを取得するために、サブプロ(c)と連携し、E-ディフェ

ンスにおいて３層 RC 建物の揺れを計測した。図５に試験体を示す。 
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図５ E-ディフェンス実験の試験体（3 階建て鉄筋コンクリート建物） 

 
図６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）：改良治具に iPod Touch を設置し、治具は両面テープで固定 

4) 壁（向かって右の地震計）：改良治具に iPhone を設置し、治具は両面テープで固定 

 
図６ スマートフォン地震計の設置状況（2 地点とも同様に設置） 

3F 設置箇所  

2F 設置箇所  

N 方向  

加震方向 (X+ East) 
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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治具設置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 

3F edf-A04 (床置き、iPod)       告示波 160%   20191206, 14:25 

 
3F edf-A05（垂直ボード直付け、iPod） 

 
3F edf-A06（治具使用、iPod） 
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3F edf-A08（治具使用、iPhone 8 plus） 

 
スペクトル比：センサー A06 / A05 

 
 

5) 稼働率の改善に向けた取り組み 

 稼働率の改善に資するため、連携サーバによる被災度出力機能の改善を実施した。 
 
被災度出力のサンプル 

連携サーバに管理者としてログインし、特定の地震を指定すると、その地震の揺れを

観測した端末リストが閲覧できる。 
図７に地震観測結果リスト画面を示す。ここで、カルテボタンをクリックすると、そ

の揺れに関する建物の被災度を閲覧することができる。 
図 8 に建物被災度出力のサンプルを示す。 
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図７ 地震計測リスト画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図８ 被災度出力画面 
 
(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、2020 年 3 月 20 日現在、ユ

ーザー登録数は 138 で、稼働地震観測点数は 66 である。稼働率は 48%と、2018 年度末

の稼働率より 10 ポイント程度改善した。しかし、依然として今後さらなる方策が求めら

れる。 
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2)治具加振実験比較計測に関する結論 

揺れ計測の結果、床へ直置きしたセンサーの振動と垂直ボードに直付けしたセンサーの

揺れは差がなかった。スペクトル比が安定して１であった。このことから、垂直ボードが

計測に障害を発生されることがなかったと言える。 
次に、垂直ボード直付けセンサーの揺れを基準にして、大きさの違う２つのスマートフ

ォン地震計の振動を比較すると、どちらも直付けセンサーと違いがなかった。これらのス

ペクトル比も安定して１であった。このことから、今回のクレードルが大きさの異なるス

マートフォン地震計を設置しても計測に影響を与えることがないと言える。 
以上から、今回改良した設置治具（クレードル）は地震計測用として利用できるものと

考えて良いことがわかる。 
今後の課題として、やや大きいこと、やや重いこと、デザイン性が劣ることなど、一般

市民の家庭に取付けるための付帯条件をクリアする必要があると思われる。 
 
(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 

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 
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(3) ２０２０年度業務計画案 

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。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。 
  



33 
 

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 

    (課題ｂ②d) 

  
(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)２０１９年度業務目的 

昨年度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が長期間設置できるよう高度化を検討

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 コンピュータ

＆ネットワークシステムラボラトリー 
主任研究員 

 

佐方 連 

 

株式会社東芝 研究開発センター コンピュータ

＆ネットワークシステムラボラトリー 
研究主務 工藤 浩喜 

  
(2) ２０１９年度の成果 

(a) 業務の要約 

 2018 年度開始した試験結果をもとに改良した揺れデータ伝送無線機を製作した。 
 揺れデータ伝送無線機が長期間設置できるよう高度化を行った。 
 試作した装置を用いて試験観測を追加実施した。 

 

(b) 業務の成果 

1) 改良した揺れデータ伝送無線機の製作 

2018 年度までの検討において、揺れデータを MeSO-net 観測点まで収集するために省

電力無線マルチホップネットワーク(LPMN: Low Power Multihop Network)技術 1)を採用

した無線機を試作し、試験を実施していた。LPMN は図 1 のように、複数のノードと呼ば
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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 

 
2018 年度は、東大弥生キャンパスにある 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て、試作した揺れデータ伝送無線機とデータ収集装置を東大弥生

キャンパス敷地内に設置して地震観測試験を実施した。この試験において無線機で観測さ

れた地震波形と、同地点にある MeSO-net 観測点で観測された地震波形を比較した図を図 
2 に示す。無線機で観測された地震波形は MeSO-net 観測点で観測された地震波形と比べ

て取得される加速度が大きい事がわかる。2018 年度までの無線機では、MPU-92502)とい

う、安価で、かつ加速度、角速度及び磁気の 9 軸が測定可能な加速度センサを用いていた

が、比較的雑音が大きい特性を持つ。そこで、無線機の改良に向けて加速度センサの低雑

音化を実施した。 
 

 
図 2 2018 年度の無線機で取得された地震波形と同地点の MeSo-net での観測された地震波形 

 

 
コンセントレータ

ノード
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a) 加速度センサの低雑音化 

2019 年度では、加速度 3 軸のみが測定可能で雑音レベルの小さい加速度センサである

ADXL3553)に変更した装置を試作した。MPU-9250 を搭載した無線機と ADXL355 を搭載

した無線機を用いて、机上において Z 軸方向に加わる加速度の雑音を測定した結果を図 3
に示す。それぞれの加速度センサの特定の区間の平均振幅を比較すると、雑音振幅が約 10
分の 1 になっていることがわかった。 
 

 
図 3 加速度センサの雑音特性比較 

 
 
2) 揺れデータ伝送無線機の長期間設置に向けた高度化 

2018 年度までの無線機では、即座に揺れを検出してデータを伝送することを目的とし

て 1.2 秒周期と非常に短い周期で通信をしていた。しかし、揺れが検出されていない場合

でも 1.2 秒周期で通信をするため、不要な電力を消費していることが課題であった。そこ

で、長期間設置に向けた高度化として、2019 年度では通信周期を 1 分に拡大して省電力化

を実現した。 
 
a) 無線機の省電力化 

2019 年度試作した無線機では、通常は 1 分周期で通信することで省電力化を実現した。

更に、加速度センサが揺れを検出した際に 1.2 秒周期で振動データを送信することで、省

電力化しつつ振動データの収集も従来とほぼ同じ時間で完了することができる。 
装置の各動作状態の消費電流特性を図 4 に示す。装置は地震を観測中には平均 0.216mA、

データ送信中は平均 10.7mA、データ受信中は平均 11.1mA、地震検出中は平均 3.8mA の

電流を消費する。この結果から、単一電池 2 個相当の 15000mAh の電池を搭載し、地震の

検出頻度を１日に 2 回、24 回と仮定した場合の、通信周期ごとの電池寿命を概算した結果
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を図 5 に示す。約 1 分の通信周期にした場合の電池寿命を試算すると、1 日に 2 回の地震

を検出する場合は約 3 年、1 日に 24 回の地震を検出する場合は約 1.8 年となることがわか

った。従来の 1.2 秒周期として試験していた際には単一電池 2 本搭載した無線機は 2 ヶ月

弱で電池切れが発生していたため、机上計算ではあるものの大幅に電池寿命が延伸できる

ことがわかった。 
なお、上記の計算は 15000mAh の電池容量すべてを使い切ることを想定しており、実際

には温度変化などで電池容量は劣化する恐れがある。劣化により電池容量が約半分になる

と仮定して電池寿命を試算すると、1 日に 2 回の地震を検出する場合は約 1.5 年、1 日に

24 回の地震を検出する場合は約 0.9 年程度となる。 
 

 
図 4 装置の消費電流特性 

 

 

図 5 15000mAh の電池を搭載した場合の通信周期毎の電池寿命特性 

 
3) 試作した装置を用いた試験観測 

東大弥生キャンパス及び本郷キャンパスと、防災科学技術研究所つくば本所の MeSO-
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net 観測点のサテライト観測点の構築を目的として、(1)及び(2)で改良した揺れデータ伝送

無線機とデータ収集装置を各所に設置し、試験観測を実施した。 
 
a) 東大弥生キャンパス及び本郷キャンパスの試験観測 

図 6 に東大弥生キャンパス及び本郷キャンパス内に設置した装置の場所を示す。1 台の

データ収集装置と ID1～10 の揺れデータ伝送無線機を設置した。ID4 については設置後に

無線通信が不通のため現在は撤去しており、データ収集装置 1 台と揺れデータ伝送無線機

9 台で観測している。 
データ収集装置付近では地面に設置した無線機間でネットワークを構成しているが、よ

り遠方に設置した無線機は屋上に設置した ID9 の無線機を介してデータが収集されるこ

とがわかった。東大弥生キャンパス及び本郷キャンパスでは、高さの異なる複数の建物が

混在する環境であるものの、本技術を用いることで平面的な通信経路だけでなく、立体的

な通信経路を構築して、データが収集できることがわかった。 

 
図 6 東大弥生キャンパス及び本郷キャンパスでの装置設置場所 

 
2020 年 2 月 12 日 19 時 39 分頃に発生した地震を観測した波形を図 7 に、2020 年 2 月

17 日 12 時 40 分頃に発生した地震を観測した波形を図 8 にそれぞれ示す。それぞれ横軸

は観測開始時間からの経過時間を秒単位で表したものであり、縦軸は測定された加速度を

示す。気象庁発表によると、2 月 12 日と 2 月 17 日に発生した地震いずれも観測地点の揺

れは震度 1 であった。2 月 12 日の地震については ID6 のみ、2 月 17 日の地震については

ID3 のみが観測された。以上のことから、試作した無線機で震度 1 の地震を観測できる事

がわかった。 
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一方で、観測できた台数は少ない結果であったが、これは地震ではない別の揺れを誤検

出してしまうことで一定期間センシングできない期間が発生して地震の揺れを取り逃がし

てしまうことが原因として挙げられる。現在すべての無線機に対して同じ揺れ検出閾値を

設定しているため、人の往来が激しい場所などの地震とは異なる揺れが発生しやすい場所

については誤検出により地震を取り逃す可能性が高くなる。これは、無線機毎に個別の揺

れ検出閾値を設定することで回避できる。 
 

 

図 7 2020 年 2 月 12 日 19 時 39 分に発生した地震の観測波形 

 

 
図 8 2020 年 2 月 17 日 12 時 40 分に発生した地震の観測波形 

 
b) 防災科学技術研究所つくば本所での試験観測 

図 9 に防災科学技術研究所つくば本所に設置した装置の場所を示す。1 台のデータ収集

装置と ID1～20 の揺れデータ伝送無線機を 20 台設置した。ID2 の無線機は建屋屋上に設

置し、それ以外の無線機はコンクリートの地面に貼り付けるか、地中に埋めて設置してい

る。 
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20 台の無線機で無線マルチホップネットワークを構成し、データ収集装置まで最大で 5
回の中継を経てデータ収集できることがわかった。ID2 以外の無線機は地上もしくは地中

に設置していることから、20 台規模での面的な地震観測網が構築できることを確認した。 
 
 

 
図 9 防災科学技術研究所での装置設置場所 

 
2020 年 3 月 15 日 19 時 9 分頃に発生した地震を 3 台の無線機で観測した結果を図 10

に、2020 年 3 月 31 日 20 時 23 分頃に発生した地震を 6 台の無線機で観測した結果を図 
11 にそれぞれ示す。それぞれ横軸は観測開始時間からの経過時間を秒単位で表したもので

あり、縦軸は測定された加速度を示す。気象庁発表によると、3 月 15 日に発生した地震で

は観測箇所の揺れは震度 1 であり、3 月 31 日に発生した地震では観測箇所の揺れは震度 2
であった。建屋屋上に設置した ID2 の無線機がいずれの地震でも観測できているが、他の

無線機においては地震波形の取得にばらつきがあることがわかった。 
取得にばらつきのある原因は、東大弥生キャンパス及び本郷キャンパスでの試験での結

果と同様で、別の揺れを誤検知したことにより地震の揺れを取り逃したためであると考え

られる。前述したように、揺れ検出閾値を無線機個別に設定することにより解消できる。 
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図 10 2020 年 3 月 15 日 19 時 09 分に発生した地震の観測波形 

 

 

図 11 2020 年 3 月 31 日 20 時 23 分に発生した地震の観測波形 

 
(c) 結論ならびに今後の課題 

本年度は、2018 年度開始した試験結果をもとに改良した揺れデータ伝送無線機を試作

し、更に試作無線機を長期間設置に向けた高度化を実施した。その結果、改良として加速

度センサの低雑音化により雑音振幅を 10 分の 1 まで低減できた。また、長期間設置に向

けた高度化として通信周期を 1.2 秒周期から 1 分に変更することで省電力化を実現し、試

作した無線機を単一電池 2 個で駆動させた場合、3 年間電池駆動が可能であることがわか

った。さらに、東大地震研及び防災科学技術研究所つくば本所に無線機を設置し、地震観

測を開始したところ、2～3 月に発生した震度 1～2 の地震を観測できることを確認した。 
各地点で地震以外の誤検知と思われる波形取得が多数観測されており、誤検知による不

要な電力消費が課題である。また、観測点数を更に増やして、多点的な観測を実現したい。 
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axis/mpu-9250/> 2020 年 4 月 16 日アクセス. 
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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 

・ 該当なし 
 
 

(3) ２０２０年度業務計画案 

2020 年度は 2019 年度に実施した試験観測結果をもとに、より長期の設置が可能な揺れ

データ伝送無線機を製作し、MeSO-net 観測点の周辺での追加試験観測を実施する。 
2019 年度の試験観測において、誤検知と思われる振動波形の観測が多数あり、誤検知の

発生頻度も設置場所や設置環境によって大きく異なることがわかった。これらの誤検知に

より不要な電力消費が発生し、電池寿命が劣化する可能性がある。そこで、設置箇所毎に

個別に揺れ検出閾値を設定することにより誤検出回数を低減し、省電力化を目指す。 
2020 年 9 月までに揺れ検出閾値の個別設定が可能な無線機を試作して動作試験を行う。

また、2021 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、2020 年度はまずは屋外実環境において 1 年以



42 
 

上の電池駆動と、実地震の観測を目標成果とする。 
また、MeSO-net 観測点周辺のサテライト観測点の多地点での観測網構築を目指す。最

終年度には現在よりも多くの地点での観測を目指すが、2020 年度にはまずは現在観測し

ている東大弥生キャンパス及び本郷キャンパスと防災科学技術研究所つくば本所において、

観測網拡大のために無線機の追加設置を行う。加えて、別の地点での観測網構築に向けて、

追加の観測地点の候補選定を行う予定である。 
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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）(課題ｂ②e) 

 
(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)２０１９年度業務目的 

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て、首

都圏および伊豆地方の地下構造を推定する。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、地震波速度異方性構造の解析を進め、首都圏中心部のプレート

構造を明らかにする。MeSO-net データを適用して、自動震源決定手法の高度化試作版を

開発する。また、歴史地震による揺れの分布を考慮した地下構造モデルを推定する。３

次元階層化地震活動予測モデルの開発を進め、将来の地震活動による震度分布を高精度

に推定する手法を検討する。 

(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 教授 加藤愛太郎 

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 鶴岡 弘 

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) ２０１９年度の成果 

(a) 業務の要約 

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て、首

都圏および伊豆地方の地下構造を推定した。歴史地震による揺れの分布を考慮した地下

構造モデルを推定し、震度予測のプロトタイプを試作した。3 次元地震活動予測モデル

を開発し関東直下の地震予測を実現した。統計モデルに基づいた地震の時空間予測の研

究を進め、「地震ビッグデータ」から統計学・情報学の知見を活かした地震データ解析

プログラムの開発を行った。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１日以内で推定可能な手法を開発した。集客施設等において、簡易型地震計を稠

密に設置し、各地点の揺れの迅速な把握を行う仕組みの構築を準備した。 

 

(b) 業務の成果 

1) 首都圏および伊豆地方のプレート構造 

首都圏で発生した地震に対して、MeSO-net を含む首都圏の観測点で得られたデータ

を用いて、その P 波到達時刻データによる解析の分解能を確かめる数値実験（チェッカ

ーボードテスト）を実施した。その結果、このデータが、水平方向・深さ方向ともに 10 

kmのグリッド（中心部の深さ方向の間隔は 5km）での推定が可能であることを確認した。 

 図１は、トモグラフィー解析で得られた P 波方位異方性速度構造の一部である。東西

に伸びる特徴的な低速度異常領域やその南側における高速度異常領域の存在など、等方

性構造に見られる顕著な特徴の概要は先行研究（１）と調和的である。一方で、房総半島

の中央部において南北方向に伸びる低速度異常領域が存在することや、その東側（房総

半島東岸沖）にも高速度異常領域が存在することなど、フィリピン海スラブの構造に関

する新たな特徴も明らかになった。異方性については、先行研究によって首都圏下に存

在するフィリピン海スラブマントル内における南北方向の強い異方性領域の存在が示

されているが(２，３)、その方向が深さ変化していることが新たに明らかになった（NW–SE

から NNE-SSW まで時計回りに変化）。また、東西の帯状分布を示す低速度異常領域内の

異方性については、異方性の方向が、その南側にあるスラブマントルと同じ北西―南東

方向である領域と東西方向である領域のふたつが存在することがわかった。なお、異方

性の特徴の変化は連続的ではなく、不連続に変化する境界が存在するのに対し、等方性

構造では明瞭な境界を形成していない。よって、異方性構造を丁寧に解釈することで、

等方性速度構造研究だけでは知ることのできない、フィリピン海プレートの存在領域や

その周辺に関する新たな知見が得られると期待される。 
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図１ 首都圏周辺域の P 波方位異方性速度構造。等方性速度の摂動量（％）を色で表して

おり、暖色系は初期速度構造と比べて低速度異常、寒色系は高速度異常である。地震波異

方性は線分の方位が速く伝わる方向、その程度は長さで示している。各図の灰色の線は、

フィリピン海プレート上面（４）をあらわす。 
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2) 首都圏の３次元減衰構造 

３次元減衰構造を推定する際に、地下の減衰とサイト特性とのトレードオフの影響を考

慮するため、昨年度に引き続き相対増幅率を検討した。それによって、地震計が地表面で

なく地中に設置されていることの影響を取り除くことができると考えられる。得られた相

対増幅率を考慮して、三次元減衰構造インバージョンを行ったところ、残差（O-C）が減少

することが確かめられた（図２）。しかし、この構造は、観測地点が高密度な地域に限られ

ているため、それ以外の地点も含めた広範囲での検討を行う必要がある。また、この減衰

構造を考慮して、点震源によって任意の地点における震度を推定する「震度分布推定アル

ゴリズム」のプロトタイプを開発した。 

 

図２ 相対増幅率を考慮して得られた三次元減衰構造(10 Hz の例) 

 

３）関東下の 3 次元地震活動予測モデルの開発 

関東地方下 100km の深さまでに発生した地震の活動度を解析・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）モデルを拡張した。経度

x、緯度 y、深さ z および時刻 t における３次元デロネ（４面体）分割を基礎とした 3 次元

空間の階層的 HIST- ETAS モデルを構築した。さらに東北沖超巨大地震の影響を考慮して、

関東直下における地震活動度に関する予測モデルを作成し赤池ベイズ情報量基準（ABIC）

で求めた。このモデルによって中規模の地震の中期確率予測が良く実現されることが実証

された。本モデルでの上記のパラメータ以外も地域性の変化が著しく、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、短期及び中期の確率予測に威力があることが期待できる。 
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図３ 2018 年 6 月 16 日時点における、関東地方の地震活動率の予測。色凡例の単位は M≥4
イベント数 /日 /度 3 で、暖色ほど発生確率が高いことをあらわす。＋記号は、予測後に 2018 年

11 月までに発生した M≥3 の地震。(a) 深さ 10km における発生確率と深さ 15 km 以浅の地

震。（b）深さ 20 kmにおける発生確率と 16〜30 km の深の地震。(c) 太平洋プレート上面（PAC）

における発生確率とその面付近（-5～10km）の地震。(d) フィリピン海プレート上面（PHS）
における発生確率とその面付近の地震。  
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４) 統計モデルに基づいた地震の時空間予測 

余震活動の収束性や本震に至る地震活動の特徴を調べる目的で、2018年9月の北海道胆

振東部地震を統計モデルで解析した（５）（図４）。この手法を2011年東北地方太平洋沖地

震発生前の関東北部・東北地方広域での地震活動に適用し、その変動を東北地方東方沖の

プレート境界におけるスロースリップとの関連を検討した。非定常ETASモデルを用いて（房

総半島沖のスロースリップに伴う群発地震や伊豆東部の火山活動による）群発地震の予測

モデルの予測可能性を示した。 

 

 

図４ 胆振地震への非定常ETASの適用。 

赤は背景地震活動、青は余震誘発強度、グレーはトータルの地震活動強度を表わす。 

縦軸は日単位での平均地震発生量(対数スケール)。横軸は 2018年9月6日の本震発生から

の経過日数を2019年3月15日まで。 

下部はM-T図。ピンクの帯で表す群発発生時に背景地震活動が上昇する。 
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５）欠損した余震データによる余震分布の推定手法の開発 

本震直後の余震データは、本震による大振幅の影響により、完全な余震データを得るこ

とができない。そのため、実際に観測されたデータのみから余震分布を推定すると、その

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恐れがある。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ても、より確から

しい余震分布を得ることのできる推定手法の開発を行った。 

先行研究６)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、パラメータの最適化には複雑な積分を含むため大雑把な近

似計算を行っているが、推定値の収束性の理論保証を与えることが難しい。また、その近

似のため、パラメータの不確実性を推定することが難しい。 

そこで、余震検出確率をモデル化する際ガウス過程回帰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ノンパラメトリックベイズ推定手法を開発した。ガ

ウス過程回帰は表現力が非常に高いことが知られており、ある条件下では実際深層学習と

同等の性能を持つことが知られている。さらに、点推定だけでなく、従来推定が困難であ

った余震検出確率及びパラメータの不確実性まで推定可能となる。また、データ拡大法と

ギブスサンプリングを組み合わせることで、近似を必要とする複雑な最適化を避け、サン

プリングによるパラメータの推定手法を確立した。 

図５は、2004 年の中越地震に対して提案手法を適用した結果である。検出確率と b 値に

対し、欠損値を考慮した平均関数及び点推定値だけでなく、信用区間も含めて推定するこ

とが可能となった。 

 

 

 
図５ 予測された余震検出確率(左)と b 値の事後分布のヒストグラム(右) 
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６） 集客施設における過去の地震による地震被害 

 今後の首都圏における地震被害を考えるためには、過去に発生した大地震における被害

状況を調査し、検討する必要がある。大正関東地震より前に、首都圏に大きな被害をもた

らした地震として、1855 年の安政江戸地震がある。当時、成田空港周辺の地域にはあまり

人が住んでいなかったため、書き残した文書が少なく、どの程度のゆれが生じていたのか

不明である。そこで、同様な大地震が発生したときに、その地震による空港周辺の被害を

推定することを目的として、同じ位置で臨時観測を行い、その記録を用いて推定すること

を試みた。まず、空港に近い印西市、成田市、佐倉市における被害について、いくつかの

古文書に記載されている被害を吟味し直した。成田山新勝寺では、安政江戸地震によって

灯篭が全部倒れるなどの被害あったことがわかった。そのほか、周辺の地域における古文

書を調査し、被害のあった場所を特定した。そこで、空港を含めこれらの地域において臨

時地震観測（図６）を実施し、現代の地震による地震動と安政江戸地震による被害の比較

を行った。暫定的な解析によると、地域ごとに揺れの大きさに違いがあり、同じ地域でも

地点によって揺れの特徴に差があることが判ってきた。さらなる解析（スペクトル解析等）

を行うことで、それらの地域がどの程度の地震動を受けるのかを推定することに役立つこ

とが期待できる。 

 

 

図６ 成田市、佐倉市、印西市、我孫子市、利根町、土浦市周辺で行った臨時地震観測点

の分布。 
 

 



51 
 

(c) 結論ならびに今後の課題 
 

1) 首都圏および伊豆地方のプレート構造 

昨年度準備した初期データについての分解能をチェッカーボードテストで調べると

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を実施した。その結果、先行

研究では明らかにされていなかったフィリピン海スラブの等方性構造および異方性速

度構造の特徴が明らかになった。今後の課題は、この特徴を解釈し、首都圏における地

震活動との関連性を明らかにすることである。 

 

２）首都圏の３次元減衰構造 

相対増幅率を考慮したインバージョンにより、より精度よく減衰構造を求めることが

できた。しかし、求められた構造は観測地点の密度の高い地域に限られているため、そ

れ以外の地点も含めた記録を用いた検討により、より広い範囲での減衰構造を求める必

要がある。震度分布推定アルゴリズムについては点震源とした場合のプロトタイプを構

築した。しかし、大地震の場合には断層の広がりを考慮する必要課題として残される。 

 

３）関東下の 3 次元地震活動予測モデルの開発 

関東下の地震活動度を予測する 3 次元空間の階層的 HIST- ETAS モデルを構築した。

さらに東北沖超巨大地震の影響を考慮した、地震活動度予測モデルを作成した。パラメ

ータには地域性の変化が著しく、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、短期及び中期の確率

予測に威力があることが期待できる。 

 

４) 統計モデルに基づいた地震の時空間予測 

北海道胆振地震の余震活動を解析し、その手法を適用した東北沖地震前の地震変動を

検討した。測地学データに基づく群発地震の予測モデルの開発は途に就いたばかりであ

る。このための非定常 ETAS モデルの計算の高速化を行い、群発地震の解析事例を増や

してどの程度実現可能かを検討する必要がある。 

 

５）欠損した余震データによる余震分布の推定手法の開発 

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。今後は提案手法の高速な実装を可能

となるアルゴリズムの検討を行う。 

 

６）集客施設における過去の地震による地震被害 

 成田山新勝寺では、安政江戸地震によって灯篭が全部倒れるなどの被害あったことが

わかった。空港を含めた臨時地震観測からは空港は震度が小さめに評価されたが、局所

的な設置場所の条件も考えられる。スペクトル解析による検討が必要と考えられる。 
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国内 
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2020 年 1 月

16 日 
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 
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(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) ２０２０年度業務計画案 

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て推

定した首都圏および伊豆地方の地下構造および３次元 P 波方位異方性速度構造を解釈

する。歴史地震による揺れの分布を考慮した首都圏の３次元減衰構造において、面震

源（断層モデル）を考慮したアルゴリズムの開発について検討する。主要な地震に伴

う余震活動の収束性や本震に至る地震活動の特徴の解析を続行すると共に、非定常

ETAS モデルを用いて群発地震の解析事例を増やし、測地データから地震活動への予測

モデルの実現性を検討する。本震直後の余震分布のリアルタイムでの推定を可能とす

るため、提案手法を改良し、変分近似を用いたより高速な推定アルゴリズムを開発す

る。成田周辺の地震被害について臨時地震観測記録のスペクトル解析に基づき揺れや

すさについて検討をすすめる。簡易型地震計を稠密に設置し、各地点の揺れの迅速な

把握を 行う仕組みの構築を試行する。 
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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 

3.2.2.6 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） 

(課題ｂ②e) 

 
(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、「②e.首都圏における過去/未来の

地震像の解明」として、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)２０１９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

の改良等を引き続き行う。 
 

(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 専門研究員 瀧澤倫明 

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 
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(2) ２０１９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）解析を行う。具

体的には、丹沢山地を中心とする解析領域中部において不連続面が検出できない原因を

探るために、 1. Ｓ波の RF 解析を実施し、P 波の RF 関数では検出できない不連続面

の検出、 2. 解析領域中部で観測される初動振幅の小さい RF を説明できる地下構造

の推定、を実施する。  

 

(b) 業務の成果 

現在まで、防災科学技術研究所、東京大学、気象庁、温泉地学研究所の地震観測デー

タを用いた RF 解析を行い、北緯 34.5-35.8 度、東経 138.3-140.0 度、深さ 100 km までの

範囲の不連続面の検出及び形状推定を試みてきた。前年度までに、伊豆半島を含む解析

領域西部においてフィリピン海プレートのモホ面に対応すると解釈できる不連続面を

検出することができたが、それ以外の領域の不連続面の検出には至っていない。そのう

ち、解析領域東部の厚く低速度な表層が分布する地域で得られる RF は、その表層の影

響を大きく受けるため深さ変換には不向きだとわかった。ただし、丹沢山地を中心とす

る解析領域中部において不連続面が検出できない原因として、この問題点は当てはまら

ない。そこで、令和元年度は、その原因を解明し、解析領域中部には不連続面が存在す

るのか、また存在するならどの深さに存在するのかを明らかにすべく解析を進めた。  

そのために、まず行ったのは S 波 RF 解析である。P 波 RF は遠地地震の P 波の後続

波から Ps 変換波を検出することができるのに対し、S 波 RF は S 波の先駆波から Sp 変

換波を検出することができる。そのため、何らかの理由で P 波 RF では検出できない不

連続面が、S 波 RF では検出できる可能性があると考えた。また、低速度な表層が存在

する領域の地震波形には多重反射波が含まれる。遠地地震の P 波によって励起される

Ps 変換波と多重反射波はともに P 波の後続波となるが、S 波によって励起される Sp 変

換波は S 波の先駆波、多重反射波は S 波の後続波となり、S 波 RF 上では S 波に対する

到達時刻によりそれらを分離することができる。そのため、S 波 RF を用いると、多重

反射波によって不連続面の検出が困難である解析領域東部の不連続面についても検出

できる可能性がある。  

しかし、S 波 RF 解析を行ったところ、遠地地震の S 波はノイズレベルが大きく、P
波 RF と同様の Quality Control を適用すると解析可能な S 波 RF の数が少なくなり、信

頼性の高い P 波 RF と同様の基準で不連続面を検出することが難しいことや、S 波 RF

の解析範囲が浅部に限られることから、S 波 RF を用いても解析領域中部の不連続面の

検出には至らなかった（図１）。  
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 次に、解析領域中部で観測される初動振幅の小さい RF を説明できる地下構造を、RF

の波形合成を行って試行錯誤しながら探索した。  
 まず、地震波の減衰の大きさが RF 振幅にどのように作用するかを調べた（図２a）と

ころ、減衰は不連続面の検出を困難にはするが RF の初動振幅に大きな影響を与えない

ことが分かった。次に、地震波速度の値そのものを変化させて RF を合成した（図２b）。

もともと 0.5 程度の初動振幅だった RF は 50%の速度低下により初動振幅が 0.2 程度と

なり不連続面に対応するピークも小さくなるので、解析領域中部付近の RF の特徴を説

明できる。しかし、これほど大きな速度低下がある程度の広がりをもって存在すれば、

地震波トモグラフィで十分検出可能であると考えられるが、そのような極めて低速度な

上部マントルや地殻の存在は確認されていない。  

 
 

 次に、上部マントル内に傾斜する不連続面を仮定して RF を合成した（図３）。東向き

に傾斜する不連続面を仮定すると、東側に震源のある RF(ラディアル成分)の初動が小

さくなり、両水平成分とも初動振幅が方位依存性を持つことがわかる。  
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傾斜を仮定した合成 RF の波形の特徴を参考に、観測から得られた RF の初動振幅の方

位依存性を調べた（図４）。図４には初動振幅の方位依存性が明瞭に検出できた観測点

に、その特徴的な方向と方位依存性の大きさに対応した長さを持つ矢印を付した。矢印

の分布を見ると、その向きには地域性があるのが分かる。方位依存性の大きさは、初動

振幅の絶対値（ラディアル成分とトランスバース成分の２乗和の平方根）に対するトラ

ンスバース成分の振幅で表現され、その値は小さくとも 0.23（最大値は 0.97）であり、

方位により RF の初動振幅はある程度大きく変化している。トランスバース成分の初動

振幅は、遠地 P 波の観測点への入射方向の大円からのずれにより生じ、そのずれを生む
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原因を特定することは難しい。しかし、図４の矢印を見ると、観測点ごとに異なる様々

な原因で生じる方位依存性が偶然地域性を持って分布しているように見えることを想

定しない限り、そのずれは広域に共通な原因によって生じていると考えられる。地震波

トモグラフィ解析 1)で得られた速度分布に基づき P 波速度が 7.8 km/s の等速度面の深さ

を示すと（図４）、この 150 km 四方程度の領域に 50 km 程度の深さ変化があるぐらいに

は上部マントルが不均質であることがわかる。上部マントルの不均質が、RF の初動振

幅の大きさそのものや方位依存性、あるいはリソスフェア内の不連続面の検出が困難に

なることの原因となっている可能性があるのではないだろうか。  

 
(c) 結論ならびに今後の課題 

これまでの P 波 RF 解析と同様の震源と観測点のデータを用いて S 波 RF 解析を行

った。現時点では、解析領域中部では S 波 RF を用いてもモホ面を検出できていない

が、その原因として S 波 RF のノイズレベルが大きいことや不連続面の検出限界が浅す

ぎることが挙げられる。 
 次に、P 波 RF の初動振幅について詳細に調べたところ、複数の観測点で明瞭な方位

依存性が見られ、その大きさと方位の分布に地域性があることがわかった。上部マント

ルの速度不均質が方位依存性を生む原因である可能性があり、その場合モホ面以浅で励

起された変換波や直達 P 波の振幅は、水平成層のモデルでは説明できない可能性があ

る。 
今後は、まず P 波 RF の初動振幅に上部マントルの速度不均質が大きく影響している

「可能性」が確かかどうかという点を突き詰める。具体的には、既往のトモグラフィモ

デル 1)が示す不均質が解析領域で観測される RF 振幅に与える影響を調べる。そうする

ことで、リソスフェア内に速度コントラストがあったとしてもその検出が困難なのか、

あるいは検出が困難なのではなく強いコントラスト自体がないのかについて、結論を出

せると考えている。調査の結果 RF の初動振幅の大きさや方位依存性の分布が上部マン

トルの速度不均質を仮定して説明できそうになければその結論は出せないが、その場合

はその解明に向けて新たな調査を進める。その後は、現在まで変換面が水平であること

を仮定して RF の深さ変換を行ってきたが、その傾斜を考慮しながら深さ変換 2)を行い、

より正確に不連続面の深度分布を推定する。 
 
(d) 引用文献 
1)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. 

2) Abe, Y., Ohkura T., Hirahara K., and Shibutani T.: Common-conversion-point 
stacking of receiver functions for estimating the geometry of dipping interfaces, 
Geophysical Journal International, 185, pp.1305-1311, 2011. 
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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 

 
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) ２０２０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、RF 解析を進める。 
2020 年度は、既往の地震波トモグラフィモデルを用いて各観測点で観測されるべき

RF を合成し、実際に観測された RF の特徴がどの程度説明できるのかを調べる。実際

に観測された RF の初動振幅の大きさや方位依存性の分布が、現在までに知られている

上部マントルの速度不均質で説明することが可能である場合は、解析領域中部にフィリ

ピン海プレートのモホ面に対応する不連続面が存在しないのか、あるいは不連続面が存

在するとしてもそれを検出するのが困難なのかということに結論を出す。もし、結論が

出せない場合は、RF の初動振幅の大きさと方位依存性の原因についてさらに追及する。

結論が出せた場合は、検出した不連続面の傾斜を考慮しながら深さ変換を行うことで正

確に不連続面の深度分布を推定する。 
 

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 
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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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 

国内 

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 
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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 2017 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、初年度よりデータ利活用協議会が立ち上がり、

毎年計 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 5 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）を安定的に運用することで首都圏における稠密な地震動データの確

実な収集を継続するとともに、データ受信システム等の高度化も実施した。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、コンビニ店舗内での試験地震観測や首都

圏版強震モニタの公開を開始した。また MeSO-net 観測点での臨時の地表地震観測を継続

し増幅特性の推定を進めた。スマートフォン地震計での観測を拡大するための募集サイト

や設置治具の高度化や揺れデータを伝送する無線機の高度化及び試験観測も実施した。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地下構造モデルの

高度化、関東下の地震活動や余震活動の予測モデルの高度化、成田空港及びその周辺での

臨時観測や古文書による安政江戸地震時の被害調査を実施した。 
  

引き続き 2020 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高度化することで、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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