
 様式６          
         平成１６年度共同利用実施報告書（研究実績報告書）               
   
１．研究種目名  研究集会      ２．課題番号   ２００４－W－１３        
 
３．研究課題（集会）名 和文： 日本列島のテクトニクス －新しい視点を求めて－          

            英 文 ：         

 
４．研究期間    平成１６年１１月 ８日 ～ 平成１６年１１月 ９日

 
５．研究場所         文部科学省研究交流センター （つくば市）     
 
６．研究代表者所属・氏名  筑波大学地球科学系・小林洋二      

   （地震研究所担当教員名） 瀬野 徹三       
 
７．共同研究者・参加者名（別紙可）別紙 
 
８．研究実績報告（成果）（別紙にて約 1,000字 A4版（縦長）横書）（別紙に作成） 
 
１０・成果公表の方法（投稿予定の論文タイトル、雑誌名、学会講演、談話会、広報等） 
  日本列島のテクトニクス －新しい視点を求めて－，月刊地球 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

名前 所属 職名又は学年 

石橋 克彦 神戸大学 教授 

神谷 眞一郎 JAMSTEC 研究員 

平内 健一 筑波大学 院生 

新村 太郎 熊本学園 講師 

塚原 弘昭 信州大学 教授 

土屋 知恵 筑波大学 学部４年 

高井 香里 防災科研 研究員 

廣瀬 仁 防災科研 研究員 

林  広樹 防災科研 研究員 

松林 弘智 防災科研 研究員 

山品 匡史 防災科研 技術員 

折橋 裕二 東大地震研   

高橋 裕平 AIST   

山下 太 防災科研 研究員 

小田 浩 産総研 研究員 

熊谷 一郎 東大地震研 研究員 

野口 伸一 防災科研   

佐藤 興平 産総研   

大滝 寿樹 産総研   

汐見 勝彦 防災科研 任期付研究員 

竹内 章 富山大学・理   

北川 有一 産総研   

平田 隆幸 福井大学・工   

関根 秀太郎 防災科研 特別研究員 

小林 昭夫 気象研   

中野 孝教 総合地球環境学研究科   

藤井 直之 名古屋大学・環   

大角 恒雄 日本工学   

横倉 隆伸 産総研   

稲崎 富士 土木研   

柳沢 幸夫 産総研 研究員 

岩田 貴樹 防災科研   

八木 芳治 建研   

増田 富士雄 京都大学   

岡田 義光 防災科研 企画部長 

栗田 敬 東大地震研   

高橋 雅紀 産総研   



名前 所属 職名又は学年 

瀬野 徹三 東大地震研   

久利 美和 東北大学   

岩森 光 東京大学   

竹内 圭史 産総研   

川西 圭景 東大地震研 修士１年 

小笠原 憲四郎 筑波大学   

小川 勇二郎 筑波大学   

野津 憲治 東大   

西村 直樹 筑波大学 学類４年 

中島 隆 産総研（地調）   

上村 彩 防災科研   

浅香 雄太 京大防災研 修士１年 

浅野 陽一 防災科研   

原田 雄司 東大地震研 技士１年 

堀 貞喜 防災科研   

渡辺 了 富山大学・理   

小村 健太朗 防災科研 主任研究員 

浜田 信生 気象研   

西澤 修 産総研   

田中 明子 産総研   

中野 司 産総研   

中村 雅基 気象研   

松原 誠 防災科研   

西川 正 PWJ   

佐藤 努 産総研   

関口 渉次 防災科研   

前田 憲二 気象研   

小泉 尚嗣 産総研   

松本 則夫 産総研   

高橋 誠 産総研   

久保 篤規 防災科研   

木村 尚紀 防災科研   

浅田 美穂 東大海洋研究所 P３ 

高橋 雅紀 産総研   

中島 善人 産総研 研究員 

小原 一成 防災科研   

髙山 博之 気象研   

松本 拓己 防災科研 研究員 



名前 所属 職名又は学年 

堀内 悠 筑波大学 D1 

宮下 由香里 産総研 研究員 

木下 正高 JAMSTEC GL 

龍  徹 筑波大学 M1 

岡崎 浩子 千葉県立中央博   

池田 宏 筑波大学   

目代 邦康 筑波大学   

桑原 保人 産総研   

 


