
主催：「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」成果報告シンポジウム実行委員会
共催：地震・火山噴火予知研究協議会
後援：文部科学省
日時： 2014年 3月 12日（水） 10:10〜 3月 14日（金） 13:00
場所：東京大学武田先端知ビル

（口頭発表）　　　 武田ホール（5F）
（ポスター発表）　ホワイエ　　（5F）

座長

10:10 - 10:20 主催者・来賓挨拶 加藤(尚)

10:20 - 11:35 日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象 (1:15) 飯高

・研究課題報告 6013 　　　　地理院・川元 11分
・研究課題報告4002 　　　　JAMSTEC・田村 11分
・研究課題報告1601 　　　　東工大・小川 11分
・研究課題報告3010 　　　　防災科研・藤田 11分
・研究課題報告1414　　　　 東大震研・佐藤比呂志 11分
・部会サマリー　　　　　 　　 東北大・松澤（部会長） 15分
・討論 5分

11:35 - 12:10 地震発生・火山噴火素過程 (0:35) 吉田
・地震発生の素過程研究サマリー　    東北大・矢部 20分
・火山噴火の素過程研究サマリー　    地震研・市原 10分
・討論 5分

12:10 - 13:20 　　　（昼休み） (1:10)

13:20 - 14:25 地震破壊過程と強震動 (1:05) 飯高
・部会サマリー　　　　　 　　　地震研・古村 14分
・研究課題報告1503　　　　　東大理・井出 14分
・研究課題報告1812, 1813　防災研・浅野 14分
・研究課題報告7024, 7021　気象研・勝間田，前田 18分
・討論 5分

14:25 - 15:10 火山噴火準備過程 (0:45) 森田
・研究課題報告7019           気象研・山本 10分
・研究課題報告1602           東工大・野上 10分
・研究課題報告1809           京大・井口 20分
・部会長サマリー                京大・井口 5分
・討論

15:10 - 15:45 火山噴火過程 (0:35) 青木
・研究課題報告1009 　       北大・大島 15分
・部会サマリー　           　　 東北大・西村 15分
・討論 5分

15:45 - 17:15 ポスターセッション（１）:　主に２日目の部会 (1:30)

17:15 - 18:20 地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化 (1:05) 酒井
・部会サマリー　　　　　 　　　名大・渡辺 20分
・研究課題報告1404　　　　　地震研・加藤 10分
・研究課題報告1701         　名大・山岡 10分
・研究課題報告1801　         防災研・澁谷 10分
・研究課題報告1201　         東北大・中原 10分
・討論 5分

18:20 - 18:45 地震・火山現象に関するデータベースの構築 (0:25) 加藤(尚)
・研究課題報告1001          北大・高橋 10分
・部会サマリー　　　　　 　　 防災研・大見 10分
・討論 5分

プログラム

平成25年度「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画」成果報告シンポジウム

3月12日（水）



9:15 - 10:30 新たな観測技術の開発 (1:15) 森田
・研究課題報告 1435　　　　  地震研・小山 15分
・研究課題報告 1439, 1440　地震研・新谷 15分
・部会サマリー　　　　　 　　　 名大・田所 40分
・討論 5分

10:30 - 11:45 地震準備過程 (1:15) 加藤(愛)
・研究課題報告 2301           鹿児島大・後藤 11分
・研究課題報告 1206           防災研・伊藤 11分
・研究課題報告 1417           地震研・岩崎 11分
・研究課題報告 6015　         国土地理院・川元 11分
・研究課題報告 1208           東北大・松澤 11分
・部会長サマリー          　　  防災研・飯尾 15分
・討論 5分

11:45 - 13:00 　　　（昼休み） (1:15)

13:00 - 13:35 地震発生先行過程 (0:35) 吉田
・研究課題報告 1223　　　　 東北大・長濱 10分
・研究課題報告 1811　　　　 防災研・片尾 10分
・部会サマリー　　　　　 　　　地震研・中谷 10分
・討論 5分

13:35 - 14:40 超巨大地震 (1:05) 加藤(愛)
・部会サマリー　　　　　 　　　北大・谷岡 10分
・研究課題報告 1219　　　　 東北大・日野 10分
・研究課題報告 1220　　　　 東北大・岡田 10分
・研究課題報告 1444　　　　 地震研・小原 10分
・研究課題報告 1006　　　　 北大・谷岡 10分
・研究課題報告 5006　　　　 産総研・宍倉 10分
・討論 5分

14:40 - 16:10 ポスターセッション（２）:　主に１日目の部会 (1:30)

16:10 - 17:00 地震発生予測システム (0:50) 五十嵐
・部会サマリー　　　　　  名大・鷺谷 9分
・研究課題報告1702　　名大・鷺谷 9分
・研究課題報告1405　　地震研・亀 9分
・研究課題報告3004　　防災科研・松澤 9分
・研究課題報告1406　　地震研・鶴岡 9分
・討論 5分

17:00 - 17:20 火山噴火予測システム (0:20) 中田
・部会サマリー　　　　　  京都・鍵山 15分
・討論 5分

17:20 - 18:00 次期計画に向けての討論 (0:40) 加藤(尚)
・次期研究計画（建議）の概要説明　  東北大・西村
・次期計画に向けての取り組み　       地震研・加藤（尚）

18:15 - 19:45 　　　（懇親会） (1:30)

3月13日（木）



9:15 - 9:45 研究戦略室の方針説明　　　　　　北大・谷岡 (0:30) 加藤(尚)

9:45 - 10:00 海溝型地震部会準備会　　　　　　地震研・小原 (0:15)

10:00 - 10:15 内陸地震部会準備会　　　　　　　 九大・松本　 (0:15)

10:15 - 10:30 火山部会準備会　　　　　　　　　 　九大・清水 (0:15)

10:30 - 10:45 地震先行現象・地震活動評価部会準備会　　地震研・中谷 (0:15)

10:45 - 11:00 　　　（休憩） (0:15)

11:00 - 11:15 地震動・津波等の事前予測・即時予測部会準備会   鳥取大・香川 (0:15) 谷岡

11:15 - 11:30 地震・火山災害部会準備会　　　 兵庫県立大・木村 (0:15)

11:30 - 11:45 史料・考古部会準備会　　　　　　 史料編纂所・榎原 (0:15)

11:45 - 12:00 データベース・データ流通部会準備会　　地震研・鶴岡 (0:15)

12:00 - 12:30 討論 (0:30)

　　　（閉会）

3月14日（金）
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