
主催：地震及び火山噴火研究の将来構想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

日時：2012年7月5日（木）09:45~7月6日（金）17:30

場所：東京大学鉄門記念講堂

タイトル等 発表者

9:45 (5) シンポジウム趣旨説明 清水　洋（九大・院理）

9:50 (10) 1. 地震火山研究におけるモニタリング研究の重要性 渡辺俊樹（名大・院環境）

10:00 (10) 2. 海底観測が地震発生予測に向けて今後取り組むべき重要課題 伊藤嘉宏（東北大・院理）・地震・噴火予知研究観
測センター 海域総合観測研究部一同

10:10 (10) 3. 相似地震を用いた予測検証実験の経験と展望 岡田正実

10:20 (10) 4. 地球磁場観測による地震発生検知と緊急地震速報の迅速化の可能性―
地震断層運動に伴って発生する磁場変化とその応用―

大久保寛(首都大・院システムデザイン)

10:30 (10) 5. 「地震・火山現象に関するデータベースの構築」に関する提言 *大見士朗（京大・防災研），鶴岡 弘（東大・地震
研）

10:40 (10) 6. 日本地震史料のより活用を意識したデータベースの高度化，そして新た
な活用へ

山中佳子(名大・院環境)

10:50 (10) 7. 新しい日本列島基本構造・物性値モデルの構築 *佐藤比呂志・岩崎貴哉・鶴岡　弘（東大・地震研）

11:00 (10) 8. 高密度のボーリングデータベースに基づく浅層地盤の三次元地質モデ
ルからのアプローチ

木村克己（産総研・地質情報研究部門）

11:10 (10) 9. "長期・広域" から "超長期・グローバル"へ‐長期広域部会での議論を
踏まえて‐

松澤　暢（東北大・院理）

11:20 (10) 10. 古地震・古津波研究に基づいた長期予測（規模と切迫性） 宍倉正展（産総研）

11:30 (10) 11. 伸張場のカルデラ構造の解明 -日向灘～姶良カルデラ～沖縄トラフ- *岩崎貴哉（東大），宮町宏樹・八木原寛（鹿大），
井口正人・大倉敬宏（京大），清水洋・松島健（九
大），山岡耕春・渡辺俊樹（名大）

11:40 (10) 12. プレート境界のリアリティのある描像へ～地質学からの提言 北村有迅（JAMSTEC）

11:50 (20) 討論

12:10 (60) (昼休み）

13:10 (10) 13. 活断層の物理化学的状態監視のための断層流体の連続観測 *田中秀実・角森史昭（東大・院理）・村上雅紀（応
用地質）・杉本雅明・照沢秀司（東大・院理）

13:20 (10) 14. 地震準備過程の解明に向けて 飯尾能久（京大・防災研）

13:30 (10) 15. 海域調査・観測の高度化によるプレート境界の形状・物性と破壊伝播との
関係の解明

*望月公廣・篠原雅尚・塩原　肇・山田知朗・一瀬
建日（東大・地震研）

13:40 (10) 16. 地震発生過程モデルを検証するための観測の提案 *佐藤利典（千葉大），伊藤久男（JAMSTEC），小
林励司（鹿児島大），津村紀子（千葉大）

13:50 (10) 17. 超巨大地震部会の立ち上げと次期建議への提案 谷岡勇市郎（北大・院理）

14:00 (10) 18. 超巨大地震の最大余震 小山順二（北大・院理）

14:10 (10) 19. GNSSデータによる震源断層即時推定とその津波規模予測への応用 太田雄策（東北大・院理）

14:20 (10) 20. 地震工学研究者の地震研究への期待と要望 堀宗朗（東大・地震研）

14:30 (10) 21. 地震発生予測への経験的アプローチの意義と戦略 中谷正生（東大・地震研）

14:40 (10) 22. 南アフリカ金鉱山における半制御地震発生実験 小笠原　宏（立命館大・理工）

地震及び火山噴火予知のための観測研究

地震及び火山噴火研究の将来構想シンポジウム

プログラム

7月5日（木）

開始時刻  (分）

第1部　研究機関・研究グループ・個人からの提言

（１）モニタリング・データベース・長期広域に関する研究

（２）地震研究



14:50 (10) 23. 地震短期予知のための先行現象の基礎研究の提案 *長尾年恭・竹内昭洋（東海大），茂木透・柿並義
宏（北大），服部克己（千葉大），鴨川仁（東京学芸
大），芳原容英（電通大），井筒潤（中部大），児玉
哲哉（ＪＡＸＡ）

15:00 (10) 24. 東南海・南海地震の短期・中期予測モデル改良に向けた取り組み 板場 智史（産総研・活断層・地震研究センター）

15:10 (10) 25. 地震・火山噴火直前予測のためのマイクロクラック観測網整備と研究 *藤縄幸雄・野田洋一（一般社団法人危機管理対
策協議会）

15:20 (10) 26. 地震発生場・地震発生過程の理解のための素過程研究 矢部康男（東北大・院理）

15:30 (10) 27. 断層掘削研究による地震時の滑り挙動・動的弱化・強度回復過程の解明
-孔内物理検層とコア解析での最近の進展-

廣野哲朗（大阪大）・*小村健太朗（NIED）・藤本光
一郎（東京学芸大）・伊藤久男（JAMSTEC）・ジェー
ムズ・モリ・ジロウ（京大防災研）・佐藤比呂志（東大
地震研）・J-DESC陸上掘削部会執行部一同

15:40 (20) 討論

16:00 (20) （休憩）

16:20 (10) 28. 噴火シナリオの高度化：事象分岐理解の深化 中田節也（東大・地震研）

16:30 (10) 29. 2020年代にむけての火山噴火予知研究戦略 井口正人（京大・防災研）

16:40 (10) 30. 噴火過程の予知研究 西村太志（東北大・院理）

16:50 (10) 31. 地質・物質科学分野からの噴火予知研究課題提案 中川光弘（北大・院理），*伴　雅雄（山形大・理）

17:00 (15) 討論

17:15 (10) 32. 技術開発関連の提言 藤本博己（東北大・災害研）

17:25 (10) 33. 海底GPS観測グループからの提案 *田所敬一（名古屋大），藤本博已・木戸元之（東
北大），佐藤まりこ（海上保安庁）

17:35 (10) 34. 航空機合成開口レーダー利用の高度化‐航空機ＬバンドSARによるリ
ピートパス干渉技術開発とその応用‐

村上　亮（北大・院理）

17:45 (10) 35. ミュオン可視化技術の高度化‐地表断層から地下断層へ、静止画像か
ら動画へ‐

*田中宏幸・大久保修平（東大・地震研）

17:55 (10) 36. 陸域地殻変動連続観測の再構築と地下深部センサーの技術開発 新谷昌人（東大・地震研）

18:05 (10) 37. 弾性波アクロスによる姶良カルデラのマグマ供給系の時空間変化の解明 *山岡耕春・渡辺俊樹（名大），宮町宏樹・八木原
寛（鹿大），井口正人・大倉敬宏（京大），清水洋・
松島健（九大）

18:15 (10) 38. 地震及び火山噴火予測研究の将来構想への提案 熊澤峰夫

18:25 (10) 39. 開発した連続観測応力計の性能とその活用
- 応力分布図の作成から地震予報へ -

石井　紘（東濃地震研）

18:35 (10) 40. 地震に伴う地中電磁波パルスの検出確認と地震発生予測への研究 筒井　稔（京産大・コンピュータ）

18:45 (10) 41. 火山噴火直前から避難完了までの無人観測移動体の活用提案 佐伯和人（阪大・院理）

18:55 (20) 討論

（３）火山研究

（４）技術開発



9:00 (15) 42. 北大センターの地震・津波・噴火に対する研究戦略 谷岡勇市郎（北大・院理）

9:15 (10) 43.東北地方太平洋沖地震の準備・直前・直後の過程の地震活動 小菅正裕（弘大・院理工）

9:25 (15) 44.東北地方における地震・火山観測および調査研究の方向性 日野亮太（東北大・院理）

9:40 (40) 45.東京大学地震研究所の地震予知研究関連センターからの提案 平田 直（東大・地震研）

46.海域における地震地殻変動モニタリング観測と技術開発‐　新しい
プレート境界モデルの構築に向けて　‐

篠原雅尚（東大・地震研）

47.ゆっくりすべりモニタリングに基づくプレート間カップリングの解
明‐　新しいプレート境界モデルの構築に向けて　‐

小原一成（東大・地震研）

48.海溝型巨大地震がもたらす地殻応答に基づく地殻内地震発生メカニ
ズムの解明

飯高　隆（東大・地震研）

49.地震活動の統計的予測　- 巨大地震から中小地震まで - 鶴岡　弘（東大・地震研）

50.超多チャネル観測システム（数万チャネル観測手法）の開発 卜部　卓（東大・地震研）

10:20 (15) 51.西南日本の巨大地震の実相の理解と発生予測 渡辺俊樹（名大・院環境）

10:35 (10) 52.斜め沈み込み帯周辺でのメカニズム解、応力場およびVs/Vsモニタ
リング

久保篤規（高知大・理）

10:45 (10) 53.阿蘇を拠点とした予知研究の課題 鍵山恒臣・*大倉敬宏（京大・院理）

10:55 (15) 54.九州大学地震火山センターの地震及び火山噴火研究 松本　聡（九大・院理）

11:10 (10) 55.海域と離島における地震・地殻変動観測による南西諸島北部の背弧
‐プレート 境界域のテクトニクスの研究

八木原寛，後藤和彦，*中尾茂（鹿大・院理），
篠原雅尚（東大・地震研），望月将志（東大・生
産研），馬越孝道（長崎大・環境），清水洋（九
大・院理）

11:20 (10) 56.中国・四国地方の比抵抗構造と地震・火山活動に関する研究 塩崎一郎（鳥取大・院工）

11:30 (15) 57.防災科学技術研究所の火山噴火予知研究プラン 上田英樹（防災科研）

11:45 (10) 58.地震・火山噴火予知研究の推進に関する考え方の整理と提案 山岡耕春（名大・院環境）

11:55 (20) 討論

12:15 (60) （昼休み）

13:15 (10) 59. 短期予知研究のための組織提案 *高野　忠（日大）・服部克己（千葉大）・前田　崇（Ｊ
ＡＸＡ）

13:25 (10) 60.大震法の歴史的誤謬 ー地震予知の研究と地震防災体制の明確な区
分を求めてー

木股文昭（東濃地震科学研）

13:35 (10) 61. 地震発生予測の試行実験と情報発信システム *堀　高峰・金田義行（JAMSTEC）

13:45 (10) 62. 地震発生予測に関する基礎研究振興のための新たな仕組みの提案 福島　洋（京大・防災研）・地震関係有志

13:55 (10) 63. 地震発生予測のための基礎研究推進計画に関する提案 加藤愛太郎（東大・地震研）・地震科学若手の
会有志

14:05 (10) 64. 次期予知計画検討ワーキンググループによる次期計画に向けての提案 飯高　隆（東大・地震研）・次期予知計画検討
WG

14:15 (10) 第2部の趣旨説明 森田裕一（地震火山噴火予知研究協議会企
画部）

14:25 (15) 防災研究者の立場から 木村玲欧（兵庫県立大学環境人間学部准教
授）

14:40 (15) 防災情報発信の現場から 上垣内　修（気象庁地震火山部管理課長）

14:55 (15) 地方自治体の立場から 岩田孝仁（静岡県危機管理部危機報道監）

15:10 (15) 防災官庁の経験から 越智繁雄（前内閣府参事官（地震・火山・大規
模水害対策担当））

15:25 (15) マスメディアの立場から 中川和之（時事通信山形支局長）

15:40 (20) (休憩）

第3部　総合討論　（16:00 - 17:30)

7月6日（金）

（５）研究機関からの提言

第2部　「社会は地震や火山の研究に何を期待しているか」

（６）研究体制についての提言
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