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History

地震研究所（以下，本所）は，大正 14 年（1925 年）11
月 13 日に創立された．それまで 30 余年にわたり日本の
地震学発展に貢献した文部省震災予防調査会の研究業務
は，このとき本所に引きつがれた．昭和 3 年（1928 年）6
月には，東京帝国大学（当時）の構内に，本庁舎が完成し，
本所は，同大学附属の研究所として，その基礎を定めた．
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13th 1925, the Earthquake Research Institute (ERI), took over the research project which
had been run by the government at the time.  For over thirty
years, the research activities had contributed to the development of the seismology in Japan.  In June 1928, it officially became an institute of Tokyo Imperial University..

第二次世界大戦の苦難の時期を経て昭和 24 年（1949
年）5 月 31 日に，国立学校設置法が制定され，本所は
東京大学附属の研究所となった．戦後の復興と共に，国
内外の研究の進展にもめざましいものがあった．本所で
も研究規模の増大に伴い，昭和 45 年（1970 年）3 月，
農学部構内に新しい庁舎（現在の 2 号館）が建設された．

After World War II, the institute was re-established as one
of the research institutes of the University of Tokyo.  Following the nation- wide cooperative Earthquake Prediction Program that started in 1965 and the Volcanic Eruption Prediction Program in 1974, ERI played a core role in bearing the
heaviest responsibilities for their implementation, as well as
serving as the central institute for fundamental geophysical
researches in Japan.

新庁舎完成以後，本所は地震学・火山学の基礎研究を
行うとともに，わが国における地震予知・火山噴火予知
計画を推進してきた．昭和 54 年（1979 年）度には地震
予知観測センターが地震予知観測情報センターに改組さ
れ，全国の大学の地震予知計画に係わる観測データの集
積，整理，提供等による研究も行われるようになった．
全国の大学が合同で実施する海陸での観測，全国地震
観測網のデータ流通とそれに基づく各種プロジェクト研
究など，本所が全国の大学機関と共同して運営しなけれ
ば実現できない大きな研究計画が立案開始されるように
なった．これを担う体制が必要となり，平成 6 年（1994
年）6 月，本所は，東京大学附置の全国共同利用研究所
となり，4 部門，5 センター，2 附置観測施設の組織となっ
た．さらに，客員教授制が採用され，全国から研究協力
者を集めた各種の共同研究が行われるようになった．
平成 9 年（1997 年）4 月には，総合的観測ネットワー
クを構築して，国内外の研究者と共同して地球規模の観
測研究する目的で，新たに海半球観測研究センターが発
足した．
平成 18 年（2006 年）には，免震構造を有する新庁舎
（1 号館）が竣工するとともに，旧本館（2 号館）の耐震
改修も行われ，首都圏周辺で大地震が発生しても継続的
な観測・研究ができる体制が整った．
平成 21 年（2009 年），地震予知研究と火山噴火予知研
究の一層の連携のために，地震予知研究推進センターと
火山噴火予知研究推進センターを改組して，地震火山噴
火予知研究推進センターと，火山噴予知研究センターを
発足させた．
創立 85 年目を迎えた平成 22 年（2010 年）に，本所
は全国共同利用研究所から，全国共同利用・共同研究拠
点となり，4 部門，7 センターに改組し，多様で多面的
な観測固体地球科学を，機動的で柔軟な組織によって推
進する体制となった．
平成 24 年（2012 年），先端的数値解析の理論構築・
手法開発を行い，巨大地震津波災害予測に関連する研究
を実施するために，巨大地震津波災害予測研究センター
が発足した．
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In the last few decades, various cooperative studies, such
as seismic observations in several inland areas, seismic and
geophysical observations in the ocean, application of Global
Positioning System (GPS), seismic observations by a network
covering the whole of the western Pacific under the POSEIDON  Project, and experiments on volcanic structure and
magma supply system, have been planned and conducted as
joint researches among the universities and institutes in Japan.   To promote these projects further, ERI was re-organized in 1994 as a shared institute of the University.  The reorganized ERI consisted of four divisions, five centers, and
two observatories providing positions for visiting professors,
and formulating the system for cooperative studies.
In April 1997, the Ocean Hemisphere Research Center was
established to develop and operate a global multidisciplinary
network in the Pacific hemisphere consisting of seismic, geoelectromagnetic, and geodetic observations.
With the completion of the new base-isolated building
(Building 1) in 2006, followed by the anti-seismic reinforcement of the old building (Building 2), ERI’s capacity to respond to large earthquakes in Tokyo has increased
In 2009, the Coordination Center for Prediction Research of
Earthquakes and Volcanic Eruptions was established to promote collaboration of researches of earthquake predictions
and volcanic eruptions.  
In 2010, 85 years after the foundation, ERI was re-organized
as a joint usage/research center of Japanese universities for
earthquake and volcano researches with four research divisions and seven centers.   The new organization will enable
ERI to provide flexible frame-work for diverse and multi-disciplinary observational solid earth sciences.
In 2012, Research Center for Large-Scale Earthquake, Tsu���������������������������������������������������������
nami and Disaster was established in order to construct the
theory and develop the method of advanced numerical analysis for conducting the research on forecasting large-scale
earthquake and tsunami.

