令和２年度
地震研究所職員研修会
プログラム

日

程

令和 3 年 2 月 4 日(木) ～ 5 日(金)

地震研究所研修運営委員会
（WEB 版 20210122）

令和２年度 地震研究所職員研修会 概略
日

程： 令和 3 年 2 月 4 日（木）～ 5 日（金）

会

場： Zoom によるオンライン開催

日程概略：

4 日（木）

5 日（金）
10:00～
受付
10:20～10:50
自己紹介セッション３

12:20～
受付

11:00～12:00
特別講演 森田 裕一 教授

13:00～13:20
開会式

13:00～14:50
口頭発表

13:20～13:50
自己紹介セッション１
14:00～14:35
口頭発表

15:10～15:50
地震火山災害予防賞授賞式
受賞記念講演

14:40～15:15
自己紹介セッション２

15:50～16:10
修了式

15:20～15:50
口頭発表
16:00～17:10
ポスター発表
発表予稿集： 以下の URL よりダウンロードすることができます。
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/kenshu_iinkai/record/r02/pdf/R02_Abst.pdf
研修運営委員会： 前野
阿部
藤田
電子メール
ホームページ

深（運営委員長）、馬場 聖至（運営副委員長）
、
英二（実行委員長）、上原 美貴（実行副委員長）
、
親亮、宮川 幸治、辻 浩、渡邉 篤志、浦野 幸子
kenshu-r02@eri.u-tokyo.ac.jp
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/kenshu_iinkai/
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お知らせ
1．オンライン開催にあたって
•
配信される映像、音声の録画、録音、スクリーンショットの取得はご遠慮ください
•
Zoom の設定をご確認ください

表示名は 所属略称・姓名 としてください
例）東大・震研太郎

進行者および発表者以外は、ビデオをオフに、音声をミュートに設定してください

発表・質問の際は、ミュートを解除してください

質問のある方は、手を挙げる/手を降ろす をご利用ください

何かお困りの際は、チャットで話しかけてください
2．自己紹介セッション
•
ひとり 2、3 分程度の自己紹介をお願いします
•
スライド資料を画面共有したい方は、ホストまでお申し出ください
3．口頭発表
•
発表前に、マイクがミュートになっていないか、ご確認お願いします
•
発表時間には発表準備および質疑応答も含まれています。質疑応答時間は発表時間 10 分、
15 分の方は 3 分程度，発表時間が 20 分の方は 5 分程度を想定しています。発表中には以
下のタイミングで鈴が鳴ります。時間厳守でお願いします。

4．ポスター発表
•
研修会の期間中、研修委員会 Web サイトに掲示しています
•
ポスター発表者ごとにブレイクアウトルームを用意します

ブレイクアウトルームは自由に行き来できます
興味のある発表のルームに移動してください

発表以外にも、雑談ルームを設けました
こちらもご活用ください
5．修了証書について
•
今年度は、電子配布（PDF）とします
•
従来どおりの証書（公印あり）をご希望の方は、
kenshu-r02@eri.u-tokyo.ac.jp までお知らせください
6．アンケートへのご協力のお願い
下記アンケートにご協力お願いします。本会への感想、次回へのご要望などをお聞かせくださ
い。いただいたご意見は、今後の参考にいたします。
https://アンケート URL（後日公開予定）
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1 日目：2 月 4 日（木）
12:20～

受付

13:00～13:20

開会式

挨拶：佐竹 健治（地震研究所所長）
前野 深 （研修運営委員長）

13:20～13:50

自己紹介セッション１
休憩

14:00～14:35

口頭発表

（座長：宮川）
14:00～14:20

(1-01)

14:20～14:35

(1-02)

14:40～15:15

首都圏強震動総合ネットワーク SK-netの紹介
○上原 美貴・三宅 弘恵・鶴岡 弘
技術開発室に導入された3Dプリンターの紹介
○浦野 幸子・細井 健司

自己紹介セッション２
休憩

15:20～15:50

口頭発表

（座長：浦野）
15:20～15:40

(1-03)

地震研技術部における新型コロナ対応と対策例の紹介
○宮川 幸治

15:40～15:50

(1-04)

コロナ禍における広報アウトリーチ活動の一事例
○福井 萌

休憩
16:00～17:10
(P-01)

ポスター発表

在宅勤務における業務紹介
○浦野 幸子

(P-02)
(P-03)

現場設置の容易なGNSSアンテナ基台、太陽電池架台の紹介
○山品 匡史・田部井 隆雄・大久保 慎人
降灰環境における火山観測の強靭化
○園田 忠臣

(P-04)

谷中・根津・千駄木（谷根千）の寺社で行う臨時地震観測について
○橋本 匡・石瀬 素子・中村 亮一・佐伯 綾香・秋山 峻寛・酒井 慎一

(P-05)

横坑内における広帯域地震計の移設に向けた比較観測
○秋山 峻寬・佐伯 綾香・藤田 親亮・橋本 匡
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2 日目：2 月 5 日（金）
10:00～

受付

10:20～10:50

自己紹介セッション３
休憩

11:00～12:00

特別講演
講師：森田 裕一（東京大学地震研究所・教授）
演題：地震・火山観測の進歩と今後の課題 ‐ 観測研究3.0世代からの展望
休憩

13:00～14:50

口頭発表

（座長：浦野・渡邉）
13:00～13:15

(2-01)

13:15～13:30

(2-02)

13:30～13:50

(2-03)

14:00～14:20

(2-04)

14:20～14:50

(2-05)

マルチコプタを用いた空中磁気測量
○渡邉 篤志・小山 崇夫
桜島火山におけるディスドロメータを用いた降下火山灰観測について 2020
○竹中 悠亮
LPWAネットワークSigfox利用の試み：観測状況把握ツールとして
○堀川 信一郎
休憩
新型コロナ禍における第一種圧力容器の検査証更新"騒動"
○竹内 昭洋・中谷 正生
IPGP-ERI Workshop参加報告
○外西 奈津美
○宮川 幸治

休憩
15:10～15:15

令和２年度地震火山災害予防賞 表彰式
受賞者：中山 貴史
（東北大学大学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センター）
業績名：地球観測システムの維持・管理と地震波形データの一元的処理
による地震火山研究に対する重要な貢献

15:15～15:50

受賞記念講演
地震観測システムの維持・管理と地震波形データの一元的処理

15:50～16:10

修了式
講評：佐竹 健治（地震研究所所長）
挨拶：阿部 英二（職員研修会実行委員長）
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