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第 1 章 はじめに

いまだ ，その詳細はつまび らかではありませんが ，国立大学は 2004 年度には 法人化するという前提で 具体的な
作業が 開始されています．また ，科学技術・学術審議会学術分科会の下におかれた国立大学附置研等特別委員会に
おいては，附置研究所等の見直しが 議論され ております．このように国立大学，なかんずく附置研究所を取り巻く
状況は ，激変し つつあります．地震研究所は ，地震・火山噴火現象および それに伴う災害の軽減について，全国の
関連の研究者と協力を行いながら ，法人化後も引き続き全国連携の中核的研究機関とし ての役割を果たし て行きた
いと考えていますが ，法人化に伴う不確定要因も少なからず存在し ています．例えば ，法人化後，各大学が 独自性
を強化するあまり排他的になるようであれば ，地震予知研究や火山噴火予知研究のような全国規模での共同研究が
財政的にも保障されなくなるおそれがあります．地震や火山噴火のような地球科学現象の解明においては地域的特
性を十分に考慮し た研究を実施し ，後継者を育成するため全国各地の拠点大学で特色のある教育・研究活動を長期
的視野から持続的に実施することが 必要です．そのためには ，各大学が ，独自性を発揮するだけではなく互いに 協
調・連携する仕組みを構築する必要があります．このような協調・連携のためには 地震研究所のような全国共同利
用研究所が 今後とも大きな役割を果たし うると考えています．法人化後は，評価が きわめて重要な位置を占めると
考えられ ますが ，研究分野の特性を 考慮し ない横並び の数値評価や短期的視点のみからの評価は 問題です．また ，
地震研究所のように野外での観測研究を中心とする研究機関では技術系職員との共同作業が 欠かせませんが ，定員
削減によりこれら職員が 激減し ，法人化後も人員確保の目処はたっていません ．このように問題は山積し ています
が ，地震研究所では，地震予知・火山噴火予知についての体系的研究の推進，地震火山災害の軽減につなが る基礎
的研究の推進，地震・火山現象の根源となる地球内部のダ イナミクスの解明など ，地震・火山現象について先端的
かつ多面的な研究を強力に 推進し て行きます． 2002 年度には所内に「 学術企画室準備室 」を 設置し ，全所的議論
を推進し ，所とし て組織的に推進すべき研究プ ロジェクトについての具体化を図りつつあります．本年報にも示さ
れていますが ，このような研究プ ロジェクトをはじ めとし ，固体地球科学現象解明への所内各研究者の取り組みは
きわめて多様かつ多面的であるという特徴があります．このような特徴こそが ，本研究所における高度な研究活動
を維持する根源の一つであると考えています．また ，このような研究活動は ，技術官との共同作業により効果的に
推進され うるものであり，各技術官の活動内容も本年報に記載されています．本年報に関連資料が 示され ています
が ，地震研究所は東京大学の一部局とし て，教育活動にも大きく関与し ています．理学系研究科や工学系研究科と
協力し ，地震研究所の教官は ，主に大学院教育を担当し ています．地震研究所におけ る教育の大きな特徴は ，大型
野外観測や実験研究への大学院生の参加であり，これにより座学では決し て得られない貴重な経験を積むことがで
きます．また ，教養学部においても全学研究ゼミナールなど を開講し ，前期課程の学部学生諸君に固体地球科学の
最先端の研究に触れ る機会を提供し ています．今年度は ，学部学生や大学院生など を主対象とし た，地震研究所編
集の３巻シ リーズからなる固体地球科学の入門書「 地球科学の新展開（ 朝倉書店 ）」を 刊行し まし た．さまざ まな
分野の本所教官が 執筆陣に加わり，最新の知見がわかりやすく解説されています．これから固体地球科学を志し た
り，また学習中の若い人々の参考になると期待し ています．
東京大学地震研究所長 山下 輝夫
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第2章

2.1

組織と運営

運営の仕組み

共同利用研究所とし ての地震研究所の運営全般に関わる問題について，学内外の学識経験者からの助言を受ける
ために，地震研究所協議会がもうけられている．協議会は 18 名以内の協議員で組織され ，東京大学の内外からはほ
ぼ 同数で構成され ている．
共同利用については，研究所内外ほぼ 同数の研究者 14 名以内の委員で構成され る，共同利用委員会があたってい
る．共同利用の公募は年 1 回行われ ，応募課題の採否は共同利用委員会の審議で決定され ，教授会の審議を経て確
定する．
地震研究所の運営に関し ては ，研究所の専任教授および 助教授からなる教授会があたる．教授会は選挙により所
長を選出する．所長の諮問機関とし て 2 名以内の所長補佐が 置かれている．また，研究所の円滑な日常的運営を図
るために ，所長，所長補佐および 各研究部門・セン ターの長から構成され る主任会議が 置かれている．教官人事は ，
原則とし て公募手続きを経て，教授会の審議により決定され る．
また，地震研究所の研究活動・教育活動・社会的活動についてのチェック・レビューは ，前述の地震研究所協議会
の場でもなされている．また，平成 6 年の改組以後は具体的な成果を「 年報 」に掲載し ，より透明性の高い運営と
自己点検につとめている．

2.2

組織

次ページ 参照．

2.3

予算

地震研究所の平成 13 年度の歳出は ，人件費と物件費を合わせて 3,222 百万円であった．平成 9 年度から 13 年度ま
での人件費と物件費，および 科学研究費補助金 (以下，科研費)，奨学寄付金は以下のとおりである．
表 2.1. 予算

年度

人件費

物件費

計

科研費

奨学寄付金

平成 9 年度

1,456,126

1,594,977

3,051,103

466,694

15,013

平成 10 年度

1,391,369

1,822,833

3,214,202

430,274

14,802

平成 11 年度
平成 12 年度

1,360,526
1,708,355

1,771,546
1,965,379

3,132,072
3,673,734

447,283
582,298

17,986
10,384

平成 13 年度

1,378,935

1,843,075

3,222,010

393,845

11,730
(単位:千円)

(備考)
平成 6 年 7 月に地震研究所が 共同利用研究所とし て改組されたことから ，平成 7 年度からは共同利用研究施設
運営費が 年間を通じ て措置されている．平成 11 年度は校費 11,030 千円および 研究員等旅費 21,288 千円．
科研費では ，創成的基礎研究費「 海半球ネット ワーク：地球内部を覗く新し い目」のプ ロジェクトが 5 カ年計
2
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図 2.1. 組織図
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画で スタートし ，平成 11 年度までに 1,210,000 千円が 措置され た．
平成 9 年度から海半球観測研究セン ターが 発足し た．
「 地球物理科学に 関する調査研究経費 (太平洋横断ケーブ ル「 TPC-2 」利用による地球物理観測) の特別事業
費が 措置され た．
平成 10 年度には観測井及び その周辺に設置する「 伊豆大島カルデ ラ構造総合観測設備 」が 措置され た．
平成 11 年度には，
「 深部断層系総合地震観測システム」が ，また補正予算では 、
「 大都市圏強震動総合観測ネッ
ト ワークシステム 」が 措置され た．
平成 12 年度には ，
「 三宅島緊急観測監視設備 」が 特別設備費とし て措置され た．
平成 13 年度には ，科学技術振興調整費 (159,178 千円) が 採択され た．
(注意)
上記物件費は光熱水料精算分ほか CVCF 更新など の経理部への移算分は除く．

2.4

部門・センターの活動

地球流動破壊部門
教授
助教授
助手
COE 研究員
地震研特別研究員
大学院生

栗田 敬，島崎邦彦 (部門主任)，堀 宗朗
山科健一郎
小國健二，武井 (小屋口) 康子，西田 究，三浦弥生
三谷 (門野) 典子
小川佳子
木村 淳 (D3)，中川英則 (D3)，高嶋晋一郎 (D2)，
石辺岳男 (M2)，岩井俊英 (M2)，塚越芳樹 (M2)，樋口澄人 (M2)，
久富晋作 (M2)，Maddegedara Lalith Lakshman Wijerathne(M2)，
谷合清和 (M2)，楊 芳 (M2)，中嶋誠門 (M1)，平敷兼貴 (M1)，
藤澤和浩 (M1)，増山 梓 (M1)，吉井良平 (M1)，Gharti, Hom Nath(M1)

当部門では ，地球内部の流動や破壊過程の理解を通じ て，地震や火山の噴火現象を解明し てきた．特に ，都市強
震動シミュレ ータを 利用し た統合地震シミュレ ーション 計画，断層の破壊現象を観察する 3 次元光実験と新し い数
値シミュレーション 手法の開発，地殻内の応力変化の推定，地表地震断層の数値シミュレ ーション 手法の開発，地震
発生の長期予測，地震・火山現象の解析と活動予測，長周期大気音波の検出，熱対流系の進化とマントル構造，惑
星表層地形の成因，クレ ータ形成過程の火山学的研究，希ガ ストレ ーサーによる物質科学，固液二相系の物性と素
過程，複合多相系のダ イナミックスについて研究を進めた．以下にその概要を述べる．

1. 都市強震動シ ミュレ ータを利用し た統合地震シ ミュレ ーション 計画
震源断層から都市各構造物までの地震伝播の全過程を超大規模数値計算によってシミュレ ート する都市強震動シ
ミュレ ータを 利用し て，その結果引き起こされ る構造物・建物の揺れを高い精度で解析し ，発生し うる都市の地震
災害によりリアリティのあるイメージを与える統合地震シミュレ ーション 計画が 進められ ている．統合地震シミュ
レ ーションでは ，地理情報シ ステムに蓄積され た地盤構造と建物や構造物のデ ータを利用し て電子仮想都市と呼ば
れ る都市モデルを構築し ，ここに強震動シミュレ ータが 予測する地震動を個々の構造物に入力し 応答を計算するこ
とで，都市全体の地震シミュレ ーションを行う．実際の地理情報シ ステムを用いてこの電子仮想都市の雛形を作り，
都市の地震シミュレ ーションを行った．都市内にある多様な構造物・建物の解析を行うため，各大学の計算工学・地
震工学研究者と共同し ，統合地震シミュレ ーションの実現を進めている．

2. 断層の破壊現象を観察する 3 次元光実験と新し い 数値シ ミュレ ーション 手法の開発
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断層の破壊現象の メカニズムはまだ まだ未知の点が 多く，モデル実験によるメカニズムの解明や破壊現象を再現・
予測するシミュレ ーション 手法が 必要とされ ている．モデル実験とし て 3 次元光弾性実験を考案し ている．これは
非接触・非破壊で断層周辺の応力場の履歴を計測することにより，不安定かつ三次元的に成長する破壊過程を詳細
に追跡することを目的とし ている．基本的な実験設備は整えており，超高速カ メラを 用いた動的光弾性実験も行っ
た．応力場の分布や履歴を解析する手法も開発され つつある．破壊現象を再現・予測する数値シミュレ ーションは ，
破壊による不連続性を扱うことが 難し いため，既存の手法では限界があることが 認識され ている．従来の解析理論
を改善し ，パーティクルフィジックスと同様に ，物体をバネ−マス系でモデル 化することで ，破壊に 伴う不連続性
をバネの切断とし て簡単に扱える理論を構築し た．バネ−マス系のモデルは既に提案され ていたが ，バネ定数の設
定が 経験的であり，あまり実用的ではなかった．構築され た理論ではバネ定数を材料特性から厳密に決めることが
できる．この理論に基づ くシミュレ ーション 手法を開発し つつあり，複雑な亀裂の進展を 追えることが 確認されて
いる．

3. 地殻内の応力変化の推定
地殻内の応力やその変化を推定することは固体地球物理学の重要課題である．応力逆解析を適用し ，日本の GPS
観測網によって計測され る列島の変位増分から応力増分を推定する研究に取り組んできている．応力逆解析手法は．
応力−ひずみ関係が 不明の材料に対し て，計測されたひずみ分布から応力分布を推定する手法であり，次世代材料
試験の開発を行う他大学との共同研究が 進められている．応力の推定には二つの理論がある．第一の理論はより高
度な推定が 可能となるが ，その分，解析に高度なデ ータが 必要とされ る．一方，第二の理論では応力の推定精度は
限定され るが ，計測され た変位やひずみのデ ータのみで 良く簡便である．入力ひずみ分布の他に境界での力の値が
入力とし て必要となるが ，第二の理論は境界の力は不要である．実測されたデ ータの解析を行いながら，応力逆解
析手法の理論とコード の完成を進めている．

4. 地表地震断層の数値シ ミュレ ーション 手法の開発
地表地震断層の発生とそれに伴う地表の大変状は ，内外の地震工学の分野のホットトピックである．横ずれ 断層
運動に伴う雁行状断層を主なターゲットとし ，地表地震断層発生の メカニズムの解明を行い，断層挙動を予測する
解析手法の開発を進めている．この解析は ，地表付近の未固結層での断層進展を対象とし ている．工学的基盤がず
れた場合でも，断層が 未固結層内で消散し 地表に出現し ない場合がある．し たがって，該当地点において ，過度の
基盤のずれを想定し ても地表に断層が 出現し ない予測となれば ，断層に対する安全性を示すことができる．断層挙
動のばらつきを考慮し ，この安全性を確率的な確からし さとともに予測することが ，解析手法の目標である．横ず
れ 断層や逆・正断層のモデル実験をシミュレ ートし たところ，断層の形状や断層が 出現する確率が 定量的に一致し ，
再現に成功するようになっている．現在，野島断層等の実際の断層の再現を試みている．

5. 地震発生の長期予測
日本の陸域の活断層で起こる地震の震源規模を予測するため，歴史地震および 活断層の調査結果を収集し て既往
のモデルを検討し た．その結果，松田 (1990) の起震断層も隈元 (1998) の分割放出モデルも実際の震源規模を予測で
きないが ，前者は震源規模の上限をほぼ 予測できることがわかった．一つの地震で破壊する領域は ，一つの活層系
全体の長さの 1/4-1 の範囲に分布する．分割放出モデルの各セグ メントが 独立し て活動する可能性だけでなく，隣
接セグ メントが 連動する可能性をも考慮し た ，連動セグ メント モデルが 最も良く観測デ ータを 説明する．さらに ，
別府湾の海底活断層など でずれの量の分布を計測し ，その統計的性質を明らかにし て，活断層調査における測定量
のば らつきの定量化を試みている．また，別府湾の海底活断層の調査を進め，過去の地震の発生時とずれの量との
同時測定によって，時間予測モデル等の長期予測モデルの検討を進めている．一方，南海・東南海地震については ，
様々な過去の地震の断層パラ メターの推定値から時間予測モデルを適用し て，発生時期の長期予測手法を提案し た．

6. 地震・火山現象の解析と活動予測
地震の発生や火山の噴火は力学的な破壊過程そのもの，あるいはそれと深く結び ついた現象であり，両者の間に
も密接な関係があると 考えられ る．力学的な視点や確率過程とし ての視点からそれらの活動経過を分析し ，地震・
火山現象をいっそ うよく理解するとともに ，実効的な予測手法を模索する研究を継続し ている．2000 年に活発な活
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動を繰り返し た三宅島，神津島，新島周辺の地震においては ，その活動の特徴をとらえ ，例えば 4 時間程度の時間
幅でＭ 5〜6 の発生を 事前に 予測する試みを 実施し て良好な結果を 得たが ，その 後もデ ータの詳し い分析や成果の
とりまとめを進めた．また，新し い観測手法である時間差実体視法を用いた地殻変動の検出にも努め 、2000 年有珠
火山噴火の際には，広範囲に立ち入り規制された噴火直後の時期に，西側山麓で顕著な隆起が 生じ ていることや数
日後にはその減速が 進んでいることを ，遠方からの観測でいち早く明らかにし た．そうした手法は活断層帯におけ
る微小な歪みの集中度を計測する調査にも応用され ，手法の有効性や精度の限界について検討を進めた．

7. 長周期大気音波の検出
長い間，地球自由振動は巨大な地震のみ励起できると考えられてきた．し かし 最近，我々を含めたいくつかのグ
ループ によって，大きな地震が 起きていない期間においても地球が 常に自由振動し ている事実が 発見され た．色々
な地動の観測事実から ，大気の対流活動が 自由振動を励起し ていると考えられている．さらに常時地球自由振動の
励起振幅を 詳し く解析し てみると ，大気音波との共鳴周波数 (周期 270 秒, 230 秒) で 地球自由振動と超長周期大気
音波とが 音響共鳴を起こし ている事が 分かってきた．観測され た共鳴振動は ，長周期大気音波の常時励起を示唆し
ているが ，直接の観測例はない．そこで 長周期大気音波の検出を 試みるために 2002 年度，東京大学千葉演習林に
微気圧計の十字アレ ーを 設置し 観測を 始めた ．その 結果，しばしば 周期 50 秒程度の音波が 励起され ている事が 分
かってきた ．現在，より長周期の音波の検出を目指し 観測を進めている．

8. 熱対流系の進化とマント ル構造
主とし て室内実験の手法による熱対流の進化に関する研究に基づき，マントルの構造が 対流系の進化に応じ てど
のように変化し ていくのかを研究し ている．特に注目し ているのは ，マントル最下部に存在する D” 層のダ イナミッ
クスや組成差をもつ２層対流系，および 境界の不均質が 決める対流のパターン ，マントル・コア境界層からのプルー
ムの生成，といった問題である．組成の異なる２層対流系や D”層では境界での流体力学的巻き込み現象が 極めて重
要な役割を果たすことが 明らかになった．このような場での二層系の崩壊様式には，
「 侵食型崩壊 」と「 界面不安定
型崩壊」の２種類があることが 明らかにされ ，D”層では侵食型崩壊が 容易に進行し ，短い寿命が 予測され る．2002
年度には PIV/PTV+LIF による流体計測実験系を導入し , 新し い実験手法による流体室内実験室の刷新を目指し て
いる．

9. 惑星表層地形の成因
火星，氷衛星など の特徴的な地形の形成を内部の熱的進化と関連づけて研究を進めている．火星においては ，火
山の形状，溶岩流の形態からのマグ マ種の特定，凍土層の融解プ ロセ ス，流動化クレ ーターの成因，大規模衝突盆
地の内部構造，など のテーマを取り扱っている．また氷衛星では表層パターンから内部海の存在の判定や内部海の
寿命に関する束縛条件などが 主要なテーマである．共通し ているのはこれらの地形を作り出し たプ ロセスでは融解・
固化など の相変化が 極めて重要な役割を果たし ている点である．火星における凍土融解過程の研究においては ，浸
透流対流が 熱輸送を活発化し ，それが 融解を更に促進させることで特徴的な地形形成と結び つくことがシミュレ ー
ションにより明らかにされ た．また氷衛星の内部海の存続条件では ，潮汐による水（ 内部海 ）と固体部分の間の浸
透流粘性発熱が 重要であることが 示され ，木星衛星・エウロパの海の存続に寄与し ている可能性が 示され た．本研
究グループ は宇宙科学研究所火星探査衛星・のぞ みの可視カ メラ運用グループ に 属し ている．

10. クレ ータ形成過程の火山学的研究
火星表面のランパート・クレ ーターには地球上の火山から噴出し た火砕流と極めて類似し た，重力流的流動特性
を持ったエジェクタ・ローブが 存在する．また地球上の大きな クレ ーターには火砕流堆積物である溶結凝灰岩と類
似し た suevite と呼ばれ る特徴的な岩石が 存在する．惑星画像解析と suevite の物質科学的解析を通し て，揮発性成
分を含んだ媒質でのクレーターリングのシナリオを提出し た．バリスティック・エジェクタの堆積の後に衝撃融解物
を含んだ「 衝突噴煙柱」が 形成され ，それがある種の重力崩壊を起こす，という点がシナリオの主要な部分である．

11. 希ガ スト レ ーサーによる物質科学

6

地球および 惑星物質の希ガ ス同位体組成を調べ，それをもとにマグ マ活動の時空分布，地球内部からの脱ガ ス過
程，地表におけ る浸食率，惑星形成・進化史など の解明を目的とし た研究を行っている．希ガ スは不活性なため物
理的プ ロセスを探求するのに有用なトレ ーサーであり，また ，核壊変で作られ る 4 He，40 Ar， 129 Xe といった年代
測定に応用できるいくつかの同位体を持つ．精密希ガ ス同位体分析を遂行するための質量分析装置改良や手法の検
討を行うとともに ，マントル起源物質中に含まれ る希ガ ス成分からマントルや地殻部における物質移動やタイムス
ケールを推定する研究，地表に存在する岩石中に含まれ る宇宙線照射起源希ガ ス同位体の定量から岩石の地表滞在
時間や浸食率を求める研究，小惑星起源物質中の希ガ ス同位体組成から惑星集積や惑星形成初期の火成活動史およ
び 火成活動の熱源・期間について制約を与える研究，など を進めた．また，火成活動等に伴う惑星内部からの脱ガ
ス過程を ，大気組成やその量から特徴づける研究も行っている．

12. 固液二相系の物性と素過程
水や メルト など の流体相の存在が 媒質の力学物性（ 弾性や流動性 ）に与える影響には未知の部分が 多い．これら
の解明を目指し て ，アナログ 物質（ 二成分共融系の有機物 ）を 用いた 室内実験を 行なっている．2002 年度は まず、
大容量（ 7cm 角 ）の部分溶融試料に 様々な時定数 (１分〜数週間) と 様々な振幅（ 0-105 Pa ）の差応力を加えて変形
し ，試料の内部構造を横波二成分でその場観察できる変形実験装置を設計・製作し た．第一号の試作機に比べて剛
性の高い装置が 完成し ，目標通りの性能を有することが 確認できた．差応力と液相分率を変えて実験を行い，これ
らのパラ メータが 流動性や内部構造変化に与える影響を解明し つつある．また，部分溶融相における地震波の減衰
特性を明らかにするため，100kHz-1MHz における弾性波の位相速度と減衰を周波数の関数とし て測定し た．探触子
に起因する周波数特性と有限震源からの放射特性に起因する周波数特性を生デ ータから補正し ，媒質の特性のみを
正確に決定する手法を確立し た．得られたデータは ，減衰に関する理論モデルを検証するための基礎データとなる．

13. 複合多相系のダ イナミックス
主とし て室内実験の手法により固液混合系の挙動に関する研究を行っている．固液混合系の物性やそのダ イナミッ
クスはその内部構造により大きく変化し ，地球惑星科学の様々な現象に重要な役割を果たし ている．本研究では固
液混合系の浸透率，電気伝導度，粘性率という輸送特性，および 変形し やすい固体相を含む系でのコンパクション・
ウエ イブが 主要なテーマである．固体相が 変形し やすい系では ，その液相の形態は表面張力制御下での構造と類似
し ており，浸透率は液体量のべき乗則（ そのパワーは 3 から 4 程度 ）にし たがって変化することが 明らかになった．
これは中央海嶺下のマグ マ溜まりの進化など を考える上で重要な知見である．

地球ダ イナミクス部門
教授
兼岡一郎，瀬野徹三 (部門主任)，藤井敏嗣，本多 了
助教授
中井俊一，安田 敦
助手
折橋裕二，吉田 満
COE 研究員
山崎 雅
日本学術振興会特別研究員
三部賢治，Yu Vin Sahoo
日本学術振興会外国人研究員
頼勇
地震研究所特別研究員 羽生 毅，平野直人
大学院生
吉田晶樹 (D3)，福田 聡 (D2)，橘由里香 (D1)，浜田盛久 (D1)，宮入陽介 (D1)，
徳永彩未 (M2)，古川晃子 (M2)，渡邊由美子 (M2)，斉藤光伸 (受託 M2)，
高橋佳奈 (M1)
研究生
Ali Arshad，清田 馨，Marco Magnani
本部門では ，地震・火山など に 関連し た現象や，それらを生じ る場とし ての地球の実態を ，空間的・時間的にグ
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ローバルな視点から明らかにすることを目指し ている．理論，データ解析，観測，超高圧実験，元素・同位体分析な
ど 様々な方法に基づいて研究を行っており，その内容は 多岐にわたる．本年度におけ るその概要を以下に示す．

1. テクト ニクス・ダ イナミクス分野
「 テクト ニクス分野 」では ，地震のテクト ニクス的要因，西太平洋ー東アジア地域のプレ ート 運動，プレ ート 内
応力場，プレ ート 運動原動力，原動力の観点からみたテクトニクス，スラブ 地震の成因，プレ ート 間地震の メカニ
ズム，など の考察を行っている．具体的には ，海溝近傍を破壊する津波地震が 起こるメカニズ ムとし て，プレ ート
境界の安定すべり領域の摩擦特性が 摩擦 0 に変化する「 バリアー侵食 」モデルを提案し た．このバ リアー侵食が 海
溝近傍のプレ ート 境界のある空間領域で起こりかつ深部アスペリティが 破壊し たとき，津波地震が 起こると考えら
れ る．またこのバリアー侵食が 一般のプレ ート 境界地震に対し ても成り立つこと ，アスペリティがフラクタル 分布
をする可能性があることを示し ，プレ ート 境界地震に対し てフラクタルアスペリティ／バ リアー侵食モデルを構築
し ，このモデルにもとづいて東海地震の発生時期の予測を行った．
「 ダ イナミクス分野 」では，地球深部起原と思わ
れ る地球科学的現象について，モデルを構築し ，主に数値シミュレ ーションの手法を用いて解明し ている。本年度
は主とし て以下のテーマを扱った．
（ １ ）沈み込み帯の背弧に小規模対流が 生じ る可能性．沈み込むスラブ の脱水に
より v 背弧側で 低粘性領域が 生じ る可能性がある．このよ うな低粘性層と スラブ の引きず りに よる流れによって，
背弧側でロール状小規模対流が 生じ ，そのロールが ，沈み込み帯に垂直に並ぶ可能性がある．このような小規模対
流の生じ る可能性について三次元等の数値計算を行なった．この結果を用いて ，東北日本で提案され ている「 ホッ
ト・フィンガ ー 」との関連について考察し ，可能な説明である事を示し た．
（ ２ ）現在のプレ ート 運動を説明する数
値モデルの構築．マントル対流の慣性は ，粘性に比較し て無視出来るために ，荷重と粘性分布（ 構成則 ）が 分かれ
ば ，マントルの 瞬間的 流れが 推定出来る．本年度は ，このよ うなモデルを 地球シ ミュレ ータに 実装し た．これ
を用いて，将来，数十キロ メート ルより解像度の高い計算を目指し ている．

2. マグマ学分野
「 マグ マ学分野」では ，マントル物質の高圧下での溶融に関する研究，下部地殻における流体の挙動に関する研
究，島弧の火山岩に関する研究，富士・伊豆火山弧の噴火噴出物の解析など を行った．マントル物質の溶融に関す
る研究では ，マントル 主要鉱物であるカン ラン 石と 共存する メルト の Fe/Mg 分配の圧力依存性についての研究を
行った．下部地殻における流体の挙動については ，斜長石と水を主体とするフル イド との間の濡れ 角の測定を継続
するとともに，エクロガ イトとフル イド との間の濡れ 角の測定も行い，両者の結果を併せて，下部地殻におけるフ
ル イド の移動を考察し た．島弧の火山岩に関する研究では ，内熱式ガ ス圧装置を利用し て，マグ マから晶出する斜
長石斑晶の化学組成に対するマグ マ中の水の影響など を 調べるための研究を行い，Ca 成分に富んだ 斜長石斑晶の
生成に 必要な水の量とマグ マの組成についての制約条件を 提出し た．また ，浅間火山の初期噴出物の解析を行い，
従来は単純な結晶分化によって説明され てきた化学組成の変化の中にも，地殻の混染やマグ マ混合など の証拠が 見
られ ることを明らかにし ，これらの影響を考慮し た うえで ，浅間火山の初期噴出物の成因の考察を行った．富士火
山については ，歴史時代の噴出物を中心にし て分析を行った．全岩分析や斑晶中に取り込まれたガ ラス包有物の分
析によって，マグ マ中の含水量やマグ マ溜まりにおけ る結晶分化やマグ マの混合過程を考察し ，例えば 貞観噴火と
宝永噴火に見られ るような噴火の爆発性の差異を検討し た．フィリピン 海プレ ート 北縁の火山群全体のマグ マ特性
を明らかにする研究においても，ガ ラス包有物を用いる同様の研究手法を用いて地域性や時間変化の解明を目指し
ており，手石海丘，伊豆大島，三宅島，八丈島，青ヶ島など の噴出物の解析を行っている．

3. 地球物質進化学分野
「 地球物質進化学分野」では ，希ガ ス同位体比，Ar-Ar 法や 14C 法など による年代測定など を主要な手段とし て，
それらの手法に関する基礎的な問題の検討，地球内部における物質循環や化学的構造，進化など を探ることを行っ
てきている．特に近年においては，マントル超塩基性捕獲岩など の流体包有物と希ガ スの関係など についても研究
を続けてきている．ラマン スペクト ロスコピ ーを用いて ，流体包有物中の炭酸ガ スなど の存在状態からその生成圧
力を推定する方法を開発し ，シベリア東部のマントル 超塩基性捕獲岩に 適用し た結果，それらが 10〜12kb 程度の
圧力下で 形成され たことを 示し た ．これらの試料は 大陸下マント ル 上部から 運ばれ たことが 推定できるが ，その
3He/4He 比には大気の値より低いものが 存在することが 示され ，循環物質の存在が 示唆された．また中国東部地域
のマント ル超塩基性捕獲岩中の希ガ ス同位体比測定を 進めているが ，その 3He/4He 比は 2〜7Ra，40Ar/36Ar 比は
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400〜2000 程度であり，地域性があることが 明らかになってきている．さらに地球深部の揮発性元素や酸化状態な
ど を知るためには，キンバーライトが 重要な情報を持っている可能性が 予想され るので ，その分析のために必要な
カンラン 石などが きちんと残っているような相対的に新鮮なキンバーライト 試料の採取，収集を行っている．一方，
加速器質量分析による AT 火山灰の 14C 年代は ，その採取地域が 異なっても約 25,000yBP の年代に集中し ，暦年代
とし ては 29,000〜30,000 年前に相当することが 改めて実証され た．
4. 地球化学分野
地球化学グループ は ，火山の諸現象や地球の物質循環・進化など を探求する研究を ，行っている．火山活動にタ
イムスケ−ルをつけるための，ウラン−ト リウム放射非平衡の研究では ，本所に設置され た多重検出器磁場型 ICP
質量分析計による，238U-230Th-226Ra の分析を確立し ，三宅島など 伊豆島弧の火山岩に 適用し た ．島弧の火山活
動は沈み込むスラブからの脱水により引き金を引かれ ると考えられているが ，その際に流体とともに 移動し やすい
ウラン ，ラジウムが 初生マグ マに付け加わる．こうして生じ た 238U-230Th ，230Th-226Ra 間の放射非平衡を利用す
れば マグ マが 生じ てか ら地表に達するまでの時間に制約をつけ ることができる．伊豆島弧の火山岩試料で は ，他
の島弧と同じ く，230Th に 対し て 238U，226Ra が 過剰の放射非平衡が 確認され た．230Th-226Ra の放射非平衡が
沈み込むスラブ からの流体の放出の際に 生じ たとする と ，マグ マは発生し てから 数千年の短時間で 噴火が 起こる
ことを意味する．伊豆大 島，三宅島，新島など 島弧の横断方向の変化を見ると ，238U-230Th 間の非平衡は スラ ブ
深度が 増すにつれ て小さくなる傾向が 明らかになった．スラブ の沈み込みととも に ，流体とともに 移動する成分が
溶脱し た結果と解釈できる．沈み込みに伴う物質循 環については ，リチウム同位体トレ ーサーを 用いた研究も行っ
た．マント ル捕獲岩中 の微量リチウム同位体分析技術を 確立し ，沈み込みの際の リチウムの同位体分別が 起 こる
ことを検証し た．島弧地域のマントル捕獲岩，沈み込むスラブ の化石と考えられ る変成岩，沈み込んだ海洋地殻を
起原とする HIMU 火山岩など の分析を行い，解析を行 っている．また，初期地球におけるマグ マオーシャンとコマ
チア イト の成因を検証するための Lu-Hf 同位体トレ ーサー系の分析技術，コア−マントル相互作用を検証するため
の白金 族元素の微量分析技術の開発，断層岩中の炭酸塩鉱物の年代測定にも取り組ん だ ．
次に火山岩のみならず，変成岩や堆積岩 の微小部分，例えば 個々の斑晶鉱物や メルト 包有物，更には鉱物結晶の
累帯構造の各 部分に 残され た記録を 読みといて ，マグ マや源岩の 化学進化を 解明する研究も重要な 課題である．
レ ーザーアブレ ーション（ LA- ）ICP 質量分析装置によるジルコンの微量元素分析・ 年代測定技術を確立するとと
もに ， パタゴ ニア 地方に分布する中新世アダ カイト 中のジルコンの地球化学的特徴から ，ス ラブ 溶融で生じ た珪
長質マグ マとマントルウェッジの反応過程の証拠を見いだし た．また，全岩の微量元素分析についても蛍光 X 線分
析装置と LA-ICP 質量分 析装置を組み合わせた迅速分析法を用いて，ハワイ・ハレアカラ地のソレア イト 質玄武岩，
パタゴ ニア 中央地域のアルカリ玄武岩，ネパール・シワリク帯のド レ ア イト，西南日本外帯および 朝鮮半島・南西
地域の花こう岩類など 約 150 試料の主・微量成分（ 希土類 元素を含む ）の測定を同所一般共同研究利用を通じ て行
なった．

5. その他
この他，表面波を研究し ている本部門教官は ，
「 地殻・上部マントルの不均質構造に 起因する表面波の相互変換 」
という課題で，以下のような結果を得た．長周期表面波伝播において , 横方向不均質構造に基づく異なる表面波への
変換に関する特性解明の為に , 表面波変換の候補地である中国の核実験場に近接し た天山山脈をモデル化し てレ イ
リー波伝播の３次元数値シミュレ ーションを行った. 伝播特性の精度を 上げ る為平面レ イリー波入射問題を扱った.
山の根構造の地殻の厚さは最大で 53 km ある. 地殻下部 50 km 付近と上部マントルの 110-160 km の深さに低速度層
がある事を Cotton and Avouac (1994) が 示唆し ているが , それら二重低速度層を考慮し てレ イリー波からラブ 波へ
の変換率を見積もると , 高変換が 期待され る方位入射角 60 度で周期 15-20 秒で最大 0.3-0.4 となる. この値は中国の
Lop Nor 核実験によるラブ 波の振幅がレ イリー波と同等, 或いはそれ 以上という観測結果 (Pedersen et al., 1998) を
説明するには小さく, ラブ 波の生成には実験場近傍における tectonic release の寄与が 大である事を示唆し ている.

地球計測部門
教授

大久保修平 (部門主任)，東原紘道，山下輝夫
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助教授
助手
COE 研究員
地震研究所外来研究員
大学院生

孫 文科，宮武 隆
新谷昌人，大竹雄次，古屋正人
楠城一嘉
奥野淳一
佐伯昌之 (D3)，安藤亮輔 (D1)，青木俊平 (M2)，Fava Giulia (M2)，竹内英聡 (M2)，
下山知徳 (M1)，鈴木岳人 (M1)，安田拓美 (M1)

当部門の研究には 大きく分けて ，理論研究，野外観測や計算機シ ミュレ ーションによる観測・実験研究，および
先端技術を応用し た計測機器開発という 3 本柱がある．具体的には地震発生物理の理論的研究，震源から生じ る強
震動のシ ミュレ ーション ，絶対重力計や合成開口レ ーダ など の最新技術による測地学の観測やグ ローバルな粘弾性
変形理論の研究，レ ーザー干渉技術・磁気浮上技術・先端エレ クト ロニクス等を用いた観測機器の開発研究，アク
ティブ な弾性波探査装置の開発や耐震設計の研究など である．これらは ，互いに有機的な関連をもって研究が 進め
られている. その例は ，地震発生におよぼ す地殻内部流体の移動の関与の研究には 地震発生物理＋測地学観測，地
殻構造探査新技術の開発にはアクティブ な弾性波探査装置＋レ ーザー干渉技術・磁気浮上技術にみることができる．

1. 地震発生物理に関する研究
(a) 断層の幾何学的複雑さの成因と，それが 地震破壊に及ぼ す影響
断層シ ステムの成熟過程を考察するための最も基本となる枠組みは ，任意形状をし た二つの亀裂が 動的に合体す
る過程の理解であり，それにより断層シ ステムの発達過程についての知見が 得られ る．境界積分方程式法を用いた
二亀裂の動的合体過程のシミュレ ーション 研究により，相互作用する亀裂の成長過程は ，亀裂の初期配置に大きく
依存することがわかった ．二亀裂が 初期状態で ，ある臨界値以上離れ ていると ，互いに 離れ ていくように 成長し ，
臨界値以下なら ，互いに 合体する傾向があるということがわかった．し たがって，後者のような場合，時間ととも
に大きな地震が 起こる傾向にあると結論づけられ る，これに対し ，前者のような場合にはいつも小規模な地震し か
起こらないということが 言える．
(b) 流体移動に伴う地震発生の数理的研究
地下流体は地震破壊に大きな影響を及ぼ すと考えられ ，典型的な効果とし て，高圧流体の存在による実効応力の
低下がある．また，地下流体の流路となっている断層帯の水力学的構造は ，地震破壊により変化すると考えられて
いる．このような断層帯の水力学的構造の変化を考慮し て，流体移動に伴う地震発生についての一連の数値シミュ
レ ーションを実行し た．これにより，多様な地震活動（ 前震，余震や群発地震など ）が 流体の関与とい う観点から
統一的に説明され ることがわかった．現在は ，これらの研究で仮定され たモデルをさらに一般化し 地震の核形成か
ら動的破壊に至る過程についての研究を実行し つつある．このような研究では ，流体の力学的効果以外に熱的効果
が 重要な役割を果たし ，流体移動，熱流，地震破壊の間に非線形の相互作用が 生じ ，地震破壊の単純さと 複雑さを
発現する大きな要因となるものと考えられ る．
(c) 不連続体の立場からの地震破壊のモデル化に関する研究
もし 地殻が 無数の断層によって破砕され た系とみなされ うるならば ，その系は連続体というよりもむし ろ不連続
体とみなすべきであり，地震破壊は不連続体の振る舞いとみなされ る必要がある．そこで地殻の近似的な系とし て
不連続体を用いることにより，地震破壊のモデル化を試みる研究が 行われている．断層上の強度や応力の不均質分
布等のように地震破壊の複雑さの成因は極めて多様であるが ，本研究で得られ る地震破壊についての理解はその複
雑さの成因に関する問題解決の鍵になると考えられ る．現在，不連続体とし て粒状物質から構成され ている系の振
る舞いを 明らかにする予察的研究が 推し 進められている．特に ，極限とし ての連続体モデルとの整合性について詳
細な検討が 行われている．
2. 絶対重力計による流体移動に伴う地震・火山活動の観測的研究
地震や噴火前後の重力の時空間変動と稠密な地殻変動の観測とを組み合わせれば ，地震・火山活動と流体移動と
の関わりについて手がかりがえられ る．そこで ，われわれは絶対重力測定と相対測定を同時におこな うハイブ リッ
ド 測定をおこなって，流体の質量移動を検出するための研究をすすめている．今年度は以下の地域での重力観測を
実施し た．
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(a) 三宅島火山
2000 年 6 月以降の三宅島火山活動については，活動開始から高頻度（ 10-30 日に 1 度 ）で繰り返し 測定を実施し て
いる．これまでに，活動開始直後に生じたマグ マのダ イク状の貫入，陥没直前に山頂直下に生成し た空洞の発見，陥
没期におけるマグ マの水平流出の証拠など ，驚くべき成果を続々と発見し てきた．2001 年 5 月以降，島内での商用電
源供給が 順次再開され たのを受けて，2001 年 7 月以降は，三宅島絶対重力計の連日観測を継続し ている．このよう
な火山地域における連続運転は世界的に見ても例がなく，極めて特色のある研究と自負し ている．観測自体は自動
で行なわているが ，週に一度の割合でヘリコプ ターにより渡島し て機材の点検調整をおこなっている．その結果，火
映現象が観測された 2001 年 11 月中旬ご ろに むけて，絶対重力値が緩やかに増加することが認められた．これを火口
温度の上昇や二酸化硫黄放出量の急増と勘案すると，マグ マ頭位の上昇を示すものとし て注目され る．2002 年以降
の漸増傾向は，水位の上昇によって説明できそうである．
（ http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/furuya/miyake/AbsG.html ）
(b) 桜島火山
桜島火山におけるハイブ リッド 重力観測は，京都大学防災研究所桜島火山観測所との共同研究とし て 1998 年以来
継続し ている．2002 年 9 月に観測を実施し た結果では ，1999 年 7 月以降の変化は数マイクロガ ル程度と小さく，桜
島の活動が 高くないことと対応し ているようである．

(c) 富士火山・伊豆・東海地域
富士山を取り囲む 3 箇所（ 御殿場，裾野，朝霧 ）において絶対重力測定を実施し た. この 3 点を基準とし て, 山麓・
山腹（ 2400m まで ）の約 30 箇所で相対重力測定を , 静岡大学・東北大学との共同研究とし て実施し た.2003 年にも同
一点での観測を繰り返し ，1 年間の時間変化を求める予定である．
東海地域におけ るハイブ リッド 重力観測は ，国土地理院との共同研究とし て 1997 年以来継続し ている．過去 20
年近く，冬季に観測を続けてきた伊豆半島東部についても，平成 14 年度中に観測を実施する予定である．

3. グローバルな準静的な変形の理論的研究と，それを用いた地殻変動の解析
球対称な粘弾性体地球モデルについて ，コサイスミックな変形および ポ スト サイスミックな緩和過程についての
理論的な定式化を行なった．他のこれ までの研究では ，非圧縮性を仮定し たり，自己重力を無視し たりなど 不適切
な仮定にもとづいて定式化されていたが ，本研究ではこれらの仮定を外し た一般的な取り扱いが 可能である．垂直
な断層上の水平横ズレ 断層運動の場合について上下変位および 重力変化を ，このモデルについて計算することがで
きるようになった．この定式化を推し 進め，断層運動の繰り返し にともな う，変位や重力変化の累積を求められ る
ようになった．また ，この見積もりと ，活断層周辺の地形学的な累積変位や重力異常とを比較することにより，断
層運動のパラ メータを 推定することができるようになると 期待され る．
地球モデルとし て，半無限媒質，均質球および 成層構造球の 3 種をとって，各々について, 震源深度と震源タイプ
をさまざ まに変えて計算し た．その結果を比較し てみると ，地球の曲率と成層構造影響が 非常に大きいことが 判明
し た ．従来より球対称地球モデルについての計算が 最も物理的に 理にかなっていることは分かっていたが , 要求さ
れ る計算量が 膨大であることがネックとなり，地殻変動の計算にはあまり用いられてこなかった . この難点を克服す
べく，地殻変動量を 解析的な数式で表現できる, 漸近 Dislocation 理論を提出し た ．なお，球対称地球内のデ ィスロ
ケーションによる変形を計算する，コンピュータコード の公開を目指し て，コード の最適化にも取り組んでいる．

4. Geoid 決定に関する地形補正の研究
１-cm Geoid の決定，ア イソスタシーの研究，或は，衛星重力ミッションから重力場の決定のために，地形補正が
非常に重要だと考えられ る．この補正についての理論式，数値計算，精度評価など につき研究を進めている．

5. 合成開口レ ーダーによる地殻変動検出の研究
日本国内での GPS 観測点は ，今や 1000 台を越えているが ，平均的には 20km 四方に 一点であり，震源や活火山
の近傍での地殻変動を 捉え るためには 決し て密な観測点分布とはいえない．これを 補うのが ，およそ 100km 四方
の領域に対し て 100m の空間分解能で cm 程度の変形を検出できる干渉合成開口レ ーダ ー (Interferometric Synthetic
Aperture Radar: InSAR) である．また InSAR の観測は 人工衛星を介し て定期的に行われ るので ，現地に観測機器
を設置し に向か うという必要もない．今年度の解析で ，(1)1996 年 8 月の鬼首地震 (M5.9) による地震時地殻変動が
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初めて検出され た．鬼首周辺のよ うな GPS 設置の難し い山間部での地殻変動の検出成功事例とし て注目すべきも
のである．(2) 基線長が 極端に短い ERS のデ ータを 用いることによって，伊豆大島火山カルデ ラ周辺で地殻変動を
調べた．カルデ ラ周辺では ，コヒーレン スが 高く干渉処理が 可能である．JERS による解析で明らかになっていた
沈降域を 詳細に調べると ，1986 年の溶岩流の流出域とよく対応し ，沈降率は 概ね厚さに 比例することが 分かった ．
従来は水準測量で線状に見えていた”カルデ ラの沈降”を，面的に細かく観測することで沈降の メカニズ ムの真相に
踏みこもうとし ている．

6. 並列計算機を用いた地震発生過程・強震動の同時シ ミュレ ーション
神戸市の真下の断層が 動いて兵庫県南部地震が 発生し たように，日本では断層直上に都市が 存在し ている場合も
多い．このような断層真上のような場所では断層運動の詳細が 地震動に影響するので震源は慎重にモデル化し ない
といけない．震源モデルとし て最良なのは地震発生物理に基づく震源過程である．そこで震源物理のシミュレ ーショ
ンにおいて現実の地震に合わせた不均質な地下構造の中に不均質な断層を作成し ，震源物理による地震発生過程の
シ ミュレ ーションを行うと 同時に 強震動の同時シ ミュレ ーションを行っている．現実の地震を扱うために ，３次元
不均質構造内の不均質断層内での非線形現象とし ての破壊過程のシ ミュレ ーションであるために ，並列計算を用い
た大容量計算を行っている．

7. 強震動シ ミュレ ーションのための断層摩擦構成則に基づく不均質断層での震源モデルの作成
震源の理論的研究や実験的研究から断層面には断層摩擦構成則が 作用し ，この摩擦パラ メータの分布が 断層運動
をコント ロールし 地震波に大きく影響することがわかっている．このような断層運動は ，特に現実の地震のような
不均質な場での断層運動は数値解でし か得ることができない．強震動シミュレ ーションにおいて断層運動を改良し
ていこ うとすると ，強震動シミュレ ーションのために震源過程のシミュレ ーションを 行う必要が 生じ ，強震動の研
究だけにとっては大変効率が 悪い．そこで予め，代表的な不均質断層について震源物理を考慮し た震源過程の数値
シミュレ ーションを行っておき，断層運動について ，扱いやすい近似式を作成できれば 便利である．このような方
針で震源モデルを作成し ている．

8. レ ーザー干渉計を用いた観測機器の開発
機器開発分野では ，新し い手法を用いた地球観測機器の開発を行なっている．地震計をはじ め，ひずみ計・傾斜
計など 観測機器の高性能化への要求はますます高まっている．そこで ，以下のように精度の高いレ ーザー干渉計を
用いた機器開発をすすめている．

(a) レ ーザー伸縮計の開発
波長安定化レ ーザーを 使った伸縮計は 地殻変動から数十 Hz までの地震波まで広帯域なひずみ観測ができる．ま
た，干渉計の対称性を利用し て高精度なせん 断ひずみ観測も可能となる．名古屋大学と共同で行なっている 10m の
レ ーザー伸縮計は ，ヨウ素安定化法により 10−13 まで 波長安定化され た YAG レ ーザーを 光源とし ていて，これ ま
での観測で遠地地震波や地球潮汐の検出に成功し た．現在，さらなる感度向上のため干渉計部分の改良をすすめて
いる．

(b) 光ファイバーリンク方式の孔内計測セン サーの開発
光干渉計測を 孔内観測に 利用するとセン サーの 高精度化，電気雑音・発熱の回避，波長を 基準とし た自己校正，
など 利点が 多い．鋸山観測所に設置され た傾斜計は孔外から光ファイバーでレ ーザー光をやりとりし て孔内装置の
無電源化を実現し た．同観測所の 42m 水管傾斜計と比較し 同等の信号が 得られ ることを 確認し た．現在は DSP を
利用し たリアルタイム干渉信号処理システムを組み込んで，海底孔内観測等をめざし た実用性の向上を行っている．
また，小型長周期振子を組み込んだ 孔内設置可能な地震計の開発も進めている．実験モデルは帰還制御により振幅
や位相がほぼ 平坦な特性であり，レ ーザー波長を基準とし た自己校正で約 1%の精度が 確認された．製作中のものは
さらに 100Hz までの帯域で Low Noise Model 以下の自己ノイズレ ベルが 達成され るよ う開発をつづけている．

(c) 重力波グループ との共同研究
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超新星爆発など の天体現象で発生する相対論的重力波を地上で検出するための「 重力波望遠鏡」の建設が 国立天
文台や東大宇宙線研究所を中心にすすめられている．これは ，数百 m〜数 km のレ ーザー干渉計であり，その長大
さを 利用し て地球物理的な微小信号をとらえる研究を共同で行っている．神岡鉱山に 100m 干渉計を設置し て ，地
球自由振動や近傍の断層運動など を連続観測する計画をすすめている．

9. ACROSS の開発研究と震源域の連続監視
ACROSS（ コヒーレント 弾性波テクノロジ ーによる地殻ト モグ ラフィ技法 ）の研究開発を進めている．これは極
めて精度の高い調和波動によるト モグ ラフィ技法であり，高い分解能と適用性が 期待され るが ，それだけに多くの
研究開発を必要とするものである．国内では名古屋大学のグループが ，我々と情報交換し つつ，やや異なる方式の研
究を進めているが ，現時点で諸外国には例を見ない．地震研究所の P-across では，精密な調和波動震源多数をフェ
イズド アレ イで運用し て，コヒーレントな波動場を標的に集める．地震計もアレ イ運用し ，時刻を震源と一括管理
し ，スタッキングによりこの記録のＳＮ比を高める．解析方式には ，インパル ス応答を用いた速度ト モグ ラフィ(地
震学による古典的方法) と ，フェイズド アレ イ運用により空間分解能を高めた上で ，連続監視の情報を活用し て散
乱特性の変動を 敏感に 同定する微分ト モグ ラフィが ある．1998 年に精密制御震源の原形機が 完成し ，室内試験で ，
周波数精度の向上，摩擦損失の抑制，出力の遠隔可変機構の開発，耐久性の実証を行なった．2000 年に実証試験用
震源を製作し ，2001 年には東京電力・葛野川地下発電所 (地下 500m) 坑内に水平スケール 2km の実証試験用プ ラッ
トフォーム (震源および 多数のセン サーを展開) を建設し た．これにより単機性能実証試験を開始し た 。2002 年には
光ケーブ ルによるデ ータ送信を導入し て，信号の高い干渉性を維持し て，まず 直達波によるト モグ ラフィの性能試
験を開始し た．また実証試験用震源２号機を建設し た。これにより ACROSS のアレ イ運転試験とト モグ ラフィの実
施 (地震前後の地殻物性変化の検出試験) を行な う予定である．またバックグ ラウンド 振動を詳細に調査し て，背景
雑音の把握に 努め ，次期の目標である山梨県東部地震域 (サ イト の南方 25km 深さ 25km) のモニターの準備を進め
ている．
10. 岩石のひずみ集中域の散乱特性の実験的研究
地震研究所・地震予知研究推進センターの大型岩石破壊実験装置によってひずみ局所化を発生させた岩石標本に弾
性波を照射し て散乱特性を計測する．一方，量子散乱法則を参考に散乱法則の数学モデルを設定し ，そのパラ メータ
を，実験結果から同定する．最終目標は，これを ACROSS の微分ト モグ ラフィアルゴ リズムに組み込み，ACROSS
の観測デ ータから ，地下物性とりわけひずみ集中域の特定および その物性の時間変化を インバージョンにより検出
することである．

11. L2 設計地震動の定式化手法の開発研究
1995 年兵庫県南部地震の後，土木構造物の設計に導入され た L2 設計地震動に対する合理的な設計法を構築し て
いる．そのために震源の物理モデルアプ ローチと構造力学を統合し た設計地震動設定の方法論を開拓することとし ，
土木学会の委員会において免震橋梁のための設計地震動の設定，もし くは公的機関の委員会において東京湾口・伊
勢湾口・紀淡海峡等における大型吊橋のための設計地震動の設定，首都公団の大型橋梁の耐震性能照査のための入
力地震動の決定を進めている．
12. アジア・太平洋地域に適し た地震・津波災害軽減技術の開発とその体系化に関する研究
文部科学省・振興調整費研究で ，主管機関は防災科学技術研究所・EDM である（ 共同研究の項参照 ）．平成 14 年
度から始まった Phase2 においては，EDM の政策開発チームと協力し て，リスクマネジ メント の枠組みを 基礎とす
る政策科学的な研究を進め，多くのテ クニカルな個別研究を integrate し ，また関連する地域特性を政治経済学や文
化人類学等の手法を学際的に用いて context を解明するなど の，作業を進めている．

13. 高レベル放射性廃棄物の地層処分の研究開発
我が 国では 2030 年代が 高レベル放射性廃棄物の最終処分開始のタイムリミットであるので，それ までに処分地選
定・建設を確実に進める必要がある．2000 年には ，それ まで蓄積され た site-generic な調査結果が 承認されて根拠法
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も成立し たが ，本格的な精密な研究はこれからの site-speciﬁc な調査で本格化する．この事業は，潜在的に高いリス
ク (不確実性とダ メージ ) を伴うだけでなく，典型的な未踏技術であって既往のいずれの学術領域も決め手とならな
いので ，学際アプ ローチが 不可欠である．しかも現在，内閣府の原子力安全委員会の 特定放射性廃棄物処分安全
調査会 （ 実施機関による処分事業の安全監視を担当する ）に参加し ているので，この学際的リスク管理を ，単なる
学術研究だけでなく行政の現場で遂行する任務を負っている．これはまさに 社会技術が 標榜し ている 俯瞰し 越境
する知 の構築を目指すことに他ならない．その際，上述の “アジア・太平洋地域に適し た地震・津波災害軽減技術
の開発とその体系化に関する研究” の政策開発で得られ るノウハウを 援用するとともに ，開発中の ACROSS を ，事
業の鍵となる地質環境モニターの中核技術とし て活用する予定である．

14. 新し い 原理（ 磁気浮上 ）の振り子による広帯域・高感度地震計の開発
(a) ソレ ノイド 磁場と永久磁石による無定位回転型振り子を使った振動検出器の開発
新たに既存の地震計を越えた垂直成分用の高感度・広帯域地震計を考えるときは ，ど のように振り子の錘に掛か
る重力を打ち消すかが 重要である．そし て完全に無定位な振り子を作ることが 性能向上につなが る．このような発
想から ，平行磁場内の永久磁石の回転モー メントで ，重力による振り子の回転モー メントを打ち消す方法を考案し
た．この方法で無定位な振り子を 作り，速度型のフィード バック回路を付加し て広帯域・高感度地震計を実現し つ
つある．現状の検出感度は ，1Hz に於いて数十マイクロガル以下を達成し た．

(b) 永久磁石による錘の反発浮上と板バネ振り子を併用し た水平地動検出器の開発
最近の水平高感度地震計は，倒立振り子にかかる重力で板バネの強い復元力を打ち消し ，その僅かな差で振り子
の弱いバネを 実現し 長周期化をはかっている．重力とバネの大きな力同士の打ち消し で小さなバネ定数を得るので
その調整や観測時の設置は難し く，地面の僅かな傾きや設置誤差，温度・経年変化によるバネの弾性常数の僅かな
変化が 地震計の検出特性に大きく影響し ている．この研究では ，永久磁石による錘の浮上を採用し た地動検出器を
開発し ている．この振り子で以上のような影響が 除ける可能性がある．浮上用永久磁石は ，その平面内を N と S の
細い帯で交互に着磁されている．永久磁石の直上平面では磁場の位置エネルギ ーを 均一にでき，安定浮上が 実現で
きる．現在，この地震計の磁気浮上振り子を製作し 11 秒以上の自然周期を確認し た．
15. 最新のエレ クト ロニクス技術を使用し た観測機器の開発
(a) レ ーザースケールと DSP を使った広帯域・高感度地震計用ディジ タルサーボ回路の開発
近年の IT や携帯電話など の通信技術は ，その機器の中に DSP（ Digital Signal Processor ）が 使用され ，演算など
の高機能を 使用し て付加価値を 高めている．現状で 地球科学に 於いては ，観測機器本体に DSP など の高度なデ ィ
ジタル 技術を利用し たものはすくない．一方，検出精度の向上が 期待できる数十ピコ メートルの分解能を持つレ ー
ザースケールが 実用化され ている．このような機器は２つの波形の位相関係を求めて変位情報とし ている．し かし
変位情報を計測とほぼ 同時に得て活用を容易にするには，リアルタイムの計算が 必要不可欠である．このような高
速の非線形デ ータ処理には前記し た DSP が 最適である．本研究では ，このレ ーザースケールと DSP を使用し た地
震計用のフィード バック回路を開発し ている．
(b) 防犯ビデオの音声ト ラックに地震波を記録するためのシ ステム開発
都市の防災に於いて ，高密度の地震観測が 威力を発揮することは広く知られている．この研究では ，この観測点
密度を更に上げ るためにコンビ ニエン スストアなど の防犯ビデオに 着目し た．強震計の波形に音声変調をかけ防犯
ビデオに記録することで ，既存の記録装置より格段に安価に観測点を増やすことが 可能になる．本研究では ，この
ようなことのできる回路方式を研究し ている．
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田中康久 (M1), 行谷祐一 (M1), 吉川正隆 (M1), Dong-Woo Ko(D3, 短期留学生)，
Woo-Sung Woo(D3, 短期留学生)
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卒論生
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1. 堆積平野におけ る強震動の伝播
阪神・淡路大震災以降の政府や自治体による強震計観測網，震度計観測網の展開に伴い，関東平野における強震
観測機器の分布密度は ，世界に例を見ない高密度なものになっている．これら観測網の完成後，最初の中規模地震
（ M5.7 ）が 1998 年 5 月 3 日に伊豆半島東方沖で発生し ，その強震動が 千葉県東部を除く首都圏の 384 観測点で観測
され た ．この大量の波形記録に対する解析を 行い，関東平野では 強震動の中でも Love 波と呼ばれ る表面波が 発達
し ，それらが 震央から首都圏に向かって特別な様式で伝播することを明らかにし た．平野西側の丹沢から関東山地
にかけては基盤がほぼ 露頭し ，Love 波は 3.5∼4.0km/s の速い速度で伝播するのに 対し て，平野の中心部では厚い堆
積層により伝播速度は 1.0km/s 程度にし かならない．両者の速度差から新たな波面が 山地部と堆積平野の境界で発
生し ，それが 平野中心に向かって伝播する現象が ，強震動の実記録の中で確認することができた．

2. 移動型強震観測機器の開発
強震計を用いた機動アレ イ観測は余震や群発地震の観測に極めて重要である．最近では ，通常の強震計も軽量小
型になり移動用とし ても利用出来るようになったが ，それでも電源確保や設置など に多くの難点を抱えている．我々
は上の障害を軽減する目的で ，科学研究費補助金により，共同研究とし て新し い強震計を開発し た．ロガ ーの消費
電力が 100mAh 以下が 実現されており，サーボ 型加速度セン サーの消費電力 30-100mAh（ 3 成分 ）は , 商用電源を考
えない観測において大きな負担である．そのため，電力を必要とし ない過減衰の動コ イル型加速度計を開発する事
とし た． 基本形状は月ペネトレ ータや火山ペネトレ ータに 開発されたセンサーと同様であり，クランプを必要とせ
ず，移動には極めて便利である．ペネトレ ーター用のセンサーと 大きく異なる点は ，磁気減衰器（ アルミニューム，
ネオジウム系希土類マグ ネットを使用 ）を用いて大きな減衰定数 (25―30) を得て，加速度計とし て広い帯域（ 0.1―
80Hz ）をカバーし ていることにある．さらに ，強震アレ イ観測を主目的とし ており，軽量であること ，量産が 可能
であることにも重点が 置かれた．振り子自体は速度に比例し た動きをし ，測定できる最大レベルは 150cm/s である．
また ，増幅器を付加し て微動の観測にも利用出来ることを 経験し ている．

3. 性能基盤型設計法の開発
日米共同研究による都市地震災害の軽減の一課題とし て，1998 年度より 6 年間の予定で共同研究が行われている．
本研究では，構造物が 果たすべき機能に応じ て設計目標を明快に設定し ，その目標を合理的に実現するための性能
基盤型の設計法を開発する．性能基盤型設計法への移行により，設計者と施主が 一義的ではない設計目標を選択す
ること ，評価可能な構造性能を有する構造物を建設すること ，が 可能になる．ノースリッジ 地震および 兵庫県南部
地震による建築構造物への被害により，構造物の機能あるいは修復可能性に明快に関連させることによって耐震性
能を定量的に表現し うる性能基盤型の設計法の開発が 望まれている．仕様規定を含む従来の設計法から性能基盤型
設計法への移行には 以下のように多くの利点がある．(1) 設計者と施主が 明快に表現され た性能を共通の理解にも
とづいて選択することを可能にする．(2) 材料や工法の選択の自由度が 増大するとともに 新技術の開発を促進する．
(3) 性能基盤型の設計基準は透明性のある規定であり，し たがって ，しばしば 非関税障壁とみなされ る各国で 異な
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る設計基準の差を小さくする基盤にもなりうる．さらに ，(4) 性能を評価または明示することは技術競争を促進し ，
市場原理に従って構造物の品質を向上させることに繋が る．本研究では ，日米で共通の理解にもとづいて，性能基
盤型設計法の性能評価基準および 評価手法の確立に必要な技術的課題を解決するために ，実験的研究および 解析的
研究を行う．研究成果は ，過去の研究成果も含めて，実用的な設計法に直接応用可能な技術資料あるいは設計指針，
評価手法とし て提示する．

4. 普及型地震計による構造物の耐震性能検証手法
本研究の目的は，地震防災システムおよび 地震後の応急復旧シ ステムの一環とし て構造物の上下に設置された普
及型地震計による計測情報を利用し て構造物の耐震性能を評価するための基礎技術を開発することである．当面の
主要な対象構造物は ，防災拠点とし て重要であり，耐震診断による構造耐震指標値が 評価されつつある小中学校校
舎を想定する．防災シ ステムでは ，比較的高い頻度で 発生する中小地震による計測デ ータを 利用する手法とし て ，
地盤増幅や相互作用の影響を含む強震時入力地震動の予測手法，耐震性能の高精度評価手法および 性能モニタリン
グ 手法を開発する．応急復旧シ ステムでは ，強震時の計測デ ータおよび 性能指標を大地震直後に利用し て，警報お
よび 応急危険度判定の即時化，被災度判定および 残余耐震性能推定の高精度化，応急補強設計および 恒久復旧設計
の合理化など を可能にする実用化技術を開発する．平成 12 年度および 13 年度には大規模な震動実験を実施または
利用し て，既往の地震計による層間変形推定の精度を検証し た．今後，安価な地震計を企業との共同研究で開発し ，
精度を検証し てシ ステムとし ての実用化を図る．

5. 震度などの地震動の破壊力指標の検討
1995 年兵庫県南部地震の例を見れば 明らかなように，地震災害を少しでも軽減するには ，地震直後に被害状況を
迅速かつ的確に予測し ，すば やい対応をすることが 重要である．現在，地震発生直後の初動対応には ，気象庁計測
震度が 用いられ ることが 多いが ，2000 年の新島・神津島近海の地震，鳥取県西部地震あるいは ，2001 年芸予地震
で震度６弱あるいは強を記録し たに もかかわらず，被害はさほど でもなく，その 一方で 1999 年台湾集集地震では ，
震度６弱でも甚大な被害をもたらし た地点もあり，計測震度の早急な見直しが 必要であると 考えられ る．そこで ，
1999 年台湾集集地震の強震記録および 建物被害データを用いて ，建物被害を予測する地震動の破壊力指標について
地震動の破壊力指標と建物被害率との相関性から検討し た．その結果，地動最大加速度，地動最大速度，スペクト
ル 強度，気象庁計測震度など の既往の地震動の破壊力指標では 建物被害を充分に予測することができず，0.8 秒〜
1.2 秒程度の弾性応答を用いれば ，既往のものより的確に建物被害を予測できることがわかった．また，同様の解析
を 1995 年兵庫県南部地震その 他の日本で発生し た地震の強震記録と 建物被害デ ータを 用いて行い，1999 年台湾集
集地震の解析と同様に既往の地震動の破壊力指標では建物被害を充分に予測することができず，1999 年台湾集集地
震の場合よりやや長めの 1.2 秒〜 1.5 秒程度の弾性応答を用いれば ，既往のものより的確に建物被害を予測できるこ
とを示し た．そし てこの地震動の破壊力指標を用いて ，建物被害と相関をもつべき震度５以上を対象とし て，現行
の気象庁計測震度の修正案を提案し た．
6. 地球シ ミュレ ータを用いた大規模３次元地震波動伝播シ ミュレ ーション
不均質な３次元媒質中におけ る地震波の伝播と強震動生成に関わる高精度数値シミュレ ーションのために ，フー
リエスペクトル法（ PSM ）と差分法（ FDM ）を結合し た「 並列 PSM/FDM ハイブ リッド 法 」を開発し た．この手法
では３次元領域の水平方向の波動伝播計算を PSM で ，そし て鉛直方向を FDM で計算する．これにより PSM の高
い演算性能と FDM の並列化性能の両方が 期待できる．
本ハイブ リッド コード の演算効率は３次元運動方程式の計算速度とプ ロセッサ間の通信速度の関数として評価でき
る．PC クラスタ、ベクル並列計算機（ HITACHI SR8000/MPP ），および 地球シミュレ ータ（ 5120CPU, 40TFLOPS)
用いて 1993 年釧路沖地震，1946 年南海地震，2000 年鳥取県西部地震の３次元強震動シミュレ ーションを実施し た．
これらの計算では ，128CPU を用いた並列計算で単一 CPU 計算の 112 倍の速度向上率が 得られた．

7. 2000 年鳥取県西部地震と強震動シ ミュレ ーション
防災科学技術研究所の強震観測網（ K-NET，KiK-net ）が 日本列島全体に約 20km の間隔で 高密度に展開され た
ことにより，大地震時の地震波動伝播と強震動の生成過程を直接眺めることが 可能になった．2000 年鳥取県西部地
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震（ Mw6.7 ）では 550 観測点以上で良質の地震波形デ ータが 得られ ている．そこで ，地動記録から短周期振動を 除
去し ，観測点間の地震動を 空間補完から 求めた ．そし て ，得られ た波動伝播画像からアニ メーションを 合成し た ．
これを 見ることにより，(1) 鳥取県西部地震の横ずれ 断層から SH 波が 強く放射され ，(2) 波動伝播とともに Lg 波
と表面波（ Love 波 ）が 強く生成され ，そし て (3) これらの波群が 平野部に入ると分散と散乱によって急激に減衰す
る様子が 確認できる．これらの観測結果は ，西南日本の地下構造と鳥取県西部地震の震源断層モデル（ 八木・菊池，
2001 ）を組み込んだ ３次元数値シミュレ ーションにより良く説明され る．

8. 地盤と建物の相互作用の評価
常時微動の結果から地盤と建物の相互作用に関する地盤の等価せん 断波速度を推定する方法を開発し た．この推
定法を阪神地域で行った学校建物の常時微動測定の結果に適用し て，地盤の資料と比較し ，地盤の資料から等価せ
ん 断波速度を求める方法を提案し た．この方法は，地盤と建物の相互作用の効果を考慮し た建物の耐震設計に応用
することができる．また，地盤と建物の相互作用を考慮し た地震応答解析を行い，地盤のせん 断波速度が 小さい場
合，低層建物では地下逸散減衰によって減衰が 増大し て建物の応答が 小さくなること ，中層以上の建物では相互作
用による減衰の増大は小さいこと ，兵庫県南部地震のように長周期側に大きなピ ークを持つ地震動に対し ては相互
作用による周期の伸びによって応答が 増大する場合もあり得ること ，等を明らかにし た．

9. ピ ロティ構造物の実験と耐震設計法
本研究では ，兵庫県南部地震で多大な被害を受けたピ ロティ構造物の地震時の挙動を解明し ，合理的な耐震設計
法を確立することを目的とし た実験的研究および 解析的研究で建築研究所と共同で実施し ている．ピ ロティ層に変
形を集中させないための具体的な評価法を詳細にを検討するとともに ，その妥当性を実験および 解析により検証し
た．特に，鉄筋コン クリ−トの構成則にもとづき，地震応答解析に適用可能な簡便な耐震壁の部材モデルを開発し ，
実験結果と比較し てピ ロティ構造の解析ではコン クリ−トのソフト ニング の影響を考慮し たモデル化が 極めて重要
であることを指摘し た．また，偏心（ ねじれ ）による変形集中挙動を実験的に解明し ，解析手法を開発検証し てい
る．一連の実験の一環とし て，連層耐震壁構面を含む６層ピ ロティ架構の震動実験を行ない，解析手法，設計手法
の妥当性を検証し た．実験および 解析的研究にもとづいて，連層耐震壁を含むピ ロティの設計法の枠組み，すなわ
ち，ピ ロティ階に変形集中を生じ させない設計クライテリアを提案し た．また，変動軸力を受ける柱の変形能力を
明らかにするために ，柱の実験を横浜国立大学と共同で実施中である．ピ ロティ構造の１階柱を想定し た柱単体試
験体（ コン クリート 要素実験も含む ）の構造実験を実施し ，地震時に高軸力 (変動軸力) を受ける柱の配筋詳細，補
強方法と靭性の関係を明らかにし た．変動軸力を受ける柱の実験により，変動軸力の上限が 終局限界状態に及ぼ す
影響は従来考えられているよりは るかに小さい可能性があることがわかった．そこで ，変動軸力を受ける柱の実験
を系統的に行い，変動軸力を等価な一定軸力に換算する手法を開発中である．

10. 柱の SRF 補強に関する開発と実験
本研究は ，既存鉄筋コン クリ−ト 造建物が 大地震時に崩壊するのを防止することを目標とし て，ポリエステル 合
成繊維シート による柱の補強手法（ SRF 補強 ）の手法を開発し ，有効性を検証することであり，民間企業と共同で
実施し ている．建物の大地震に対する第一義的な基本性能は安全性すなわち人命保護であり，このために必要な部
材の性能は地震後の柱の鉛直荷重支持能力である．古い鉄筋コン クリ−ト 造建物では ，柱のせん 断補強筋量が 少な
く，鉛直荷重を支持できなくなってパン ケーキ 状に崩壊する建物被害が 世界中の地震被害で報告され ている．これ
らの建物を対象とし て最小限軸力保持能力を確保するための経済的で簡易な補強方法の開発研究は極めて有意義で
ある．そこで，ポ リエステル製の合成繊維シートを用いて鉄筋コン クリ−ト 造柱を補強し ，建物の崩壊を防止する
効果を検証する静的加力実験を行った．実験よりシート 補強効果による靭性能の向上や耐力上昇などが 確認された．
また ，平成 13 年度には 大規模な震動実験を 実施し た結果，補強し ない建物では 鉛直荷重を 支持できなくなった崩
壊し たのに対し て，SRF 補強し た建物では，同じ 入力では軸力を安定し て維持するだけでなく，ほとんど 損傷もな
く，その後の 3 回極大地震動入力に対し ても十分安定し た挙動が 確認され た．ポ リエステル製繊維シート による補
強は ，性能および コスト パフォーマン スの点で極めて有効であることが 検証され ，柱単体の補強手法とし ては実用
化の段階に到達し つつある．同時に要素実験も実施し ており，基本的な応力ー歪関係にもとづいて ，大変形におけ
る挙動を解析的に明らかにするとともに，一般的な補強設計法を検討し ている．今後，壁側柱，壁および 梁の補強，
新築のフェールセーフ補強への応用など に展開する．
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11. 小田原の県立高校におけ る構造物地盤系の観測
小田原の高等学校で構造物地盤系の挙動を観測する目的で高密度の観測体制を整備し た（ 合計６点，１８成分 ）．
大きな地震はないので ，非線形効果を含む挙動を観測するには至っていないが ，微小地震記録により弾性範囲での
構造物および 地盤系の同定解析が 行われている．また，地盤をモデル化し て地盤構造物系の地震応答解析の準備作
業が 行われている．やや大きい地震の観測結果を待って，観測結果の解析にすぐ に入ることができる体制を整えた．
また ，観測と即時警報を連動させる試みも実施し ている．

12. テスト サイト におけ る強震観測
駿河湾・伊豆半島と足柄平野における高密度の強震観測網のデータ解析を中心とし た，強震動の生成・伝播とサイ
ト の影響に関する観測研究を行なっている．足柄平野の観測網は表層地質による強震動への影響を評価することを
主目的とし て 1987 年度に設置され ，IASPEI/IAEE 共同ワーキンググループ との連携で ，テスト サイトとし て位置
づけれれている．観測点は露岩上と堆積上に高密度に設置され ，平野の中央部および 西部では地中のアレ イ観測が
実施され ている．近年は平野部全体のサイト 特性の抽出を目的とし て，大規模・遠距離地震記録の利用や地下構造
との関連を明らかかにするために微動のアレ イ観測による地下構造の決定を順次行なっている．また ，群発地震や
大地震の余震観測など は ，可及的速やかに観測体制が 敷かれ る必要があり，科学研究費による共同研究により，可
搬型の消費電力の少ない計測器を開発し ，余震や微動のアレ イ観測に利用し ている．

13. 津波・高潮の研究
当部門で行っている津波・高潮の研究は , i) 被害津波の事例研究, ii) 津波検潮記録のデ ータ解析, iii) 流体力学とし
ての津波研究, iv) 津波測定技術の改良と災害防止への応用研究, の４点に分類することができる． i) 被害津波の事
例研究: 近年は 1992 年のニカラグ ア地震津波以来, 環太平洋の各地で 大規模な津波災害が 立て続けに 生じ ている．
1993 年北海道南西沖地震津波, 1994 年東 Java 地震津波, 1996 年インド ネシア Irian-Jaya 地震津波, そし て 1998 年パ
プ アニューギ ニア津波である．その他に 我が 国で 小規模な被害を 伴った津波とし て 1994 年の北海道東方沖地震津
波, 1995 年奄美近海地震津波がある．当研究室はこのような被害を伴う津波が 起きるたびに , 他大学, および 国外の
研究機関と 共同し て直後の被災現地調査を 行ってきた ．その結果, 熱帯地方の国々での津波の原因の うちのかなり
の部分が , 地震に 伴う海底地変よりも地震に 誘発され た海底地滑りであることが 判ってきた．また津波による海水
速度と沿岸集落の家屋被災の関係が 解明され た． ii) 津波記録のデ ータ解析: 我が 国は約 400 カ所の検潮点をもって
いる．当研究室では , 我が 国で観測され る津波が 起きるたびに検潮記録を集積し , 我が 国内外の津波研究者に津波記
録のコピ ーを 配布し てきた ．これらのデ ータによって, 地震の波源域と 海底地盤変動の情報が 解明できる．最近判
明し てきたこととし て, 本震による津波の発生後しば らくし て２次的津波の発生が 起きる現象が あることが 判って
きた．なお, 当部門では日本気象協会との共同作業でこれ まで集積し てきた津波検潮記録の CD-ROM 化を進めてお
り,1999 年中に世界中の津波研究者に提供する予定である． iii) 流体力学とし ての津波研究: 過去の津波デ ータの周
波数解析から , 津波に誘発され て湾内発生し た固有振動について分析し た結果, 振動モード の中にほとんど 誘発され
ないモード 欠落があることが 発見され た．このような欠落モード は「 海水交換係数」の小さいモード に限られ るこ
とが 立証され た．日本海中部地震の津波 (1983) のビデオ映像から浅い海域での波状段波の形成が 観察された．この
現象が 流体力学の非線形項とエネルギ ー損失を考慮し て数値的に再現できることが 立証され た．その他, 室内実験
により, Mach Stem の形成過程を解明し た．また, 低気圧通過に伴う Edge 波の励起を枕崎海岸で観察し , 理論的裏付
けを行った． iv) 津波測定技術の改良と災害防止への応用研究: 津波測定技術の改良は主とし て宮城県江ノ島観測所
を基地とし ておこなっている．遅れ 常数の小さな津波記録を得るため従来の検潮儀式によるのではなく, 超音波式,
および 電波式水位計を津波測定に応用し うることを実証し た．それらを応用し た三陸地方の沿岸町村の協力を得て
津波監視ネット ワークの構築を進行させている．

14. 古地震の研究
歴史地震研究とは文献史料にもとづいて，19 世紀以前の歴史時代の地震の実像を明らかにすることである．地震
史料の集積事業は，終戦直後の「 大日本地震史料」(武者) の刊行のあと長い中断があったが ，当研究所の宇佐美教授
によって 1970 年代に再開された．当部門が 受け継いだ『 新収日本地震史料』の刊行は近年まで継続され ，全 21 冊，
16,812 ページの大印刷物となった．これらの史料集を広くかつ有効に活用できるように，史料検索デ ータベースの
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作成を試みた ．検索キーとし たのは ，巻数ページ ，発生年月日，史料名，所蔵者，地震被害および 有感地域，解題・
書誌など の諸項目で ，検索は イン ターネット 上で可能である． 史料を集積する上で重視し たものに日記中の有感地
震記事がある．日記は歴史の時代に置かれた地震計の役目を果たし ，有感地震数の消長によって地震活動度の変化
を知ることができる． 改組以後５年間に ，史料を用いて解明を進めた地震や津波を挙げ ると ，明応地震 (1498)，安
政東海地震 (1854) とその翌日に起きた安政南海地震 (1854) など の東海沖，南海沖の巨大地震，これらの巨大地震に
先行する内陸地震，三陸に津波をもたらし た地震，および 津波に特徴のある地震である．この最後に挙げ た例とし
て，1741 年寛保渡島大島地震津波，1792 年の島原半島眉山の斜面崩壊による有明海津波，および 1700 年の北米カ
スケディア断層の地震による遠地津波がある．1700 年の北米津波は ，日本側の各所で古記録が 見つかり，北米では
地震と津波による枯れ 木，樹木の年輪など 多くの地質学的証拠が 見つかって，日米の研究が 相補って北米で日付の
確定し た最古の地震事例となった．歴代の東海地震，南海地震は 100 年余の周期で起きているが ，古文書の語る津
波像を裏付け，さらに先史時代の東海地震の津波痕跡を検証するため，浜名湖底の堆積物のピ ストン・コアによる
採取を行った．その結果明応地震 (1498) によって浜名湖が 淡水湖から塩水湖に変わったことが 判明し ，さらに歴史
を遡る時代の津波痕跡が 検出され た．

地震予知研究推進センター
教授
加藤照之（ セン ター長 ），平田 直，岩崎貴哉（ 併任 ）
助教授
飯高 隆，上嶋 誠，加藤尚之，佐藤比呂志，松澤 暢，吉田真吾
助手
一ノ瀬洋一郎，小河 勉，蔵下英司，小竹美子，中谷正生，宮崎真一
非常勤研究員
河村知徳
日本学術振興会外国人特別研究員
Weerachai Siripunvaraporn
科学技術振興特任研究員 武田哲也
地震研究所外来研究員 加藤愛太郎
地震研究所特別研究員 松多信尚
大学院生
中川茂樹（ D3 ），岩国真紀子（ D2 ），金 紅林（ D2 ），木村治夫（ D1 ），飯沼卓史（ D1 ），
加藤直子（ D1 ），永井 悟（ D1 ），榎本太郎（ M2 ），千葉美穂（ M2 ），福田淳一（ M2 ），
本田史紀（ M1 ）
平成 6 年 6 月の地震研究所の改組に際し 新設された地震予知研究推進セン ターの役割は ，基礎研究に責任を負う
大学が 中心となって実施すべき地震予知に関する全国的共同研究プ ロジェクトや国際共同研究の推進にある．また，
当センターには平成 12 年度より，地震予知研究の全体計画の取りまとめを担う地震予知研究協議会企画部が 置かれ
ている．

1. 地震予知研究協議会・企画部
(1) 地震予知のための新たな観測研究計画
平成 10 年 8 月に，測地学審議会から『 地震予知のための新たな観測研究計画の推進について 』が 建議され ，平成
11 年から 15 年度まで 観測研究計画が 実施され た 。
「 全国共同利用研究所と各大学の地域セン ター等で 構成され る
ネット ワークの強化 」と「 関連研究者が 広く参加すること 」の重要性が 指摘され 、地震研究所に 、新体制の地震予
知研究協議会が 設置され た（ 平成 12 年 4 月 1 日 ）．
(2) 企画部と計画推進部会
新し い協議会は , 地震予知研究計画全般を審議する「 意志決定機関 」と位置づけられた．計画の立案と実行を機能
的に行うために ，協議会の下に企画部と 8 つの計画推進部会が 置かれた．研究計画の進捗状況と結果の評価を行う
ためは ，協議会とは独立の「 外部評価委員会 」が 置かれ , 平成 14 年に評価を受けた．企画部は地震予知研究の全体
計画の取りまとめ，計画の進捗状況を把握するため常置の組織となり，4 人の専任教官と 1 人の客員教官，1 人の非
常勤研究員，および ，事務補員がこの任にあたっている．計画推進部会は ，研究計画の実施にあたるとともに ，研
究課題ご との実行計画を立て，企画部に提案する機能を持つ．
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(3) 研究成果と次期計画の策定
企画部は，研究の進捗状況を日常的に把握するために イン ターネット 等を用いた調査や，各種ワークショップ，シ
ンポジウムを企画・実施し ，年度末には ，成果報告シンポジウムを開催し た．この議論の内容は ，
「 １３年度年次報
告 」とし てまとめられ 出版され た．同時に企画部は ，新年度の実施計画を調整し ，研究の方向を提案し ている．全
国の地震予知研究者は ，これに基づいてそれぞれの研究計画を立てて実施する．その内容は ，随時，地震研究所の
ホームページを 通じ て公開され ている．
（ http ://www.eri.u-tokyo.ac.jp/YOTIKYO/index.htm ）近年の地震予知研
究計画の進展によって，プレ ート 境界で発生する地震の準備過程の理解が 進んだ ．とりわけ，プレ ート 境界の状態
には，固着，定常的なすべり，間欠的なゆっくりとし たすべり，地震時のすべり，地震後のゆっくりとし たすべりが
あることが ，観測的・実験的・理論的研究によって明らかになった ．さらに ，地震の発生する間では固着し ていて ，
地震時に大きなエネルギ ーを放出する領域（ アスペリティー ）が 強震記録より観測的に推定され て，プレ ート 境界
にマッピング され つつあることは大きな成果である．
2. 共同研究プ ロジェクト
(1) 室内実験に基づく地震発生の物理過程と予測モデル
既往大地震の破壊過程の研究により，アスペリティは場所に 固有であること ，アスペリティと非地震性すべり領
域とが 棲み分けているらし いことがわかってきた．また ，東海地域 のプレ ート 境界では 2001 年から 非地震性すべ
りが 国土地理院 GPS により検出され るとともに ，過去にもそのような非地震性すべりが 起こっていたことを示す地
殻活動デ ータが 報告され ，非地震性すべりが 間欠的に発生し ていた可能性が 示された．本セン ターでは ，アスペリ
ティと非地震性すべり領域との相互作用について 明らかにすることを目指し た室内実験と 数値実験を進めている．
大型剪断試験機を用い，長さ 1m の花崗岩の模擬断層面に摩擦特性の異なる領域を分布させ ，すべり実験を行った．
状態および 速度依存摩擦構成則パラ メータ a-b の正負により，余効すべりが 起こる領域とアスペリティ的に振舞う
領域との領域の棲み分けが 生じ ることを示し た．更に ，ふたつのブ ロックをバネで連結し たモデルを使った数値実
験により，室内実験でみられたアスペリティと非地震性すべり領域の相互作用による余効すべりを 定量的に再現し
た．また ，臨界ば ね定数が 系のスティッフネスに近い場合，間欠的な非地震性すべりを 起こすことを示し た．
沈み込み帯で生じ る地震の発生過程を記述するためには ，沈み込み帯の断層を構成する岩石のせん 断破損構成則
や透水率の評価が 必要不可欠である．特に ，透水率構造は断層周辺の間隙水圧分布を見積もる上で重要である．本
センターでは ，陸上付加体に存在する過去の断層岩を採取し てきて ，震源域での圧力・温度条件下でせん 断破壊実
験・透水率測定をおこない，より現実に近い断層物質のせん 断破損特性や透水率構造の評価を進めている．
(2) 島弧地殻変形過程
地震が 発生するに 至る過程は ，地震発生場の状態，構造不均一と密接に関係し ている．し たがって，地震発生層
の物性及び その空間的不均質性は ，地震予測の視点から重要である．当セン ターは ，地震・地殻変動観測セン ター
とともに，制御震源構造探査と稠密自然地震を密接に連携させた” 島弧地殻の変形過程に関する総合集中観測” プ ロ
ジェクトを推進し てきた ．平成 9-10 年には，東北日本弧の詳細な構造と地殻活動発生様式を解明するための大規模
実験・観測が実施された．平成 11-12 年度は，北海道の日高衝突帯を研究主題とし ，島弧-島弧衝突に伴う地殻の変形
様式を解明するための観測・実験を行った．全長 230km に及ぶ屈折法地震探査と，日高山脈を中心とし て実施し た
反射法地震探査から，千島前弧の東北日本弧への衝上が ，地殻構造の面から鮮明になった．平成 13 年度は，海洋科
学技術センターと共同で，駿河ト ラフから東海・中部地方にかけて大規模な屈折・広角反射法探査を行った．この測
線陸域は ，東海地震想定震源域を通り，能登半島の西に達するもので ，沈み込むフィリピン 海プレ ート の境界から
の強い反射波が 捉えられた．平成 14 年度は ，海洋科学技術セン ター/千葉大学と共同で ，鳥取沖からから西南日本
全域を覆う測線において大規模な屈折・広角反射法探査を行った．今年度の実験は，西南日本下におけ るプレ ート
構造とともに，内陸地震発生域，背弧海盆域の構造解明を目指すものであり，1999 年に海洋科学技術センターと共
同で行った南海ト ラフ−四国・中国地方南部で構造探査と統合することによって，南海ト ラフ−西南日本弧−日本
海における沈み込み帯の全体像が 解明できると考える（ 詳し くは，地震地殻変動観測セン ターの項を参照のこと ）．

(3) 活断層構造
内陸大規模被害地震は ，地下 15km ほど の地震発生層底部付近で 発生する．し たがって，大規模被害地震の評価
や発生 メカニズムを理解するには ，地震発生層底部から表層に至る領域の断層構造を理解する必要がある．このた
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め，当セン ターでは平成 9 年度から活断層研究を スタート させ ，地殻スケールから極浅層に至る反射法地震探査に
よる活断層の地下構造の解明に主眼をおいた研究を進めている．平成 9-10 年の奥羽脊梁山地横断構造探査では，両
側の逆断層に境され た脊梁山地のポップ アップ 構造や地震発生層下限のデ タッチ メント，断層系の地震発生層底部
から表層にいたるイメージング に成功し た．平成 11-12 年の北海道中軸帯の探査では ，日高山脈下から 石狩低地帯
までのび る千島弧と東北日本境界の衝突に 起因する衝上断層の形状が 明らかになった．平成 13 年には伊豆-小笠原
弧と本州弧の衝突境界である国府津-松田断層の形状を明らかにするための探査，平成 14 年には中央構造線活断層
系・岡村断層の反射法地震を 実施し た．また，平成 14 年度には糸魚川-静岡構造線活断層系北部の地震発生層から
地表近傍までの断層形状を明らかにするための深部地殻反射法地震探査を行った ．この他，全国の活断層研究者と
の共同研究とし て，地表近傍の活断層・活褶曲のデータから震源断層の動きを理解するために必要な活断層の浅層
構造の イメージングを実施し ている．被害地震の調査も積極的に実施し ており，2000 年の鳥取県西部地震など の国
内の被害地震や，イラン・ガ エン -ビ ルジャンド 地震（ 1997 ），コロンビ ア・キンディオ地震（ 1999 ），台湾・集集地
震（ 1999 ），インド ・グジャラート 地震（ 2001 ），ペルー・アティコ地震（ 2001 ）など の被害地震調査を行った．

(4) 電磁気観測と比抵抗構造
電気比抵抗は ，温度，水・メルト など 間隙高電気伝導度物質の存在とそのつなが り方，化学組成（ 特に鉄の含有
量 ）に敏感な物理量である．これらの岩石の物理的性質は ，すべて ，その変形・流動特性を規定する重要なファク
ターであり，比抵抗構造を決定することによってそれらの情報を地震学的研究とは独立に抽出し 得る．従って，当
センターは全国の研究者と協力し て日本列島および 周辺の比抵抗構造を解明するプ ロジェクトにおいても中心的な
役割を担っている．日本列島全域にわたる広域的かつ深部比抵抗構造を決定するため地震研究所で開発し たネット
ワーク MT 法の調査を行い，特定の地殻活動域において比抵抗構造を詳細に決定するための高密度観測を実施し て
いる．また，海域におけ る地下構造解明も行っている．得られた構造と地殻活動との関連を探る一方で ，これらの
観測研究を実施するための構造探査観測装置や測定手法および 解析手法の開発を行っている．地震，火山活動，広
域地殻変動に伴う電磁気現象を観測し て，これらの発生機構を解明し ようとする研究も行われている（ 火山噴火予
知研究推進センター・八ヶ岳地球電磁気観測所・京都大学・東京工業大学・東海大学との共同研究 ）．伊豆半島の群
発地震と異常隆起，伊豆諸島の火山活動，東海地方の地殻活動を主な研究対象とし て，プ ロトン 磁力計による全磁
力観測や ，人工電流法による比抵抗変化の観測，NTT 電話回線を 用いた 長基線地電位差観測を 行っている．平成
14-15 年においては ，１ ）紀伊半島のネット ワーク MT 法観測，２ ）山陰地方におけ る広帯域，CSMT 法観測，３ ）
三宅島，富士火山周辺における広帯域 MT 法観測，４ ）伊豆半島東部の隆起・群発に関連する特異な全磁力変化の
調査，５ ）東海地方の地殻変動に関連する全磁力変化の調査，等の研究を行った．

(5) GPS 観測と地殻ダ イナミクス
プレート 運動や地殻変動を計測する手段として，GPS（ 全地球測位システム ）は最有力の武器である．当セン ター
では ，全国の大学の地殻変動研究者で組織する「 GPS 大学連合 」の本部・事務局をつとめるほか ，各種の国内・国
際共同研究の企画・調整・推進を 行っている．平成 14 年度には ，平成 14 年 5 月に伊東市東方沖で発生し た小規模
な群発活動に伴い，GPS 大学連合とし て緊急の GPS 観測を伊東市付近において 実施し た．続いて 7 月には東海地
方において GPS 大学連合による集中観測を実施し た．これは ，2000 年 10 月頃から進行し ていると見られ る東海地
方直下のプレ ート 間のスロースリップ の メカニズム解明のための予備調査である．平成 14 年 8〜10 月にはコスタリ
カにおいて海洋科学技術センター及び コスタリカ地震火山研究所と共同でニコヤ半島において連続観測点の設営を
行ったほか ，GPS 観測を実施し ，地殻変動解析を行った．本年度より新たに科学研究費補助金により仮想基準点方
式の実験並びに北マリアナ諸島におけ る GPS 観測を 実施し た．GPS 津波計の開発に関し ては ，大船渡市沖での実
験を継続し たほか，本年度より新たに文部科学省補助金独創的革新技術開発研究が 採択され たことから ，日立造船
(株) 技術研究所と共同し ，新たに高知県室戸岬沖に GPS 津波計を投入することとし ，予備調査を開始し た．なお，
所内においては「 リーダ ーシップ 支援経費 」の支援を受けて昨年より開始し ているデ ータベース開発をさらに進め，
本年は特に「 フィリピン 海プレ ート 北縁境界における非定常滑りのモニタリングシ ステムの開発 」と題し て，GPS
時系列解析のためのハード ウェア・ソフト ウェアの導入を進めた．このための予備解析とし て東海地方の GPS デ ー
タの時間依存インバージョンを行い，スロースリップ の進展を明らかにし た．

(6) 地殻活動シ ミュレ ーション
岩石摩擦実験の結果に基づいた摩擦構成則をプレ ート 境界面や地震断層に適用し ，断層での摩擦すべり過程の数
値シミュレ ーションを 行っている．摩擦構成則のパラ メターや応力，断層サイズなど によって，すべりが 地震性の
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高速すべりになるか非地震性の低速すべりになるかが きまる．ここで摩擦構成則パラ メターとは ，摩擦強度の時間
依存性やすべり量依存性等を表すものである．現実のプレ ート 境界では ，地震性すべり，定常的な非地震性すべり，
エピソディックな非地震性すべりなどが 起こっているが ，これらはプレート 境界面で摩擦構成則パラメターや応力が
不均一に分布し ていることを示し ている．シミュレ ーションでは実際に地震，余効すべり，非地震性のエピソディッ
クすべりなど を再現することができる．地震・測地デ ータから推定し たプレ ート 境界でのすべり過程とシミュレ ー
ションの結果を 参考にし て ，プレ ート 境界面での摩擦特性の空間分布をある程度は 推定できるよ うになってきた ．
摩擦パラ メターの空間分布を精度良く決めてシミュレ ーションを行うことにより，将来の地殻活動を 予測すること
が 研究の最終目標である．

地震地殻変動観測センター
教授
助教授
助手
大学院生

岩崎貴哉，笠原順三，金沢敏彦 (センター長)，佐野 修，武尾 実，大久保修平（ 併任 ）
ト 部 卓，篠原雅尚，佃 爲成，纐纈一起（ 併任 ）
五十嵐俊博，酒井慎一，中尾 茂，萩原弘子，望月公廣，山田知朗
長田幸仁 (D3)，呉 長江 (D2)，中東和夫 (D2)，松澤孝紀 (D2)，
Peyman Poor Moghaddam(D2)，植田寛子 (D1)，
中村美加子 (M2)，本間基寛 (M2)，有坂道雄 (M1)，伊東正和 (M1)，
今井智子 (M1)，児島佳枝 (M1)

1. 地震観測研究分野
(a) 海・陸の広域的地震観測網による研究
関東・甲信越，紀伊半島，瀬戸内海内帯西部に展開し ている約 100 観測点の高感度地震観測網による広域的地震
観測網による観測，および 伊東沖と三陸沖に設置し ている光ケーブ ル式海底地震観測シ ステムによる海陸境界域の
観測を継続し ，地震活動と不均質構造の研究を進めた．伊豆諸島地域特に群発地震活動が 活発な神津島・新島近海
は ，フィリピン 海プレ ート 中の応力状態を敏感に反映し ている場と考えられ るため想定され る東海地震とも関連し
てその地震活動の詳細な把握が 重要である．このため，平成 5 年から東京都伊豆諸島テレ メータ観測網のリアルタ
イム地震波形データを専用回線により分岐利用し てきた．平成 11 年度には神津島・新島に新たな無線テレ メータ回
線を開設することによって伝送チャネル数を増やし ，ダ イナミックレンジを 実質 100dB 以上に 拡大し た ．S 波の検
測がより確実なものとなったためこの地域の震源決定精度は大きく向上し た．平成 12 年 6 月から始まった神津島近
海における大規模な群発地震活動では ，海・陸機動観測を加えたことによって，詳細な地震活動の推移の把握から
原因であるマグ マ活動をとらえた．平成 12 年度にはさらに，冬期の日照不足による欠測を避けるため，神津島北部
の太陽電池による観測点に風力発電機を併設するなどし て観測体制の強化を図った．平成 13 年度には新型の風力/
太陽電池ハイブ リッド 独立電源の試験を開始し ，平成 14 年度もこれを継続し ている．

(b) 衛星テレ メータシ ステムによるリアルタイム地震観測研究の推進
全国の国立大学の地震予知関係研究機関は ，本セン ターが 中心となって開発し た衛星地震観測テレ メータシ ステ
ム（ 平成 8 年から本格運用 ）を広域的な高感度地震観測に利用し ているほか ，光ケーブ ル式海底地震観測シ ステム
による海域観測のデ ータ収集およびデ ータの流通に利用し ている．また ，可搬型の衛星テレ メタリング 装置を利用
し て広域的地震観測網と組みあわせた稠密なリアルタイム地震観測網を機動的に実施することにより，高度化し た
地震観測研究を進めている．本センターはこのシ ステムの主・副中継局を維持するとともにネットワーク全体の管理
運用の担当を継続し た．また，衛星地震観測テレ メータシ ステムにより常時リアルタイム配信されている 4000 チャ
ネル以上の連続地震波形デ ータは ，本センターが 開発し た小型の受信専用装置を利用することによって全国ど こで
もモニタリング することができるようになった．地震研究所共同利用の一つとし て大学等の研究者に受信専用装置
の貸出しを平成 11 年度から始め，平成 14 年度末現在 8 大学に継続し て貸出し 中である．このことによって，これ ま
では限られた大学の地震予知関係研究機関でのみ可能であったリアルタイム波形デ ータを 利用する研究が ，広く研
究者に可能となった．一方，平成 13 年度末より Hi-net(防災科学技術研究所)・気象庁と大学間の全面的なリアルタ
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イムデ ータ交換が 始まった．本セン ターは 大学側のゲート ウェイとし てデ ータの受渡し を行い，全デ ータを 衛星テ
レ メータシ ステムにより各大学等へ配信する役割を担っている．本セン ターではこのため本所と衛星シ ステム主中
継局 (群馬) および Hi-net 東サブ セン ター (東京大手町) の間に ，新たにそれぞれ 光ファイバーを 利用し た 100Mbps
の高速イーサネット 接続回線を開設し た．平成 14 年度には本所テレ メータ収録システムのバックアップ 機能を小諸
に持たせる計画に着手し た．また，平成 12 年度から次世代の衛星通信テレ メータシ ステムとし て，低消費電力・高
帯域利用効率型 VSAT システムの試験導入を開始し ている．従来システムの 1/10 以下の低消費電力となった VSAT
局（ 子局 ）は ，太陽電池や風力発電機と蓄電池で運用可能である．これにより地上回線も商用電源も不要な，完全
独立型のテレ メータ観測が 可能になった．平成 13 年度には VSAT 局 10 局の立ち上げトレ ーニングを行い，うち 5
局を西南日本合同観測のため鳥取県・島根県地方に設置し て観測を開始し た．同シ ステム専用のハブ 局は，本所の
ほかに平成 13 年度には火山噴火予知研究推進センターにより小諸にも設置され ，2 つのハブ 局による本セン ターと
の共同運用体制となった ．VSAT の局数は 平成 14 年度末までに本セン ター分だけで 30 局となり，今後離島や山間
僻地での観測を中心に 積極的に利用し ていく予定である．平成 14 年度からは DVB-IP 方式に 準拠し た新たな衛星
配信実験を開始し ，デ ータ配信系についても次世代の衛星シ ステムに向けたシ ステム開発研究を進めている．

(c) 島弧地殻の変形過程の研究のための合同地震観測
北海道日高衝突帯におけ る合同観測・実験
平成 11 年度より，
「 地震予知のための新たな観測研究計画 」の一環とし て ，北海道日高衝突帯を 中心とする地域
で ，大規模な制御震源探査及び 稠密自然地震観測が 行われた．このプ ロジェクトは ，地震研究所の特別共同研究と
し て ，本セン ター並び に 地震予知研究推進セン ターが その 中核となって実施し たものである．平成 14 年度は ，屈
折・広角反射法デ ータと反射法デ ータに 対する総合的な解析が 進展し ，日高地域で現在も進行中である島弧・島弧
衝突による地殻の変形様式が 明らかになってきた．即ち，千島弧側（ 十勝側 ）の構造は ，明らかに日高側に衝上す
る形状が 精密構造探査によって明らかになった．一方，その地殻下部は ，東北日本弧側に入り込む様子が 捉えられ
た．このような地殻の剥離現象は日高衝突帯南部に較べてかなり複雑であり，衝突に伴う地殻変形過程が 大きな地
域性を持つことが 明らかとなった．また ，日高山脈の西側の褶曲断層帯におけ る詳細な構造が 明らかになり，地殻
深部に東傾斜の東北日本弧基盤層が 捉えられた．この知見は，日高山脈から日本海東縁にかけてのプレ ート 間収束
運動に対し ，強い拘束条件を与えるものである．
平成 13 年度東海・中部地方深部構造探査
平成 13 年度は，海洋科学技術セン ターと 共同で，駿河ト ラフから東海・中部地方にかけて大規模な屈折・広角反
射法探査を行った．この測線陸域は ，東海地震想定震源域を通り，能登半島の西に達するものである．この観測に
ついては ，海域部と陸域部のデ ータ解析が 進み，特に陸域部においては中部日本の詳細な地殻構造が 明らかになる
とともに ，東海地域下に発達する付加体の構造，沈み込むプレ ート の構造についての知見を得た．これらの結果を
基にし て，海域部と陸域部のデ ータを 統合し た解析が 進展し つつある．
平成 14 年度鳥取沖・西南日本深部構造探査
平成 14 年度は，海洋科学技術セン ター，千葉大学と共同で ，鳥取沖から西南日本全域を覆う測線において大規模
な屈折・広角反射法探査を 行った ．この探査は ，1999 年に 海洋科学技術セン ターと 共同で行った南海ト ラフ-四国中国地方南部の探査と密接な関係にある．即ち，前者は，プレ ート 境界地震震源域から四国にかけてのプレ ート 構
造に焦点をあてたものである．一方，今年度の実験は ，西南日本下におけ るプレ ート 構造とともに ，内陸地震発生
域，背弧海盆域の構造解明を目指すものであり，両実験を統合することによって，南海ト ラフ-西南日本弧-日本海に
おける沈み込み帯の全体像が 解明できると考える．特に ，陸域では合計 1200 台あまりの観測点が 設置され ，これ ま
でになく密な観測となった．尚，観測には ，米国テキサス大の研究者も参加し ，同大所有の約 800 台のレ コーダ を
四国域で使用し た．構造研究においては ，国際共同研究の足場が 築かれ つつある．

(d) 沈み込み境界におけ る地震発生準備過程の研究のための海底地震観測
平成 13 年度は北緯 39 度を挟み南北の測線状で ，エアガン・OBS によるプレ ート 境界反射面の面的マッピングを
行った ．この結果，北緯 38 度 40 分〜39 度，39 度 10 分〜20 分にかけて有る地震空白域では 東西幅約 50km に 渡り
プレ ート 境界からの P 波反射強度が 強いことがわかった．1996 年に得られた結果をほぼ 支持する．し かし ，反射強
度の分布は必ずし も一様ではなく，不均質性がある．また，1996 年の南北測線に平行な短い 2 測線の結果も併せて
解析し た結果，北緯 39 度 10 分から 20 分にかけて存在する空白域ではこの 2 測線ともプレ ート 境界が 反射波とし て
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明瞭に見られ る．プレ ート 境界の反射波がど のような物質境界に対応するのかを調べるため有限差分法を用いた理
論波形を作り検討し た．プレ ート 境界に厚さ 100 m で Vp=4km/s より早い物質が 存在する場合に比べ，Vp=2km/s
の物質が 有る場合は，観測波形を説明できるような反射波が 発生する．Vp〜2km/s は異常にＰ波速度が 遅い物質で
あり，ど のような物質ならこのような性質を説明できるか 検討を行っている．また ，Ｐ波からＳ波に 変換し た波群
を調べ，1996 年とほぼ 同じ 位置の測線についてＳ波速度構造を得た．堆積物は Vp/Vs=2〜5 であり，その下からプ
レ ート 境界にある層に 対する Vp/Vs はほぼ 1.75 であった．主とし て P → S の変換は堆積物と 岩石層の境界で発生
する．プレ ート 境界の SS 反射波を調べた結果，有意な相を見つけ ることができなかった．PP 反射波群，SS 反射波
群の出方を 説明するためのモデ ルを 構築し つつあ る．平成 14 年度は 10 月 20 日から 11 月 3 日にかけ，地震研，東
北大，九州大，千葉大の共同観測とし て 13 年度の領域を南に延長する部分で観測を行った．測線は 110km の測線 3
本，エアガンは信号強度を強めるため合計で約 50 リットルの容量を用いた．38 台の海底地震計を用いて観測を行っ
た．悪天候ではあったが 観測測線は全て計画通りに 行えた．結果は現在解析中である．

(e) 関東地方の「 繰り返し 」地震活動
ほぼ 同じ 場所で発生し ，ほぼ 同じ 発生機構を持つ「 繰り返し 」地震は ，地震の再来特性を考える上で重要であり，
また ，発生地域のすべりの状態を示す指標とし ても注目すべきものである．当セン ターでは 過去 20 年以上に及ぶ
微小地震のデジタル 波形記録を収録・保管し ており，小地震の繰り返し 地震の抽出には十分なデ ータ蓄積を持って
いる．そこで ，平成 14 年度には関東地方とその周辺地域で発生し ている M3 以上の地震について解析を行った．そ
の結果，太平洋プレ ート の沈み込み境界で発生する地震中に多数の繰り返し 地震を発見し た．この分布はすでに調
査が 進んでいる東北日本地域と同様に時空間的に粗密が 見られ ，大地震のアスペリティや余効すべりの発生と関連
する発生頻度が 変化し ていた．また，内陸地域で発生する浅発地震にも多数発生が 見られた．ただし ，ほとんど は
ご く短期間の うちにバースト 的に発生し たものであった．

(f) 海・陸におけ る稠密な地震観測研究
2000 年神津島・新島近海の大規模群発地震活動の観測
2000 年三宅島噴火に伴う三宅島・神津島周辺海域の地震活動は ，M6 級の地震を 含む大規模なものであった．当
センターではこの活動期間中，海域部での地震活動の把握のため，稠密な海底地震観測を繰り返し 行なった．得ら
れたデータ量は大量なため，13 年度に全データの海陸併合処理をし ，14 年度には ，地震波形の読み取り処理をすす
めてきた ．その結果，震源はほぼ 垂直に立つ薄い板上に分布し ていて ，顕著な震源の移動が 何度も起きていたこと
が 明らかになった．これらの結果は ，板状のマグ マが 海底下に貫入し たことを示唆し ている．
日光・足尾地域の地震活動の観測
近年の研究により，沈み込むプレ ート の上面付近から火山列の下に至るマントルおよび 地殻内には ，地震波低速
度域が 存在することが 明らかになってきた．この低速度域内にある地殻深部では，マグ マの活動に関係する深部低
周波地震や地震波反射面が 観測され ，日光・足尾地域はこれらの特徴が 顕著に表れている所である．当セン ターで
は ，この地域に地震観測網を 集中させてきたため，これ までにも低周波地震が 観測され ていたが ， 2002 年 3 月 11
日 19 時から 23 時には ，125 個もの 深部低周波地震が 集中し て観測された ．解析の結果，この 4 時間の間に震源が
移動し ，発生間隔が 長くなり，マグニチュード (最大 M1.4) も大きくなり，波形の相関も悪くなっていった．その後，
低下し ていた足尾地域の地震数に急激な増加が 見られた．これら低周波地震の分布の上部には地震波反射面があり，
そこへのマグ マの供給が 低周波地震の発生と関係し ていると考えられ る．
長野県北部および 中部の群発地震活動の観測
長野県大町市付近 (7 月) と 松本市付近 (10 月) で 群発地震活動が 発生し た ．ど ちらの活動も小規模なもので 被害
はなかったが ，過去には発生し ていなかった活動であり，ど ちらも糸魚川-静岡構造線の近傍に位置する．この構造
線は，日本の活断層の中で今後 50 年間で M8 程度の地震が 発生する確率がもっとも高いとされている活断層である
（ 地震調査委員会による ）．そこで当セン ターでは地震活動の詳細な分布を知るため，群発地震発生域直上にオフラ
インの臨時観測点を設置し た．この観測デ ータを 加えて精度の向上を図った結果，震源の深さは 約 1〜2 km の範囲
に集中し ，これ までの棒状に伸び る震源分布が ，震源決定精度のために生じ た見かけの分布にすぎ ないことが 明ら
かになった．これらの震源分布と活断層との位置関係を明らかにするため，周辺で行なわれた構造探査の結果を解
析中である．
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紀伊半島の群発地震活動の観測
紀伊半島では，三重県中部（ 1999 年 1 月から ）や和歌山・奈良県境 (2001 年 5 月から ) など の地殻浅部で群発地震
が 発生し たため，当セン ターでは近傍に数点の臨時点を設置し て観測を継続中である．これ までの解析によって得
られた詳細な震源分布では ，ど ちらの震源にも水平方向の移動が 見られ ，主な メカニズム解は沈みこ むプレ ート の
運動方向と同じであった．沈み込むプレ ート の直上に位置する紀伊半島は，東南海地震や南海地震の震源域であり，
そこで地震活動を観測とすることによって，海溝沿いの巨大地震につなが る現象の解明を目指し ている．
日本海におけ る広帯域長期海底地震観測
日本海下のマントルと太平洋プレ ート の構造を明らかにすることは ，日本海，日本列島の形成およびダ イナミク
スを考える上において ，重要である．し かし ながら ，これ まで 日本海域に地震観測点がないために ，十分な精度で
構造を明らかにすることができなかった．また，深部の構造を明らかにするためには，大エネルギ ーが 必要であり，
深部で発生する自然地震を観測する必要がある．そこで ，平成 13 年 9 月に ，東京大学海洋研究所研究船「 淡青丸 」
KT01-15 次研究航海において ，日本海に長期観測型広帯域海底地震計を 4 台設置し た．地震計は ，大和碓北大和ト
ラフから石川県舳倉島に至る直線上に展開され ている．４台ともに 平成 13 年 10 月から１年間の観測を行い，平成
14 年 11 月「 淡青丸 」KT02-17 次研究航海にて，全台回収し た ．同研究航海では ，観測の継続のために 海底広帯域
海底地震計２台を同測線上に再設置し ，観測を継続し ている．また，この観測に伴い，観測測線を延長するために，
舳倉島におけ る地震研究所観測点の地震計セン サーの広帯域型への変更，および 通信回線の衛星経由への変更を平
成 13 年 11 月に行い，舳倉島観測点を含む日本列島上の広帯域地震観測点のデ ータの蓄積も行っている．現在，平
成 14 年 11 月に 回収された長期観測型広帯域海底地震計のデ ータと 陸上観測点のデ ータをあわせ解析中である．
海底孔内広帯域地震計と広帯域海底地震計による長期観測
国際深海掘削計画により，平成 11 年に三陸沖日本海溝陸側斜面において海底孔内地球物理観測所 JT-1 及び JT-2
が ，平成 13 年に 西フィリピン 海盆において海底孔内広帯域地震観測所 WP-1 が ，平成 12 年に北西太平洋海盆にお
いて海底孔内広帯域地震観測所 WP-2 が ，海半球ネット ワーク計画とし て，それぞれ 設置され た．西フィリピン 海
盆の WP-1 観測所は，平成 14 年 3 月に，海洋科学技術セン ター深海調査船「 かいれ い 」KR02-03 次調査航海におい
て ，無人探査機「 かいこ う 」によりシ ステムの起動を 行った ．その 後，平成 14 年 10 月「 かいれ い 」KR02-12 次研
究航海で，
「 かいこ う」を用いて，データの回収を行った．その結果，194 日間の連続観測記録が 得られた．WP-2 観
測所は ，平成 12 年から稼働を開始し ていたが ，平成 14 年 7 月「 かいれい」KR02-08 次研究航海により，
「 かいこう」
の潜航を行い，330 日間の連続記録を回収することに成功し た．WP-2 観測所からの記録は，これ までに得られてい
た記録と併せて，計 429 日間となった．海底孔内広帯域地震観測所の地震学的ノ イズは低く，時間的変動もほとん
ど ないことにより，多数の地震記録が 得られている．また，
「 かいれ い」KR02-08 次研究航海では，三陸沖 JT-2 観測
所への潜航も行い，メインテン ス作業を行った，その結果，JT-2 観測所は，平成 14 年 6 月から観測を再開し た．海
底設置型広帯域地震計を用いた観測も併せて行い，平成 14 年 7 月の「かいれ い」航海では ，WP-2 観測所直上で観
測を行っていた海底設置型広帯域地震計を自己浮上させ，回収し た．この地震計から約１年間の連続記録が 得られ ，
海底と 海底孔内の環境の違いを 知る貴重なデ ータとなった ．また ，三陸沖，JT-2 観測所付近では ，平成 14 年 6 月
に自由落下により，広帯域海底地震計を 設置し ，同年 10 月に自己浮上により回収し た ．平成 14 年 3 月には ，
「 かい
れ い 」研究航海により，WP-1 観測所直上に広帯域海底地震計を設置し ，同年 10 月に自己浮上により回収し た．ま
た，10 月の研究航海では，日本列島と WP-1 観測所の中間に位置する四国海盆最南部に広帯域海底地震計を自由落
下により設置し ，地震観測網の空間的密度の増大を図っている．なお，この研究は ，海半球観測研究セン ター，海
洋科学技術セン ターとの共同研究である．
海底孔内広帯域地震計周辺の地震波構造探査
海半球ネット ワーク計画による地震観測網の一部とし て，海底孔内長期観測所 WP-1 が 国際深海掘削計画 195 次
航海により西フィリピン 海盆に ，WP-2 観測所が 191 次航海により北西太平洋海盆に 設置され た．これらの海底孔
内観測点は ，それぞれ 伊豆マリアナ弧の水深約 5700m の背弧海盆と 水深約 5500m の古い海洋プレ ート 上である深
海盆に設置され ている．海底孔内観測点では地震観測が 継続中であり，今後のデ ータ解析のためには ，観測点付近
の地殻構造を知る事が 重要である．また，それぞれの海盆の海洋地殻の詳細な構造は，テクトニクスを考える上に
おいても重要な情報を与える．西フィリピン 海盆にある WP-1 観測所付近では ，平成 14 年 3 月と 10 月に 海洋科学
技術セン ター深海調査船「 かいれ い 」を用いて，シングルチャン ネル ハイド ロフォン スト リーマ，海底地震計とエ
アガンを用いた構造探査実験を行った．3 月の観測では ，海底地震計 2 台と容量 3 リットルのエアガンを用いて ，実
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験を行った ．また ，10 月の実験では ，3 月の実験の結果をふまえて ，海底地震計 4 台と総容量 100 リット ルの大容
量エアガンで実験を 行った ．また ，3 月に 行った構造探査実験については ，海底孔内地震計のデ ータも回収されて
おり，現在解析を行っている．北西太平洋海盆に 設置され ている WP-2 観測所周辺では ，海底地震計 5 台，シング
ルチャン ネル ハイド ロフォン スト リーマと総容量 100 リットルのエアガンアレ イを用いた構造探査実験を平成 14 年
7 月に行った．その結果，地殻の厚さは ，堆積層を含めて約 7.5km/s となり，典型的な海洋地殻であることがわかっ
た．また海洋地殻第２層および 第３層の最上部の速度は，それぞれ ，4.5km/s ，6.3km/s である．最上部マントルの
P 波速度は ，8.1〜8.3km/s となり，地震波速度異方性を 示唆する結果が 得られた．なお，この研究は ，海洋科学技
術セン ターとの共同研究である．
日本海韓半島海陸境界域におけ る海底地震構造探査
日本列島の背弧海盆である日本海の詳細な地殻構造を求めることは ，島弧の地殻活動を理解するために重要であ
る．平成 13 年 5 月に日本海南西部韓半島から 対馬海盆にかけての日本海海陸境界域において，大陸から 背弧海盆
への構造変化を明らかにする目的で ，9 台の海底地震計を用いた 構造探査実験をロシア太平洋海洋研究所「ガガ ー
リン スキー」にて行った．測線は ，韓半島東岸沖から対馬海盆北西部にかけて長さ約 150km である．震源には ，20
リットルのエアガン 2 基を用いた．また，同時にシングルチャンネル スト リーマも曳航し ，反射法探査を行った．発
震終了後，海底地震計は全台回収され た．得られた記録は良好でほとんど の海底地震計で測線全体に渡って，エア
ガンからの信号を確認することができる．現在，解析が 進行中である．この研究は ，東京大学地震研究所，千葉大
学，韓国海洋研究所，ロシア太平洋海洋研究所との共同研究である．
日向灘におけ る海底地震観測
日向灘では ，フィリピン 海プレ ートが ，九州の下に沈み込んでおり，地震活動の活発な場所である．日向灘では ，
M7 クラスの地震が 数十年間隔で発生し ており，最近では GPS の解析により，非地震性すべりが 発生し ていること
も示唆され ている．し かし ながら ，これ まで日向灘において ，海底地震計を用いた地震観測はあまり行われておら
ず，詳し い地震活動は明らかになっていない．そこで，日向灘における地震活動の詳細を明らかにして，プレ ート 間
のカップ リングを考察するために，平成 14 年 4 月から 6 月の約 2ヶ月間，23 台の海底地震計を用いた地震観測を日
向灘北部で行った．海底地震計の設置回収には ，長崎大学水産学部「 長崎丸 」を用いた ．海底地震計は 全台回収さ
れ ，2ヶ月の観測期間中に 1000 個以上の地震が 観測され ており，この地域の地震活動が 非常に活発なことがわかっ
た．なお，現在も解析が 進行中である．この研究は ，九州大学，東京大学地震研究所，東北大学，長崎大学，鹿児
島大学の共同研究である．
オースト ラリア−南極不連続（ AAD ）におけ る地殻構造調査
オースト ラリアの南岸と南極大陸にはさまれた東経 120 度から 128 度にわたる南東インド 洋海嶺の一部は ，オー
スト ラリア―南極不連続（ Australian-Antarctic Discordance：AAD ）と呼ばれ ，きわめて特異な地形と構造を持つ．
南東インド 洋海嶺は ，この AAD を含めてほぼ 均一である 74mm/yr の拡大速度を持つ．し かし ながら AAD では海
嶺軸上の他の部分と比較して水深が深い．これは AAD 下のマントルが低温であるために，マグ マの地表への供給量
が 少ないことに起因すると考えられている．また AAD の東端においては ，上部マントル物質の同位体比に関し て，
非常に明瞭な境界となっていることが 知られている．これ までの AAD におけ る地殻構造調査はほとんど 行われて
おらず，AAD を大きく 5 つのセ クションに区分し た うちの最も東側に位置し ，海嶺軸に典型的な海底地形の様相を
示す B5 セクションで行われ たのみである．我々は平成 14 年 2 月に東京大学海洋研究所の白鳳丸を利用し て，非常
に複雑な海底地形を持つ B4 セクションにおいて，海底地震計―制御震源を用いた地殻構造調査を行った．1720 リッ
トルのチャンバーを 持ったエアガン 2 台を人工震源とし ，5 台の海底地震計を ，約 100km の長さを 持つ主測線上に
設置し て屈折法地震調査を行った．また ，船尾からは全長 700m の 24 チャン ネル・ハイド ロホン・スト リーマーを
曳航し ，主測線を含む総延長 270km の測線で ，反射法地震調査も行った．また，短期間ではあったが ，海嶺軸近傍
で起こっている地震活動も，数多く観測された．現在，屈折法，および 反射法構造調査の記録を解析中である．暫
定的であるが ，海嶺軸では地殻の厚さが 3.5km 程度であること，また反射断面図上に散乱体と見られ る構造がある
ことが 確認され た．
釜石沖地殻構造調査，および 新規導入反射法地震構造調査観測機器の試験運用
平成 14 年 7 月 5 日から 13 日まで ，東京大学海洋研究所観測船淡青丸 (KT02-09 航海) を 利用し て ，海底地震計，
および 今年度導入され た反射法構造調査観測機器の うち，エアガン 人工震源一式を用いた構造調査を ，宮城県釜石
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沖において行った．海底地震計は 4 台設置し ，この うち 2 台は新し く開発され た超深海型海底地震計で ，本航海で
は水深最大 7,000 メート ルの場所に設置し た．このたび 新規に 導入され たエアガンは ，24.5 リットルの容量を持つ
チャンバーを持ち，これ まで最大だった 20 リットルを上回る．また，発信機構が 大きく改善され ており，観測中の
整備間隔が 10 倍に延び た．エアガン 本体には 水圧計測による水深セン サー，および ハイド ロホン セン サーが 装備
され ，それぞれ ，エアガンの曳航深度，および エアガンの発振波形を常時モニターすることができる．今回は水深
セン サーの初期不良により使用することができなかったが ，それ 以外のエアガン 人工震源シ ステムは不備無く動作
し ，約 7 時間無停止で発振を続けることができた．本航海では ，通常型の海底地震計 2 台を回収し た．
茨城沖におけ る海底地震・圧力観測
房総沖から茨城県沖にかけての日本海溝は ，地震活動が 活発な地域の一つである．この地域では ，M8 級の巨大
地震の発生は記録されていないが ，定常的に地震活動が 活発な地域からさらに海溝よりに ，約 20 年間隔で M7 級の
地震が 発生し ている領域がある．近年では ，1982 年に M7.0 が 発生し ているが ，これらの M7 級の地震は 典型的な
前震−本震−余震型のパターンを示し ている．1982 年の地震の震源過程の研究によると ，同規模の地震が 約 20 年
間隔で発生すると ，震源域での海陸プレ ート の相対変位は ，ほぼ 地震のすべり量のみで 説明できることが 示されて
おり，これらの地震震源域は ，通常は強く固着し ているものと考えられ る．近年，プレ ート 境界域の固着と微小地
震活動の関係が 議論され ているが ，茨城沖では海底地震計による地震観測がほとんど 行われておらず，詳し い地震
活動が 明らかになっていない．そのため，2002 年 7 月から ，1 年以上の長期にわたり，地震観測及び 海底地殻変動
観測を 継続し ，約 20 年間隔で 発生し ている震源域付近の地殻活動を 明らかにすると 共に ，地震発生に 至る準備過
程の監視を行うため，海底地震計と海底圧力計を用いた繰り返し 長期観測を開始し た．なおこの研究は東北大学と
の共同研究である．
宮城沖におけ る海底地震観測
平成 12 年，地震調査研究推進本部が 宮城県牡鹿半島東方域下のプレ ート 境界地震について，はじ めて海溝型地震
の発生可能性の長期評価を行った．この評価では，宮城県沖地震について，今後 20 年程度以内に陸寄りの海域に想
定され る震源域の中だけが 破壊し た場合は M7.5 前後，陸寄りに 加えて日本海溝よりの震源域が 連動し て破壊し た
場合は M8.0 前後の地震が 起こる可能性が 高いとし ている．この評価では ，1978 年に宮城県沖で発生し た地震を典
型的な事例と考え，1978 年の地震発生後 3 日間の余震発生域を基に震源域を想定し ている．しかし 本領域は陸寄り
に離れた海域下の地震であるため，震源決定精度は通常の陸域の地震に較べると劣るものと思われ ，精度の高い震
源位置を求めるためには，想定震源域直上での観測が 必要である．また地震発生の準備過程にあると考えられ る本
領域の微小地震活動を監視することは ，地震発生サイクルを理解する上で重要である．このような観点から ，地震
地殻変動観測センターでは，2002 年 7 月より東北大学と共同で長期型海底地震計 4 台を利用し た微小地震観測を開
始し た．現在，本観測を継続中である．

(g) 新技術の開発
海底地殻変動観測手法の開発
地震の予測のためには ，地震発生に至る過程であらわれ る地殻現象を 観測によって把握することが 必要である．
し かし ながら大地震の発生現場である海域は地殻変動観測の空白域になっていた．このため，海底におけ る地殻変
動の観測手法の確立をめざし て，GPS-音響測距結合方式による海底測位計，海底測距計，レ ーザー干渉計を用いた
ボアホール 海底傾斜計，海底孔内設置型体積歪計，海底観測通信ブ イ，海底設置型傾斜計，海底重力・圧力計の開
発を ，平成 7 年度からすすめてきた．ボアホール 海底傾斜計は鋸山にある海底地殻変動試験観測井におけ る長期観
測によって十分な精度を有し ていることが 確認され たが ，海底に設置するための技術開発と一層の低消費電力化を
すすめている．他の観測装置については 12 年度までの開発を通じ て海底での長期計測が 可能となっており，三陸沖
等でプレ ート 間カップ リングの変化等にともなう海底地殻変動の検出を実際に試みるための観測等を開始し た．平
成 14 年度は ，GPS-音響測距結合方式による海底測位計を高度化するために ，観測船と 無線 LAN 結合され た曳航
式ブ イ型海上局を開発し て音響測距時の信号対雑音比を上げ た．東北大学，所内の地球計測部門等との共同研究で
ある．また，平成 14 年度までに，1 年間以上の連続地震観測を可能とする技術開発をすすめ ，長期観測型海底地震
計，広帯域海底地震計を実用化し た．
回転成分地震計の開発
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地震動の回転成分を計ることは，震源破壊過程の詳細な空間変化を解明する事や，地球の捻れ振動を精度よく観測
する事など ，固体地球物理学の広い分野にわたって有用な情報を提供し てくれ る．しかし ，これ までのセン サーは ，
地震動の回転成分や地球自由振動の捻れモード を記録するほど の感度を持っていない．そこで，平成 9 年より，上記
の目的に相応し い高感度回転成分センサーの開発に取り組んできた ．回転動を計測する方式とし ては幾つか 実用化
されているものがあるが ，我々はファイバーオプ ティックジャイロを採用し て，その改良に努め，試作品の段階で内
部ノイズのレベルを 8x10−9rad/sec まで下げ ることに成功し た．さらに改良を加えて，ノイズレ ベルを 10−9 rad/sec
まで低下させた実用化モデルが 完成し ，平成 14 年 1 月より，鋸山地殻変動観測所において試験観測を開始し ，同年
7 月より衛星テレ メータによりリアルタイムでデ ータを 収録し ている．この間，幾つかの地震について地動回転成
分が 観測され たが ，一方，現行のセン サーでは周期数秒のノイズが 大きいことが 判り，その改良を試みている．そ
の成果をふまえて，捻れ 振動を記録することを目指し た長周期モデルの制作に取り組んでいる．

(h) 地下水観測など
プレ ート 運動の急変，大地震発生の準備過程，大地震後の緩和過程は地殻の変形や応力変化をもたらす．それに
伴う深部間隙水や地中ガ スの移動，とくに上昇移動が 考えられ る．現在，深部間隙水の上昇が 実際に発生し ている
という証拠を掴みつつある．
2001 年 3 月 24 日の芸予地震に 関連し て， 山口県岩国市の民家の井戸水異常の調査を 昨年度から 継続し ている．
2000 年の鳥取県西部地震の発生時ご ろから一時的な水温上昇が 気づかれていたが ，2001 年 3 月 23 日から井戸の持
ち主による温度測定が 開始された． 3 月 23 日早朝は 49 ℃， 芸予地震当日 24 日の早朝は 48 ℃であった．この日は
白濁現象が 見られた． この井戸について 2001 年 4 月末から水温連続観測および ，電気伝導度の測定，地下水化学
成分分析を随時実施し 現在も継続し ている．上記連続観測開始以降，40 ℃を 越すような極めて高い水温は１年あま
り測定され なかったが ，2002 年 5 月 29 日に 41.9 ℃，6 月 7 日に 41.2 ℃，6 月 12 日に 47.0 ℃の高温が 再び 記録され
るよ うになった．これ までの調査で浅層地下水内に深部高温水が 時々噴出し ているらし いことが 分かってきた．そ
のときの水温上昇パル スも計測され た．
2000 年 10 月 6 日の鳥取県西部地震の直前には震源域近傍の深井戸の温泉で 200m ほど の水位変化が 推定され た
が ，その周辺地域の温泉 2 カ所にて水温の連続観測を継続し ており，水の採取をし て水質の時間変化の調査も行っ
ている．
今年度は ，新たに南海地震へ向けて紀伊半島南部に ，東海地震へ向けて静岡県に地下水（ 水温，水位 ）の観測点
設置を行った．
また ，1995 年 1 月 17 日の兵庫県南部地震発生域周辺，1995 年 4 月 1 日新潟県北部地震震源域近傍の笹神村にお
いては ，地下水温観測，地電位観測，ガン マ線サーベ イを 今年も実施し た ．兵庫県南部地震の地下水の観測では ，
大地震の余効の実態が 明らかになってきた ．武田尾温泉では ，鳥取県西部地震によるコサ イスミックな変動が 記録
されたが ，それ 以降の水温にも変化が 見られ る．
糸魚川・静岡構造線の長野県北西部白馬村地域においては ，地震研究所特定共同研究 A「 内陸直下地震の予知 」
とし て他大学等との共同で，活断層の地形学的調査，GPS 観測，温泉水の水温連続観測，化学成分分析，ガン マ線
サーベ イ，地電位観測，人工衛星による地温観則など を継続し た．

2. 地殻変動観測研究分野
ひずみ・傾斜など
南関東・東海など において地殻の変動すなわち歪・傾斜など の連続観測を行うとともに光波測量・GPS による観
測と合わせて地震発生と地殻変動の関係や地殻のダ イナミクスに関する研究を行っている．また，地殻変動の高精
度連続総合観測を可能にするため，開発し たボアホール 地殻活動総合観測装置（ 歪 3 成分，傾斜 2 成分，温度，加
速度 3 成分，速度 3 成分，ジャイロ方位計など から構成 ）を伊豆の群発地震発生地域の震源域，東海地震発生地域
や 21 世紀に発生すると考えられ る南海地震発生地域など のボアホールに設置し 観測を継続し ている．2002 年 5 月
には 1998 年 4 月以来 4 年ぶりに伊豆半島東方沖で群発地震活動が 起こった．今回の活動では深さ 8〜9km の深部で
の活動のみであり，4〜5km という浅部へ活動が 移動し なかったにもかかわらず，伊東市新井に設置されたボアホー
ル地殻活動総合観測装置では ，設置以来 3 回にわたって観測され ている歪・傾斜変化のパタンと同じ 変化を観測し
た．しかし ，歪・傾斜観測開始以来発生し た 3 回の群発地震活動の際に観測された前兆変動は観測されなかった．ま
た，この地域には本研究所で開発され た 1 周波 GPS 受信機を設置し た観測点が 10 点あり，1997 年 8 月の観測開始
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以降順調に 観測を 行っている．1998 年 4 月に発生し た活動に引き続き 2002 年 5 月に 発生し た群発地震活動に 伴う
変位も観測し た．御前崎の北約 10 km の相良に 地殻活動総合観測装置を設置し ，1995 年 10 月から歪・傾斜観測を
実施し ている．設置後のド リフトは歪成分で 1997 年の終わりころに ，傾斜成分では 1996 年中ご ろにおさまってい
る．国土地理院の GEONET で検出され ている浜名湖周辺をソースとするスロー イベントが 発生し た 2000 年前後に
ついて 1ヶ月ご との主歪変化をみると最大主歪は 1.5〜2.0 マイクロストレ イン ，最小主歪は -3.2〜-3.9 マイクロスト
レ イン ，最大主歪の方向は N33E〜N39E とほぼ 一定である．面積歪についても-1.0〜-2.0 マ イクロストレ インと ス
ローイベント 発生前後で変化はし ていない．傾斜変化は初期ド リフトが おさまってからはほぼ 南東方向の沈降を示
し ている．定性的には国土地理院が 行っている水準測量で得られている御前崎沈降とあっているが ，静岡県が 菊川
町周辺で行っている水準測量よりもとめられた傾動ベクトルと比較すると沈降方向は水準測量に比べ傾斜計の方が
約 20 度よりであり，年平均の傾斜の方向は約 20 ％傾斜計の方が 大きいことがわかった．
中央構造線をはさんだ GPS 観測

GPS による地殻変動観測では，徳島県池田町の中央構造線をはさんで１周波 GPS 受信機による稠密アレ イ（ 4 観
測点，観測点間の距離は 2〜3km ）を設置し ，中央構造線近傍における地殻変動の連続観測を行った．観測網周辺の
中央構造線では ，年 1 度のキャンペーン 観測のデ ータから断層深部（ 15km 以深 ）が 年 5mm で右横ずれ 運動をし て
いることが 見出され た．今回設置し た稠密観測網ではキャンペーン 観測では見いだ され なかった浅部の動きの有無
を連続観測から明らかにすることが 目的である．3 週間の解析から求めた短期再現性は観測網の１点を固定点とし
て解析し た場合，南北方向で 2〜3mm，東西方向で 1.5〜2mm，鉛直方向で 5〜7mm であった．約 11ヶ月の観測結果
からは短期再現性を超えるような変化は見出されず，池田町周辺の中央構造線の浅部ではすべりは 発生し ていない
ことがわかった．
富士山山麓の GPS 観測

2000 年 9 月ころより山頂北東で低周波地震の活動が 活発となったことを踏まえて富士山の地殻変動を明らかにす
る目的で火山噴火予知研究推進セン ターと 協力し て富士山山麓に 3 点の GPS 観測点を設置し ，2001 年 4 月（ 観測
点によっては 2001 年 9 月 ）から 連続観測を 継続し ている．周辺の国土地理院の GPS データと 同時に 解析を 行った
結果，南北成分で 2.7mm から 4.5mm，東西成分で 2.2mm から 4.3mm，鉛直成分で 10.4mm から 23.6mm とい う短
期再現性が 得られた．2002 年 12 月までで得られた短期再現性を超えるような大きな地殻変動は観測され ていない．
岩手県釜石実験場におけ る高精度弾性波など
地殻内をつたわる弾性波は応力変化等にともな う地殻内部の微細な構造変化に敏感である．し たがって弾性波の
連続測定をおこなうことにより，地殻内部の微細な構造変化，および それをもたらし た要因の分析につか うことが
できる．弾性波の連続観測からえられ る情報は主とし て速度情報と振幅情報であり，前者は複素弾性率の実数部分
の変化を ，後者はＱ値に関する情報をもっている．現在容易に入手可能な変換器のなかでもっとも安定なものの一
つであるクロックが 弾性波速度変化の信頼性を支配するので ，長期間にわたる微細な変化を高い信頼性をもって調
べることができるところに 特徴がある．
岩手県釜石実験場において ，二方向のＰ波速度連続観測とボアホール型ひずみ計によるひずみの比較観測を実施
し てきており，コサイスミックな速度変化や季節変動が 認められている．長期トレンド とし ては弾性波速度増加が
認められ ている．2002 年 7 月および 10 月に 釜石市近傍を通過し た台風にともな う気圧変化と弾性波速度および 振
幅変化が 位相遅れなく対応し ており，この結果からえられ た弾性波速度の応力感度係数は 1.4ppm/hPa である．こ
の値は室内実験結果によりえられた応力感度係数 0.8ppm/hPa とおおむね一致し ている．新たに検定され た感度係
数をもちいて推定され る応力変化量は約 640hPa/ 年に相当する．この増加量を岩盤の弾性率をもちいてひずみ速度
に換算すると 10−14 /s がえられ る．これは日本列島の広域ひずみ速度と同じ オーダ ーである．弾性波速度の長期ト
レンド は一ヶ月の単位でも有意に検出できるが ，上記のひずみ速度で換算すると，一ヶ月間で変化する 10−8 のひず
みが 検出可能であることを示し ている．
これ まで実施し てきた二測線はほぼ 平行なため，弾性波伝播現象の方向依存性が 明らかではなかった．応力変化
をとらえているならば 方向依存性の検出が 求められ る．そこで今年度中に方向が 大きく異なる新たな二測線を追加
する．
弾性波速度は応力変化だけでなく，含水状態の影響も受けるが ，上記のように Q 値も評価対象とすることにより，
応力の影響と 水の影響を分離することが 可能である．し かし Q 値の正確な推定には 振幅情報の安定性が 必要とな
り，長期間にわたり安定な クロックの特性を利用し た高精度弾性波連続測定の利点がそがれてし まう．そこで同一
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測線上の P 波と S 波の連続観測が 可能な PS ド ッキング 型発振子を昨年度設計製作し ，今年度は連続観測を開始し
た．釜石実験場では，配向性きれ つによるＳ波の異方性も検出され ている．測線の増設とからめて応力変化の方向
性も推定可能となるものと考えている．
油壺観測壕においては ，歪・傾斜など の連続観測のほか ，海半球観測研究セン ターと 共同で ，弾性波速度，比抵
抗，井戸水位等の連続観測も実施し ている．速度変化には長期増加トレンド のほか，コサイスミックな変動や潮汐に
ともな う変動が 検出され ている．また，長期的な速度増加トレンド に関し ては ，三宅島の活動が 活発であった 2000
年 7 月中旬から 9 月末以前と以後で速度増加率が 変化し ていることが 特徴である．今年度中に測定線の増設を実施
するとともに ，S 波の導入を計画し ている．
名古屋大学および 東濃地科学センターと共同で ，名古屋大学瑞浪観測点にも高精度弾性波速度連続観測シ ステム
を導入し た．このサ イトでは ，名古屋大学の歪・傾斜など の連続観測のほか ，東濃地震科学研究所の総合観測装置
等も設置され ており，比較連続観測を実施する．空隙率 40 ％程度で弾性波速度測定には不向きなテスト サイトでは
あるが ，10−5 の速度変化まで検出可能となった．大気圧変化との相関も顕著であるが ，釜石で認められたような単
純な応力変化では説明できない結果がえられており，検討中である．

3. 強震動観測研究分野
駿河湾・伊豆半島と足柄平野におけ る高密度の強震観測網を中心とし た観測研究を継続し ている．駿河湾・伊豆
半島地域の強震観測網は東海地方での大規模地震発生を想定し て計画されたこと，観測点は地域を代表する露岩上
に設置され ，基準観測点的役割を有し ていることなど の特徴を持つ．足柄平野の観測網は表層地質による強震動へ
の影響を評価することを主目的とし て昭和 62 年度に設置され ，IASPEI/IAEE 共同ワーキンググループ との連携で，
テスト サ イトとし て位置づけられている．観測点は露岩上と堆積物上に置かれ ，平野の中央部および 西部で地中の
アレ イ観測が 実施され ている．
平成 9 年度以降，順次リアルタイム地震学の分担課題を担うことを目的とし て，準リアルタイム機能を持つ機器
に更新し ，順次，静岡県 1，神奈川県４観測局舎，小田原市丘陵部に 2 個所，及び 川崎市，相模原市，伊東市，熱海
市等に 計 5 個所と観測点の増強を 進めてきた ．デ ータの利用は原則とし て利用申請に 応じ て適宜提供し ているが ，
平成 11 年 4 月以降のデ ータは ，ホームページ（ http://kyoshin.eri.u-tokyo.ac.jp/SMAD/ ）からダ ウン ロード できる
よう試験運用を開始し ている．
地震火山災害部門と協力し て準リアルタイム強震動デ ータ伝送手法の開発，機動観測用強震計の開発を進め，ア
レ ー微動観測にも対応可能なように増幅器を改善し た機動観測用強震計が 完成し た．この装置は ，1999 年に発生し
たトルコと台湾の大地震の調査に使用され ，成果を上げ た．
また，平成 12 年度以降，大都市圏強震動総合観測ネット ワークの一環とし て強震動基準観測装置を八王子，鋸山，
筑波地震観測点の観測壕内に設置し ，無線および 衛星テレ メータによるリアルタイム強震動基準観測を設置し ，観
測を継続し ている．
さらに ，1999 年台湾集集地震，2000 年鳥取県西部地震の震源過程の詳細を 震源域近傍の強震記録及び 地殻変動
デ ータを 用いて明らかにし ，その動力学的挙動の解明も行った．

地震予知情報センター
教授
助教授
助手
大学院生
研究生

阿部勝征 (セン ター長)，菊地正幸
鷹野 澄
鶴岡 弘，山中佳子
引間和人 (D1)，室谷智子 (M2)，山口広訓 (M2)，大野文夫 (M1)，村上 理 (M1)，
山下主税

地震予知情報セン ターは ，全国地震予知研究情報ネット ワークの全国セン ターとし ての任を負い，全国規模で得
られた地震予知観測データの収集，整理，提供を行うとともに ，ネット ワークやデータベースなど の情報流通基盤の
整備，広帯域地震計観測網の整備など を行っている．また地震や津波の発生 メカニズムの研究，国内外の地震デ ー
タを用いた リアルタイム地震学の研究，イン ターネットを用いた地震情報提供システムの研究など ，自然地震学か
ら情報科学までの幅広い研究活動ならびに全国共同研究を行っている．
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平成１４年度の主な活動は以下の通りである．

1. 新 J-array と全国地震波形データベースの利用シ ステムの開発
本センターでは，地震研究所の共同研究の一つとし て，平成 7 年より，全国大学の地域センター等と共同で，各大
学の地震波形デ ータベースを イン ターネットを介し て提供する地震波形デ ータベース利用シ ステムの開発を行い共
同運用し ている．さらに本セン ターでは ，衛星テレ メータで 収集され ている各大学の高感度地震波形デ ータにフィ
ルターをかけ 20Hz に リサンプ リングし た J-array 標準デ ータを 新 J-array 地震波形データベースとし て，WWW を
介して公開し ている．またこれ まで 1999 年，2000 年の巨大地震（ Ｍ 7.6 以上 ）について CD-ROM 化を行い研究者に
提供し ている．今年度は，この CD-ROM による提供のためのシ ステムの改善とデータの質の改善を進めた．これに
より，2001 年の巨大地震については，M7.0 以上の地震について，質の良い波形データをまとめて，4 枚の CD-ROM
に納めて研究者に提供可能にし た．

2. 国立大学観測網地震カタログ (JUNEC)
北大，弘前大，東北大，東大地震研，名古屋大，京都大，高知大，九州大，鹿児島大により運営されてきた地震予
知観測情報ネット ワークの観測網で得られた再検測地震データを 統合処理し た「 国立大学観測網地震カタログ（ 通
称 JUNEC ）」を作成し 公開し ている．1985 年 7 月から 1998 年までを刊行し た．作成されたデータは ，CD-ROM に
よりデ ータ提供機関に還元し ている．また ，一般研究者にも CD-ROM で 公開し ている．なお，震源デ ータに 関し
ては国内，海外利用者も多いことから ，FTP で一般に公開し ている．

3. EIC 地震学ノート
M7 以上の大きい地震，あるいは ，大きくなくても重要と思われ る地震，興味ある地震について，震源の破壊過程
を遠地実体波を用いて解析し ，
「 EIC 地震学ノート 」とし て，Web 上で公開し ている．URL は http://wwweic.eri.utokyo.ac.jp/EIC/EIC News/である．解析結果だけでなく，メカニズ ム・破壊様式の特徴，テクトニックな解釈など
も加えている．1996 年 8 月より開始し ，2002 年 12 月までに 130 号に達し ている．ときど きマスコミのニュースソー
スとし て使われ る．
4. EIC ニュースレ ター
本セン ター施設利用者への情報提供や連絡用とし て，1997 年 12 月より『 EIC ニュースレ ター 』を発行し ている．
およそ２〜３ヶ月に１回のペースで，2002 年 10 月に第 27 号を発行し た．内容は ，地震に関する最新の話題，ソフ
ト・データベースなど の利用資源に関する情報，セン ターの利用状況，セン タースタッフによる地震学情報，セン
ターからの連絡事項など である．毎号 500 部印刷し ，利用者に配布し ている．ホームページ（ http://wwweic.eri.utokyo.ac.jp/NEWSLETTER/index.html ）で既刊号が 閲覧できる．

5. 一般向け 地球ク イズ
地球科学の知識を楽し く学べるように一般向けの地球クイズシ ステムの開発を行い地震研のホームページから利
用可能にし ている．写真や図表を含む問題を作成しわかりやすくし たのが 特徴である．問題はＱ＆Ａの４択方式で，
地震・火山に関する 100 問以上から 構成され ，基礎編・マニア編に加えて，今年度は ，小中学生向けに入門編を 追
加し た．このシステムは WWW 上で動作するので，インターネットに接続されたマシンから自由に挑戦することが
できる．URL は http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/quiz/である．

6. 並列計算機
全国共同利用研究所の共同利用の計算セン ターとし て，デ ータベースやデ ータ解析，シミュレ ーションなど のた
めに，SGI Origin 2000 シ ステムを平成 11 年 3 月に導入し ，全国の研究者に提供し ている．Origin 2000 は ，64 台の
CPU からなる並列計算機で ，コン パ イラの自動並列化機能や並列化数値計算ライブ ラリ LibSci を利用する事で並
列計算が 容易にできる計算機である．登録利用者数は約 500 名で ，その うちの約 150 名が 毎月利用し ている．導入
以来シミュレ ーションなど の計算需要が 順調に伸びて，2 年目にし てすでに月平均の CPU 稼働率が 80〜90%に達し ，
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処理能力が 不足する事態となっていた ．本年度はこの機種更新の年にあたり，本セン ターの メンバーが 中心となっ
て，資料収集を行い仕様策定委員による比較検討を重ねた．最終的に ，仕様策定委員会と技術審査委員会を延べ十
数回開催し た．この結果，平成 15 年 3 月からは，大幅な性能向上が 期待され る新し い計算機が 導入され ，処理能力
不足が 解消され る予定である．

7. WWW サーバによる情報提供
インターネットの情報提供システムである WWW サーバを立ち上げ，地震・火山等の情報提供を行っている．特に世
界で起こった大地震や被害地震, あるいは日本の火山噴火が起きた場合に , それらの地震・火山活動に対する解析結果
や情報など を特集ＨＰとし て世界に発信し ている．http://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/topics-j.html また，WWW 上で
震源情報を入力すると各地の津波高の予測値がわかるという津波予測システムを運用している．
（ http://wwweic.eri.utokyo.ac.jp/tsunami/ ）．このほか 地震カタログ 検索・解析シ ステム tseis を 運用し ，多くのユーザーに 利用され て
いる．

8. 古い 地震記象の利活用
地震研究所には各種地震計記録（ 煤書き ）が 推定で約 30 万枚ある．この地震記録を整理し 利用し やすい環境を作
るため，所内に「 古地震記象委員会」を設置し ，(1) マイクロフィルム化 (2) 検索データベースの作成 (3) 原記録の
保存管理を行うことにし た．平成 10 年度から作業を開始し ，平成 14 年度の段階で約 22 万枚のマ イクロフィルム化
が 完成，同時に ，記録のリスト，WEB 検索シ ステムも作成し ている．URL は ，http://retro.eri.u-tokyo.ac.jp/susu/
である．

9. 首都圏強震動ネット ワーク
平成 11 年度の補正予算で全国 6 大都市圏の拠点大学に強震動総合観測ネット ワークシステムが 整備され , これに
より自治体等の強震計・震度計観測網の波形デ ータを 大学に収集するシ ステムが 構築された．本セン ターでは首都
圏強震動総合ネット ワークを担当し ，東京都，東京消防庁，神奈川県，横浜市，埼玉県など の震度計の波形データを
収集し ている．本年度は新たに千葉県のデ ータを追加し た．また，昨年度開発し たシ ステムを改良しデ ータベース
の充実，WEB 利用シ ステムの改善を行った ．収集し た波形デ ータは ，共通形式に変換し て計算処理され て，SI 値，
応答スペクトル ，最大加速度値など とともに Web 上で公開し ている。URL は ，http://www.sknet.eri.u-tokyo.ac.jp
である．また，本年度から特定共同研究「 首都圏強震動ネット ワークシ ステムを 利用し た震源・地下構造・地震動
生成 メカニズ ムに 関する研究 」を 開始し て ，共同研究者に対し て ，波形デ ータの提供を 開始し た．このため WEB
からデータ利用申請を可能にし ，今年度共同研究者の中から約 20 名のデータ利用申請を受付けた．また，年に１度
は各自治体担当者と研究者の集まりである「 首都圏強震計ネット 担当者の会 」を開催し 情報交換を 行っている．

10. 既往大地震のアスペリティマップ の作成
地震時の断層滑りはかなり不均一に起こる．ここで大きく滑る領域をアスペリティと呼ぶ．最近，同じ 震源域内
で起こった再来大地震の比較研究から，アスペリティの位置はあらかじ め決まっていることがわかった．そこで，気
象庁や大学に残され ている過去約百年間の地震記録を掘り起こし 解析することにより，既往大地震の全国アスペリ
ティマップを作成し ている．アスペリティの分布は地震の発生パターンや強震動分布に大きな影響を与えるので，今
後の地震発生予測や強震動シミュレ ーションにとって重要なデ ータとなろう．

11. 高感度地震波形データの全国リアルタイム流通シ ステムの開発
防災科学技術研究所の高感度基盤観測網 (Hi-net) の整備を受けて，防災科研，気象庁と国立大学が 共同で高感度
地震波形データの全国リアルタイム流通システムを開発し た．本システムは ，地上回線でデ ータ交換し た地震波形
デ ータを 大学の衛星シ ステムを用いて全国に リアルタイムで配信し ，全国ど こでも利用可能にする，画期的なシ ス
テムである．本センターは ，地震地殻変動観測セン ター，地震予知研究推進センターと 共同でこのシ ステムの開発
を推進し た．
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及川 純，大湊隆雄，金子隆之，坂下至功，萩原道徳，吉本充宏
中道治久
王子裕幸 (D5)，嶋野岳人 (D5)，長井雅史 (D4)，Srigutomo Wahyu (D3)，
寺田暁彦 (D3)，小林知勝 (D2)，杉岡 学 (M2)，桧山洋平（ M2)，

本セン ターでは ，火山やその深部で進行する現象の素過程や基本原理を解き明かし ，火山噴火予知の基礎を築く
ことを目標とし て，各種の観測や調査，分析，実験，理論や数値シミュレ ーションなど 多様な方法を用いて ，火山
の形成過程，噴火の発生機構，マグ マの動態，マグ マの移動や蓄積と関連し た物理・化学現象など の諸研究を幅広
く推進し ている．2002 年度の活動の概要は以下のとおりである．

1. 三宅島火山の観測研究
(a)2000 年噴火に伴う特異な地震波形記録の解析
2000 年三宅島噴火の際 、山頂陥没の進行と共に 観測され たパル ス幅 50 秒の長周期地震波に先行し て ，特異な時
系列を持つ相似地震群が 観測され た．地震群は，50 秒パル ス発生の数時間前から始まり，発生の時間間隔が 等比数
列的に小さくなり，振幅が 50 秒パルス発生直前に低下する，という特徴をもつ．震源域は山頂カルデラ西方極浅部
である．50 秒パル ス発生に先行し て非破壊的に間欠すべりが 進行し ，50 秒パル ス発生直前に応力が 急減するという
モデルを提案し た．一方 、2000 年三宅島噴火の初期に ，周期 2.5 秒並びに 5 秒が 卓越する特異な長周期微動が 観測
され た ．長周期微動は地震活動が 始まった 6 月 27 日から 山頂陥没が 起きた 7 月 8 日にかけて発生し ており，2.5 秒
と 5 秒が 卓越する微動は山頂から見てそれぞれ 西方と南方に分布する傾向が 見られた．上下動波形は体積変化を表
す震源 メカニズムで説明できるが ，水平動波形は更に複雑な震源 メカニズムを示唆し ており，解析中である．
(b)GPS 観測
10 点規模の GPS 連続観測を 2000 年 6 月から 2002 年 4 月まで継続し ，2002 年 12 月に 3 点に縮小し た．また，2002
年 12 月に全 40 点のクイックスタティック測量を実施し た．2002 年に入ってからの地殻変動は ，2001 年後半からの
微弱な変動が 続いていたように見えるが ，年周変化との区別が つきに くいほど の小さなものであった（ 解析は ，現
在進行中 ）．
(c) 三宅島電磁気観測
気象庁 6 点，地震研 6 点の全磁力観測により，火口直下において温度低下を示す変化を検知し た．

(d) その他
2000 年以来噴火活動が 継続し ている三宅島において ，大学総合観測班とし て火口付近の噴出物堆積状況，噴煙活
動の状況など について上空からの観察を 続けた ．平成 14 年の活動は ，噴煙活動が 次第に減衰し てきていることを
示し ている．観測結果はその都度まとめ，2000 年以降ホームページ 上で公開し ている．また，2000 年噴出物につい
て火山地質学的検討を継続し て行い，8 月 18 日や 29 日の噴火のダ イナミクスなど についての研究を行った．
2. その他の火山の観測研究
(a) 富士山
臨時稠密地震観測網の設置を行うとともに，既設テレ メータ観測点の高ダ イナミックレンジ・広帯域化を行った．
また，1998 年-2000 年の期間に富士山で発生した低周波地震の精密震源決定を実施した（ 地震地殻変動観測センター，
防災科学技術研究所との共同研究 ）．
浅間山：2002 年 6 月 22 日および 9 月 18 日に群発地震活動が 発生し た．地震発生源は ，従来浅間山で発生し てい
た火山性地震の発生源と同じであった．浅間火山観測所の観測によると ，2002 年 4 月頃からの地震発生数の増加に
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伴って山頂火口の噴気が 増加し ，6 月から 9 月にかけては噴気活動がさらに活発化し ていた．群発地震活動はこの中
で起こっており，噴気活動と群発地震の密接な関係が 認められた．2002 年 8 月には山頂・山腹における臨時の GPS
測量を実施し ．山頂付近が 沈降し ていることを確認し た．また ，浅間山周辺の発破を傍受観測し 浅間山山体の減衰
構造並びに速度構造の基礎デ ータを得るために ，浅間山を囲むように設置し た短周期地震計 (上下動)37 点による臨
時地震観測を行った．震源は ，小諸市・上田市など 浅間山南西から西方にかけての 4 箇所において 10 月 30 日未明
に行われた薬量 100kg の発破信号を用いた．山体中央付近を通過する地震波の減衰が 顕著であったが ，詳細は解析
中である．
伊豆大島火山：今後の山体変動を稠密 GPS 観測によって詳細に捉えるために ，新規連続観測点 10 点の設置準備
を進めた．

(b) 有珠山
有珠山における噴煙の赤外映像連続観測デ ータを 解析し ，赤外映像観測によって噴煙活動の短周期変動を捉える
手法を開発し た．

(c) パプ アニューギニア・パゴ 火山
８月上旬から 始まったパプ アニューギ ニアのパゴ 火山に ，政府から緊急観測の派遣要請があり，８月下旬から約
10 日間，助手１名を緊急観測に派遣し た．この調査結果に基づいて，今後の噴火についての地質学的見通しを行う
と共に ，ホームページでその成果の一部を公開し た．また ，10 月下旬から始まった イタリア・エト ナ山の噴火に対
し ，助手２名が ８日間の緊急地質調査を行った．

(d) イタリア・ベスビ オ火山
イタリア・ベスビ オ火山の北斜面ソン マ・ベスビ アーナにおいて東京大学大学院人文社会系研究科が 実施し てい
る，火山噴出物埋積遺跡の発掘現場で地質学的調査を行うため，教授１名と助手２名が 他２名と共に参加し た．化
学分析，年代測定を含めた火山地質学的検討により遺跡の埋蔵時期など の特定を行い，当初考えられていたような
79 年噴火での被災は考えにくいとの結論を得た．

3. 衛星画像を用いた火山のリモート センシング
東アジアの活火山監視を目的とし て，東京理科大学と共同でノア AVHRR による準リアルタイムモニタリングシ
ステムの開発に取組んでいる．本年度はノア 16 号のデータをシステムに取り込めるようにし ，熱解析に利用できる
夜間データ数を倍増させた．現在，国内 10 火山を対象にした試験観測を行っており，その結果を http://vrsserv.eri.utokyo.ac.jp/REALVOLC/で公開し ている．
溶岩ド ーム噴火に伴うガ ス放出・蓄積状況をランド サット TM 赤外画像から推定する方法を提案し ，雲仙 1991-1993
年の活動に適用し た．この結果，噴気域の熱異常から推定し たガ ス放出率と溶岩ド ーム成長域の熱異常から推定し
たマグ マ供給率に正の相関関係が 見られ ることから ，ガ スは山体内に蓄積され ることなく効率的に放出され たとい
う，地上からの観測と整合的な結果を得ることができた ．

4. 火山体構造探査・集中総合観測
北海道駒ケ岳の構造探査：全国共同観測とし て実施し た．爆破点 5 点．富士山の電磁気構造調査：全国共同研究
とし て 9 月に実施し た．富士山稠密地震観測：関係大学の分担共同により，臨時地震観測網を設置し た．

5. 科学技術振興調整費研究「 富士山」
（ 代表者：藤井敏嗣教授 ）において ，昨年度に
文部科学省科学技術振興調整費先導的研究（ 平成 14 年-15 年度 ）
継続し て侭下観測点におけ る中深度掘削と東斜面でのトレンチ調査を行った ．その結果，予想より浅い深度で基盤
の小御岳火山に到達し たほか，掘削地点は富士山の活動初期から土石流が 流れやすい場所であったことが 明らかに
なった．ボ ーリング 試料を地質学的に解析するとともに ，化学分析，年代測定を 行った．ボーリング の成果の一部
をホームページで公開し た．

6. 科学技術振興調整費研究「 雲仙火山」
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雲仙科学掘削プ ロジェクト（ USDP ）
（ 文部科学省科学技術振興調整費総合研究，代表者：産総研・宇都浩三氏 ）に
おいて，２期目計画とし て平成新山の火道掘削を行う予定になっており，火道掘削の科学的目標と掘削手法につい
て最終的な検討を行った．火道掘削は平成１５年１月末から開始され る．
雲仙火山において電磁気構造観測を行い，地下２ km 程度の浅部の帯水層の電気伝導度分布を明らかにし た．そ
の結果，雲仙火山のマグ マから発散され た火山ガ スによって電気伝導度が 高くなっている領域が 島原半島西部から
普賢岳に向かって伸び ていることが 判明し た．
平成 14 年１月 26 日-29 日に，第１期成果のまとめと第２期目の狙いをテーマにし た雲仙国際シンポジウム（ 文科
省主催 ）を島原市において実施し ，70 名以上（ 外国人約 20 名 ）の参加があった．地震研究所研究者は，平成噴火の
観測結果と岩石学的研究結果に基づく脱ガ スモデル，ボ ーリング コア試料の岩石学的解析結果から見たマグ マシス
テム，同位体局所分析から考えられ るマグ マ溜まりモデル ，電磁気学的地下構造モデルなど を発表し た．また，火
道掘削研究を国際陸上科学掘削計画 (ICDP) との共同研究とし て行うための覚書（ MOU ）調印を，地震研究所研究
者と ICDP 事務局ド イツ地球科学研究所 (GFZ) との間で 11 月に行った．
平成 14 年７月に 開館し た雲仙災害記念館（ 火山博物館 ）の展示物の総合監修を行った ．また ，島原市，渋谷区，
フラン ス領マルチニーク島など において一般住民を対象にし た啓蒙講演を行った．

海半球観測研究センター
教授
歌田久司（ セン ター長 ），川勝 均，深尾良夫，金澤敏彦（ 併任 ）
助教授
塩原 肇，森田裕一，山野 誠
助手
清水久芳，竹内 希，綿田辰吾
日本学術振興会外国人特別研究員
Olivier Gensane，Tang Ji
地震研究所外来研究員 市来雅啓，小山崇夫
地震研究所特別研究員 後藤秀作
大学院生
高橋優志 (D2)，浅利晴紀 (D1)，濱元栄起 (D1)，大木聖子 (M2)，鈴木清貴 (M1)，
須藤拓磨 (M1)
研究生
浅井聡子

1. 地球の内部構造と内部過程の解明:全国共同研究による海半球ネット ワーク計画 (OHP) の推進
1-1 深海底を含む 西太平洋地域への地震・電磁気・測地観測網（ 海半球観測ネット ワーク ）の展開
(a ）海底孔内高帯域地震観測
国際深海掘削計画 (ODP) により，1999 年に三陸沖 (JT-1, JT-2)，2000 年に北西太平洋海盆 (WP-2)，2001 年に西
フィリピン 海盆 (WP-1) と海底孔内地球物理観測点を設置し ，西太平洋域における約 1000km スパンでの定点広帯域
地震観測網の展開が 完了し た ．WP-1 観測点でのシ ステム起動は 2002 年 3 月に 無人探査機により行った ．その 後，
2002 年 10 月にデータの回収を行った．その結果，194 日間の連続地震記録を取得することに成功し た．一方，WP-2
観測点では，2001 年 8 月から長期連続観測を開始し たが ，2002 年 6 月に無人探査機により，データ回収を行い，330
日間にわたる世界最長の海底孔内連続記録を得ることができた ．2002 年 3 月末から 6 月末までに渡る約 3ヶ月間の
海底孔内同時地震記録を ，世界で初めて取得し た．両観測点共に ，長期連続観測を継続中である．長期連続記録か
らは ，海底孔内での地震記録は低雑音で ，雑音レ ベルの時間変動もほとんど ないことがわかった．
(b ）機動的海底長期地震・電磁気観測
海底地震計・電磁力計各 10 点による，対象領域を絞った長期アレ イ観測をマリアナト ラフで 2001 年 10 月から開
始し ているが ，電磁力計を 2002 年 4 月と 10 月に回収し ，地震計は 2003 年 2 月に回収する予定である．この観測は，
2003 年以降に開始され る国際共同集中観測の事前調査的意味があり，その中でもト ラフ拡大軸付近に観測点を集め
て地下構造推定を行うと共に，この地域で特徴的な深さ 600km に及ぶ深発地震活動を正確に捉えることを主要な目
的とし ている．
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(c ）海洋島地震観測網
広帯域地震観測網では ，パラパト，ジャヤプ ラ（ インド ネシア ），ハイホン（ ベト ナム ），パラオ（ パラオ ），ポ
ナペ（ マ イクロネシア ），バギ オ（ フィリッピン ），デジャン（ 韓国 ），石垣，犬山，父島（ 日本 ），カ メン スコエ
（ ロシア ）の８ヶ国１０観測点の定常観測点の維持を行い，観測を継続し た．この他，研究協力機関から南鳥島（ 日
本 ），昭和基地（ 南極 ），ポート モレ スビ（ パプ アニュギ ニア ）の観測点のデ ータの提供を受けた．また，観測点を
設置し ている各国の研究機関との連携を深めて共同研究を企画し ，中国とベト ナムで臨時広帯域地震観測を行って
いる（「 1-2 海半球観測網を補完する長期アレ ー観測 」の項を参照 ）．

(d ）海洋島電磁気観測網
これ までに設置し たポナペ（ ミクロネシア連邦ポンペイ），キリチマチ（ キリバス共和国 ），ワン カイヨ（ ペルー ），
長春（ 中国 ），トンガ（トンガ 王国 ），モンテンルパ（ フィリピン ），南鳥島，マジュロ（ マーシャル諸島共和国 ），
カンチャナブ リ（ タイ ）におけ る観測を継続し た．また ，極地研究所からの申し 入れにより，南極昭和の地磁気観
測デ ータを 海半球デ ータに 加えた．

(e ）海底ケーブ ルネット ワークによる電位差観測
引き続き，グ アム-フィリピン・グ アム-沖縄・直江津-ナホト カ間の電位差観測を 継続し た．グ アム-二宮間の電位
差観測は，2002 年 10 月 1 日の台風の影響によってケーブ ルに障害が 発生し たため，一時的に中断し たが ，今年度中
に正常に復帰する予定である．

1-2 海半球観測網を補完する長期アレ ー観測
海半球プ ロジェクトにより地震，電磁気，GPS，超伝導重力計等の定常観測網は整備され ，そのデ ータが 蓄積さ
れてきている．これらの観測網のデ ータを 利用する一方で ，より詳細な地球内部構造を推定するために ，海陸の稠
密なアレ ー観測も行っている．
1999-2000 年にかけて，フィリピン 海の海底で臨時広帯域地震及び 電磁気アレ ー観測を行い，フィリピン 海プレ ー
ト 下の上部マントルの地震波速度構造及び 電気伝導度構造の解析を総合的に行った．また，固体地球統合フロンティ
ア研究シ ステム (IFREE) との共同研究とし て ，2003 年 1 月からフレンチポ リネシアでの日仏合同海陸同時の広帯
域地震観測を開始する．日本側は地震研究所と IFREE 所有の合計８台の広帯域海底地震計による観測を担当し ，1
年間の観測を 2 度繰り返し て実施する計画である．本領域では大規模なマントル上昇流の存在が 推定され ているが ，
観測点配置の問題によりその詳細な構造は不明であった．この観測では大幅な解像度の向上が 見込まれており，マ
ントル下降流域での研究と組み合わされ ることでマントル対流モデルの高度化への大きな貢献が 期待され ている．
海半球ネット ワーク計画での要点である，陸上及び 海底孔内地震観測点を補完する自己浮上型海底地震計による
広帯域地震観測点を ，2002 年 10 月に南西四国海盆に設置し 約 1 年間の連続観測を開始し た．
中国では 江蘇省，山西省，山東省，内蒙古自治区の４ヶ所で ，中国地震局分析預報中心と共同で臨時に広帯域地
震計を設置し ，1999 年から観測を継続し ている．この観測では既存の中国国内の広帯域地震観測網（ CDSN)，及び
臨時海底地震観測のデ ータと併合し て解析し ，トンガ・フィージ ーの深発地震からほぼ 等間隔の長い測線で広帯域
地震波形を集め，中国大陸下の上部マントルと下部マントルの境界で停留し ているスラブ を検出し ，深部構造の推
定を目指し ている．ベト ナムでは ，同国地球物理研究所と共同で ，６地点で広帯域地震観測を 2002 年に開始し た．
大きな地震を地球の反対側（ 対蹠点 ）で観測すると ，内核を多重反射し てくる微弱で通常は観測できない地震波が
フォーカシング 効果により観測できる可能性がある．この種の地震波は内核境界の情報を多く持ち貴重な観測デ ー
タとなるが ，深発地震の発生する場所と陸地の分布から ，対蹠点でＳＮ比の良い地震波形を観測できる場所は極め
て限られている．ベト ナムは南米の深発地震帯の対蹠点に位置し ，このような観測を行うには最適な場所の一つで
ある．これ までの数ヶ月の観測で既に PKP − AB 波のトンネル効果波と見られ る地震波を数例観測でき，今後の解
析に大いに期待が 持てる．
一方，ベト ナム地球物理研究所では ，ベト ナムから中国雲南省にわたる地震帯の活動に大変興味を持って，この
共同観測研究を行っている．2001 年３月のベトナム北西部で発生し た M=4.9 の地震により，建物が 多数被害を受け
た．この地域で発生する地震は インド シナ半島北端を突っ切る紅河構造帯との関連など から大変興味深く，広帯域
地震観測波形を用いたこの地域の震源過程に関する研究を共同で進める予定である．
また，1998 年以来継続し て，中国地震局地質研究所の協力を得て中国東北部吉林省および 遼寧省においてネット
ワーク MT 観測を実施し た．電話回線を利用し た地電位差観測デ ータと ，長春に設置し た海半球型磁力計シ ステム
による地磁気観測デ ータを用いて MT レ スポン ス（ 地球内部の電気伝導度を調べるための情報 ）を求めた．それを
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用いて求めたマントル深部構造をこれ までに他の地域で得られた構造モデルと比較し たところ，同地域ではマント
ル遷移層の深さで電気伝導度が 他地域に比べて有意に高くなる傾向が 見られた．現在，さらに観測地域を拡大し て，
この異常の空間的広が りを 確かめつつある．

1-3 海半球ネット ワークデータの編集・公開
昨年度策定し た海半球デ ータセン ターシ ステムの標準仕様に 従って, デ ータ公開シ ステムソフト ウェアパッケー
ジを, IFREE と共同で開発し た. 平成１５年３月までに イン スト ール作業・動作試験を終了させ, 公開する予定であ
る. 現行のシステムからの主な変更点は , (1) IRIS DMC 用の連続データサーバーの完成, (2) シ ステムの安定化, (3)
応答時間の改善, の３点である.
将来の海半球ネットワークのオン ライン 化をにらみ, 海洋島地震ネット ワークのデータロガ ーの機種及びデータ収
集シ ステムの検討を始めた. データロガ ーとし て Kinemetrics 社の Q330, データ収集シ ステムとし て Boulder Real
Time Technologies 社の Antelope を用い, デ ータ収集実験を実施し ている. 長期間 (4-6 週間) にわたり連続デ ータ収
集を行い, デ ータ収集率の測定, 他機種との性能評価を実施する予定である.

1-4 データ解析に基づく地球の内部構造と内部過程の解明
全マント ルＳ波走時ト モグ ラフィーに 向けて広帯域地震波形記録から 相関法を 用いてＳ-Ｐ走時差の測定を 始め
た．デ ータの中にはＰもＳも立ち上がりのシャープ なものが 700 個余り含まれている．それらについて波形相関法
から求めた測定値と立ち上がりから求めた測定値とを比較し たところ系統的に１秒程度ズレが 存在することが 判明
し た．これは波形相関法において物理分散の影響を補正する際に リファレン ス周波数とし て伝統的に用いられてい
る 1-Hz を 用いたためで , ズレ を解消するためには リファレン ス周波数とし て 2-Hz を 取らなければ いけないことを
見出し た．この結果は長周期Ｓ波構造と短周期Ｓ波構造とを結び つけて考える際重要となる．
我々のＰ波トモグ ラフィーモデルには日本周辺に沈み込むスラブ の海側の深さ 400-km 付近に顕著な低速度層が 見
られ る．この低速度層はスラブ 沈み込みに伴うダ イナミクスを反映し たものと考えられ るため, 様々なテストを行っ
てその実在性を確認し た．更にこの低速度層を通過する地震波を記録し たＪ−アレ ーデ ータを解析し , 400-km 不連
続面より上が 顕著に遅く且つ 400-km 不連続面が 30-km ほど 深くないとＰ波後続波形が 説明できないことを明らか
にし た．れは沈み込むスラブ 下面の深さ 400-km 付近に高温異常が 存在することを示す最も直接的な証拠である．
前年に 開発し た解像度の均一化手法を 用いて, 広帯域波形インバージョンにより全マントルＳ波速度構造推定を
実施し た . CMB 近傍と mid-mantle で低速度異常の水平スケールに 明確な相違が 見られ , マントル上昇流のコラム
が 上昇とともに 細分化し ていることを示唆し た.
近年, 日本列島を 稠密に覆う均質な広帯域，微小地震観測網が 整備され その 高品質なデ ータが イン ターネットに
より公開され ている. 多数の高品質, 均質なデ ータをアレ イ解析により, これ までは不明瞭であった地球深部の微弱
な構造が 断然明らかとなってきた ．巨大深発地震からの内核，外核境界の反射波が 鮮明に 検出され , その 境界での
地震学的密度, 度食い違い量の決定精度が 向上が 期待され る. 地球の裏側で 反射され た地震波から 大西洋の海嶺直
下の遷移層での地震波速度不連続面深度と食い違い量の, 水平距離 1000 キロ以下の規模の変動が 捕えられ , 驚くこ
とに, 一部の海嶺付近にこれ まで大陸性と思われてきた深さ 220 キロの不連続面が 検出され た. これらの詳細なマッ
ピングは対象となる特定の海嶺直下の上部マントルから遷移層に及ぶマントル組成とそのマントル対流様式の解明
につなが ると期待され る.
これ までに得られた地磁気および 電位差観測デ ータを用いて，北太平洋域の約 1,000km の深さまでの球対称セミ
グ ローバル電気伝導度構造を求めた．これは，この地域の電気伝導度標準モデルと考えることができる．標準電気伝
導度モデルから予想され る電位差変化と実際に観測された電位差変化との間には，マントル内の電気伝導度不均質
に起因すると考えられ る差が 存在する．この差を説明するように ，最小自乗法によってマントル３次元電気伝導度
構造が 求められた．流体核のダ イナミクスの理論的な研究を行い，電位差デ ータの重要性を再確認し た．数値モデ
リングにより，地表で観測され る磁場変動の一部は最下部の D” 層の電気伝導度不均質の影響により発生し たもの
である可能性を示し た．また，キネマティックダ イナモを用いたモデル計算により，30 年周期の torsional oscillation
によって生成され る電磁場変動は ，地表におけ る電位差変動とし て観測可能な振幅である (1,000km で 10-100mV)
ことも示され た．電位差デ ータをこれらの目的で用いるためには数十年に渡る長期観測が 不可欠であり，現有ケー
ブ ルはもちろん ，新し く観測に用いられ るケーブ ルが 得られた場合にも，長期に渡って観測を継続することが 重要
である．

2-1 活火山体下の固体・流体複合過程の観測的研究
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火山を固液複合現象の実験場とし てとらえ ，広帯域地震計という切り口で火山活動を見直すことで ，新たに 見え
てくる現象の解明を目指し ている．2002 年は以下の観測研究を行った．
（ １ ）前年に引き続き京大・東工大と共同で
阿蘇山での広帯域地震ネット ワークを維持し ，基本周期 15 秒の長周期微動源（ 火口直下の亀裂構造内での熱水活
動による ）のモニタリングを行った．また火山性流体の移動をモニターするための，機動アレ イ観測をおこなった．
（ ２ ）2000 年 3 月の有珠山噴火に際し て，北大理学部と 共同で 噴火直前から機動広帯域地震観測を行った ．噴火活
動のもっともはげし い期間に周期 12 秒の振動現象を発見し た．震源が 深い（ 約５ km ）ことや震源 メカニズムの解
析から ，マグ マ溜まりからのマグ マの流出を地震学的にとらえたと考えている．その成果を国際誌に公表し た．

2-2 海溝内側斜面に起こる固体・流体複合過程の観測的研究
海溝陸側に発達する付加体において，付加する堆積物から排出され る間隙流体の流れにより，熱・物質がど のよ
うに運ばれ るかについての研究を行っている．1999 年以後，南海ト ラフ陸側の付加体において熱の放出量（ 熱流量 ）
の集中的な測定を実施し てきた結果，付加する直前の堆積物がたまっている南海ト ラフ底の熱流量が ，四国・室戸
沖で異常に高いことが 明らかになった．この高熱流量異常の熱源の一部は海底下の比較的浅い所にあると考えられ ，
間隙流体の移動によるものである可能性もある．異常の原因を解明するには ，高熱流量の広が りを 調べることが 必
要であり、紀伊半島沖での測定を進めている．また ，海底面における熱と間隙流体の流れの時間変動を捉えること
を目的とし ，堆積物中の温度プ ロファイル及び 間隙水圧勾配を長期計測する装置の開発を行っている．この うち温
度長期記録装置に 関し ては ，既に最長で 約 10 か 月間のデ ータを 得ることに成功し ている．この装置で 得られ る長
期温度デ ータを解析することにより，水深が 浅い付加体斜面上部においても，海底水温変動の影響を取り除いて深
部からの熱流量を求めることが 可能となる．より多くの点で観測を行うために ，取り扱いが 容易な改良型の装置の
製作を進めており，現在，海底での長期計測実験を行っている．

2-3 地球常時自由振動帯域での固体地球−海洋−大気の相互作用
大きな地震が 発生し ていないときにも，固体地球の自由振動が 存在することが 発見され て以来，その振幅の周波
数依存性や季節変動が 明らかとなってきた．これら観測データを説明できる励起メカニズムの解明のため様々なアプ
ローチで取り組んでいる．地球を取り囲む大気中の擾乱を念頭においた地表に均質に分布するランダ ムな力源モデ
ルにより，特定の周期帯で地動スペクトルが 精度よく定量的に復元可能なことが 示され た．大気励起説に必要な自
由振動帯域での大気圧力擾乱の相関距離は未知である．大気圧擾乱の時空間構造を明らかにするため ，農学部千葉
演習林にて規模約１０キロのアレ イ観測を開始し た．圧力擾乱の相関距離や圧力擾乱のパワーは大気の状態に大き
く依存することが 分かってきた．アレ イ観測では波浪に伴う周期約５秒の空気振動や長周期重力波の伝搬，桜島噴
火に伴う音波の検出に成功し ている．また ，異なる２地点の地動の相互相関解析により，自由振動帯域から周期約
５０秒の表面波の帯域まで ，地動にはレ イリー波が 卓越し ていることが 分かった．周期約８０秒を境に急激に常時
自由振動の振幅が 減少することが 観測され ている．同様な周波数依存性は大気圧ではなく，深海底での圧力変動に
見られ ること ，さらには深海底での圧力変動のパワーが 大気圧より１−２桁大きいことから ，大気とならんで海洋
底圧力擾乱も有力な励起源である可能性も否定できない．海洋励起説検証のために，日本周辺の既存の釧路，三陸，
房総，東海，室戸に設置され た津波計から深海底での空間スケールの見積もりを 行い，圧力パワーの季節変動や気
象データとの相関から深海底圧力の発生源の推定を行いつつある．大気音響自由振動を検出するため，霧島（ 鹿児
島県 ），室戸（ 高知県 ），江の島（ 宮城県 ），音別（ 北海道 ）と夏季臨時に乗鞍天文台にて微気圧の連続観測を行っ
ている．併せてより高感度な大気圧セン サーによる大気音響自由振動の検出の試みも開始し た．

八ヶ岳地球電磁気観測所
施設長
技術官

歌田久司 (教授，併 海半球観測研究セン ター)
小山 茂 (技術開発室)

1. 日本列島中央部（ 関東・伊豆・東海・甲信越・伊豆小笠原を含む 地域 ）の基準観測と東海地域の地球電磁気観測
（ 地震予知計画による ）
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以下の各観測点におけ る連続観測を実施し た．
a) 八ヶ岳地球電磁気観測所におけ る基準観測
b) 篠坂観測点：プ ロトン 磁力計による全磁力観測，電場観測
c) 富士宮観測点：プ ロトン 磁力計による全磁力観測
d) 俵峰観測点：プ ロトン磁力計による全磁力観測，フラックスゲート 3 成分磁力計による３成分磁場観測，電場観測
e) 相良観測点：プ ロトン 磁力計による全磁力観測，フラックスゲート 3 成分磁力計による３成分磁場観測，電場観測
f) 春野観測点：プ ロトン 磁力計による全磁力観測
以上に加えて， 新たに山梨県富沢町および 静岡県川根町に全磁力観測点を設置し て，東海地域の地磁気観測網を
強化し た．また，伊豆半島伊東市周辺におけるプ ロトン 磁力計による全磁力観測や電話回線を用いた長基線地電位
差連続観測，同伊東市奥野におけ る精密地殻比抵抗の連続観測を地震予知研究推進セン ターとの協力で実施し た．

2. 日本列島におけ る Network-MT 法観測の推進（ 全国大学と共同 ）
第 7 次地震予知計画および 新地震予知研究計画において ，日本列島の広域的地下電気伝導度構造と地震活動との
関連を調べるための Network-MT 法の全国共同観測を ，地震予知研究推進センターに協力し て実施し た．これ まで
に ，東北地方・中国・四国地方・九州地方・北海道など における観測を行なった．デ ータの解析に ，八ヶ岳の地磁気
3 成分毎分値デ ータおよび 3 成分毎秒値デ ータが 利用され た．

3. 地殻活動域の電磁気的地下精密探査および 断層解剖計画（ 全国大学と共同 ）
地震予知計画にもとづき，地震活動の分布と地下電気伝導度構造の不均質性との関連を調べるための全国共同観
測を ，地震予知研究推進セン ターに 協力し て実施し てきた．平成 8 年と 9 年には ，飛騨地域（ 長野県西部地震震源
域および 周辺 ）において電磁気地下精密探査を実施し た．また，平成 10 年と平成 11 年には秋田県の千屋断層にお
ける電磁気地下精密探査を実施し た．平成 12 年と平成 13 年には ，北海道日高地方において ，地殻比抵抗構造探査
を行なった．平成 13 年には鳥取県西部地震震源域においても，探査を実施し た．平成 14 年には富士山周辺域にお
ける電磁気観測を火山噴火予知研究推進セン ターとも協力し て実施し た．

4. 海半球観測ネット ワーク 計画
本観測所は海半球計画における地球電磁気観測において重要な役割を分担し ている．八ヶ岳においては ，地球磁
場成因論や地球深部（ マントルおよび 核 ）の構造およびダ イナミクス研究に供するための精密な地磁気永年変化観
測を行っている．また ，海半球計画において開発する地球電磁気観測装置の検定や調整等の場所を提供し ，比較観
測等を実施し た．技術官は海半球観測ネット ワーク計画のための地磁気観測装置の開発の技術的サポート をすると
ともに ，海洋島地磁気観測点の設置および 観測点の保守，および 高度な精密磁場観測の技術を活かし て観測を支援
し ている．平成 13 年度には ，南鳥島および クリスマス島における地磁気絶対観測を行なった．

江の島津波観測所
施設長
助手

都司嘉宣 (助教授，併
小山盛雄

地震火山災害部門)

宮城県女川町にある江ノ島観測所では ，津波観測・および リアルタイム監視用のセンサーの開発を手がけてきた．
1992 年には海水非接触型の津波計とし て超音波型センサーを利用することを考案し ，実用化に耐え うることを数年
にわたる試験観測によって実証し てきた ．ここで開発し た超音波式津波計は，三陸海岸の岩手県普代村漁港に 1995
年 2 月に設置され たのを始めとし て，田老町漁港（ 同年 11 月 ），宮古市千鶏漁港（ 1996 年 10 月 ），陸前高田市（ 2
カ所，1997 年 2 月)，気仙沼市（ 2 カ所 ），および 女川町（ 4 カ所，1998 年 ），塩釜市（ 2 カ所，1996 年 ）で導入され
た．海面水位のデ ータは ，おのおのの市町村役場，あるいは 消防署で常時モニターが なされ ており，津波警報発令
時の海水位異常の監視に役立っている．このうち，宮古市千鶏漁港の超音波式津波計は ，本州最東端であるトド ガ
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崎のすぐ 南に位置し ている．トド ガ 崎は三陸沖，あるいは 北海道・千島列島南方海域方面で津波が 発生し たとき本
州でもっとも速く津波が 到達する場所である．千鶏（トド ガ 崎 ）の信号は ，NTT 専用回線を通じ て，約 15km 離れ
た宮古の中心街にある宮古地方広域消防本部内の防災無線のデ スクに常時送られている．これによって ，宮古の中
心市街地に津波が 到達する約 7 分前に津波の到達を 知りうることになった．つまり，宮古市民の大部分は突如とし
て津波に襲われ る危険から解放され たのである．千鶏（トド ガ 崎 ）の海水位の信号は準リアルタイムで陸前高田市
と情報交換され ており，陸前高田市も同じ 恩恵を受けられ ることとなった．以上のように，三陸海岸では江ノ島観
測所の直接指導によって 7 個の市町村が 超音波津波計を導入し ，おのおのの場所での津波来襲の監視に役立ってい
るが ，相互の情報交換はまだ 宮古・陸前高田間のみであって，全面的なネット ワーク化は 実現し ていない．近い将
来，三陸海岸を走る国道 45 号線に 通信ケーブ ルが 埋設され ，これによって三陸沿岸の市町村にわたる津波監視の
ネット ワーク化が 実現され ることとなるはずである．さらに ，江ノ島，あるいは東京に常時情報を集め，衛星を通
じ て地上の任意の受信者がその情報を受信できる方向に持っていきたい．
江ノ島では 1999 年秋から超音波式と併行し て，電波式による津波監視装置を導入し ，性能テストをはじ めた．超
音波式センサーにときど き起きる，波し ぶきや降雨水滴，あるいは 海鳥など による反射音波が 影響し た記録のノ イ
ズが ，津波記録の上にゴ ーストとし て現れ るというセン サーとし てのわずかな不安定性がある．電波式セン サーを
導入することによって，これらの欠点が 克服され るかど うかを検証し ている．

情報処理室，技術開発室，総合観測室
下記の３室は，全国共同利用研究所とし てより有機的な研究支援体制の確立を目的とし て，平成 13 年４月１日付
けで各部門・セン ター等に所属する技術官とそれを統括する担当教官で構成され た組織（ 所内措置 ）である．

情報処理室
担当教官
技術官

阿部勝征 (教授，併 地震予知情報セン ター)
井本良子，荻野スミ子，加藤育子，工藤和子，野口和子，松嶋信代，渡邊トキエ

情報処理室は，情報処理技術によって研究支援を行う技術官の組織であり，現在のところ，部門・セン ターに配置
されている技術官 7 名で構成され ている．所属の技術官は ，現在のところ，従来から引き続いて，部門・セン ター
の研究経費管理や研究庶務管理など の研究支援業務を行っている．さらに ，新し い支援業務とし て，情報処理技術
を通し て所のホームページに関わる管理業務を全員が 担当し ている．また，技術報告編集委員会や自己点検委員会
の編集業務にも分担し て参加し ている．各技術官は委員会や研修など に参加し て情報処理技術の向上に絶えず努め
ている．

技術開発室
担当教官
技術官

東原紘道 (教授, 併 地球計測部門)，大竹雄次（ 助手，併 地球計測部門 ）
石川良宣，内田正之，小山 茂，坂上 実，松本滋夫，望月裕峰

技術開発室は ，観測装置の試作，試験，修理および 改良を行な うとともに ，これに関連する観測技術の調査研究
を行な う組織である．
所属の技術官は，その自主プ ランを基本に担当教官と協議し た計画に基づいて所内の各種委員会や研修など に参
加し て技術の向上に絶えず努めるとともに ，各部門・センタが 実施する観測または実験に協力し ている．また工作
室では
a) ユーザーが 利用するための工作機械や電子計測器の維持・保守，
b) ネジ・抵抗など のユーザーにとって共通的な高い部品の常備，
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c) 金工・木工に関する依頼工作，
d) 技術的なコン サルティング，
e) 工作講習会や電子回路講習会の主催
など の研究支援を行っている．
さらに ，他部門との共同で以下の機器の設計・開発を行っている.
1. 高周波数精度回転型人工震源の設計・開発
活断層等の浅い地殻の構造と 状態をとらえ るためには ，弾性波による物理探査が 有効である．人工震源により，
高い位置分解能で広範囲に弾性波が 到達できる手法を開発し 常時モニタすれば ，地震前の短期の地殻変動を検出で
きる可能性がある．このような目的で名古屋大学や東京大学地震研究所では ，偏心荷重を回転させコヒーレントな
弾性波を発生させる ACROSS を開発し てきた．より大規模な ACROSS システムを実現するために技術開発室を含
んだ 東原研究室を中心とするチームでは ，弾性波の位相干渉を利用し た Phased Array ACROSS を考案し ，開発中
である．Phased Array ACROSS は多数の中型装置（ 10-20 tF ）を設置し ，個々の弾性波の位相関係を協調させて運
転する．この装置は数が 多いので ，ベアリング の発熱や寿命の問題が あると常に 多くが 故障し ていることになる．
それを防ぐ には，この発熱や寿命が 問題にならない安定なシ ステムを開発する必要がある．当面の目標は ，以上の
問題を 解決するために ，磁気的な反発力で遠心力に 対抗する磁気支承 ACROSS を 開発することである．消費電力
を少なくする為の永久磁石による磁気支承では ，固定子と偏心加重回転子内の永久磁石の面間距離を変更し 回転数
に依存し た遠心力の変化に対応する．そのためには回転し ている錘の中に動力を伝え ，回転子の磁石を動かさなけ
れば ならない．現状では磁気支承を実現する前段階とし て，回転中の偏心荷重内に動力を伝え重心位置を変更でき
る，7-10tF 程度の回転震源を開発・製作し た．特に動力の伝達に必要な遊星ギアを使用し た２重軸同期差動機構は，
技術開発室内で設計・試作された．その装置は，東京電力の葛野川発電所のトン ネル内に設置され 試験が 行われて，
ほぼ 設計ど おりの性能を示し た．現在，同じ く葛野川に２号機を建設中である．

2. 海底地球観測機器用チタン 部品の設計・製作法の開発
地震研究所では ，海半球プ ロジュエクトに代表され る多くの研究が 遂行されている．それらは広範囲な計測等の
技術に支えられ ，観測機器の進歩に研究の発展が 大きく左右され る．その中で中心的な存在の一つが ，海底観測機
器開発がある．現在の海底の観測機器は ，機器のケースなど への海水による腐食が 少ないことからチタン 合金が 一
般的に使用され るようになっている．チタン 合金はその堅さや加熱し たときに 水素と結合しボロボ ロになる水素脆
化特性があり，機械加工が 難し い金属である．このような機器を開発し 製作するためには ，高度の工作技術を駆使
し なければ 製作できない．その高度な技術とは ，数ミクロンにも達する高い工作精度や非常に複雑な構造，脆化を
防ぐ 冷却を良くし た加工法など である．技術開発室ではこのような機器の設計・加工法の開発に取り組んでいる．

総合観測室
担当教官
技術官

金沢敏彦 (教授，併 地震地殻変動観測セン ター)
荻野 泉，長田 昇，坂 守，酒井 要, 芹澤正人，竹田豊太郎，平田安廣，
田上貴代子（ 和歌山地震観測所 ），
井上義弘，三浦勝美，三浦禮子（ 広島地震観測所 ），
小林 勝，橋本信一，羽田敏夫（ 信越地震観測所 ），
渡辺 茂（ 富士川地殻変動観測所 ），
小山悦郎（ 浅間火山観測所 ），
辻 浩（ 小諸火山化学研究施設 ），
下村高史（ 伊豆大島火山観測所 ），
増谷文雄（ 霧島火山観測所 ）

総合観測室（ 所内措置 ）は，平成 13 年度に地震地殻変動観測センターおよび 地震予知研究推進センターに配置さ
れていた技術官 13 名（ 内８名は観測所に 勤務 ）で発足し た．平成 14 年度には ，火山噴火予知研究推進セン ターに
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配置され ていた技術官 6 名（ 内 4 名は観測所に勤務 ）が 加わった．現在総勢 19 名の技術官が 所属し ており，地震研
究所のセン ター・部門の実施する観測研究に加えて全国大学合同観測研究，全国共同利用など をより円滑かつ強力
に技術支援し ていく体制づ くりが 進展し た．平成 14 年度は，延べ 893 人日の出張をおこなって，主要な観測研究を
技術的に支援し た．
今年度の主要な活動：
(1) 地震観測研究の支援
・広域地震観測網の保守，デ ータ処理および 高度化（ 武山，足利，筑波観測点の ADSL, ISDN 化等 ）
・新衛星テレ メータシ ステム（ NanoMetrics ）の導入（ 技術研修，小諸 HUB 局の新設等 ）
・西南日本合同地震観測の実施とデ ータ処理
・ 機動的地震観測（ 青木湖付近，牛伏寺断層周辺 ）
・海底地震観測の実施（ 海底地震計の整備・組み立て等 ）
・2000 年三宅島・神津島近海におけ る群発地震活動の海底地震観測記録の読み取り
(2) 地殻構造探査の支援
・糸魚川-静岡構造線，鳥取県沖海陸測線，鳥取県西部地震の震源域，房総半島におけ る地殻構造探査
・国府津・松田断層・足柄平野の地下構造探査
(3) 地殻変動観測研究の支援
・壕およびボアホールを利用し た傾斜・歪連続観測
・傾斜計の検定および 観測（ 油壷，富士山，浅間山 ）
・GPS 連続観測点の新設および 保守（ 徳島県池田町付近中央構造線 ）
・光波測距（ 伊東光波基線観測網，富士宮光波基線観測網 ）
・地下水調査
・油壷地殻変動観測所の観測シ ステムテレ メータ化
・鋸山地殻変動観測所のアスカニア傾斜計の設置と撤収
・GPS 大学連合による東海地方合同 GPS 観測
(4) 火山観測研究の支援
・地震・地殻変動・電磁気観測網及び 観測点（ 霧島，浅間山，伊豆大島，三宅島，雲仙普賢岳 ）の維持・保守及び 観測
・山体構造探査（ 北海道駒ケ岳，富士山，三宅島，浅間山 ）
・水準測量（ 雲仙普賢岳，霧島高千穂，浅間山 ）
・富士山稠密地震観測網の新設と保守管理
・GPS 連続観測点の新設および 保守（ 富士山，浅間山，伊豆大島 ）
(5) 新技術の開発等
・風力発電シ ステムの実証試験（ 小諸 ）
・微気圧計（ 霧島火山観測所 ）の設置
(6) その他総合観測室の運営等
・ホームページ ，連絡・スケジュール 管理シ ステム等の整備と運用
・地震予知連絡会，火山噴火予知連絡会に関する連絡および 資料準備等
・地震デ ータ共同利用に関する受け付け等
・国有財産調査業務の支援等
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2.5

科学研究費採択状況（ 平成 14 年度 ）
表 2.2. 平成 14 年度科学研究費採択状況

区分

種目

課題番号

研究代表者

研究課題

新規

特定領域

14047209

新谷昌人 (助手)

継続

促進費

13800003

継続

特定領域

11209203

新規

基盤 (A)

14204040

継続

基盤 (A)

13304034

新規

基盤 (A)

14209004

継続

基盤 (A)

12304033

継続

基盤 (A)

12308018

継続

基盤 (A)

13308020

新規

基盤 (A)

14204041

レ ーザー干渉計型地震計による低周波地面振動
の高精度観測
山下輝夫（ 教授） 地震予知・火山噴火予知研究の総合的評価及び
今後のあり方に関する調査研究
壁 谷 澤 寿 海 (教 性能基盤型設計法の開発
授）
飯尾能久（ 助教 地震の準備過程の解明−南アフリカ金鉱山にお
授）
ける地震包囲網の完成−
深尾良夫 (教授 ） 常時大気自由振動の検出と 地球・大気系常時自
由振動論の展開
佐藤比呂志（ 助 日本列島の活断層−震源断層システム 3D マッピ
教授 ）
ング
中田節也（ 教授） 火山噴火に伴うマグ マの挙動に関する岩石学的
研究
壁 谷 澤 寿 海 (教 普及型地震計による構造物の耐震性能検証手法
授）
に関する研究
堀 宗朗（ 教授） ＧＰＳネット ワークデ ータの 逆解析に 基づ く地
殻変動モニタの開発
歌田久司（ 教授） 地球電場の観測的研究

継続

基盤 (A)

12373001

平田

継続

基盤 (B)

13480118

新規

基盤 (B)

14350294

継続

基盤 (B)

12440145

都司嘉宣（ 助教
授）
工藤一嘉（ 助教
授）
兼岡一郎（ 教授）

継続

基盤 (B)

12440146

継続

基盤 (B)

継続

直（ 教授） 台湾におけ る衝突型プレ ート 境界大地震の研究

(千円)
2,700
3,100
6,000
33,400
13,600
22,000
1,400
5,100
6,500
18,900
1,400

歴史資料及び 地質痕跡調査に 基づ く海溝型巨大
地震の再帰性に関する研究
性能設計体系におけ る微動アレ ー解析地盤調査
手法の実用化研究
希ガ ス同位体比、Ar-Ar 年代測定に基づ く地殻・
マントルでの物質循環・ 進化の研究
藤井敏嗣（ 教授） 玄武岩マグ マの脱ガ スと結晶作用に関する研究

6,100

13440130

大 久 保 修 平 (教
授）

3,500

基盤 (B)

13440131

渡辺秀文 (教授 ）

継続

基盤 (B)

13440132

大竹雄次（ 助手）

新規

基盤 (B)

14340127

武尾

実（ 教授）

新規

基盤 (B)

14340129

栗田

敬（ 教授）

新規

基盤 (B)

14340130

新規

基盤 (B)

14350240

新規

基盤 (B)

14380200

新規

基盤 (B)

14340128

金沢敏彦（ 教授） 自己埋設方式広帯域海底地震計の開発による海
域地震研究の新展開
東原紘道（ 教授） 精密制御震源トモグ ラフィ（ ACROSS) の地下展
開フェイズド アレ イの性能実証
加藤照之 (教授 ） GPS 仮想基準点方式に基づく地殻変動実時間監
視シ ステムの開発
加藤尚之（ 助教 中国鮮水河断層におけ る地震活動数値モデルの
授）
構築

地震の繰り返し で 重力変動・ジオ イド 高変化は
累積するか？一球対称粘弾性モデル 理論と 衛星
重力との比較研究
三宅島火山の陥没カルデ ラ形成過程とマグ マ供
給系の解明
永久磁石による鐘の反発浮上と板バネ振り子を
併用し た水平地動検出器の開発
島弧下に 発生する深部低周波地震の定量的物理
モデルの構築
層状対流系の進化とマントルダ イナミックス
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4,200
3,500
2,000

4,000
6,500
2,600
11,100
12,800
12,600
5,400
4,300

継続

基盤 (B)

12554014

継続

基盤 (B)

12555125

継続

基盤 (B)

12558043

継続

基盤 (B)

12573004

新規

基盤 (B)

14403003

継続

基盤 (B)

12440122

継続

基盤 (C)

13640417

継続

基盤 (C)

13640418

継続

基盤 (C)

13640419

継続

基盤 (C)

13640420

新規

基盤 (C)

14540389

新規

基盤 (C)

14540391

新規

基盤 (C)

14540392

新規

基盤 (C)

14550557

新規

基盤 (C)

14580502

新規

基盤 (C)

14540390

継続

萌芽

13874065

新規

萌芽

14654077

継続

若手 B

13740264

継続

若手 B

13740265

継続

若手 B

13740266

継続

若手 B

13750439

新規

若手 (B)

14740259

新規

若手 (B)

14740260

新規

若手 (B)

14740261

新規

若手 (B)

14740262

新規

若手 (B)

14740264

新規

若手 (B)

14780370

歌田久司（ 教授） 群列時間領域電磁法による火山体内部の状態監
視シ ステム（ ACTIVE) の開発
堀 宗朗（ 教授） 活断層挙動予測のための 数値シ ミュレ ーション
手法の開発
川勝 均（ 教授） 地震波動場のモニタリング によるリアルタ イム
地震解析シ ステム
歌田久司（ 教授） アジア大陸東縁部の上部マント ル 電気伝導度構
造の研究
加藤照之（ 教授） GPS を用いたフィリピン 海南東部のテクトニク
スの研究
本多 了（ 教授） プレ ートダ イナミクスモデルの構築

1,100

新谷昌人（ 助手） 高速サンプ リング 信号検出を利用し た超小型絶
対重力計の開発
金子隆之（ 助手） 衛星デ ータによる準リアルタ イム活火山熱観測
システムの開発
森田裕一（ 助教 デ イジタル・フィード バック地震計実用化のため
授）
の基礎研究
孫文科（ 助教授） 球形地球におけ る地震及び 火山源によって生じ
る地殻変動
山中佳子（ 助手） 世界の 大地震のア スペ リティマップ −ア スペリ
ティの地域性とテクニクスの関係−
古 村 孝 志 (助 教 高精度３次元大規模数値シ ミュレ ーション に 基
授)
づく南海・東南海地震の強振動分布予測
吉 田 真 吾 (助 教 室内実験と 数値実験によるア スペリティの連動
授)
性に関する研究
境 有紀（ 助手） 入力地震動をパラ メタとし た簡易震動実験手法
の開発に 関する研究
鷹 野 澄 (助 教 IT 強震計を用いた草の根型地震防災情報シ ステ
授)
ムに関する研究
上嶋 誠（ 助教 流動電位係数の状態・溶存 イオン 種依存性の決
授）
定と三宅島電位観測デ ータへの適用
中 井 俊 一 (助 教 噴火による脱ガ スは揮発性元素の同位体組成変
授)
動をひきおこすか
大竹雄次（ 助手） レ ーザースケールと DSP を使用し た広帯域・高
感度地震計用デ ィジタルサーボ 回路の開発
清水久芳（ 助手） 地球流体核内の小スケール 流によって生成され
るα効果に関する理論的研究
綿田辰吾（ 助手） 高地におけ る微気圧観測による常時地球自由振
動励起源とし ての大気振動の直接検出
武井康子（ 助手） 固液共存系の動的力学物性

900

小國健二（ 助手） 光弾性と逆解析を 用いた三次元応力場計測のた
めの基礎的研究
望月公廣（ 助手） 海域総合構造調査の３次元波形解析による地震
断層面物性不均質の解明
山田知朗（ 助手） 突発災害対応型浅海用海底地震計の開発

4,000
5,700
2,600
7,000
2,000

900
1,600
900
2,500
1,500
2,800
3,100
1,500
1,400
700
2,900
1,100
1,100
500
900
1,200
1,400

宮崎真一（ 助手） 地殻活動予測シ ミュレ ーション に おけ る４次元
データ同化手法の構築
大湊隆雄（ 助手） 火山山体の複雑な地形が 地震波形に与える影響
の研究
古屋正人（ 助手） 多重干渉 SAR 画像による経年性地殻変動の検出

2,500

吉本充宏（ 助手） 富士火山の火砕流堆積物の発生・堆積機構に 関
する研究

2,100
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700
1,700

表 2.3. 特別研究員奨励費

区分

課題番号

継続

6275

新規

7677

新規

7689

新規

7044

継続

P00744

継続

P01240

新規

P00774

新規

P01193

新規

P02053

研究代表者
高 嶋 晋 一 郎
(DC1)
中 川
英 則
(DC2 ）
佐 伯
昌 之
(DC2 ）
西 田
究
(PD)
壁谷澤 寿海
）
（ Milev,J I．
兼岡
一郎
（頼 勇）
歌 田
久 司
）
（ Gnsane,O．
歌田 久司
(TANG Ji)
上 嶋
誠
（ Siripunvaraporn,
W.)

(千円)

研究課題
固相の変形性を考慮し た部分溶融系の示す物質量の研究

1,000

確立弾塑性有限要素法を 用いた地表地震断層シ ミュレ ー
タ−の開発
調和波動を用いた地殻内応力集中場のインバージョン手法
の開発
固体地球ー大気系常時自由震動論の観測に基づ く展開

1,000

既存建築物の耐震診断・補強・補修に関する研究

1,500

中国東部、新生代玄武岩中の捕獲岩中流体包有物及び 希ガ
スの特徴に関する研究
地下洞における岩石及び 気圧の関係：地震電磁気現象と環
境保全への影響
中国東北部および 日本列島を 含む西太平洋沈み込み帯の
電気伝導度構造の研究
効率的な３次元比抵抗インヴァージョン 手法の開発とその
実デ ータへの応用

1,200
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1,000
1,200

900
900
400

2.6

奨学寄付金受入状況（ 平成 14 年度 ）
表 2.4. 平成 14 年奨学寄付金受入状況

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2.7

研究担当者名

寄付者の名称

都司嘉宣
加藤照之
堀 宗朗
宮武 隆
東原紘道
壁谷澤寿海
堀 宗朗
菊地正幸
菊地正幸
都司嘉宣
壁谷澤寿海
金子隆之
島崎邦彦
藤井敏嗣
中田節也
古村孝志
菊地正幸
金沢敏彦
岩崎貴哉

（ 株 ）環境情報技術セン ター
日立造船（ 株 ）技術研究所
（ 財 ）総合研究奨励会
（ 株 ）長大
（ 株 ）長大
（ 財 ）地震予知総合研究振興会
（ 財 ）地震予知総合研究振興会
（ 財 ）地震予知総合研究振興会
（ 株 ）防災情報サービ ス
（ 財 ）総合研究奨励会
構造品質保証研究所
（ 財 ）電気通信普及財団
日本インド ネシア科学技術フォーラム
藤井敏嗣
（ 株 ）アジア航測
（ 株 ）ダ イヤコン サルタント
菊池正幸・
（ 財 ）東京海上各務記念財団
（ 株 ）勝島製作所
（ 株 ）クローバテック

寄付金額
(千円)
81
500
150
1,000
1,000
500
500
300
500
150
4,800
1,400
320
600
700
1,000
1,000
2,000
400

大学院生・研究員等受入状況（ 平成 14 年度 ）
表 2.5. 平成 14 年大学院生・研究員等の受入状況

身分
大学院生

人数
95 名

内訳
理学系 71 名:修士 35 名，博士 33 名，研究生 3 名（ 内留学生 7 名, 学
振 DC3 名 ）
工学系 24:修士 10 名，博士 11 名（ 内留学生 13 名, 学振 DC2 名 ）

指導委託
地震研究所特別研究員
地震研究所研究生
地震研究所外来研究員
日本学術振興会特別研究員
外国人研究者
計

8名
7名
4名
9名
9名
11 名
143 名

（ 内外国人 1 名)
（ 内外国人 1 名)
（ 内外国人 3 名)
PD:2 名，外国人研究員:7 名
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第 3 章 研究活動
3.1

各教官等の研究成果

各教官等が 2001 年 1 月 ∼2002 年 12 月の間に 発表し た論文等．なお (a)∼(d) の区分は以下のとおり．
(a) 雑誌等に掲載され た査読を受けた論文
(b) 査読を 受けていない論文および 報告書
(c) 国内・国際学会のプ ロシーデ ィング スに記載され た論文
(d) 著書

地球流動破壊部門
栗田 敬
(a) Namiki, A. and K. Kurita, The inﬂuence of boundary heterogeneity in experimental models of mantle convection
with internal heat sources, Phys. Earth Planet. Inter., 128, 1, 195–205, 2001.
Namiki, A. and K. Kurita, Rayleigh-Benard convection with an inclined upper boundary, Phys. Rev. E, 65, 5-1,
0566301/1–0566301/10, 2002.
(c) Ogawa, Y., Y. Yamagishi and K. Kurita, Formation of the depressions on Mars,-relating to melting of the
permafrost-, Proc. 35th ISAS Lunar and Planetary Symposium, Japan, Aug.1–4, 2002.
Higuchi, S. and K. Kurita, Analysis of volcanic surface morphology on Mars, Proc. 35th ISAS Lumar and
Planetary Symposium, Japan, Aug.5–8, 2002.
島崎邦彦
(a) 小田切聡子・島崎邦彦, 歴史地震と起震断層との対応, 地震 2, 54, 47–61, 2001.
Tadokoro K, K. Nishigami, M. Ando, N. Hirata, T. Iidaka, Y. Hashida, K. Shimazaki, S. Ohmi, Y. Kano, M.
Koizumi, S. Matsuo and H. Wada, Seismicity changes related to a water injection experiment in the Nojima
Fault Zone, The Island Arc, 10, 3-4, 235–243, 2001.
島崎邦彦, 大地震発生の長期予測, 地学雑誌, 110, 816–827, 2001.
Shimazaki, K., Long-term probabilistic forecast in Japan and time-predictable behavior of earthquake recurrence,
’Seismotectonics in Convergent Plate Boundary’ , edited by Y. Fujinawa and A. Yoshida, TERRAPUB, 37–
43, 2002.
(b) 島崎邦彦, 日本の地下は今ど うなっているのか , 汎交通, 101, 4, 2–28, 2001.
島崎邦彦, 地震について知る, すくえあ , 467, 8–11, 2001.
島崎邦彦, 野島断層におけ る繰り返し 注水実験, 月刊地球, 23, 229–231, 2001.
島崎邦彦, 地震の インフォームド ・コンセント , 青春と読書, 2001, 7 月号, 82–83, 2001.
島崎邦彦, 南海地震と東南海地震の長期予測, SEISMO, 5, 11, 4–7, 2001.
佐藤比呂志・中林一樹・島崎邦彦・田邉 裕, 特集号「 地震災害を 考え る−予測と 対策− 」まえが き, 地学雑誌,
110, 6, 769–770, 2001.
島崎邦彦，[書評] 中田高・今泉俊文編「 活断層詳細デジタルマップ 」, 日本地震学会ニュースレター, 14, 3, 11–12,
2002.
島崎邦彦, 南海地震, 東南海地震の発生は今世紀前半，なゐふる, 29, 2–3, 2002.
島崎邦彦・須田秀志・中川和之・浜田和郎, 座談会：阪神淡路大震災から 7 年「 地震調査研究の現状と課題」
（ 上 ）,
SEISMO, 60, 9–11, 2002.
島崎邦彦・須田秀志・中川和之・浜田和郎, 座談会：阪神・淡路大震災から 7 年「 地震調査研究の現状と課題 」
（ 下 ）, SEISMO, 61, 10–12, 2002.
島崎邦彦, 想定東海地震とその震源域の最近情勢, 建築防災, 296, 11–16, 2002.
(c) 島崎邦彦, 長期評価の現状, 第 2 回 地震調査研究と地震防災工学の連携ワークショップ , 東京, 3.21, 文部科学省,
3–7, 2001.
島崎邦彦, 長期的な地震発生の評価, 地震情報と 防災対策に関する国際シンポジウム, 東京, 2.28-3.1, 文部科学
省, 16–16, 2001.
Shimazaki, K., Recent progress in long-term earthquake forecasts in Japan, The 2002 Japan-Taiwan Joint Seminar
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on Earthquake Mechanisms and Hazards, Nagoya, Japan, Jan.27-28, 4–12, 2002.
Shimazaki, K., Seismic risk in Japanese cities and evaluation of seismic potential, 2002 APEC Symposium on
Confronting Urban Earthquakes and Seismic Early Warning, Taipei, Taiwan, Nov.28-29, 87–91, 2002.
Shimazaki, K., Long-term earthquake forecasts in Japan from 1996 to 2002, 4th Joint Meeting of U.S.-Japan
Natuaral Resources Panel on Earthquake Research, Morioka, Japan, Nov.6-8, 2002.
島崎邦彦, 地震動予測地図と地震発生の長期予測について , 地震動予測地図ワークショップ -地震調査研究と地震
防災工学・社会科学との連携-, 東京, 3.29, 27–30, 2002.
(d) 島崎邦彦ほか , あし た起きてもおかし くない大地震, 集英社, 2001.
島崎邦彦, 地震・火山，IMIDAS 2002, 973-984, 集英社, 2001.
島崎邦彦, 地震・火山，IMIDAS 2003, 200-211, 集英社, 2002.
島崎邦彦, 大地震は繰り返す，菊地正幸編「 地殻ダ イナミクスと地震発生 」，東京大学地震研究所編集「 地球科
学の新展開 2 」，28-42, 朝倉書店, 2002.
島崎邦彦, 序：日本列島が 危ない，
「 AERA Mook・地震がわかる。」，10-13, 朝日新聞社, 2002.
堀 宗朗
(a) Hori, M., T. Kameda and T. Kato, Application of stress inversion method to predict stress distribution in Japanese
Islands, Geophys. J. Int., 144, 597–608, 2001.
Hori, M., Inverse analysis method using spectral decomposition of Green’s function, Geophys. J. Int., 147, 77–87,
2001.
Hori, M. and T. Kameda, Inversion of stress from strain without full knowledge of constitutive relations, J. Mech.
Phys. Solids, 49, 1621–1638, 2001.
堀 宗朗・小国健二, 応力逆解析手法の構築と日本列島の応力増分分布推定への応用, 応用力学論文集, 4, 195–200,
2001.
中川英則・堀 宗朗・マチェイ アンド レ , 地表地震断層シミュレ ーションのための弾塑性確率有限要素法とその
計算例, 応用力学論文集, 4, 311–316, 2001.
鬼塚信弘・堀 宗朗・岩下和義・鈴木崇伸, 基盤の逆断層運動の数値実験における地盤変形の解析, 応用力学論文
集, 4, 317–323, 2001.
市村 強・堀 宗朗, 地表付近の三次元地下構造を考慮し た強震動シミュレータの開発, 応用力学論文集, 4, 356–361,
2001.
Anders, M. and M. Hori, Three-dimensional stochastic ﬁnite element method for elasto-plastic body, Int. J.
Numer. Meth. Engng., 51, 449–478, 2001.
Sasaki, I., K. Terada, K. Ikeda and M. Hori, Appropriate number of unit cells in a representative volume element
for micro-structural bifurcation encountered in a multi-scale modeling, Comput. Methods, Appl. Mech.
Engrg., 191, 2561–2585, 2002.
Wijerathne, M. L. L., K. Oguni and M. Hori, Tensor ﬁeld tomography based on 3D photoelasticity, Mechanics
of Materials, 34, 9, 533–545, 2002.
Abdo, M. A-B. and M. Hori, A numerical study of structural damage detection using changes in the rotation of
mode shapes, Journal of Sound and Vibration, 251, 2, 227–239, 2002.
北代州平・堀 宗朗, P 波を 利用し た大地震発生検知手法を 構築するための 基礎的研究, 土木学会論文集, 710,
I-60, 153–164, 2002.
中川英則・堀 宗朗, スペクトル確率有限要素法を用いた横ずれ 断層運動に伴う地表地盤の変状とその確率分布
に関する研究, 応用力学論文集, 5, 573–580, 2002.
市村 強・生出 佳・寺田賢二郎・堀 宗朗, 階層型解析手法に基づく構造物の動的解析手法の開発, 応用力学論文
集, 5, 581–587, 2002.
Yang, F., T. Ichimura and M. Hori, Earthquake simulation in virtual metropolis using strong motion simulator
and geographic information system, J. Appl. Mech. (JSCE), 5, 600–606, 2002.
小国健二・W. Lalith・堀 宗朗, 光弾性を用いた三次元応力場計測のための逆解析手法の開発, 応用, 5, 303–309,
2002.
Hori, M., M. Anders and H. Gotoh, Model experiment and numerical simulation of surface earthquake fault
induced by lateral strike slip, Structural Eng./Earthquake Eng., JSCE, 19, 2, 227–236, 2002.
(b) 北代州平・堀 宗朗, 巨大地震即時検出のためのデータ解析, 第 26 回地震工学研究発表会講演論文集, 26, 1103–1106,
2001.
須藤敦史・堀 宗朗・斉藤芳人, 振子の画像解析による地震動の同定, 第 26 回地震工学研究発表会講演論文集, 26,
49–52, 2001.
市村 強・堀 宗朗, 階層型解析手法を用いた強震動予測手法の開発, 第 26 回地震工学研究発表会講演論文集, 26,
201–204, 2001.
堀 宗朗・中川英則, 地表地震断層ミュレ ーションのための弾塑性確率有限要素法の構築とその適用, 第 26 回地
震工学研究発表会講演論文集, 26, 1201–1204, 2001.
Hori, M. and T. Ichimura, Application of macro-micro analysis method to estimate strong motion distribution
and resulting structure response, ACES Meeting, 2002.
(c) Hori, M., Stress inversion method for predicting local stress distribution for body with partially known constitutive
relations, Mechanics and Materials Conference, San Diego, USA, June 27-29, ASME, ASES, ASCE, 2001.
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Hori, M., A. Maciej and H. Nakagawa, Three-dimensional stochastic ﬁnite element method, Sixth U.S. National
Congress on Computational Mechanics, Dearborn, USA, Aug.1-4, NCCM, 2001.
Hori M. and K. Oguni, Stress inversion method of predicting stress from strain for body without full knowledge of
constitutive relations, 6th U.S. National Congress on Computational Mechanics, Dearborn, USA, Aug.1-4,
NCCM, 2001.
Ichimura, T. and M. Hori, Eﬃcient computation method for wave propagation phenomena based on multiscale analysis - for development of strong motion simulator -, International Conference on Computational
Engineering and Sciences, Mexico, Aug.19-25, ICEMS, 2001.
Hori, M. and T. Ichimura, Application of macro-micro analysis method to estimate strong motion distribution
and resulting structure response, 3rd ACES Meeting, Maui, USA, May 6-11, 2002.
Murakami, T., A. Murakami, M. Hori and H. Sakaguchi, Inverse analysis of stress developed in a granular
assemblage under trap-door conditions and its validation using the discrete element method, 3rd Int. Conf.
on Discrete Element Methods, Santa Fe, USA, Sep.23-25, in press, 2002.
Hori, M. and K. Oguni, Two analysis methods for crustal deformation of Japanese Islands, International Conference on Experimental and Computational Mechanics in Engineering, Dunhuang, Aug.24-27, 2002.
Hori, M., Recent advancement of earthquake engineering and seismology, International Conference on the Application and Evaluation of High-Grade Linepipes in Hostile Environments, Yokohama, Japan, Nov.7-8,
2002.
Hori, M., Model experiment and numerical analysis of surface rupture process and formation of echelon faults,
U.S.-Japan seminar on seismic disaster mitigation in urban area by geotechnical engineering, Anchorage,
USA, June 26-27, 2002.
Hidenori, N., M. Hori and K. Oguni, Spectral stochastic ﬁnite element method for surface earthquake fault
problems, 4th International Conference on Computational Stochastic Mechanics, Kerkyra, Greece, June
9-12, 2002.
Hori, M., K. Oguni and W. L. L. Wijerathne, Inversion of stress tensor using integrated photoelasticity, 39th
Annual Technical Meeting, Society of Engineering Science, University Park, USA, Oct.13-16, 2002.
(d) 堀 宗朗, 計算力学と地震予知研究, 矢川元基編「 計算力学と社会 」, 130-134 ，養賢堂, 2001.
村上 章・登坂宣好・堀 宗朗・鈴木 誠，
「 有限要素法・境界要素法による逆問題解析−カルマンフィルタと 等価
介在物法の応用− 」, コロナ社, 187 頁，2002.
山科健一郎
(b) 山科健一郎・西村裕一, 時間差実体視による 2000 年有珠火山噴火に伴う隆起検出, 地震研究所彙報, 76, 2, 227–235,
2001.
(d) 山科健一郎 (編)，前兆的地震活動の性質，宇津徳冶ほか編「 地震の事典 [第 2 版] 」，164-209 ，朝倉書店, 657 頁，
2001.
山科健一郎 (編), 地震活動の性質，宇津徳冶ほか編「 地震の事典 [第 2 版] 」，500-517 ，朝倉書店, 657 頁，2001.
小國健二
(a) Oguni, K. and G. Ravichandran, A micromechanical failure model for unidirectional ﬁber reinforced composites,
Int. J. Solids. Struct., 38, 40-41, 7215–7233, 2001.
Oguni, K. and G. Ravichandran, Dynamic compressive behavior of unidirectional E-glass/vinylester composites,
J. Mater. Sci., 36, 4, 831–838, 2001.
堀 宗朗・小国健二, 応力逆解析手法の構築と日本列島の応力増分分布推定への応用, 応用力学論文集, 4, 195–200,
2001.
Wijerathne, M. L. L., K. Oguni and M. Hori, Tensor ﬁeld tomography based on 3D photoelasticity, Mechanics
of Materials, 34, 9, 533–545, 2002.
小国健二・Wijerathne Lalith・堀 宗朗, 光弾性を用いた三次元応力場計測のための逆解析手法の開発, 応用力学
論文集, 5, 61–66, 2002.
(c) Hori, M. and K. Oguni, Stress inversion method of predicting stress from strain for body without full knowledge
of constitutive relations, 6th U.S. National Congress on Computational Mechanics, Dearborn, USA, Aug.1-4,
NCCM, 2001.
武井（ 小屋口 ）康子
(a) Takei, Y., Stress-induced anisotropy of partially molten media inferred from experimental deformation of a simple
binary system under acoustic monitoring, J. Geophys. Res., 106, B1, 567–588, 2001.
Takei, Y., Eﬀect of pore geometry on Vp/Vs: From equilibrium geometry to crack, J. Geophys. Res., 107(B2),
10.1029/2001JB000522, 2002.
(b) 武井康子, 流体の形状と地震波速度, 地震学会ニュースレ ター, 12, 6, 6–8, 2001.
(c) Takei Y. and I. Shimizu, Compositional dependence of dihedral angles in partially molten systems: thermostatistical models., Deformation Mechanisms, Rheology & Tectonics, Noordwijkerhout, Netherlands, April, 160,
2001.
武井康子, 固液二相系とし ての部分溶融物質の弾性波特性・異方性, 第 50 回応用力学講演会, 東京, 1.23, 387–388,
2001.
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Takei, Y., Observability of melt geometry using seismic tomographic results, 4th International Workshop on
Orogenic Lherzolites and Mantle Processes, Samani, Aug.26, 173–174, 2002.
西田 究
(a) Nishida, K., N. Kobayashi and Y. Fukao, Origin of Earth’s ground noise from 2 to 20 mHz , Geophys. Res. Lett.,
29, 10, 52-1–52-4, 2002.
Fukao, Y., K. Nishida, N. Suda, K. Nawa and N. Kobayashi, A theory of the Earth’s background free oscillations,
J. Geophys. Res., 107, B9, 11-1–11-10, 2002.
三浦弥生
(a) Kaneoka, I., T. Hanyu, J. Yamamoto and Y. N. Miura, Noble gas systematics of the Hawaiian volcanoes based
on the analysis of Loihi, Kilauea and Koolau submarine rocks., AGU Geophys. Monogr. Ser., 128, 373–389,
2002.
Yamaguchi, A., R. N. Clayton, T. K. Mayeda, M. Ebihara, Y. Oura, Y. N. Miura, H. Haramura, K. Misawa, H.
Kojima and K. Nagao, A new source of Basaltic meteorites inferred from Northwest Arrica 011, Science,
296, 334–336, 2002.
Honda, M., M. W. Caﬀee, Y. N. Miura, H. Nagai, K. Nagao and K. Nishiizumi, Cosmogenic nuclides in the
Brenham pallasite, Meteoritics and Planetary Science, 37, 1711–1728, 2002.
(c) Miura, Y. N., N. Sugiura, K. Kiyota and K. Nagao, Noble gases and nitrogen in some chondrites: an Ar-rich
component related to isotopically light nitrogen, 64th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Vatican,
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(b) 松林 修・山野 誠, 付加体中の流体移動の解明に関わる海底熱流量の長期観測, 月刊地球, 号外, 32, 220–225, 2001.
山野 誠・後藤秀作, 野島断層掘削孔における注水・湧水による孔内温度分布の変動, 月刊地球, 23, 236–239, 2001.
山野 誠・木下正高・後藤秀作, 南海トラフ沈み込み帯の温度構造と孔内長期温度計測, 月刊地球, 号外, 36, 161–168,
2002.
佐柳敬造・木下正高・上嶋 誠・三ケ田 均・長尾年恭・山野 誠, 孔内長期電位差計開発の取り組み, 月刊地球, 号
外, 36, 169–175, 2002.
(c) Yamano, M. and B.-S. Huang, Temperature monitoring in Chelungpu Fault boreholes, ICDP Workshop on Drilling
the Chelungpu Fault, Taiwan: Investigating the Physics of Faulting for a Recent Large Earthquake, Taipei,
Taiwan and Menlo Park, USA, Sep.27-29 and Dec.15, 2001, 76–79, 2002.
清水久芳
(a) Koyama, T., H. Shimizu and H. Utada, Possible eﬀects of lateral heterogeneity in the D” layer on electromagnetic
variations of core origin, Phys. Earth Planet. Inter., 129, 1-2, 99–116, 2002.
竹内 希
(a) Takeuchi, N., S. Tsuboi, S. Watada, Y. Fukao, M. Kobayashi, Y. Matsuzaki and N. Nakashima, Application of
distributed object technology to seismic waveform distribution system, Seism. Res. Lett., 73, 2, 166–172,
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2002.
(b) 竹内 希・小林 穣, Direct Solution Method を用いた波形インバージョンによる全マントル S 波速度構造推定〜
予備的解析, 月刊地球, 23, 46–51, 2001.
(c) Mizutani, H., N. Takeuchi and R. J. Geller, Accurate and eﬃcient methods of calculating synthetic seismograms,
5th SEGJ International Symposium - Imaging Technology, Tokyo, Japan, Jan.24-26, 81–84, 2001.
Geller, R. J., T. Hara and N. Takeuchi, Waveform inversion for global scale 3-D earth structure, 5th SEGJ
International Symposium - Imaging Technology, Tokyo, Japan, Jan.24-26, 85–88, 2001.
Mizutani, H., R. J. Geller and N. Takeuchi, Derivation of optimally accurate operators for computation of
synthetic seismograms for a medium with internode discontinuities, OHP/ION Joint Symposium on ”LongTerm Observations in the Oceans”, Yamanashi, Japan, Jan.21-27, 209–209, 2001.
Takeuchi, N., S. Watada, Y. Fukao and S. Tsuboi, OHP data center, OHP/ION Joint Symposium on ”Long-Term
Observations in the Oceans”, Yamanashi, Japan, Jan.21-27, 11–12, 2001.
Takeuchi, N., M. Kobayashi and R. J. Geller, Whole mantle S wave structure obtained by preliminary broadband waveform inversion using the Direct Solution Method, OHP/ION Joint Symposium on ”Long-Term
Observations in the Oceans”, Yamanashi, Japan, Jan.21-27, 194–195, 2001.
Fukao, Y., Y. Morita, M. Shiobara, T. Kanazawa, H. Utada, H. Toh, T. Kato, T. Sato, H. Shiobara, N. Seama, H.
Fujimoto and N. Takeuchi, The Ocean Hemisphere Network Project (OHP), Workshop Report of OHP/ION
Joint Symposium, Yamanashi, Japan, Jan.21-27, 13–29, 2001.
Takeuchi, N. and M. Kobayashi, Useful index showing the homogeneity of waveform inversion dataset, Spuerplume
International Workshop, Tokyo, Japan, Jan.28-31, 2002, 79–79, 2002.
Geller, R. J., H. Mizutani, N. Takeuchi and N. Hirabayashi, Optimally accurate ﬁnite diﬀerence operators and
their application to forward and inverse seismic modeling, EAGE 64th Conference & Exhibition, Florence,
Italy, May 27-30, E013, 2002.
Fukao, Y., Y. Morita, M. Shinohara, T. Kanazawa, H. Utada, T. Toh, T. Kato, T. Sato, H. Shiobara, N. Seama,
H. Fujimoto and N. Takeuchi, The Ocean Hemisphere Network, First China-Japan Workshop on Earthquake
Disaster Mitigation, Beijing, China, Sep.18-21, 2001, 9–19, 2002.
Takeuchi, N. and M. Kobayashi, Useful index showing homogeneity of waveform inversion dataset, IRIS 14th
Annual Workshop, Hawaii, USA, June 12-16, 2002.
(d) 竹内 希・清水久芳, CMB の不思議，川勝 均編「 地球ダ イナミクスとト モグ ラフィー」，東京大学地震研究所編
集「 地球科学の新展開１ 」，138-160, 朝倉書店, 2002.
綿田辰吾
(a) Takeuchi, N., S. Watada, S. Tsuboi, M. Koyabashi, Y. Matsuzawa and T. Nakashima, Application of distributed
object technology to seismic waveform distribution, Seism. Res. Lett., 73, 2, 166–172, 2002.
(b) 綿田辰吾・田川明子, Ocean Hemisphere Network Project, 2002.
(c) Takeuchi, N., S. Tsuboi, S. Watada and Y. Fukao, OHP Data Center, OHP/ION Joint Symposium, Yamanashi
Prefecture, Jan.21-27, OHP/ION Joint Symposium Organizing Committee, 11–12, 2001.
Watada, S., A. Kobayashi and E. Fujita, Seasonal variations of atmospheric and ocean bottom pressure data in
milliherz band, OHP/ION Joint Symposium, Yamanashi Prefecture, Jan.21-27, OHP/ION Joint Symposium
Organizing Committee, 35–37, 2001.
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3.2

各教官等の学会等での活動

各教官等が 2001 年 1 月 ∼2002 年 12 月の間に 行った学会等での活動内容．なお (a)∼(e) の区分は以下のとおり．
(a) 国際研究集会発表
(b) 国内外委員会，雑誌エデ ィタ等
(c) 受賞
(d) 発明特許
(e) 共同研究

地球流動破壊部門
栗田 敬
(b) SEDI, Advisory Comittee Member, 2000.8–2004.3.
島崎邦彦
(a) International Symposium on Earthquake Information and Disaster Countermeasures, Tokyo, Japan, Feb.28-March
1, 2001.
Earth Sciences and Natural Disaster Prevention: A Japan-Italy Joint Meeting in Year 2001, Uji, Japan, Dec.3,
2001.
The 2002 Japan-Taiwan Joint Seminar on Earthquake Mechanisms and Hazards, Nagoya, Japan, Jan.27, 2002.
4th Joint Meeting of U.S.-Japan Natural Resources Panel on Earthquake Research, Morioka, Japan, Nov.6, 2002.
2002 APEC Symposium on Confronting Urban Earthquakes and Seismic Early Warning, Taipei, China, Nov.28,
2002.
(b) Pure and Applied Geophysics, 編集委員, 1993.1–2002.12.
日本建築学会構造委員会振動運営委員会地震荷重小委員会, 委員, 1997.4–2003.3.
日本建築学会構造委員会振動運営委員会地震荷重小委員会「 限界状態を考慮し た地震荷重検討ＷＧ委員会 」,
委員, 1997.4–2001.3.
（ 社 ）日本地震学会, 副会長, 2000.12–2004.5.
日本建築学会地震防災総合研究特別研究委員会, 委員, 2001.4–2004.3.
日本建築学会地震防災総合研究特別研究委員会危険度・耐震安全評価小委員会, 委員, 2001.4–2004.3.
土木学会地震工学委員会断層進展および これに直接関連する被害研究小委員会, 委員, 2001.6–2003.6.
(e) 繰り返し 注水実験による野島断層の強度回復の検出および 誘発地震発生メカニズ ムの解明, 代表, 西上欽也・大
志万直人・藤森邦夫（ 京大 ）
・山岡耕春（ 名大 ）
・平松良浩（ 金沢大 ）
・村上英記（ 高知大 ）
・小泉尚嗣（ 地質
調査所 ）
・平田 直・山野 誠（ 東大・地震研 ）ほか, 18 名, 18, 100,000 円, 繰り返し 注水実験による野島断層
の強度回復の検出および 誘発地震発生の メカニズム, 1999.4–2001.3.
堀 宗朗
(a) Mechanics and Materials Conference, San Diego, USA, June 27-29, 2001.
6th U.S. National Congress on Computational Mechanics, Dearborn, USA, Aug.1-4, 2001.
International Conference on Computational Engineering & Sciences, Mexico, Mexico, Aug.19-25, 2001.
SSS2001 (Workshop on Scalable Solver Software), Tokyo, Japan, Dec.3-5, 2001.
US-Japan Workshop on Geotechnical Earthquake Engineering for Mitigation of Urban Disaster, Anchorage, USA,
June 23-24, 2002.
3rd ACES workshop, Mauii, USA, May 6-10, 2002.
IUTAM Symposium on Asymptotics, Singularities and Homogenisation in Problems of Mechanics, Liverpool,
UK, July 8-11, 2002.
3rd International Conference on Discrete Element Methods, Santa Fe, USA, Sep.23 - 25, 2002.
International Conference on Experimental and Computational Mechanics in Engineering, Dunhuang, China,
Aug.24, 2002.
3rd Int. Conf. on Discrete Element Methods, Santa Fe, USA, Sep.9, 2002.
39th Annual Technical Meeting, Society of Engineering Science, University Park, USA, Oct.13, 2002.
International Conference on the Application and Evaluation of High-Grade Linepipes in Hostile Environments,
Yokohama, Japan, Nov.7, 2002.
(b) 日本学術会議理論応用力学連合研究連絡委員会, 委員, 1995.4–2004.3.
土木学会応用力学委員会逆問題小委員会, 幹事委員, 1996.6–2004.5.
地盤工学会亀裂性岩盤の浸透流に関する調査研究委員会, 委員, 1998.4–2002.3.
土木学会応用力学委員会地殻工学小委員会, 小委員長, 1998.6–2004.5.
土木学会応用力学論文集編集委員会, 主査, 1998.6–2004.5.
土木学会応用力学委員会, 幹事, 1998.6–2004.5.
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国際地盤工学委員会 Technical Committe 34, 委員, 1999.4–2004.3.
地盤工学会論文集編集委員会, 幹事, 1999.6–2004.5.
土木学会応用力学委員会計算力学小委員会, 委員, 1999.6–2004.5.
土木学会地震工学委員会活断層小委員会, 幹事長, 1999.9–2002.8.
地盤工学会構成則委員会, 委員, 2000.6–2004.5.
土木学会土木学会論文集編集委員会, 幹事委員, 2001.6–2003.5.
土木学会教育委員会大学教育小委員会, 委員, 2001.6–2003.5.
International Workshp on Seismic Fault-induced Failures, Guest Editor, 2001.6–2002.3.
土木学会広報委員会, 委員, 2001.6–2004.5.
土木学会応用力学委員会破壊力学小委員会, 幹事委員, 2001.6–2004.5.
International Symposium on Pipe Line Engineering, International Advisory Committee, 2001.12–2002.11.
International Symposium on Inverse Problems in Engineering Mechanics, 2003, International Advisory Committee, 2002.4–2003.3.
土木学会出版委員会, 幹事, 2002.6–2004.5.
地震工学会学術研究委員会, 幹事, 2002.6–2004.5.
土木学会地震工学委員会幹事会, 幹事委員, 2002.6–2004.5.
土木学会地震工学委員会統合地震シミュレ ーション 小委員会, 小委員長, 2002.7–2004.6.
International Workshop on Geotechnical X-Ray CT, International Advisory Committee, 2002.7–2003.6.
7th US National Congress on Computational Mechanics, International Advisory Committee, 2002.9–2003.7.
WCCM ６ & APCOM04, Mini-symposium Organizer, 2002.9–2004.8.
Japanese Association of Computational Mechanics, 運営委員, 2002.12–.
(d) 特許, 応力逆解析手法を用いた次世代材料試験, 堀 宗朗・亀田敏弘・小山 茂・JST, 2001.1.1.
(e) 液状化対策に関する研究, 分担, 地震予知総合研究振興会, 10 名, 1,000 千円, 液状化対策に関する研究報告書多
数, 1988.4–2004.3.
防犯用ビデ オカ メラを 利用し た強震動測定装置開発に 関する研究, 代表, 地崎工業・前田建設・武蔵工業大学,
10 名, 500 千円，学会発表等, 1996.4–2004.3.
活断層の予測と対策, 分担, 小長井一男 (東大・地震研 ）, 5 名, 10,000 千円, 2000.4–2004.3.
数理科学の応用研究会, 分担, 佐藤忠信（ 京大・防災研 ）, 20 名, 200 千円, 災害数理学の現状と将来展望, 2000.4–
2004.3.
活断層の予測と対策, 分担, 濱田政則 (早稲田大・理工 ）, 5 名, 20,000 千円, 2001.4–2004.3.
十勝港発破実験, 分担, （ 独 ）港湾空港技術研, 20 名, 200,000 千円，十勝港発破実験報告書, 2001.4–2002.3.
山科健一郎
小國健二
(b) 土木学会固体の破壊現象に関する小委員会, 委員, 2001.4–2003.3.
武井（ 小屋口 ）康子
(a) Deformation Mechanisms, Rheology & Tectonics, Noordwijkerhout, Netherlands, April 4, 2001.
4th International Workshop on Orogenic Lherzolites and Mantle Processes, Samani, Japan, Aug.26, 2002.
(b) 地震, 編集委員, 2001.4–2003.3.
西田 究
(a) OHP/ION Joint Symposium Long-Term Observations in the Ocean, Yamanashi, Japan, Dec.21, 2001.
三浦弥生
(a) 64th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Vatican city, Vatican, Sep.10-12, 2001.
65th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Los Angeles, USA, July 21-26, 2002.
(e) 南極隕石の 精密分類および その 総合カタログ の 作 成, 分担, 小島秀康（ 国立極地研 ）, 42 名, 約 5,000 千円,
1998.4–2003.3.
宇宙線生成核種の多変量解析による惑星物質の進化と隕石の起源について , 分担, 日高 洋（ 広島大 ）, 3 名, 9,200
千円, 2001.4–2004.3.
オーブ ラ イト 隕石の酸素同位体比, 分担, 日下部 実（ 岡山大・固体地球研究セ ）, 2 名, 2002.4–.
三谷（ 門野 ）典子
(a) AGU 2002 Fall Meeting, San Fransisco, USA, Dec.6-10, 2002.

地球ダ イナミクス部門
兼岡一郎
(a) 11th Annual V.M.Goldschmidt Conference, Hot Springs, USA, May 20-24, 2001.
12th Annual V.M.Goldschmidt Conference, Davos, Switzerland, Aug.22, 2002.
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(b) 日本火山学会, 評議員, 1998.4–2002.3.
日本地質学会, 地層名委員会委員, 2000.6–2002.3.
・矢内桂三・小島秀康（ 極地
(e) K-Ar, Ar-Ar 法による岩石・隕石等の年代学的研究, 代表, 瀧上 豊（ 関東学園大 ）
研）
・岩田尚能（ 山形大 ）, 5 名, 40Ar-39Ar 法による岩石・隕石等の年代測定, 1990.4–2004.3.
インド・デ カン 高原玄武岩及び 岩脈の形成史に関する研究, 分担, D. D. Deshmukh(Geol. Surv. India)・瀧上 豊
（ 関東学園大 ）
・藤井敏嗣（ 東大・地震研 ）
・岩田尚能（ 山形大 ）, 5 名, 1993.4–2002.12.
南太平洋地域のホット・スポットに関する研究, 代表, R. Maury (Univ. de Bretagne Occidentale, Brest)・巽 好
幸（ 京大・総合人間科学 ）
・羽生 毅（（ 東大・地震研 ）, 4 名, 1993.4–2004.3.
マントル構成岩石中の揮発性元素の研究, 青木謙一郎・海老原 充（ 都立大・理 ）
・村松康行（ 放医研 ）
・佐野有司
（ 東大・海洋研 ）, 5 名, 1994.4–2004.3.
シベリア東部捕獲岩中の希ガ ス同位体によるマント ル 進化の研究, 代表, V. Prikhodko (Russian Academy of
Sciences, Khabarovsk)・荒井章司（ 金沢大 ）
・山本順司（ 東大・地殻化学 ）, 4 名, 1995.4–2004.3.
宇宙線生成核種希ガ ス同位体を用いた Reunion 島火山岩の浸食率の推定, 代表, Th. Staudacher(IPGP, Paris)・
三浦弥生（ 東大・地震研 ）, 3 名, 1996.4–2002.12.
・永井尚生（ 日大・文
10Be を用いた日本列島下のマグ マへの堆積物の寄与の評価の研究, 代表, 今村峯雄（ 歴博 ）
理）
・島岡晶子（ UC, Berkeley), 4 名, Be 同位体比からみた島弧マグマへの海洋堆積物の寄与, 1997.4–2002.12.
ハワ イホット スポット 火山の研究, 分担, 高橋栄一（ 東工大・理 ）
・宇井忠英（ 北大・理 ）
・柴田次夫（ 岡山大・
理）
・海野 進（ 静岡大・理 ）
・仲 二郎（ 海洋科技セ ）
・M. Garcia・A. Malahoﬀ(Univ. Hawaii) ほか, 10 名,
1998.4–2004.3.
カナリア諸島周辺の火山岩の地球化学的研究, 代表, H. Schmincke・A. A. Gurenko(GEOMAR)・三浦弥生（ 東
大・地震研 ）, 4 名, 1999.7–2002.12.
インド , カッチ地域の超塩基性捕獲岩の希ガ ス同位体学的研究, 代表, R. Duraiswami(Univ. Pune)・山本順司
（ 東大・地殻化学 ）, 3 名, 1999.8–2004.3.
14C 年代の信頼性に関する研究, 代表, 吉田邦夫・宮崎ゆみ子（ 東大・総合研究博物館 ）, 3 名, 2000.4–2004.3.
キンバーラ イト 中の揮発性元素の起源に関する研究, 代表, 中井俊一（ 東大・地震研 ），佐野有司（ 東大・海洋
研）
・有馬 眞（ 横浜国大・教育 ）, 4 名, 2001.4–2004.3.
瀬野徹三
(a) Ocean Hemisphere Symposium, Yamanashi, Japan, Jan.21-23, 2001.
ICDP Workshop on Drilling the Chelungpu Fault, Taiwan, Taipei, Taiwan, Sep.27-28, 2001.
AGU 2001 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.9-14, 2001.
JUDGE International Workshop, Chiba, Japan, Nov.14, 2002.
AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.6, 2002.
(b) （ 社 ）日本地震学会, 代議員, 2000.10–2003.3.
(e) 2001 年芸予地震の原因, 分担, 大倉敬宏（ 京大・阿蘇 ）, 2 名， 2001.10–2003.3.
藤井敏嗣
(a) Cities on Volcanoes 2, Auckland, New Zealand, 2.12-16, 2001.
(b) IAVCEI, Executive Committee Member, 1999.8–2003.7.
日本火山学会, 評議員, 2002.4–2004.3.
(e) 含水マントル構成物質が 高圧下で形成する水素結合の分光学的研究, 分担, 鍵 裕之（ 東大・理 ）
・安田 敦（ 東大・
地震研 ）, 3 名, 384 千円, 同上, 2000.4–2001.3.
含水珪酸塩メルトの高温「 その場 」赤外光吸収特性の決定, 分担, 山下 茂（ 岡山大・固体地球研究セ ）, 2 名,
356 千円, 同上, 2000.4–2001.3.
下部マントル中の化学組成に起因する相構造の解明, 分担, 小野重明（ 東大・物性研 ）, 2,180 千円, 同上, 2000.4–
2001.3.
21 世紀の地球惑星物質科学, 分担, 井上 徹（ 愛媛大・理 ）, 約 40 名, 600 千円, 同上, 2000.4–2001.3.
火山噴火時における弱揮発性元素の脱ガ ス度に関する研究, 分担, 佐野貴司（ 富士常葉大・環境防災 ）, 2 名, 450
千円, 2001.4–2002.3.
含水珪酸塩ガ ラスの赤外光吸収特性の組成依存性の研究, 分担, 山下 茂（ 岡山大・固体地球研究セ ）, 2 名, 240
千円, 2001.4–2002.3.
マグ マの科学, 分担, 船越賢一 ((財 ）高輝度光科学研究セ ）, 40 名, 562 千円, 2001.4–2002.3.
本多 了
(a) Ocean Hemisphere Symposium, Yamanashi, Japan, Jan.21-23, 2001.
AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.6, 2002.
(b) （ 社 ）日本地震学会, 代議員, 2000.10-2003.3.
地球シミュレ ータ利用計画委員会委員, 2002.4-2004.3.
中井俊一
(a) 12th Goldschmidt Conference, Davos, Switzerland, Aug., 2002.
(b) 日本地球化学会, 評議員, 1998.1–2001.12.
日本地球化学会, 地球化学ニュース編集幹事, 2000.1–2001.12.
(e) 微量元素の化学状態に基づ く火成岩生成の酸化還元状態の推定, 分担, 清水 洋・高橋嘉夫（ 広島大・理 ）, 3 名,
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2001.4–2002.3.
LA-ICP-MS を用いた酸性深成岩石英中の包有物の地球化学的研究, 分担, 石橋純一郎・池見洋明 (九大・理 ）, 3
名, 2001.4–2004.3.
中期中新世の西南日本弧で 起こった，海溝寄りの 地域でのマグ マティズ ムの 成因, 分担, 新正裕尚（ 東京経済
大 ）, 3 名, 2001.4–2002.3.
日韓科学協力事業共同研究「 沈殿鉱物の微量元素に よる地下水系古環境の研究 」, 代表, Lee Seung-Gu, Lee
Dae-Ha (Korean Institute of Geology, Mining & Materials, 3 名, 1,100 千円, 2001.9–2003.8.
西南日本弧の中期中新世珪長質火成活動の成因, 分担, 新正裕尚（ 東京経済大・経営 ）, 3 名, 2002.4–2003.3.
東濃ウラン 鉱床の月吉断層の形成年代決定に 関する基礎検討, 分担, 清水 洋・高橋嘉夫（ 広島大・理) , 3 名,
2002.4–2003.3.
同位体分析に基づくマントル物質の化学的進化過程の解明, 分担, 巽 好幸・羽生 毅・佐藤佳子・田村 肇 (IFREE)・
熊谷英憲・西尾嘉朗（ JAMSTEC ）
・兼岡一郎・中井俊一・折橋裕二・三浦弥生（ 東大・地震研 ）, 10 名,
2002.4–2004.3.
マントルゼノリスのリチウム同位体組成から ，島弧・大陸下マントルへの沈み込み物質の影響の解明, 分担, 西
尾嘉郎 (海洋科技セ), 2 名, 2002.4–2003.3.
安田 敦
(a) AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.10, 2002.
(b) 日本火山学会, 事業委員, 2002.4–.
(e) 科学研究費（ 基盤 (B))「 玄武岩マグ マの脱ガ スと結晶作用に関する研究 」, 分担, 藤井敏嗣（ 東大・地震研 ）, 2
名, 2000.4–2003.3.
科学研究費（ 基盤 (C))「 衛星データによる準リアルタイム活火山熱観測システムの開発 」, 分担, 代表：金子隆
之（ 東大・地震研 ）
・M. J. Wooster(London Univ.), 3 名, 2001.4–2003.3.
インターネットとリモート センシングによる火山噴火リアルタイム監視システムの開発, 分担, 代表：金子隆之
（ 東大・地震研 ）, 3 名, 1,400 千円, 2002.4–2003.3.
折橋裕二
(a) XV Congreso Geologico Argentino, El Calafate, Argentine Republic, April 23-26, 2002.
(e) 西南日本外帯，中期中新世花こ う岩類の成因：スラブ 溶融の可能性について , 代表, 安間了（ 筑波大 ）
・新正裕
尚（ 東経大 ）
・平田岳史（ 東工大 ）
・岩野英樹・壇原 徹（ 京都 FT ）, 5 名, 1999.4–2003.3.
ヒマラヤ山脈の上昇とそれに伴う地球環境変動の研究, 分担, 酒井治孝・西 弘嗣・大野正夫（ 九大・比較社会文
化研究 ）
・瀧上 豊（ 関東学園大・法 ）ほか , 12 名, 1999.4–2002.3.
パタゴ ニア地域（ チリ南部 ），中期中新世‐第四紀火山岩類の成因：海嶺沈み込みと大陸弧におけ る火成活動
の時空変遷, 代表, 平田大二（ 神奈川県博 ）
・元木昭寿（ Riode Janeiro State Univ. ）
・岩森 光（ 東大・理 ）
・
J. A. Naranjo (SERNAGEOMIN, Chile)・F. Herve (Chile Univ.)・安間 了 (筑波大 ）
・丸山茂徳（ 東工大 ）
・
V. D. Ramos (Univ. Buenos Aires)・M. Haller (Univ. La Patagonia ）ほか , 14 名, 2000.4–2001.3.
アデン 湾・東経 46 °近傍におけ る MORB の地球化学的研究（ 東大・海洋研・白鳳丸 KH-00-5 次航海 ）, 分担,
玉木賢策・石井輝秋・原口 悟（ 東大・海洋研 ）
・Salah A. Al-Khirbash (Sana’a University), 約 20 名, Aden
New Century Onboard Report, 2000.12–2001.1.
チリ海嶺沈み込みと 陸弧におけ る火成活動の時空変遷, 分担, 安間 了（ 筑波大 ）
・岩森 光（ 東大 ）
・安仁屋政武
（ 筑波大 ）
・丸山茂徳（ 東工大 ）ほか , 17 名, 25,200 千円, 2001.4–2004.3.
西南日本弧の海溝寄りの地域で中期中新世に起こった火成活動の成因, 分担, 新正裕尚（ 東京経大 ）
・中井俊一
（ 東大・地震研 ）, 3 名, 270 千円, 2001.4–2002.3.
沈み込み帯におけ る H20- メルト 生成・移動の解明：微量元素からの制約, 分担, 岩森 光（ 東大・理 ）, 2 名, 270
千円, 2001.4–2002.3.
若いスラブ（ ＜ 5Ma ）の沈み込みによる火成活動のプ ロセスの解明：チリ南部第四紀火山を例に, 分担, 平田大
二（ 神奈川県博 ）
・中田節也（ 東大・地震研 ）, 3 名, 280 千円, 2001.4–2002.3.
ハワイホット スポット 火山の研究, 分担, 高橋栄一（ 東工大 ）
・金松敏也（ JAMSTEC ）
・仲 二郎（ JAMSTEC ）ほ
か , 約 25 名, Kaiko/Kairei Cruise (KRO1-12) around Hawaii Islands Onboard Report 2001, 2001.8–9.
吉田 満
(a) AGU 2001 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.10-14, 2001.
Western Paciﬁc Geophysics Meeting, Wellington, New Zealand, July 9-12, 2002.
山崎 雅

地球計測部門
大久保修平
(a) 3rd Meeting of the International Gravity and Geoid Commission, Thessaloniki, Greece, Aug.26, 2002.
(b) Journal of Geodesy, 編集委員, 1996.1–2003.7.
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日本学術会議測地学研究連絡委員会・重力ジオ イド 小委員会, 小委員長, 1998.4–2003.9.
日本学術会議測地学研究連絡委員会, 幹事, 2000.9–2003.9.
日本測地学会, 評議員, 2001.4–2003.3.
東原紘道
(a) 1st Albert Caquot International Conference, Paris, France, Oct.3-5, 2001.
1st China-Japan Workshop on Earthquake Disaster Mitigation, Beijing, China, Sep.18-20, 2001.
4th Workshop on Earthquake Disaster Mitigation for the Asia-Paciﬁc Region, Kamakura, Japan, Dec.3-4, 2001.
China-Japan Workshop on Earthquake Disaster Mitigation, Beijing, China, Sep.17-18, 2001.
15th ASCE Engineering Mechanics Conference, New York, USA, June 3, 2002.
5th EqTAP Workshop, Bangkok, Thailand, Dec.3, 2002.
(e) 振興調整費による多国間型国際共同研究「 アジア・太平洋地域に適し た地震・津波災害軽減技術の開発とその
体系化に関する研究」, 東原紘道・菊地正幸・歌田久司・加藤照之・森田裕一・卜部 卓・山中佳子（ 東大・
地震研 ）
・入倉孝次郎（ 京大・防災研 ）
・大町達夫（ 東工大 ）, ほか国の内外の極めて多数の大学，行政機関
および 研究機関が 参加, 1998.4–2003.3.
山下輝夫
(a) IAGA-IASPEI Joint Scientiﬁc Assembly, Hanoi, Vietnam, Aug.19-31, 2001.
International Symposium on Physics of Active Fault Zone, Tsukuba, Japan, Feb.26-27, 2002.
(b) Acta Geophysica Polonica, Member of Editorial Board, 1994.1–2004.3.
Journal of Geophysical Research - Solid Earth, Associate Editor, 2000.1–2004.12.
（ 社 ）日本地震学会, 代議員, 2001.1–2003.3.
(e) 短波長不均質構造と高周波地震像, 分担, 小菅正裕, 2000.4–2003.3.
孫 文科
(a) IAG 2001 Scientiﬁc Assembly, Budapest, Hungary, Sep.2-7, 2001.
First Japanese-Chinese Workshop on Seismic Hazard Mitigation, Beijing, China, Sep.18-19, 2001.
Western Paciﬁc Geophysical Meeting, Wellington, New Zealand, Jul.9, 2002.
(b) Journal of Geodesy and Geodynamics, Editor, 2001.12–.
Geodetic Society of Japan, Editor for Year Report, 2002.4–7.
IAG Special Study Group 4.189 Dynamic theories of deformation and gravity ﬁelds , Member, 1999-2003.
宮武 隆
(a) AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.6, 2002.
(b) 日本地震学会, 評議員, 2000.4–2001.3.
土木学会地震工学委員会減震・免震・制震研究小委員会, 委員, 2000.8–2002.8.
（ 社 ）日本地震学会, 代議員, 2001.4–2002.3.
新谷昌人
(a) 7th International Workshop on Accelerator Alignment (IWAA2002), Hyogo, Japan, Nov.11-14, 2002.
(d) 特許出願, 微小距離投げ 上げ 式絶対重力計 (特願 2002-11961), 新谷昌人, 2002.1.21.
特許出願, Micro-distance toss-up type absolute gravimeter (10/165,278), 新谷昌人, 2002.6.10.
(e) 直交光路レ ーザー干渉計による地球自由振動帯域のせん 断歪直接測定, 分担, 深尾良夫（ 東大・地震研 ）
・山田
功夫（ 名大・理 ）, 3 名, 2,100 千円, 1999.4–2001.3.
重力波観測による MACHO ブ ラックホール合体に関する研究, 分担, 戸塚洋二・黒田和明・大橋正健・三代木伸
二・辰巳大輔（ 東大・宇宙線研 ）
・藤本眞克（ 国立天文台 ）, 7 名, 約 42,000 千円, 1999.4–2002.3.
関東・東海地域におけ る地震活動に関する研究, 坂田正治（ 防災科技研 ）, 2 名, 2001.5–2002.3.
関東・東海地域におけ る地震活動に関する研究, 分担, 坂田正治 (防災科技研), 2 名, 2002.5–2003.3.
精密物理実験に おけ る地面振動等の 雑音に 関する研究, 代表, 佐々木真人 (東大・宇宙線研), 3 名, 550 千円,
2002.6–2003.3.
大竹雄次
(b) 地震研究所技術報告編集委員会, 編集委員, 1996.4–2002.3.
(d) 特許（ 出願中 ）, 平行磁場中に 配置された永久磁石を 有する振り子を 用いた 無定位回転型振動検出器, 大竹雄
次, 2001.5.13.
特許（ 出願中 ）, 水平地動検出器（ 永久磁石による錘の反発浮上と板バネ振り子を併用し た水平地動検出器 ）,
大竹雄次, 2002.11.19.
古屋正人
(a) CEOS SAR Workshop 2001, Tokyo, Japan, April 2-5, 2001.
IAG 2001 Scientiﬁc Assembly, Budapest, Hungary, Sep.2-7, 2001.
AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.6, 2002.
(b) 日本測地学会「 測地学会誌 」編集委員会, 編集委員, 2000.4–2003.3.
日本測地学会宇宙技術利用小委員会, 委員, 2000.9–2003.9.
日本測地学会, 評議員, 2001.4–2003.3.
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楠城一嘉
(a) Intersections of Art and Science, 5th ISIS-Symmetry Congress & Exhibition, Sydney, Australia, July 8-14, 2001.
奥野淳一

地震火山災害部門
壁谷澤寿海
(a) US-Japan Workshop on Urban Disaster Mitigation, Seattle, USA, Aug.16, 2001.
3rd US-Japan Workshop on Performance-Based Earthquake Engineering Methodology for Reinforced Concrete
Building Structures, Seattle, USA, Aug.17-18, 2001.
4th International Symposium on Earthquake Engineering for Moderate Seismicity Regions, Seoul, Korea, Feb.5-7,
2001.
8th East Asia-Paciﬁc Conference on Structural Engineering and Construction, Singapore, Singapore, Dec.5-7,
2001.
2nd Japan-Slovenia Workshop on Performance Based Seismic Desingn Methodologies, Ljubljana, Slovenia, Oct.12, 2001.
International Seminar on Structural Performance Evaluation of Hybrid Wall System, Seoul, Korea, June 7, 2001.
7th U.S. National Conference on Earthquake Engineering, Boston, USA, Jul.22, 2002.
ACE2002: Advances in Civil Engineering, 5th International Congress, Istanbul, Turkey, Sep.25, 2002.
Structural Engineers World Congress, Yokohama, Japan, Oct.12, 2002.
Workshop on Smart Structural Systems organized for U.S.-Japan Cooperative Research Programs on Smart
Structural Systems (Auto-adaptive Media) and Urban Earthquake Disaster Mitigation, Tsukuba, Japan,
Oct.18, 2002.
4th US-Japan Workshop on Performance-based Earthquake Engineering Methodology for Reinforced Concrete
Building Structures, Toba, Japan, Oct.23, 2002.
(b) 日本コン クリ−ト 工学協会 ISO/TC71 対応国内委員会, 委員, 1995.4–2004.3.
土木学会「 構造物の破壊過程解明に基づく生活基盤の地震防災性向上に関する研究」第三分科会, 委員, 1999.4–
2004.3.
日本学術会議 メカニクス・構造研究連絡委員会地震工学専門委員会, 委員, 2000.4–2003.3.
日本建築学会構造委員会鉄筋コンクリ−ト 構造運営委員会 RC 建物の限界状態と性能評価小委員会, 主査 (1999.4-),
2001.4–2002.3.
（ 財 ）日本建築セン ター（ 日米共同研究 ）高知能建築構造システムの開発/システム部会, 委員, 2001.4–2002.3.
（ 財 ）日本建築センター（ 日米共同研究 ）高知能建築構造シ ステムの開発/シ ステム部会損傷システム WG, 主
査, 2001.4–2003.3.
Proc., 3rd US-Japan Workshop on Performance-Based Earthquake Engineering Methodology for Reinforced Concrete Building Structures, Editor, 2001.12.
日本建築学会構造委員会振動運営委員会地震荷重小委員会, 委員, 2002.4–2004.3.
日本建築学会構造委員会鉄筋コン クリ−ト 構造運営委員会鉄筋コン クリ−ト 建物の限界状態と性能評価小委員
会, 主査, 2002.4–2003.3.
日本コン クリ−ト 工学協会海外連絡委員会, 委員, 2002.4–2004.3.
日本建築学会構造委員会鉄筋コン クリ−ト 構造運営委員会, 幹事, 2002.4–2004.3.
日本建築学会公立学校施設の耐震補強に関する調査研究小委員会 RC-WG, 主査, 2002.4–2003.3.
日本建築学会公立学校施設の耐震補強に関する調査研究小委員会, 委員, 2002.4–2003.3.
防災科学技術研究所大都市大災害軽減化特別プ ロジェクト 耐震性向上 RC 全体委員会, 主査, 2002.8–2005.3.
(e) 日米共同研究「 都市地震災害の軽減 」, 代表, 市之瀬敏勝（ 名古屋工大 ）
・塩原 等（ 東大 ）, 7 名, 6,000 千円, 4th
US-Japan Workshop on Performance-based Earthquake Engineering Methodology for Reinforced Concrete
Building Structures, 1999.4–2004.3.
「 構造物の破壊過程解明に基づ く生活基盤の地震防災性向上に関する研究/構造物の構成要素と耐震性能指標
・壁谷澤寿海・工藤一嘉（ 東大・地震研 ）
・渡邊史夫（ 京
の構築 」, 代表, 福田俊文（ 主査，建設省建築研 ）
大 ）, 4 名, 7,000 千円, 同上, 1999.4–2004.3.
日米共同研究「 高知能建築構造システムの開発/スマート シ ステム部会/損傷制御構造システムの開発 」, 代表,
壁谷澤寿海（ 主査 ）
・井上範男（ 東北大 ）
・西山峰広（ 京大 ）
・衣笠秀行（ 東京理科大 ）
・建築研究所・建築構
造技術者協会・建設業協会, 15 名, 同上, 1999.4–2003.3.
科学研究費（ 基盤研究 (A))「 普及型地震計による構造物の耐震性能検証手法に 関する研究 」, 代表, 壁谷澤寿
海（ 代表者 ）
・工藤一嘉・纐纈一起・堀 宗朗・境 有紀（ 東大・地震研 ）
・小川信行（ 防災科技研 ）, 6 名, 5,100
千円, 同上，2000.4–2004.3.
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官民共同研究「 用途複合型集合住宅の建設シ ステムの合理化 」, 分担, 芳村 学（ 都立大，主査 ）
・壁谷澤寿海・
建築研究所・建築構造技術者協会・建設業協会, 20 名, 200 千円, 同上, 2000.4–2003.3.
大学民間共同研究「 鉄筋コン クリ−ト 造建物の簡易耐震補強に関する研究 」, 代表, 田才 晃（ 横浜国大 ）
・五十
嵐俊一（ 構造品質保証研 ）, 3 名, 3,000 千円, 2000.6–2003.3.
工藤一嘉
(a) 96th Annual Meeting of the Seismological Society of America, San Francisco, USA, April 18-20, 2001.
Microzonation for Earthquake Risk Mitigation, Project in the Marmara Region, Turkey, Adapazari, Turkey, June
18-20, 2001.
OECD-NEA Workshop on the relations between seismological data and seismic engineering analyses, Istanbul,
Turkey, Oct.17 , 2002.
(b) 日本地震工学会, 理事, 2000.1–2002.5.
日本学術会議 メカニクス構造研究連絡委員会地震工学専門委員会, 委員, 2000.10–2003.10.
（ 社 ）日本地震学会, 代議員, 2000.10–2003.3.
日本学術会議地震工学研究連絡委員会地震動小委員会委員 (第 17 期), 主査, 2001.4–2003.7.
（ 社 ）日本地震学会災害委員会, 委員, 2001.4–2003.3.
日本建築学会強震観測小委員会, 委員, 2001.4–2003.3.
日本建築学会振動運営委員会, 委員, 2001.4–2003.3.
日本地震工学会, 副会長, 2002.5–2004.5.
(社) 物理探査学会，代議員，2002.6 − 2003.3
(e) 地震研究所共同研究「 同時多点アレ ー観測による地下構造の水平方向不均質性の抽出 」, 分担, 代表：川瀬 博
（ 九大・大学院 ）
・清家 規・村上正浩・森 洋人・竹中博士・藤井雄士郎・渡邉篤志・永野 一（ 九大 ）
・岩田知
孝（ 京大 ）
・香川敬生・宮腰 研（ 地域地盤環境研 ）
・南雲秀樹（ 名大 ）
・干場充之（ 気象庁 ）
・佐藤俊明・佐
藤智美・早川 崇（ 大崎総合研 ）
・東 貞成・芝 良昭・佐藤浩章（ 電力中央研 ）
・畑山 健（ 消防研 ）
・笹谷 努
（ 北大 ）, 22 名, 2001.4–2003.3.
纐纈一起
(a) 5th SEGJ International Symposium, Tokyo, Japan, Jan.24-26, 2001.
3rd ACES International Workshop, Maui, USA, May 5-10, 2002.
(b) (社) 日本地震学会, 代議員, 2000.12–2002.4.
(社) 日本地震学会, 理事, 2002.5–2004.4.
(e) 足柄平野の地下構造調査, 代表, 神奈川県防災局等, 約 50 名, 22,000 千円, 2001.4–2004.3.
地震災害予測のための大都市圏強震動シミュレ ータの開発, 代表, CRC ソリューションズ・消防研・工学院大, 9
名, 32,000 千円, 2001.11–2004.10.
大都市圏大震災軽減化プ ロジェクト・断層モデル等の構築, 分担, 45 名, 46,000 千円, 2002.4–.
都司嘉宣
(a) International Tsunami Symposium, IUGG, Seattle, USA, Aug.8-11, 2001.
PACON (Paciﬁc Congress on Marine Science and Technology) 2002, Chiba, Japan, July 22-23, 2002.
(b) Tsunami Committee，IUGG, 委員, 2000.4–2004.3.
歴史地震研究会, 会長, 2000.10–2002.9.
・岡
(e) 科学研究費（ 1C),「 水底・海辺堆積物に見られ る地震および 津波痕跡の研究」, 代表, 志木常正（ 立命館大 ）
村 眞（ 高知大 ）
・山崎貞治（ 大阪教育大 ）
・西村裕一（ 北大 ）, 5 名, 4,900 千円, 1999.4–2001.3.
SOS-4, Cruise(Ｎ T01-02), 観測船「 なつし ま」によるシングルチャン ネル 海底探査, 分担, JAMSTEC, SOPAC，
産総研, 6, Cruise Report (NT01-02) ，JAMSTEC, 2001.2–2001.3.
紀伊半島の沿岸潟湖の湖底堆積物中の巨大地震による津波痕跡の研究, 代表, 岡村 眞・松岡裕美（ 高知大・理 ）
・
韓 世燮（ 京大・防災研 ）, 7 名, 900 千円, 2001.4–2002.3.
科学研究費（ 1B ）,「 歴史史料，および 地質痕跡調査に 基づ く海溝型巨大地震の再帰性に 関する研究 」, 代表,
中西一郎（ 京大 ）
・岡村 眞（ 高知大 ）
・山崎貞治（ 大阪教育大 ）
・西村裕一（ 北大 ）
・志木常正（ 立命館大 ）,
6 名, 6,800 千円, 2001.4–2003.3.
古村孝志
(a) China-Japan Workshop on Earthquake Disaster Mitigation, Beijing, China, Sep.18-20, 2001.
SSS2001 Workshop -Multiscale Couping and Computational Earth Sciences, Tokyo, Japan, Dec.3-5, 2001.
3rd ACES International Workshop, Hawaii, USA, May 5-10, 2002.
4th International Symposium, ISHPC2002, Nara, Japan, May 15-17, 2002.
(b) 糸魚川−静岡構造線強震動予測検討委員会, 委員, 2000.9–2001.3.
(社) 日本地震学会, 代議員, 2001.4–2002.3.
第 11 回日本地震工学シンポジウム運営委員会, 査読委員会委員, 2002.4–12.
(社) 日本地震学会, 代議員, 2002.4–2004.3.
(c) 第 6 回 Computer Visualization Contest, 優秀賞「 日経サイエン ス賞 」, 2001 6.23.
物理探査学会奨励賞, 2002.5.23.
(e) 高精度の地球変動予測のための並列ソフト ウエア開発に関する研究（ 3 次元地震波動場の並列シミュレ ーショ
ンに関する研究 ）, 代表, 6 名, 1,360 千円, 2000.4–2001.3.
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高精度の地球変動予測のための並列ソフト ウエア開発に関する研究（ 3 次元地震波動場の並列シミュレ ーショ
ンに関する研究 ）, 代表, 4 名, 5,080 千円, 同上, 2001.4–2002.3.
高精度の地球変動予測のための並列ソフト ウエア開発に関する研究（ 3 次元地震波動場の並列シミュレ ーショ
ンに関する研究 ）, 代表, 4 名, 4,540 千円, 同上, 2002.4–2003.3.
境 有紀
(b) 土木学会論文集, 査読委員, 2001.4–2004.3.
2001 年度日本建築学会大会（ 関東 ）大会実行委員会, 委員, 2001.4–2001.12.
日本建築学会 RC 建物の限界状態と性能評価小委員会, 委員, 2001.4–.
日本建築学会地盤震動小委員会, 委員, 2001.4–.
日本コン クリート 工学協会コン クリート 工学年次論文査読委員会, 委員, 2001.12–2003.11.
Editorial Board, Regulations for Seismic Design A world list 2004, IAEE, Editor, 2002.4–.
日本地震工学会論文集, 査読委員, 2002.4–.

地震予知研究推進センター
加藤照之
(a) OHP/ION Joint Symposium on ”Long-term observations in the oceans: current status and perspecytives for the
future”, Yamanashi, Japan, Jan.21-27, 2001.
GAME-T Workshop, Phuket, Thailand, March 5-7, 2001.
International Tsunami Symposium 2001, Seattle, USA, Aug.7-10, 2001.
IASPEI-IAGA Joint Scientiﬁc Assembly, Hanoi, Vietnam, Aug.19-31, 2001.
第一回日中地震防災ワークショップ , Beijing, China, Sep.17-21, 2001.
Western Paciﬁc Geophysics Meeting, Wellington, New Zealand, Jul.9-12, 2002.
IBM Workshop, Honolulu, USA, Sep.9-12, 2002.
International Symposium Celebrating 55th Anniversary, Kongju, Korea, Oct.25-26, 2002.
AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.6-10, 2002.
(b) （ 社 ）日本地震学会, 代議員, 2000.12–2003.5.
日本測地学会, 評議員, 2001.4–2003.3.
(d) 発明特許（ 出願中）, Method and apparatus for measuring displacement of object using GPS (US: No. 09/597,109),
加藤照之ほか ，5 名, 2001.6.16.
発明特許（ 出願中）, Method and apparatus for measuring displacement of object using GPS (Canada: 2,312,017 ）,
加藤照之ほか ，5 名, 2001.6.16.
(e) 平成 8-13 年度科学研究費（ 創成的基礎研究) 海半球ネット ワーク「 地球内部を覗く新し い目 」，代表：深尾良
夫（ 東大・地震研), 分担, 山田功夫，木股文昭（ 名大 ）ほか , 10 名, 同上, 1996.4–2002.3.
沖の鳥島 GPS 観測, 分担, 海上保安庁水路部, 2, 1996.4–2001.3.
科学技術庁振興調整費「 GPS 気象学 」(第一期：1997-2000, 第二期：2000-2002), 分担, 畑中雄樹（ 国土地理院 ）
・
松島 健（ 九大 ）
・萬納寺信崇（ 気象庁 ）ほか , 50 名, 1997.4–2002.3.
GAME-T プ ロジェクト , 分担, 虫明功臣・沖 大幹（ 東大・生産研 ）ほか , 30 名, 1997.4–2002.3.
平成 10-12 年度科学研究費（ 基盤研究 (A) ）
「 RTK-GPS を 用いた津波検知シ ステムの開発 」, 代表, 寺田幸博・
木下正生・一色 浩（ 日立造船 ）, 7 名, 26,400 千円, 同上，1998.4–2001.3.
平成 10-12 年度科学研究費「 中央構造線断層帯の深部構造と現在の運動様式に関する測地学的研究」，代表：田
部井隆雄（ 高知大学理学部 ）, 分担, ほか 19 名, 9,400 千円, 同上，1998.4–2001.3.
平成 9 年度地震予知事業費及び 地震研究所共同利用（ 特定 (A) ）
「 GPS による総合観測研究」, 代表, 笠原 稔（ 北
大・理 ）ほか , 約 30 名, 1998.4–2003.3.
平成 11-14 年度科学研究費「 GPS 統合処理によるアジア〜太平洋のテ クトニクスの研究」, 代表, 小竹美子・宮
崎真一（ 東大・地震研 ）, 4 名, 11,000 千円, 1999.4–2003.3.
科学技術庁振興調整費「 アジア・太平洋地震津波防災軽減技術の開発とその体系化に関する研究 」, 分担, 東原
紘道（ 東大・地震研 ），李 延興（ 中国国家地震局 ）ほか , 約 10 名, 1999.4–2002.3.
平成 11-13 年度科学研究費（ 地域連携推進 (1) ）
「 GPS 津波計を用いた津波防災シ ステムの構築」, 代表, 寺田幸
博・木下正生・一色 浩・柿本英司（ 日立造船 ）, 5 名, 63,000 千円, 同上, 1999.11–2002.3.
地球観測フロンティア, 木村富士男（ 筑波大 ）
・伍 培明（ NASDA ）, 2000.4–2004.3.
2001 年 インド 西部大地震の総合的調査研究, 分担, 佐藤魂夫（ 弘前大・理工 ）ほか , 18 名, 5,000 千円, A Comprehensive Survey of the 26 January 2001 Earthquake (Mw7.7) in the State of Gujarat, India, 2001.1–3.
平成 13 年度科学研究費（ 基盤 (C)(1) ）
「 東南アジアモン スーン 域におけ る気候と水循環の変動に関する国際共
同研究の企画調査 」, 分担, 沖 大幹（ 代表者：東大・生産研 ）ほか, 31 名, 3100 千円, 同上，2001.4–2002.3.
平成 12-14 年度科学研究費（ 基盤 (B)(2) ）
「 GPS 仮想基準点方式に基づく地殻変動実時間監視システムの開発」,
代表, 宮崎真一（ 東大・地震研 ）
・神崎政之（ 日本 GPS ソリューションズ ）, 3 名, 15,200 千円, 2002.4–2004.3.
科学研究費（ 基盤 (B) ）
「 GPS を用いたフィリピン 海南東部のテクトニクスの研究」, 代表, 松島 健（ 九大・理 ）
・
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田部井隆雄（ 高知大・理 ）
・宮崎真一・小竹美子（ 東大・地震研 ）, 約 10 名, 11,500 千円, 2002.4–2004.3.
平成 12-14 年度科学研究費（ 基盤 (B)(2) ）
「 中国鮮水河断層におけ る地震活動数値モデルの構築 」, 分担, 加藤
尚之（ 代表：東大・地震研 ）
・雷 興林（ 産総研 ）
・馬 勝利（ 中国地震局 ）, 4 名, 2002.4–2004.3.
科学研究費（ 基盤 (B) ）
「 西南日本横断地殻変動プ ロファイリング 」, 分担, 代表：田部井隆雄（ 高知大・理 ）ほ
か , 約 10 名, 2002.4–2004.3.
平田 直
(a) AGU 2001 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.10-15, 2001.
ICDP （ 国際大陸掘削計画 ）Workshop on Drilling the Chenglungpu Fault, Taipei, Taiwan, Sep.28, 2001.
IASPEI, Hanoi, Vietnam, Aug.19-31, 2001.
ISEAT, Taipei, Taiwan, Sep.25-27, 2001.
陸域国際シンポジウム, 仙台, 日本, 11.6-7, 2001.
AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.8-11 , 2002.
iSTEP, Taipei, Taiwan, June 5, 2002.
ICDP, Tsukuba, Japan, Jul.17, 2002.
(b) （ 社 ）日本地震学会, 理事, 2000.12–2002.3.
（ 社 ）日本地震学会, 監事, 2002.4–2004.3.
Earth, Planets and Space, 編集委員, 2002.4–2004.3.
（ 社 ）日本地震学会欧文誌検討委員会, 委員, 2002.4–2004.3.
(e) 日本列島域の地殻活動の並列シミュレ ーションに 関する研究, 分担, 松浦充宏（ 東大・院理 ）
・鷺谷 威（ 国土地
理院 ）
・福山英一（ 防災科技研 ）
・吉田明夫（ 気象庁 ）
・岩崎貴哉・平田 直・佐藤利典（ 東大・地震研 ）
・芝崎
文一郎（ 建築研 ）ほか , 15 名, 1998.4–2003.3.
北海道中軸部衝突帯の構造と地殻再編過程, 分担, 森谷武男・在田一則・高波鉄夫（ 北大・理 ）
・平田 直・佐藤比
呂志・武田哲也（ 東大・地震研 ）
・伊藤谷生（ 千葉大・理 ）, 10 名, 同上, 1998.10–2001.3.
科学技術庁振興調整費「 陸域震源断層の深部すべり過程のモデル化に関する総合研究」, 分担, 伊藤久男（ 地質
・大竹政和（ 東北大)・平田 直（ 東大・地震研 ）ほか , 20 名，1999.4–2004.3.
調査所)・飯尾能久（ 東大・京大 ）
地震研特定共同研究 (A)「 島弧地殻に変形過程に関する総合集中観測 」, 分担, 吉井敏尅・岩崎貴哉・平田 直・
佐藤比呂志（ 東大・地震研 ）ほか ，20 名, 1999.4–2004.3.
科学研究費（ 基盤研究 A(2))「 台湾に おけ る衝突型プレ ート 境界大地震の 研究 」, 代表, 16 名, 24,900 千円 ，
2000.4–2003.3.
神津島東方海域の海底下構造等に関する緊急研究, 代表, 金沢敏彦 (東大・地震研 ）
・藤本博巳 (東北大 ）ほか , 10
名, 12,193 千円, 同上，2000.4–2001.3.
地震・火山噴火予知研究成果の防災対策への活用方策に関する調査研究, 代表, 長谷川 明（ 東北大 ）ほか , 10 名,
18,000 千円, 同上，2000.4–2002.3.
産学連携経費「 新世紀重点研究創生プ ラン (RR2002)：大規模大震災軽減化特別プ ロジェクト 」
：大都市圏地殻
構造調査研究 」, 代表, 笠原啓司（ 防災科研 ）
・梅田康弘 (京大・防災研 ）
・佐藤比呂志 (東大・地震研 ）, 20
名, 1,375,000 千円, 2002.9–.
飯高 隆
(b) (社 ）日本地震学会庶務委員会, 委員, 2000.4–2001.3.
(社 ）日本地震学会欧文誌運営委員会, 委員, 2000.4–2002.3.
(社 ）日本地震学会選挙管理委員会, 委員長, 2002.9–2003.3.
(e) 島弧におけ るモホ面下最上部マントルの微細構造の推定, 分担, 吉本和生, 484 千円, 2001.4–2002.3.
地震学的不連続面における水の影響とその地球物理学的意義, 分担, 井上 徹, 538 千円, 2001.4–2004.3.
地震波による九州・別府-島原地溝帯内火山地域での地殻内流体相の検出, 分担, 古川善紹, 442 千円, 2001.4–2004.3.
地震学的不連続面に おけ る水の 影響とその 地球物理学的意義, 分担, 井上 徹（ 愛媛大・理 ）, 2 名, 540 千円,
2002.4–2003.3.
上嶋 誠
(a) Long-Term Observations in the Oceans - Current status and perspectives for the future -, Yamanashi, Japan,
Jan.21-27, 2001.
IAGA-IASPEI Joint Scientiﬁc Assembly, Hanoi, Vietnam, Aug.19-31, 2001.
1st China-Japan Workshop on Earthquake Disaster Mitigation, Beijing, China, Sep.18-21, 2001.
16th Workshop on Electromagnetic Induction in the Earth, Santa Fe, USA, June 16-22, 2002.
(b) 16th Workshop on Electromagnetic Induction in the Earth, Program Committee Member, 2001.7–2002.6.
(e) 科学研究費（ 基盤 (C) ）
「 流動電位係数の状態・溶存 イオン 種依存性の決定と 三宅島地電位観測デ ータへの適
用 」，代表，吉田真吾・中井俊一・小河 勉（ 東大・地震研 ）, 4 名, 2,900 千円, 2002.4-2004.3.
科学研究費（ 特別研究員奨励費 ）
「 日本列島中央部での応力場変動による地磁気変化の検出」, 代表, Nikolai P.
Kostrov, 2 名, 700 千円, 001.4-2002.3.
科学研究費（ 特別研究員奨励費 ）
「 効率的な３次元比抵抗 インヴァージョン 手法の開発とその実デ ータへの適
用 」, 代表, Weerachai Siripunvaraporn（ タ イ国マヒド ール 大学 ）,2 名, 1,700 千円, 2002.9-2004.8.
科学研究費（ 基盤 (B) ）
「アジア大陸東縁部の上部マントル電気伝導度構造の研究」, 分担, 歌田久司・清水久芳
（ 東大・地震研 ）
・湯元清文（ 九大・院理 ）
・藤井郁子（ 気象庁・地磁気観測所 ）
・Varely Nikiforov（ ロシア
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科学アカデ ミー ）
・Guoze Zhao（ 中国地震局 ）, 7 名, 2001.4-2003.3.
科学研究費（ 基盤 (B) ）
「 群列時間領域電磁法による火山体内部の状態監視シ ステム（ ACTIVE) の開発 」, 分
担, 歌田久司・鍵山恒臣・清水久芳（ 東大・地震研 ）
・神田 径（ 京大・防災研 ）
・山本哲也（ 気象研 ）
・一北岳
夫（ テラテクニカ ）, 7 名, 2001.4-2003.3.
科学研究費（ 基盤 (A) ）
「 地球電場の観測的研究」, 分担, 歌田久司・清水久芳（ 東大・地震研 ）
・日比谷紀之（ 東
大・院理 ）
・三ヶ田 均・川口勝義（ 海洋科学技術セ ）, 6 名, 2002.4-2005.3.
科学研究費（ 基盤 (B) ）
「 三宅島火山の陥没カルデ ラ形成過程とマグ マ供給系の解明 」, 分担, 渡辺秀文（ 東大・
地震研 ）ほか ,13 名, 2001.4-2003.3.
科学研究費（ 基盤 (B) ）
「 中国・四国地方の地震発生層付近の電気伝導度構造」, 分担, 山口 覚（ 神戸大・理 ）ほ
か , 8 名, 2001.4-2003.3.
科学研究費（ 基盤 (A) ）
「 東海・関東地域を観測ターゲットとし た地震発生直前過程における電磁現象の基礎研
究 」, 分担, 長尾年恭（ 東海大・海洋研 ）ほか , 18 名, 2002.4-2006.3.
科学技術振興調整費「 富士火山の活動の総合的研究と 情報の高度化 」, 分担, 藤井敏嗣（ 東大・地震研 ）ほか ,
26 名, 2001.9-2004.3.
地震研究所特定研究 (A)「 ネット ワーク MT 観測」, 代表, 西田泰典・茂木透（ 北大・院理 ）
・西谷忠師（ 秋田大・
工学資源 ）
・三品正明（ 東北大・院理 ）
・大志万直人（ 京大・防災研 ）
・山口 覚（ 神戸大・理 ）
・村上英記（ 高
知大・理 ）
・塩崎一郎（ 鳥取大・工 ）
・湯元清文（ 九大・院理 ）ほか , 36 名, 1999.4-2004.3.
地震研究所特定研究 (A)「 地殻比抵抗構造精密探査」, 代表, 茂木透（ 北大・院理 ）
・坂中伸也（ 秋田大・工学資
源）
・三品正明（ 東北大・院理 ）
・小川康雄（ 東工大・火山流体研究セ ）
・佐藤秀幸（ 国土地理院 ）
・大志万直
人（ 京大・防災研 ）
・山口 覚（ 神戸大・理 ）
・村上英記（ 高知大・理 ）
・塩崎一郎（ 鳥取大・工 ）ほか , 36 名,
1999.4-2004.3.
地震研究所特定研究 (A)「 短期的地震前兆の発現機構の研究 」, 分担, 茂木 透（ 北大・院理 ）
・富沢一郎（ 電通
大）
・長尾年恭（ 東海大・海洋研 ）
・大志万直人（ 京大・防災研 ）ほか , 12 名, 1999.4-2004.3.
地震研究所一般共同研究「 岩体の本質的な電気伝導度異方性の研究 」, 分担, 山口 覚（ 神戸大・理 ）, 2 名, 456
千円,2001.4-2002.3.
地震研究所一般共同研究「 鳥取県西部地震震源域付近の電気伝導度構造の研究」, 分担, 山口 覚（ 神戸大・理 ）,
2 名, 329 千円, 2002.4-2003.3.
地震研究所一般共同研究「 島弧下部の上部マントル 電気伝導度異方性の解明 」, 分担, 藤 浩明（ 富山大・理 ）,
2 名, 304 千円, 2002.4-2003.3.
加藤尚之
(a) China-Japan Workshop on Earthquake Disaster Mitigation, Beijing, China, Sep.18-20, 2001.
International Symposium on Slip and Flow Processes in and below the Seismogenic Region, Sendai, Japan,
Nov.5-8, 2001.
3rd ACES International Workshop, Maui, USA, May 5, 2002.
AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.6, 2002.
(b) （ 社 ）日本地震学会, 代議員, 2000.10–2004.3.
佐藤比呂志
(a) AGU 2001 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.10-14, 2001.
International Symposium on Slip and Flow Processes in and below Seismogenic Region, Sendai, Japan, Nov.5-8,
2001.
Taiwan Continental Dynamics Workshop, Taipei, Taiwan, April 25-26, 2001.
China-Japan workshop on Seismic hazard mitigation, Beijing, China, Sep.18-20, 2001.
AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.7, 2002.
(e) 日高衝突帯地殻構造探査, 分担, 岩崎貴哉・平田 直・蔵下英司（ 東大・地震研 ）
・伊藤谷生（ 千葉大 ）
・森谷武男
（ 北大 ）ほか , 17 名, 1999.8–2001.3.
馬追丘陵の反射法地震探査, 代表, 越谷 信（ 岩手大 ）
・宮内崇祐・伊藤谷生（ 千葉大 ）
・戸田 茂（ 愛知教育大 ）
・
蔵下英司（ 東大・地震研 ）
・加藤 一（ 山梨大 ）, 17 名, 3,500 千円, 日高衝上断層系前縁部・馬追丘陵西縁を
横切る反射法地震探査, 2000.5–2001.3.
鳥取県西部地震に伴う稠密・長大アレ イによる余震観測, 代表, 平田 直・岩崎貴哉・蔵下英司・一ノ瀬洋一郎・
坂 守・荻野スミ子（ 東大・地震研 ）
・越谷 信（ 岩手大 ）
・伊藤谷生・宮内崇祐（ 千葉大 ）
・西田良平（ 鳥取
大 ）, 20 名, 2000.10–2001.3.
台湾・集集地震震源域におけ る変動地形調査, 代表, 池田安隆（ 東大・理 ）
・今泉俊文（ 山梨大 ）
・宮内崇祐（ 千
葉大 ）
・青木賢人（ 東大・理 ）, 8 名, 1,200 千円, 活断層-震源断層シ ステムの イメージング の意義と 現状,
2000.10–2001.3.
2001 年 インド ・プ ージ 地震の被害調査, 分担, 代表・佐藤魂夫（ 弘大・理 ）ほか, 約 20 名, 300 千円（ 分担) ,
Extensive surface deformation anound Budharmora associated with January 26, 2001 Republic Day (Bhuji)
earthquake of India, 2001.2–6.
愛知県設楽地域における中部日本海陸統合地殻構造探査発破の稠密アレ イ観測, 代表, 伊藤谷生・菊池伸輔（ 千
・岩崎貴哉・平田 直・加藤直子・蔵下英司・河村知徳
葉大・理 ）
・Kate Miller・Galen Kaip （ テキサス大 ）
（ 東大・地震研 ）
・大西正純（ 地科研 ）
・Amy Kwiatkowski（ コーネル 大 ）, 13 名, 12,000 千円, 2001.5–2002.3.
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2001 年ペル ー・アティコ地震の 被害調査, 分担, 代表・小長井一男（ 東大・生産技研 ）ほか , 15 名, 400 千円,
Provisional Report on the June 23, 2001 Atico Earthquake, Peru, 2001.7–2002.3.
国府津-松田断層の浅層反射法地震探査, 分担, 宮内崇裕・伊藤谷生（ 千葉大 ）
・石山達也（ 産総研 ）ほか , 15 名,
3,500 千円, 2002.1–2002.3.
中央構造線活断層系岡村断層の浅層反射法地震探査, 分担, 堤 浩之（ 京大 ）
・戸田 茂（ 愛知教育大 ）
・宮内崇裕
（ 千葉大 ）
・石山達也（ 産総研 ）ほか , 16 名, 3,500 千円, 2002.4–2003.3.
糸魚川-静岡構造線北部の地殻構造探査, 代表, 岩崎貴哉・平田 直・飯高 隆・酒井慎一・蔵下英司・武田哲也・松
多信尚（ 東大・地震研 ）
・吉本和生（ 東北大 ）ほか , 15 名, 123,670 千円, 2002.4–2003.3.
四国横断地殻構造探査, 分担, 伊藤谷生（ 千葉大 ）
・岩崎貴哉・平田 直（ 東大・地震研 ）
・Steven Harder（ テキサ
ス大 ）ほか , 30 名, 2002.8–2003.3.
大都市圏地殻構造探査:房総測線・相模測線, 代表, 平田 直・岩崎貴哉・纐纈一起（ 東大・地震研 ）
・伊藤谷生（ 千
葉大 ）
・笠原敬司（ 防災科技研 ）
・伊藤 潔（ 京大 ）
・Steven Harder （ テキサス大 ）ほか, 15 名, 589,470 千円,
2002.9–2003.3.
吉田真吾
(b) 日本地震学会会計委員会, 委員, 2000.4–2001.3.
日本地震学会法人化準備委員会, 委員, 2000.4–2001.3.
（ 社 ）日本地震学会, 代議員, 2000.12–2003.
(e) 地震研究所特定共同研究 (A)「 直前過程におけ る地殻活動に 関する総合的研究 」, 代表, 吉岡直人（ 横浜市立
大）
・大久保修平（ 東大・地震研 ）ほか , 約 10 名, 319 千円, 2001.4–2002.3.
地震研究所特定共同研究 (A)「 直前過程におけ る地殻活動に 関する総合的研究 」, 代表, 吉岡直人（ 横浜市立
大）
・小笠原 宏（ 立命館大 ）ほか , 10 名, 350 千円, 2002.4–2003.3.
地震研究所一般共同研究「 震源核形成と断層破砕帯の内部構造との関係に関する実験的研究」, 分担, 大槻憲四
郎（ 東北大 ）, 4 名, 550 千円, 2002.4–2003.3.
一ノ瀬洋一郎
(e) 科学技術振興調整費「 長町・利府断層構造探査」, 分担, 長町・利府断層構造研究グループ , 約 50 名, 同上，2001.6.
東海・中部地方地殻構造探査, 分担, 代表：岩崎貴哉（ 東大・地震研)・東海中部地域地震探査グループ , 約 55 名,
海洋科学技術セン ター, 2001.8.
足柄平野および 周辺地域におけ る地下構造調査, 分担, 代表：工藤一嘉・纐纈一起（ 東大・地震研 ）, 約 50 名,
2002.3.
地震予知計画経費「 西南日本横断地殻構造探査 」, 分担, 西南日本地殻構造研究グループ，代者：岩崎貴哉（ 東
大・地震研), 約 40 名, 2002.8.
科学技術振興調整費「 糸魚川・静岡構造線大町周辺構造探査」, 分担, 岩崎貴哉・飯高 隆・一ノ瀬洋一郎・武田
哲也・橋本信一・坂 守・羽田敏夫・小林 勝（ 東大・地震研 ）, 2002.10.
小河 勉
(e) 富士火山の活動の総合的研究と情報の高度化, 分担, 藤井敏嗣・中田節也・金子隆之・大湊隆雄・及川 純・中尾
茂（ 東大・地震研 ）
・鵜川元雄（ 防災科技研 ）
・村上 亮（ 国土地理院 ）
・山本哲也（ 気象庁 ）
・山里 平（ 気象
庁）
・高田 亮（ 産総研 ）
・廣井脩（ 東大・社情研 ）, 26 名, 2001.9-2004.3.
雲仙火山電磁気構造調査, 分担, 鍵山恒臣（ 東大・地震研 ）
・田中良和・橋本武志（ 京大・理 ）, 12 名, 2,940 千円,
2002.4-2003.3.
流動電位係数の状態・溶存イオン 種依存性の決定と三宅島電位観測データへの適用, 分担, 上嶋 誠・吉田真吾・
中井俊一（ 東大・地震研 ）, 2,900 千円, 2002.4-2004.3.
蔵下英司
(a) AGU 2001 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.10, 2001.
(b) (社 ）日本地震学会庶務委員会, 委員, 2000.4–2003.3.
小竹美子
中谷正生
(a) Gordon Research Conference on Rock Deformation, Barga, Italy, May 19, 2002.
(e) アスペリティの相互作用, 分担, 吉田真吾・加藤尚之（ 東大・地震研 ）, 3 名, 2002.4.
宮崎真一
(a) AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.6, 2002.
(b) (社 ）日本地震学会大会・企画委員会, 委員, 2001.4–2003.3.
日本測地学会, 評議員, 2001.4–2003.3.
河村知徳
(a) AGU 2001 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.10-14, 2001.
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岩崎貴哉
(b) 国立極地研究所地学専門委員会, 委員, 2000.4–2002.3.
(社 ）日本地震学会, 代議員, 2000.12–2004.3.
(e) 九州地方東部の地殻構造, 代表, 森谷武男（ 北大・理 ）
・吉井敏尅・武田哲也（ 東大・地震研 ）
・田代勝也・鈴木貞
臣（ 九大・理 ），宮町宏樹（ 鹿児島大・理 ）, 6 名, 46,000 千円, 九州東部におけ る爆破地震動の観測 I, II,
1994.6–2002.3.
北部フォッサマグ ナ周辺の地殻構造, 分担, 平田 直・武田哲也・佐藤比呂志（ 東大・地震研 ），伊藤谷生（ 千葉
大・理 ）, 4 名, 40,900 千円, 北部フォッサマグ ナの形成とアクティブ テクト ニクス, 1996.4–2002.3.
東北日本の地殻構造とその変形過程 （ 屈折法デ ータを 中心とし て ）, 代表, 森谷武男（ 北大・理 ）
・海野徳仁・
岡田智巳（ 東北大・理 ），長谷見晶子（ 山形大・理 ）
・宮下 芳・溝上智子（ 茨城・大理 ）
・加藤 亘・武田哲也・
関根秀太郎（ 東大・地震研 ）
・松島 健・田代勝也（ 九州大・理 ）
・宮町宏樹（ 鹿児島大・理 ）, 12 名, 130,000
千円, 東北日本弧横断人工地震探査（ 釜石−岩城測線 ）, 1997.6–2002.3.
西南日本，海陸境界域の地殻構造探査, 分担, 平田 直（ 東大・地震研 ）
・金田義行・小平秀一（ 海洋科技セ ）, 10
名, 5,000 千円, 四国東部・中国地域におけ る深部地殻構造探査, 1998.4–2002.3.
北海道中軸部衝突帯の構造と地殻再編過程, 代表, 森谷武男・在田一則・高波鉄夫・山本明彦（ 北大・理 ）
・平田
直・佐藤比呂志・武田哲也・足立啓二（ 東大・地震研 ）
・伊藤谷生（ 千葉大・理 ）, 8 名, 36,600 千円, 北海道
中軸部・衝突帯の形成と地殻再編過程, 1998.4–2003.3.
北海道の地殻変形過程 (屈折法デ ータを 中心とし て), 代表, 平田 直・佐藤比呂志・足立啓二・武田哲也（ 東大・
地震研 ），森谷武男・在田一則（ 北大・理院 ），宮下 芳（ 茨城大・理 ），宮町宏樹（ 鹿児島大・理 ），伊藤
谷生（ 千葉大・理 ）, 9 名, 130,000 千円, 北海道日高衝突帯横断屈折・広角反射法地震探査（ 大滝−浦幌測
線 ）, 1999.6–2004.3.
北海道東部の地殻構造の研究 (屈折法デ ータを中心とし て), 分担, 平田 直・佐藤比呂志・蔵下英司（ 東大・地震
研）
・伊藤谷生（ 千葉大・理 ）
・仲西理子・小平秀一・金田義行（ 海洋科技セ ）, 7 名, 3,000 千円, 北海道日高
衝突帯前縁部におけ る屈折・広角反射法地震探査（ 大滝−平取測線 ）, 2000.5–2003.3.
東海・中部地方の島弧地殻・プレ ート 構造の研究, 代表, 飯高 隆・佐藤比呂志・平田 直・蔵下英司・河村知徳・
武田哲也（ 東大・地震研 ），森谷武男（ 北大・理院 ），山崎文人（ 名大・理院 ），青木 元（ 気象庁 ）, 9 名,
50,000 千円, 2001.4–2004.3.
西南日本における島弧地殻・プレ ート 構造の研究, 代表, 飯高 隆・佐藤比呂志・平田 直・蔵下英司・河村知徳・
武田哲也（ 東大・地震研 ）
・森谷武男（ 北大・理院 ）
・山崎文人（ 名大 ）
・伊藤 潔（ 京大 ）
・宮町宏樹（ 鹿児島
大 ）, 10 名, 48,000 千円, 2002.8–2004.3.
笠原順三
(a) Symposium on seismotectonics of the north-western Aantoria-Aegean and recent Turkish earthquakes, Istanbul,
Turkey, May 8, 2001.
Structure and tectonics of convergent margins, Prague, Czech Republic, July 1-6, 2002.
Undersea Technology 2002, Tokyo, Japan, April 17-19, 2002.
Post Undersea Technology 2002, Taipei, Taiwan, April 22-23, 2002.
IBM symposium, Honolulu, Hawaii, USA, Sep.9-12, 2002.
TechnoOcean02, Kobe, Japan, Nov.20-22, 2002.
AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.6-12, 2002.
(b) IUGG, Scientiﬁc use of undersea cable committee, Member, 1992.4–2002.3.
地学雑誌, 編集委員, 1994.4–2003.5.
地学クラブ 委員会, 委員, 東京地学協会, 1995.4–2003.5.
リアルタイム変動観測シ ステム・研究検討委員会，委員, 海洋科学技術セン ター, 1995.4–2002.3.
海洋音響学会, 評議員, 1996.4–2004.3.
海洋調査技術学会, 評議員, 1998.4–2004.3.
物理探査学会, 学会賞選考委員, 1998.4–2003.3.
Suboptic 2001 symposium, Advisory Committee Member, 1999.4–2001.5.
地学雑誌, 副編集委員長, 1999.4–2001.3.
IEEE Ocean Engineering Society, Japan Chapter, President, 2000.4–2005.3.
International Symposium, Advisory Committee Member, 物理探査学会，2000.4–2001.3.
海底長期観測検討委員会, 委員, 海洋科学技術セン ター，2000.4–2004.3.
（ 社 ）日本地震学会, 評議員, 2000.4–2002.3.
1st international symposium of the Faculty of Mine(ITU) on earth sciences and engineering, Istanbul Technical
University, Scientiﬁc Committee Member, 2001.5–2002.5.
テクノオーシャン 2002, Advisory Committee, 学識経験委員, 2001.11–2002.11.
3rd Intenational Symposium of Scientiﬁc Use of Submarine Cables and Related Technologies, General Co-chair,
2002.8–2004.11.
OCEANS2004/TechnoOcean2004 Consosiumo of Japanese Organization, Vice President, 2002.9–2004.11.
「 海底ケーブ ルネット ワークの高度利用に関する調査 」，委員長, 海洋科学技術セン ター，2002.10–2003.3.
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(e) 海底ケーブルを用いた地震など 多目的地球環境モニターネットワークの開発に関する研究, 代表, 白崎勇一（ KDD
研究所），木下 肇・門馬大和・岩瀬良一・川口勝義（ 海洋科技セ ），歌田久司（ 東大・地震研）, 30 名, 1,200,000
千円，VENUS 計画研究報告書, 1994.4–2001.3.
日本周辺における地震活動調査, 代表, 気象庁，佐藤利典（ 千葉大）
・金沢敏彦, 10 名, 1,000 千円程度, 1994.4–2004.3.
海底地震計を用いた三陸沖の沈み込みプレ ート 境界の解明, 代表, 佐藤利典（ 千葉大 ），日野亮太（ 東北大 ）
・篠
原雅尚・早川正亮・上村 彩, 15 名, 45,000 千円, スラブ の水/物質循環，地学雑誌特集号, 1999.4–2004.3.
ト ルコ マル マラ海の 地震活動調査, 代表, X.-L. Pichon(France), T. Taymaz(Istabul Technical University)・N.
Gorur(Tubitac, Turkey)・A. Hirn (France)・佐藤利典（ 千葉大 ）
・上村 彩（ 東大・地震研 ）, 10 名, 15,000 千
円, Seismotectonics of the north-western Anatolia-Aegean and recent Turkish earthquakes, 2000.4–2001.3.
金沢敏彦
(a) OHP/ION Joint Symposium on ”Long-term Observations in the Oceans: Current Status and Perspectives for
the Future”, Yamanashi, Japan, Jan.21-27, 2001.
第一回日中地震防災ワークショップ , 北京, 中国, Sep.17-21, 2001.
(b) (社 ）日本地震学会, 代議員, 2000.10–2002.3.
(e) 科学研究費（ 創成的基礎研究 ）
「 海半球ネット ワーク：地球内部を覗く新し い目 」，代表：深尾良夫（ 東大・地
震研 ）, 東大・地震研，東大・海洋研，東大・理，東北大，千葉大，富山大，海洋科学技術セン ターほか ,
約 80 名, 約 1,700,000 千円，1996.4–2002.3.
地震研究所特定共同研究「 海底地殻変動観測手法の開発 」, 代表, 東大・地震研，東大・海洋研，東北大，千葉
大，富山大，名大, 約 10 名, 地震予知事業費等による, 1999.4–2004.3.
平成 12 年度科学研究費（ 特別研究促進 ）
「 三宅島・神津島・新島近海群発地震活動に関する調査研究 」, 代表,
東大・地震研，東北大，名大・理，京大・防災研, 20 名, 26,000 千円, 2000.4–2001.3.
佐野 修
(b) 資源素材学会, 評議員, 1999.4–2001.3.
(e) 高精度弾性波速度測定による岩盤モニタリングシ ステムの開発に関する研究, 代表, 稲葉 力・平野 享・田中義
晴 (西松建設技研), 4 名, 管理費 2,000 千円, 1994.4–2001.3.
武尾 実
(a) International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior, Hanoi, Vietnam, Aug.20-31, 2001.
AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.9, 2002.
(b) 日本地震学会, 評議員, 1999.4–2001.3.
(社) 日本地震学会, 代議員, 2001.4–2003.3.
卜部 卓
(b) （ 社 ）日本地震学会, 代議員, 2000.12–2003.
篠原雅尚
(a) OHP/ION Symposium, Yamanashi, Japan, Jan.21, 2001.
ODP Leg186 2nd post-cruise meeting, Kanazawa, Japan, Sep.25, 2001.
AGU 2001 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.10, 2001.
NANTRO SEIZE meeting, Boulder, USA, Jul.21, 2002.
ODP Leg191 2nd post-cruise meeting, Honolulu, USA, May 23, 2002.
AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.8, 2002.
佃 為成
(b) 電気学会地震に伴う電磁現象調査専門委員会, 委員, 1998.4–2001.3.
微小地震デ ータ DB 検討委員会, 委員, 2001.4–2003.3.
電気学会環境電磁界観測による地震前駆現象調査専門委員会, 委員, 2001.10–2004.3.
(e) 内陸地震の震源断層周辺の地震活動履歴解明, 分担, 西田良平（ 鳥取大 ）
・佃 為成（ 東大・地震研 ）
・渡辺邦彦・
竹内文朗・松村一男・大見士朗（ 京大 ）
・塩崎一郎（ 鳥取大 ）, 7 名, 2000.4–2001.3.
平成 12 年度地震研究所特定共同研究 (A)「 内陸直下地震の予知 」, 代表, 山崎晴雄（ 東京都立大・理 ）
・塚原弘
昭・角野由夫・奥澤 保・新井崇史（ 信州大・理 ）竹内 章・川崎一朗・ハスバートル・安江健一（ 富山大・
理）
・長尾年恭・川畑広紀（ 東海大 ）
・山口 透・織原義明・高橋一郎・野田洋一（ 理化学研 ）
・後藤恵之輔（ 長
崎大 ）, 17 名, 200 千円, 同上 , 2000.4–2001.3.
平成 13 年度地震研究所特定共同研究 (A)「 内陸直下地震の予知」, 代表, 山崎晴雄・植木岳雪（ 東京都立大・理 ）
・
塚原弘昭・角野由夫・奥澤 保・新井崇史（ 信州大・理 ）竹内 章・川崎一朗（ 富山大・理 ）
・長尾年恭（ 東海
大）
・山口 透・織原義明・高橋一郎・野田洋一（ 理化学研 ）
・後藤恵之輔（ 長崎大 ）, 15 名, 172 千円, 同上,
2001.4–2002.3.
平成 14 年度地震研究所特定共同研究 (A)「 内陸直下地震の予知」, 代表, 山崎晴雄・植木岳雪（ 東京都立大・理 ）
・
塚原弘昭・角野由夫・奥澤 保・安藤教宣（ 信州大・理 ）
・竹内 章・川崎一朗・ハスバートル・安江健一（ 富
山大理 ）
・長尾年恭・川畑広紀（ 東海大 ）
・佐柳敬造・織原義明・田中治雄・野田洋一（ 理化学研 ）
・後藤恵
之輔・立入 郁・後藤健介・久田真太郎（ 長崎大 ）, 21 名, 310 千円, 同上，2002.4–2003.3.
五十嵐俊博
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(a) AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.6, 2002.
(b) (社 ）日本地震学会広報委員会, 委員, 2001.12–2004.3.
酒井慎一
中尾 茂
(b) 日本測地学会評議会, 評議員, 2000.4–2002.3.
萩原弘子
望月公廣
(a) AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.6-10, 2002.
(b) Joint Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling (JOIDES) (Ocean Drilling Program) Site Survey
Panel, Panel Member, 2001.7–2003.6.
深海掘削計画（ IODP ）事前調査資源検討ワーキング・グループ , 委員, 2001.9–2004.3.
山田知朗
(a) Inter Ridge, Southwest Indian ridge workshop, Southampton, UK, April 17, 2002.
(b) （ 社 ）日本地震学会, 庶務委員, 2002.4–.

地震予知情報センター
阿部勝征
(b) 日本学術会議海洋物理学研究連絡委員会津波小委員会, 委員, 1989.3–2004.3.
日本災害情報学会理事会, 理事, 1999.4–2003.3.
土木学会原子力土木委員会, 委員, 1999.10–2002.3.
(社 ）日本地震学会代議員会, 代議員, 2000.10–2003.9.
(c) 災害救援ボ ランティア推進委員会委員長感謝状（ 指導者育成に寄与 ）, 12.7, 2001.
気象庁気象研究所長感謝状（ 研究業務の推進に貢献 ）, 2.1, 2002.
菊地正幸
(a) 1st China-Japan Workshop on Earthquake Disaster Mitigation, Beijing, China, Sep.18-20, 2001.
AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.6-11, 2002.
SSA Annual Meeting, Victoria, Canada, April 17-19, 2002.
(b) Journal of Seismology, Editor, 1997.4–2004.3.
Earth, Planets and Space, 編集委員, 1998.4–2001.3.
（ 社 ）日本地震学会, 監査, 1999.4–2002.3.
地震学研究連絡委員会, 委員, 2000.10–2003.3.
（ 社 ）日本地震学会, 代議員, 2002.4–2004.3.
鷹野 澄
(a) 1st China-Japan Workshop on Earthquake Disaster Mitigation, Beijing, China, Sep.18-20, 2001.
鶴岡 弘
(a) 2nd International Workshop on Statistical Seismology, Wellington, New Zealand, April 18-21, 2001.
AGU 2001 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.10-14,2001.
山中佳子
(a) IASPEI, Hanoi, Vietnam, Aug.19-31, 2001.
4th Multi-lateral workshop on Development of Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation Technologies and
their Integration for the Asia-Paciﬁc Region, Kamakura, Japan, Dec.03-04, 2001.
AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.9, 2002.
(b) （ 社 ）日本地震学会, 代議員, 2000.10-2003.3.

火山噴火予知研究推進センター
中田節也
(a) AGU 2001 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.10-15, 2001.
Montagune Pelee 1902-2002, IAVCEI meeting, Saint-Pierre, Martinique, France, May 12, 2002.
AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.9, 2002.
(b) （ 財 ）震災予防協会, 評議員, 2001.6–2004.5.
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日本火山学会，評議員，幹事, 他学会関連委員長, 2002.4–2004.3.
IAVCEI/Program Committee of 2004 Chile Meeting, Member, 2002.4–2004.11.
IAVCEI/Nomination Committee, Member, 2002.5–2003.3.
(c) 大和エ イド リアン 賞（ 大和日英基金 ）, 12.6, 2001.
(e) 地震研特定共同研究（ B)「 高噴火ポテンシャル火山における噴火の規模・様式に関する研究」, 代表, 中川光弘
（ 北大 ），谷口宏充（ 東北大 ），高橋正樹（ 茨城大 ），鎌田浩毅（ 京都大 ）ほか, 約 30 名, 同上, 1999.4–2002.3.
科学技術振興調整費総合研究「 雲仙火山．科学掘削による噴火機構とマグ マ活動解明のための国際共同研究」,
分担, 宇都浩三（ 産総研 ），清水 洋（ 九大・理 ），池田隆司（ 北大・理 ），佐久間澄夫 ((株 ）日重化 ）ほか ,
約 70 名, 1999.4–2004.3.
Unzen Scientiﬁc Drilling Project, Joint Research Venture with ICDP, 代表, J. Eichelberger (Univ. Alaska), D.
Dingwell (Univ. Munich), S. Hickman (USGS) and others, 約 70 名, 2002.4–2004.3.
渡辺秀文
(b) 日本学術会議火山学研究連絡委員会, 委員, 1993.1–2003.9.
日本火山学会, 評議員, 2002.4–2004.6.
日本火山学会, 幹事長, 2002.4–2004.6.
(e) 平成 12 年度地震研究所共同利用研究集会（ 2000.9.25-26), 「 2000 年三宅島噴火活動と周辺地域の地殻活動 」,
分担, 代表者：木股文昭（ 名大・理 ）
・渡辺秀文・ほか , 約 50 名, 2000.4–2001.3.
平成 13-14 年度科学研究費 「 三宅島火山の陥没カルデラ形成過程とマグ マ供給系の解明 」, 代表, 纐纈一起・大
湊隆雄・及川 純・大久保修平・鍵山恒臣・上嶋 誠・中田節也・藤井敏嗣（ 東大・地震研 ）
・野津憲治（ 東大・
理院 ）
・平林順一（ 東工・火山流体セ ）
・木股文昭（ 名大・理院 ）
・松島 健（ 九大・理院 ）, 13, 2001.4–2003.3.
平成 13-15 年科学技術振興調整費「 富士火山の活動の総合的研究と情報の高度化」, 分担, 代表：藤井敏嗣・中田
節也・鍵山恒臣・上嶋 誠・大湊隆雄・及川 純・中尾 茂・金子隆之・吉本光宏・中井俊一（ 東大・地震研 ）
・鵜川
元雄・小村健太朗（ 防災科技研 ）
・村上 亮（ 国土地理院 ）
・山本哲也・山里 平（ 気象庁 ）
・高田 亮（ 産総研 ）
・
佐野貴司・吉村秀実（ 常葉大 ）
・廣井 脩（ 東大・社情研 ）
・中森広道（ 日大・文理 ）, 26 名, 2001.9–2004.3.
火山噴火予知計画事業「 富士火山の集中総合観測 」, 代表：鍵山恒臣・中道治久・大湊隆雄・及川 純・長田 昇・
小山悦郎・辻 浩・竹田豊田郎（ 東大・地震研 ）
・大島弘光（ 北大・理 ）
・田中 聡（ 東北大・理 ）
・山岡耕春
（ 名大・環境 ）
・大倉敬宏（ 京大・理 ）
・井口正人（ 京・大防災研 ）
・清水 洋（ 九大・理 ）
・野津憲司（ 東大・
理）
・ほか , 約 30 名, 2002.4–2003.3.
鍵山恒臣
(a) Unzen Workshop 2002, Shimabara, Japan, 1.26-29, 2002.
(b) 日本火山学会, 評議員, 2000.4–2004.3.
日本火山学会, 幹事長, 2000.4–2002.3.
日本火山学会, 幹事（ 事業委員長 ）, 2002.4–2004.3.
(e) 有珠火山 2000 年噴火の研究, 分担, 岡田 弘（ 北大・理 ）, 15 名, 2000.4–2001.3.
三宅・神津島の地殻活動の研究, 分担, 金沢敏彦・渡辺秀文（ 東大・地震研 ）, 20 名, 2000.4–2001.3.
岩手火山構造探査, 分担, 浜口博之（ 東北大・理 ）, 2000.4–2001.3.
口永良部・薩摩硫黄島火山集中観測, 分担, 石原和弘・井口正人（ 京大・防災研 ）, 2000.4–2001.3.
火山の浅部構造と火山流体, 代表, 井口正人（ 京大・防災研 ）, 火山の浅部構造と火山流体, 2001.1.
有珠火山構造探査, 分担, 大島弘光（ 北大・理 ）, 70 名, 2001.4–2002.3.
雲仙火山電磁気構造調査, 代表, 田中良和，橋本武志（ 京大・理 ）
・神田 径（ 京大・防災研 ）, 12 名, 9,000 千円,
2001.4–2002.3.
三宅島火山の陥没カルデ ラ形成過程とマグ マ供給系の解明, 分担, 渡辺秀文・纐纈一起・大湊隆雄・及川 純・大
久保修平・上嶋 誠・中田節也・藤井敏嗣（ 東大・地震研 ）, 15 名, 2001.4–2003.3.
富士火山の活動の総合的研究と情報の高度化, 分担, 藤井敏嗣・中田節也・金子隆之・大湊隆雄・及川 純・中尾
茂（ 東大・地震研 ）
・鵜川元雄（ 防災科技研 ）
・村上 亮（ 国土地理院 ）
・山本哲也（ 気象庁 ）
・山里 平（ 気象
庁）
・高田 亮（ 産総研 ）
・廣井 脩（ 東大・社情研 ）, 26 名, 2001.9–2004.3.
雲仙火山電磁気構造調査, 代表, 小河 勉（ 東大・地震研 ）
・田中良和・橋本武志（ 京大・理 ）, 12 名, 2,940 千円,
2002.4–2003.3.
北海道駒ケ岳火山構造探査, 分担, 大島弘光（ 北大・理 ）
・田中 聡（ 東北大・理 ）
・山岡耕春（ 名大・環境 ）
・清水
洋（ 九大・理 ）, 70 名, 23,000 千円, 2002.4–2003.3.
及川 純
(b) 日本火山学会, 火山庶務委員, 委員, 2001.4–2002.3.
日本火山学会, 火山事業委員, 委員, 2002.4–2003.3.
(e) 三宅島火山における GPS 連続稠密観測, 分担, 渡辺秀文（ 東大・地震研 ）
・松島 健（ 九大 ）
・木股文昭（ 名大 ）ほ
か , 15 名, 2000.6–2002.3.
岩手火山の構造探査, 分担, 浜口博之・田中 聡（ 東北大 ）ほか , 60 名, 2000.10–2001.3.
三宅島火山における地震連続稠密観測, 分担, 渡辺秀文（ 東大・地震研）
・松島 健（ 九大）ほか , 10 名, 2001.5–2002.3.
有珠火山の構造探査, 分担, 大島弘光・岡田弘（ 北大 ）ほか , 60 名, 2001.11–2002.3.
富士山におけ る集中地震観測, 分担, 渡辺秀文・大湊隆雄（ 東大・地震研 ）ほか , 30 名, 2002.4–2004.3.
北海道駒ヶ岳の構造探査, 分担, 大島弘光・岡田 弘（ 北大 ）ほか , 64 名, 2002.9–2003.3.
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大湊隆雄
(a) AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.6-10, 2002.
金子隆之
(a) 1st ALOS PI workshop, Tokyo, Japan, March 28-30, 2001.
(b) 日本火山学会, 庶務委員, 2000.4–2001.3.
IAVCEI Commission on Remote Sensing, Secretary, 2001.1–2004.12.
日本火山学会, 事業委員, 2001.4–2002.3.
日本火山学会, 大会委員, 2002.4–2004.3.
(c) Daiwa Adrian Prize, July, 2001.
(e) 干渉 SAR と GPS 観測網による火山体変動の検出, 藤井直之（ 名大 ）ほか , 2000.4–2002.9.
電気通信普及事業団研究助成「 イン ターネットとリモート センシングによる火山噴火リアルタイム監視シ ステ
ムの開発」， 代表，安田 敦（ 東大・地震研 ），Martin J. Wooster（ ロンド ン 大学キング スカレッジ ），3 名，
1,400 千円，2002.04–2003.03 ．
科学研究費（ 基盤 (C))「 衛星デ ータによる準リアルタイム活火山熱観測シ ステムの開発」，代表，安田 敦（ 東
大・地震研 ），Martin, J. Wooster （ ロンド ン 大学キング スカレッジ ），3 名， 2,510 千円，2001.04–2003.03 ．
科学技術庁振興調整費「 富士火山の活動の総合的研究と 情報の高度化 」，分担，藤井敏嗣・中田節也・鍵山恒
臣・大湊隆雄・及川 純・吉本充宏・中尾 茂（ 東大・地震研 ）
・鵜川元雄（ 防災科技研 ）
・村上 亮（ 国土地理
院）
・山本哲也・山里 平（ 気象庁 ）
・高田 亮（ 産総研 ）
・廣井 脩（ 東大・社情研 ），26 名，2001.04–2004.03
地形解析に基づ く東アジア活火山デ ータベースの作成， 代表， 宇宙開発事業団，2000.09–2004.00 ．
ノア AVHRR による活火山の準リアルタイムモニタリング，高木幹雄（ 東京理科大 ），安田 敦（ 東大・地震研)，
1999.04–2003.03 ．
萩原道徳
(e) 岩手山の火山体構造探査, 分担, 浜口博之・田中 聡（ 東北大・理 ）ほか , 2000.4–2001.3.
有珠山の 火山体構造探査, 分担, 岡田 弘・大島弘光・森 済（ 北大・院理 ）・鍵山恒臣（ 東大・地震研 ）ほか ,
2001.4–2002.3.
吉本充宏
(a) IAVCEI 2002, Martinique, France, May 15, 2002.
(b) 日本火山学会, 庶務委員, 2002.4–.
(e) 科学技術庁振興調整費総合研究「 雲仙火山．科学掘削による噴火機構と マグ マ活動解明のための国際共同研
究 」, 代表：宇都浩三（ 産総研 ）ほか , 約 70 名, 1999.4-2004.3.
科学技術庁振興調整費先導的研究「 富士火山の活動の総合的研究と情報の高度化 」, 代表：藤井敏嗣ほか ，26
名, 2001.9-2004.3.
中道治久

海半球観測研究センター
歌田久司
(a) IAGA-IASPEI Joint General Assembly, Hanoi, Vietnam, Aug.19-31, 2001.
16th Workshop on Electromagnetic Induction in the Earth, Santa Fe, USA, June 16-23, 2002.
(b) US-Japan Committee for Scientiﬁc Use of Submarine Cables, Co-Chair, 1999.4–2004.3.
海洋科学技術セン ター・海底長期観測委員会, 委員, 2000.4–2002.3.
IUGG2003 組織委員会, 広報委員会, 幹事, 2000.4–2004.3.
日本学術会議・地球電磁気学研究連絡委員会地磁気観測作業委員会, 委員, 1999.4-.
地球電磁気・地球惑星圏学会運営委員会, 委員, 1999.4-.
日本学術会議・地球電磁気研究連絡委員会, 委員 (幹事), 2000.10-.
(e) 日本学術振興会・日米科学協力「 太平洋地域の マント ル 電気伝導度構造の研究 」, 代表, A. D. Chave(Woods
Hole 海洋研究所), 6 名, 2000.4–2002.3.
民間等と の 共同研究経費「 海底地震電磁気アレ ー観測に よるマント ル 下降流の 実態解明 」, 代表, 深尾良夫
(IFREE 領域 1), 60 名, 2001.4–2002.3.
科学研究費 (国際学術研究) 等「 太平洋におけ る海底ケーブ ルネット ワークによる電位差観測 」, A. D. Chave
(Woods Hole 海洋研究所)，A. Flosadottir(NOAA PMEL), 代表, 5 名, 1991.4-.
科学技術庁振興調整費等「 TPC-2 による電位差観測 」野崎憲郎 (郵政省通信総合研究所), 代表, 2 名, 1995.4-.
科学研究費 (国際学術研究) 等「 日本海ケーブ ルによる電位差観測 」, N. A. Palshin and R. D. Medzhitov(P. P.
Shirshov 海洋研究所), 代表, 6 名, 1994.4-.
科学研究費 (基盤) 等「 中国東北部におけ る電磁気観測」, 趙 國澤 (中国地震局地質研究所), 代表, 5 名, 1998.4-.
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科学研究費 (基盤 (B)) 等「 沿海州における地球電磁気観測 」, V. Nikiforov(ウラジオスト ク太平洋海洋研究所),
代表, 5 名, 2000.4-.
川勝 均
(a) OHP/ION Joint Symposium, Yamanashi, Japan, Jan.21-27, 2001.
Transport of Materials in the Dynamic Earth, Kurayoshi, Japan, Oct.2-5, 2001.
AGU 2001 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.10-14, 2001.
(b) 日本地震学会評議会, 委員, 2000.4–2002.3.
(社 ）日本地震学会, 代議員, 2002.4–2003.3.
深尾良夫
(a) Invited Talk: Tomographic search for deeply subducted slabs and mantle plumes, International Conference,
Exploring the Earth, A Celebration of Four Journeys, Camberra, Australia, Feb.20-23, 2001.
OHP/ION Joint Symposium, Yamanashi, Japan, Jan.21-27, 2001.
Keynote Lecture: The upper and lower mantle transition region as temporal reservoirs of subducted slabs and
rising plumes, International Symposium: Transport of materials in the dynamic Earth, Kurashiki, Japan,
Oct.2-5, 2001.
Special Lecture: The OHP Network, China-Japan Workshop on Earthquake Diaster Mitigation, Beijing, China,
Sep.18-20, 2001.
Invited talk: Tomographic imaging of subducted slabs and mantle plumes, Misasa Geodynamics Workshop,
Misasa, Japan, Oct.24, 2002.
Trans-Paciﬁc temperature ﬁeld in the mantle transition region from seismic and electromagnetic tomography,
AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.10, 2002.
Origin of Earth’s ground noise at 2-20mHz, 14th IRIS Annual Workshop, Waikoloa, USA, June 14, 2002.
(b) Federation of Digital braoadband Seismographic Networks (FDSN), President, 1997.1–2002.6.
塩原 肇
(a) OHP/ION symposium, Lake Yamanaka, Yamanashi, Japan, Jan.21-24, 2001.
AGU 2001 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.10-14, 2001.
森田裕一
(a) IAGA-IASPEI Joint Scientiﬁc Assembly, Hanoi, Vietnam, Aug.19-31, 2001.
南京地震台創立 70 周年記念講演会, 南京, 中国, Dec.1, 2002.
(b) （ 社 ）日本地震学会, 代議員, 2002.4–2003.3.
（ 社 ）日本地震学会, 理事, 2002.5–2004.4.
山野 誠
(a) 5th International Workshop on Heat Flow and the Structure of the Lithosphere, Kostelec, Czech Republic, June
10-16, 2001.
Conference for Shallow and Future Deep Drilling into the Chelung-pu Fault Zone, Taiwan, Tsukuba, Japan,
Jul.17-18, 2002.
International Paleoclimate Reconstruction Workshop, Matsuyama, Japan, Nov.28-30 , 2002.
(b) 日本地震学会, 理事, 2000.12–2004.3.
IODP 国内科学掘削推進委員会地球内部変動検討専門部会，委員, 2001.5–2003.4.
IODP, 暫定地球内部変動科学評価パネル委員会, 委員，2001.6–2003.5.
・松林 修（ 産総研 ）
・
(e) 南海ト ラフ沈み込み帯の熱流量分布と地下温度構造の研究, 代表, 木下正高（ 海技センター ）
後藤秀作（ 東大・地震研 ）, 4 名, 1999.4–2004.3.
孔井内温度分布と年輪の解析によるカムチャッカ半島における気候変動の復元, 分担, 長尾年恭（ 東海大・海洋
研）
・末田達彦（ 愛媛大・農 ）
・谷口真人（ 奈良教育大・教育 ）
・大久保泰邦（ 産総研 ）
・V. Cermak（ チェコ
地球物理研 ）
・E. Gordeev（ ロシア科学アカデ ミー ）, 約 10 名, 2000.4–2003.3.
車籠埔断層掘削孔における長期温度計測, 代表, 黄 柏壽（ 台湾地球科学研 ）, 2 名, 2001.3–2003.3.
清水久芳
(a) 9th Scientiﬁc Assembly of IAGA, Hanoi, Vietnam, Aug.18-30, 2001.
竹内 希
(a) IAGA-IASPEI Joint Scientiﬁc Assembly, 2001, Hanoi, Vietnam, Aug.19-31, 2001.
AGU 2002 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.6-10, 2002.
(b) 地球惑星科学合同大会運営機構情報局，2003 年担当責任者, 2001.7–2003.5.
（ 社 ）日本地震学会欧文誌運営委員会，委員, 2002.6–2003.5.
綿田辰吾
(a) AGU 2001 Fall Meeting, San Francisco, USA, Dec.10-14, 2001.
OHP/ION Joint Symposium Long-Term Observations in the Ocean, Yamanashi, Japan, Jan.21-27, 2001.
(b) 日本学術会議地震学研連グ ローバル地震学小委員会, 委員, 2000.4–2002.3.

97

第4章
4.1

業務活動・研究支援活動

各教官（ 助手 ）の業務活動

各教官（ 助手 ）が 2001 年 1 月 ∼2002 年 12 月の間に行った業務活動等の内容．なお (a)∼(c) の区分は以下のとおり．
(a) 学内委員会
(b) 所内委員会
(c) 所内活動

地球流動破壊部門

小國健二
(b) 一般公開実行委員会, 2001.4–2002.3.
自己点検委員会, 2001.4–2003.3.
武井（ 小屋口 ）康子
(b) 金曜日セミナー世話人, 2000.4–2002.3.
技術部運営委員会, 2000.4–2004.3.
西田 究
三浦弥生
(b) 図書委員会, 1997.4–2001.3.
環境安全委員会, 2001.4–2003.3.
ハラス メント 相談員, 2001.4–.
技術報告編集委員会, 2002.4–.

地球ダ イナミクス部門

折橋裕二
(b) 一般公開実行委員会, 2000.4–2001.3.
広報委員会, 2000.4–2003.3.
図書委員会, 2001.4–2003.3.
吉田 満
(b) 一般公開実行委員会, 2001.4–2002.3.

地球計測部門

新谷昌人
大竹雄次
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(b) 技術開発室運営委員会, 2001.4–2003.3.
研修運営委員会, 2001.4–2003.3.
技術報告編集委員会, 2001.4–2002.3.
古屋正人
(b) 図書委員会, 1999.4–2003.3.
一般公開実行委員会, 2000.4–2001.3.
学術報告委員会, 2001.4–2004.3.

地震火山災害部門

境 有紀
(b) 自己点検委員会, 2000.4–2004.3.

地震予知研究推進センター

一ノ瀬洋一郎
小河 勉
蔵下英司
(b) 広報委員会, 1999.4–2002.3.
一般公開委員会, 2000.4–2001.3.
CERT 委員会, 2001.4–2003.3.
小竹美子
中谷正生
(b) 金曜日セミナー世話人, 2002.4–2004.3.
談話会委員会, 2002.4–2004.4.
宮崎真一

地震地殻変動観測センター

五十嵐俊博
(b) 広報委員会, 2002.4–2003.3.
談話会委員会, 2002.4–2003.3.
酒井慎一
中尾 茂
萩原弘子
(b) 一般公開実行委員会, 2001.4–2002.3.
望月公廣
(b) 広報委員会, 2002.4–.
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山田知朗

地震予知情報センター

鶴岡 弘
(b) 広報委員会, 2001.4–2002.3.
CERT 委員会, 2001.4–2002.3.
一般公開実行委員会, 2001.4–2002.3.
ホームページ 委員会, 2001.11–2002.3.
所内 CERT 委員会, 2002.4–2003.3.
山中佳子
(b) 古地震記象委員会, 2001.4–2002.3.
CERT 委員会, 2001.4–2002.3.

火山噴火予知研究推進センター

及川 純
大湊隆雄
金子隆之
(b) 一般公開実行委員会, 2001.4–2002.3.
坂下至功
(c) 伊豆大島地震観測点 40 箇所の維持, 火山噴火予知研究推進センター業務, 単独, 年間 50 回（ 各回 4 時間 ）, 1985.4–.
伊豆大島観測所庁舎維持, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独, 年間 45 回（ 各回 1 時間 ）, 1985.4–.
伊豆大島地震観測ネット の初動読み取り, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独, 6 時間/日, 1985.4–.
伊豆大島津波観測点（ 泉津・野増・波浮 ）の維持, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独, 各点 4 時間/半年,
1960.4–.
萩原道徳
吉本充宏
(b) 一般公開実行委員会, 2002.4–.
環境安全委員会，2002.4–.

海半球観測研究センター

清水久芳
(b) 図書委員会, 1999.4–2002.3.
広報委員会, 2000.4–2002.3.
学術報告委員会, 2001.4–2003.3.
竹内 希
(b) 一般公開実行委員会, 2001.4–2002.3.
CERT 委員会, 2001.4–2003.3.
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綿田辰吾
(b) 一般公開実行委員会, 2002.4–2003.3.
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4.2

各技術官の業務活動等

各技術官が 2001 年 1 月 ∼2002 年 12 月の間に行った業務活動等の内容．なお (a)∼(i) の区分は以下のとおり．
(a) 業務活動
(b) 受賞
(c) 発明特許
(d) 国家資格
(e) 取得単位
(f) 終了認定を受けた研修
(g) 公表出版物
(h) 学会講演（ 自身による発表 ）
(i) 研修講師

技術部 (情報処理室)
井本良子
(a) 火山噴火予知研究推進セン ター共同研究事務, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独, 1997.4–2002.12.
火山噴火予知研究推進セン ター校費管理・出張事務, 火山噴火予知研究推進センター業務, 単独, 1997.4–2002.12.
火山噴火予知連絡会資料とりまとめ, 火山噴火予知推進研究セン ター業務, 単独, 3 日/年, 1997.4–2002.12.
火山噴火予知研究推進センター科研費管理（ 5 件 ）, 火山噴火予知研究推進センター業務, 単独, 1997.4–2002.12.
「 技術研究報告 」編集, 技術報告編集委員会業務, 3 名, 1999.4–2002.12.
地震研究所ホームページ /「 地震研究所規約 」作成および 更新, 情報処理室業務, 2002.6–2002.12.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
平成 14 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2002.7.5.
荻野スミ子
(a) 地震予知連絡会事務, 全所業務, 年 4 回, 1994.6–2002.12.
OA 委員会, OA 委員会業務, 通年, 2000.1–2002.12.
研修運営委員会, 研修運営委員会業務, 通年, 2000.1–2002.12.
佐藤研究室出張事務物品管理経理事務, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独, 2000.1–2002.12.
反射法地震探査プ ロジェクト 支援, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独, 通年, 2000.1–12.
技術研修運営委員会, 技術研修運営委員会業務, 9 名, 2002.1–2003.3.
反射法地震探査のホームページ 作成, 地震予知研究推進セン ター業務, 2002.1.
地震研究所ホームページ /「 新着情報・セミナー」
「 地震研について 」作成および 更新, 情報処理室業務， 2002.4–
2002.12.
反射法地震探査香川県及び 徳島県西部合同観測, 地震予知研究推進セン ター業務, 8 日間, 2002.8.
糸-静構造線地殻構造探査探査, 地震予知研究推進セン ター業務, 2 日間, 2002.10.
房総半島縦断地殻構造探査探査,（ 大都市大震災軽減化特別プ ロジェクト ）, 地震予知研究推進セン ター業務，2
日間, 2002.11.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.7.
加藤育子
(a) 地球計測部門ホームページ 管理（ 作成, 更新 ）, 地球計測部門業務, 単独, 1996.4–2002.12.
地球計測部門出張事務・物品購入管理，地球計測部門業務, 単独, 1996.4–2002.12.
地球計測部門共同利用・共同研究支援（ 出張事務・研究集会会場設営）6 件, 地球計測部門業務, 単独, 1996.4–2002.12.
地球計測部門科学研究費管理 6 件, 地球計測部門業務, 単独, 1996.4–2002.12.
情報処理室ホームページ 作成, 情報処理室業務, 単独, 1996.4–2001.10.
受託研究費管理 2 件, 地球計測部門業務, 単独, 2000.4–2002.12.
地震研究所ホームページ 作成および 更新/トップ ページ , 情報処理室業務, 単独, 2002.4–11.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
平成 13 年度国立学校等技術専門官研修, 文部科学省, 2001.8.24.
平成 13 年度東京大学技術職員研修（ コンピューター関係 ）, 東京大学, 2001.11.29.
工藤和子
(a) 地震火山災害部門ホームページ 作成および 更新・災害部門研究会・災害部門会議支援, 地震火山災害部門業務,
単独, 1994.4–2002.12.
地震火山災害部門出張事務・物品購入備品管理, 地震火山災害部門業務, 単独, 1994.4–2002.12.
地震火山災害部門科学研究費・共同研究費・受託研究費の出張事務経理事務等支援, 地震火山災害部門業務, 単
独, 1994.4–2002.12.
OA 化委員会, OA 化委員会業務, 委員 8 名, 1999.4–2002.12.
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研修運営委員会, 研修運営委員会業務, 委員 7 名, 1999.4–2001.3.
地震研究所ホームページ /「 研究活動 」
「デ ータベース 」作成および 更新, 情報処理室業務, 2002.6–2002.12.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
平成 13 年度技術職員研修, 東京大学, 2001.11.29.
平成 14 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2002.7.5.
野口和子
(a) 古地震記象の整理，フィルム化，デ ータベース化，保管管理, 古地震記象委員会業務, +技術補佐員 1 名, [4-6 時
間/日]x[週/5 日/年], 1998.4–2002.12.
計算機消耗品の管理・補充，経理・出張事務・物品の購入管理, 地震予知情報センター業務, 単独, [2 時間/日]x[週
5 日/年], 1999.3–2002.12.
地震研究所ホームページ /「 所内限定 」
「 リン ク集 」作成および 更新, 情報処理室業務, 2002.4-12.
(f) 平成 14 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2002.7.5.
(g) 野口和子・山中佳子・田辺由美子・岩田孝行, 歴史地震記象を WEB 上で検索する, 地震研究所技術研究報告, 7,
64–71, 2001.
野口和子・岩田孝行, 歴史地震記象のフィルム化−第 3 報, 地震研究所技術研究報告, 7, 72–95, 2001.
岩田孝行・野口和子, 機械式地震計による関東地方衛星点の地震記象, 地震研究所技術研究報告, 8, 56–70, 2002.
岩田孝行・ 野口和子, 和歌山地震観測所における機械式地震計の記象, 地震研究所技術研究報告, 8, 71–82, 2002.
松嶋信代
(a) 海半球観測研究セン ター研究支援, 海半球観測研究セン ター業務, 単独, 2001.1–2002.12.
海半球観測研究セン ター観測点管理, 海半球観測研究セン ター業務, 単独, 2001.1–2002.12.
海半球観測研究セン ター経費管理, 海半球観測研究セン ター業務, 単独, 2001.1–2002.12.
海半球観測研究セン ター共同利用・共同研究支援, 海半球観測研究セン ター業務, 単独, 2001.1–2002.12.
海半球観測研究セン ター科研費管理, 海半球観測研究セン ター業務, 単独, 2001.1–2002.12.
海半球観測研究セン ター日米・豪科学協力事業支援, 海半球観測研究セン ター業務, 単独, 2001.1–2002.12.
地震研究所ホームページ /「 会議室予約 」作成および 更新, 情報処理室業務, 2002.6–2002.12.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
平成 14 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2002.7.5.
渡邊ト キエ
(a) 地球流動破壊部門・地球ダ イナミクス部門運営支援（ 教官スケジュール 管理・各種経費/物品管理・経理/出張
事務処理 ）, 地球流動破壊部門・地球ダ イナミクス部門業務, 単独（ 2002.11 中半より週２日，+非常勤 1
名 ）, 4 時間× 200 日, 2001.1–2002.12.
地球流動破壊部門・地球ダ イナ ミクス部門共同利用・共同研究支援（ 連絡業務・経費管理・経理/出張事務処
理 ）, 地球流動破壊部門・地球ダ イナミクス部門業務, 単独（ 2002.11 中半より週２日，+非常勤 1 名 ）, 4
時間× 200 日, 2001.1–2002.12.
地球流動破壊部門ホームページ 作成および 更新，地球流動破壊部門業務，単独，2001.1–2002.12.
地震予知研究事業費「 活構造 」及び 特定共同研究（ A)「 古地震 」関係活断層プ ロジェクト 実施事務局（ 経費管
理・経理/出張事務処理・事務連絡/調整 ）, 全所業務（ 地震予知研究事業及び 共同利用 ）及び 島崎邦彦教
授関連業務, 単独, 2 時間 x200 日, 2001.1–2002.12.
「日本全国空中写真」整備・管理・貸出, 全所業務（ 共同利用）, 単独, １時間/週（ 貸出年間約 50 件）, 2001.1–2002.12.
地震研究所「 技術研究報告 」編集, 技術報告編集委員会業務, 3 名, 延べ 8ヶ月, 2001.1–2002.12.
地震研究所「 年報 」編集, 自己点検委員会業務, 2 名, 延べ 2ヶ月, 2001.1–2002.12.
地震研究所ホームページ /「 地震・火山情報 」
「 教官紹介 」作成および 更新, 情報処理室業務, 2002.6–2002.12.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
平成 14 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2002.7.5.

技術部 (技術開発室)
石川良宣
(a) 伊豆テレ メータによるプ ロトン 磁力計観測支援，デ ータの回収及び 処理，器械の保守, 地震予知研究推進セン
ター業務, 単独, [1 時間/日]x200, 1976.1–2002.12.
伊豆プ ロト ン 観測点の 器械の保守支援, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独, +セン ター 2 名, [2 日/月]x18,
1976.1–2002.12.
地球電磁気学共同利用・共同研究，共同観測及び CA 研究会支援, 地震予知研究推進センター業務, 単独, 通年,
1998.1–2002.12.
三浦半島油壺におけ る比抵抗 、地中の温度，水位，加速度地震観測及びデ ータ回収, デ ータ処理，メンテナン
ス, 海半球観測研究セン ター業務 単独, 通年, 1998.1–2002.12.
上嶋研究室・小河助手経費管理, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独, 通年, 2000.1–2002.12.
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和歌山, 三宅島における電磁気観測支援, 地震予知研究推進センター業務, 全国 15 名, 延べ 25 日, 2002.11–2002.12.
(f) 平成 14 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
英会話研修, 東京大学人事, 2002.3.11.
平成 15 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2002.7.5.
(g) 笹井洋一・大志万直人・本蔵義守・石川良宣・小山 茂・上嶋 誠, 伊豆半島東部地域の全磁力観測（ 1976 年-2000
年 ）−四半世紀を振り返る− , Conductivity Anomaly 研究会, 71–81, 2001.
石川良宣・小山 茂・上嶋 誠, 伊豆半島東部地域における全磁力観測−最近 5 年間のまとめ （ 1996 年 1 月-2000
年 4 月 ） , 地震研究所技術研究報告, 7, 58-63, 2001.
吉野登志男・笹井洋一・石川良宣・歌田久司・柳谷 俊・山下 大, 油壺の比抵抗変化と 地下水位変化について ,
Conductivity Anomaly 研究会, 104–112, 2001.
(i) 石川良宣, 伊豆半島東部地域における全磁力観測−最近 5 年間のまとめ（ 1996 年 1 月-2000 年 4 月 ）, 平成 13 年
度地震研究所職員研修会, 2001.7.5.
内田正之
(a) 供試体格納水槽部品製作, 技術開発室業務, 単独, 10 日, 2000.12–2001.1.
傾斜計固定盤製作, 技術開発室業務, 単独, 5 日, 2001.1.
海底地震計観測用レ コーダ 置き台加工, 技術開発室業務, 単独, 1 日, 2001.1.
バネ材加工, 技術開発室業務, 単独, 3 日, 2001.2–2.
チタン コネクターカバー製作, 技術開発室業務, 単独, 20 日, 2001.2-3.
プ ラスチックバルブ 製作, 技術開発室業務, 単独, 6 日, 2001.2.
載荷台部品製作, 技術開発室業務, 単独, 2 日, 2001.2.
水槽底部キャップ 部品製作, 技術開発室業務, 単独, 1 日, 2001.3.
フランジ 製作, 技術開発室業務, 単独, 1 日, 2001.3–2004.3.
標尺台製作, 技術開発室業務, 単独, 7 日, 2001.3–4.
固定冶具の加工, 技術開発室業務, 単独, 1 日, 2001.4.
水槽底部ネジ・固定用具製作, 技術開発室業務, 単独, 10 日, 2001.4.
ステンレ ス電極の製作, 技術開発室業務, 単独, 10 日, 2001.
スペーサー製作, 技術開発室業務, 単独, 10 日, 2001.5-8.
圧縮試験用冶具製作, 技術開発室業務, 単独, 3 日, 2001.6.
地震計固定クッション 試作, 技術開発室業務, 単独, 2 日, 2001.6.
ステンレ ス部品加工, 技術開発室業務, 単独, 1 日, 2001.7.
試料パ イプ 切断, 技術開発室業務, 単独, 0.5 日, 2001.7.
Slider 製作, 技術開発室業務, 単独, 5 日, 2001.7.
小型チェンバー置き製作, 技術開発室業務, 単独, 3 日, 2001.7.
傾斜計用三角基台製作, 技術開発室業務, 単独, 7 日, 2001.8.
EPMA 試料台接続部品製作, 技術開発室業務, 単独, 3 日, 2001.8.
ステンレ スブ ロック製作, 技術開発室業務, 単独, 3 日, 2001.8.
フック付きネジ 製作, 技術開発室業務, 単独, 1 日, 2001.8.
標尺台製作・標尺台脚製作, 技術開発室業務, 単独, 17 日, 2001.9-.
試料圧密用冶具製作, 技術開発室業務, 単独, 5 日, 2001.10.
地震計固定クッション 製作, 技術開発室業務, 2 名, 2 日, 2001.11.
アンテナ台製作, 技術開発室業務, 3 名, 2 日, 2001.11.
ストッパー製作, 技術開発室業務, 単独, 2 日, 2001.11-.
弾性波測定装置部品製作, 技術開発室業務, 単独, 3 日, 2001.11.
GPS アンテナ取付金具製作, 技術開発室業務, 単独, 3 日, 2002.1.
永久磁石用鉄ヨーク製作, 技術開発室業務, 単独, 10 日, 2002.1-.
電池ボックス半田付け , 技術開発室業務, 2 名, 3 日, 2002.2–.
117 号室機械移動整備, 技術開発室業務, 2 名, 15 日, 2002.2–3.
ターニング セン タ講習, 技術開発室業務, 単独, 5 日, 2002.3.
ガ イダン ス資料準備, 技術開発室業務, 単独, 2 日, 2002.4.
ターニング セン タ実機講習, 技術開発室業務, 2 名, 5 日, 2002.4.
地震計ケース・地震計台製作, 技術開発室業務, 単独, 18 日, 2002.5–6.
セン サー冶具製作, 技術開発室業務, 単独, 3 日, 2002.7.
水管傾斜計中間ボット・中間ボット 座製作, 技術開発室業務, 単独, 17 日, 2002.8.
三角基台製作, 技術開発室業務, 単独, 8 日, 2002.9-.
ウェーブガ イド 製作, 技術開発室業務, 単独, 7 日, 2002.10.
工作講習会, 技術開発室業務, 単独, 3 日, 2002.1.
学生実験用サンプ ルブ ロック製作, 技術開発室業務, 単独, 4 日, 2002.11.
水管傾斜計用ステージ 製作, 技術開発室業務, 単独, 7 日, 2002.11.
傾斜計固定装置製作, 技術開発室業務, 単独, 8 日, 2002.12.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
平成 14 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2002.7.5.
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(i) 内田正之・肥田野一夫, 機械工作実技指導, 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 2001.7.5.
内田正之・肥田野一夫, 機械工作, 平成 14 年度地震研究所職員研修会, 2002.7.5.
小山 茂
(a) 地磁気絶対観測, 八ヶ岳地球電磁気観測所業務, +海半球観測研究センター職員等 3 名, [6 時間/日] ×４, 2000.10–11.
八ヶ岳地球電磁気観測所のデーター処理（ 月別ファイル作成, CD-R に編集 ）, 八ヶ岳地球電磁気観測所業務, 単
独, [3 時間/日]x30, 2001.1–2002.12.
東海観測点５ヶ所のデ ーター処理（ 月別ファイル作成, CD-R に編集 ）, 八ヶ岳地球電磁気観測所業務, 単独, [3
時間/日]x30, 2001.1–2002.12.
八ヶ岳地球電磁気観測所の庁舎管理, 八ヶ岳地球電磁気観測所業務, 単独, [3 時間/日]x24, 2001.1–2002.12.
東海観測点（ 5ヶ所 ）の保守, 管理, 八ヶ岳地球電磁気観測所業務, 単独,[5 時間/月] × 24, 2001.1–2002.12.
伊豆プロトン観測点ＲＯＭ交換、器械の保守, 地震予知研究推進センター業務, 単独, [2 日/月]x18, 2001.1–2002.12.
八ヶ岳地球電磁気観測所の物品の購入管理, 八ヶ岳地球電磁気観測所の業務, 単独, [2 時間/日]x20, 2001.1–2002.12.
八ヶ岳地球電磁気観測所の官用車の管理, 八ヶ岳地球電磁気観測所の業務, 単独, [1 時間/日]x40, 2001.1–2002.12.
鉛-塩化鉛電極（ 電場測定用 ）の製作, 地震予知研究推進セン ター業務, 単 [2 時間/本)] × 100, 2001.6–2002.6.
プ ロトン 磁力計のセン サー近傍の メシュ測定, 地震予知研究推進セン ター, 単独、地震予知研究推進センター職
員 2 名, 3 時間 x12 回, 2001.6–2002.12.
三宅島 SP 観測, 地震予知研究推進セン ター業務, +地震予知研究推進セン ター等 3 名, 7 日, 2001.7–8.
南鳥島地磁気絶対観測, 海半球観測研究セン ター業務, +気象庁等 2 名, 10 日, 2001.8.
日高山脈周辺の比抵抗構造探査（ 東部 ）, 地震予知研究推進セン ター業務, +国内大学 12 名, 10 日, 2001.9.
静岡県藤枝市舟ヶ久保観測点, プ ロトン 磁力計の新設, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独, 2 日, 2001.11.
山梨県富沢町奥山観測点, プ ロトン 磁力計の新設, 地震予知研究推進センター業務, 単独, 2 日, 2001.11–2001.11.
ネット ワーク MT 観測の電極設置（ 三重県 ）, 地震予知研究推進セン ター業務, +セン ター 2 名, 7 日, 2002.2–3.
東海地震、緊急時を想定した実地訓練（ 電磁気班 ）, 地震予知研究推進センター業務, センター 2 名, 3 日, 2002.3.
富士山 MT 観測（ 大学電磁気グ ループ 共同観測 ）MTU-5 の設置, 地震予知研究推進セン ター業務, +大学電磁
気グループ 18 名, 4 日, 2002.9.
東海観測点（ 相良, 俵峰 ）に新し いプ ロトン 磁力計の設置, 地震予知研究推進センター業務, センター 2 名, 3 日,
2002.12.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
平成 14 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2002.7.5.
(h) 小山 茂, 東海地方におけ る全磁力観測, 平成 13 年度地震研究所職員研修会.
小山 茂・上嶋 誠・石川良宣, 地磁気連続観測点近傍の磁場傾度の違いによる問題点（ 伊豆における全磁力の年
周変化の検証 ）, 平成 14 年度地震研究所職員研修会.
(i) 大竹雄次・小山 茂, 電気回路 実技講習, 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 2001.7.5.
坂上 実・小山 茂, 所外研修：都市部での地震観測（ 強震 ）の実状についての研修, 平成 14 年度地震研究所職員
研修会, 2002.7.4.
坂上 実
(a) 三宅島臨時強震観測点のデ ータ回収及び 維持管理, 強震観測業務, 複数, 6 日間, 2001.1.
足柄平野西湘総合観測点設営事務打合せ及び 他観測点の点検, 強震観測業務, 単独, 2 日間, 2001.1.
和歌山県潮岬観測点機器交換及び NTT 回線変更立会い, 強震観測業務, 複数, 2 日間, 2001.1.
伊豆半島地域の強震観測点の保守点検及びデ ータ回収, 強震観測業務, 複数, 4 日間, 2001.2.
三宅島臨時強震観測点のデータ回収及びバッテリー交換・一部観測点の太陽電池取付け作業, 強震観測業務, 複
数, 6 日間, 2001.2.
伊豆大島強震観測点の保守点検及びデ ータ回収, 強震観測業務, 複数, 2 日間, 2001.3–2000.3.
三宅島臨時強震観測点のデータ回収及びバッテリー交換・太陽電池増設作業, 強震観測業務, 複数, 6 日間, 2001.3.
足柄平野西湘総合観測点の観測機器取付け（ 埋設 ）及び 校舎振動実験作業, 強震観測業務, 複数, 7 日間, 2001.3.
三宅島臨時強震観測点のデ ータ回収及び 保守点検, 強震観測業務, 複数, 15 日間, 2001.6-9.
足柄平野強震観測点のデ ータ回収及び 保守点検, 強震観測業務, 単独, 2 日間, 2001.6.
足柄平野西湘総合観測点敷地内の合同高密度微動観測, 観測業務, 複数, 4 日間, 2001.8.
大阪地区強震観測点のデ ータ回収及び 保守点検作業, 強震観測業務, 単独, 3 日間, 2001.8.
足柄平野強震観測点の保守点検, 強震観測業務, 複数, 2 日間, 2001.10.
伊東市手石島強震観測点のデ ータ回収及び 保守点検作業, 強震観測業務, 複数, 2 日間, 2001.11.
足柄平野国府津強震観測点の保守点検及び 通信機器交換作業, 強震観測業務, 複数, 2 日間, 2001.11.
振動台振動実験観測機材の輸送及び 撤収作業（ 防災科学技術研究所 ）, 観測業務, 複数, 2 日間, 2001.11.
駿河湾強震観測点の保守点検, 強震観測業務, 複数, 2 日間, 2001.12.
油壷及び 伊豆半島地域の強震観測点の保守点検（ 無停電源装置の交換 ）, 強震観測業務, 単独, 3 日間, 2001.12.
国府津-松田断層地下構造探査実験の連絡調整及び 段取り, 各機関への連絡調整及び 観測, 業務， 単独, 5 日間,
2001.12–2001.12.
強震動観測室の 経費管理および 運用・各種申請書類の作成管理・観測施設財産-備品管理および 事務全般, 単
独，+地震火山災害部門教官 1 名, 随時, 2002.1–12.
現地強震動観測点の保守点検・デ ータ回収・観測点の環境整備（ 雑草除去 ）
・人工地震-微動観測・観測点の調
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査選定・設置業務および 事務折衝，強震動観測室業務および 教官との各種観測業務, 単独，+地震火山災
害部門教官 2 名+院生 2 名, 延べ 115 日, 2002.1–12.
伊豆・駿河湾および 足柄平野強震動観測網，南関東強震動観測点, 他観測点の維持・管理およびデ ータ管理業
務（ 48 観測点 ）, 強震動観測室業務, 単独, 随時, 2002.1–12.
現地収録シ ステムの強震動観測点の保守点検およびデ ータ回収業務（ 湯河原・小田原市根府川・城内・工芸セ
ン ター・南足柄・名古屋地区・大阪地区・他 ）, 強震動観測室業務, 単独, 年数回, 2002.1–12.
文部科学省防災科学技術研究所強震観測事業推進連絡会議幹事（ 委嘱 ），全国強震観測の推進・連絡調整およ
びデータ公開の基準作成, 強震観測事業推進連絡会議幹事（ 委嘱 ）委員会業務, 17 機関・幹事委員 18 名, 年
4 回, 2002.1–12.
三宅島臨時強震動観測点のデ ータ回収および 長期観測シ ステム型の観測機器交換（レ スト ハウス・アカコッコ
館・建築学会三宅島研修所・三宅島支所・三宅島村役場 ），強震動観測業務, +地震予知情報セン ター教官
1 名, 7 日, 2002.1.
地下構造探査実施各種申請書の作成・観測点の一覧表作成・観測班割り振り表の作成・協力大学他機関への連
絡調整・旅費・備品調達・作業車および 宿手配・観測機材の輸送・他, 地下構造探査の本部事務全般業務,
単独，地震火山災害部門教官 1 名, 10 日, 2002.1–3.
地下構造探査のため足柄平野と周辺地域への関係自治体および 各所轄警察署等への人工地震観測の協力願と連
絡打ち合せ（ 5 市・7 町，5 署 ）．観測点候補地の調査，観測点の選定および 人工地震観測, 地下構造探査
の本部企画全般業務, 地震火山災害部門教官 3 名・13 観測機関・観測者約 70 名, 15 日, 2002.1–3.
地震研究所職員研修会実行作業の企画および 連絡調整・東京大学総合技術研究会開催（ 2003.3 ）の企画および
連絡調整, 地震研職員研修会運営業務・東大技術研究会実行委員業務, 研修会委員 9 名・技術研究会実行委
員 25 名, 職員研修会 8 日・技術研究会 7 日, 2002.2–12.
伊豆諸島新島および 式根島の臨時強震観測点の撤収（ 新島村式根島支所・新島村ゴ ミ焼却所 ）, 強震動観測室
業務, 単独, 3 日, 2002.3.
川崎市高津・清川村清川強震動観測点の整備打ち合せ，工事伺い申請書作成および 工事立会（ 川崎市役所・清
川村役場 ）, 強震動観測室業務, 単独, 10 日, 2002.4–5.
長野平野における信州大学との共同強震動観測の観測点機器交換（ 信州大学工学部構内 3ヵ所・長野市博物館・
信越地震観測所坑内 ）．, 共同強震動観測業務, 信州大学教官 2 名, 6 日, 2002.7.
御前崎観測点の進入路階段の取り設け工事（ 現場組立 ）および 御前崎町・相良町の微動観測．, 強震動観測室
業務・微動観測, 地震火山災害部門教官 1 名，機器開発室職員 1 名，院生 2 名, 5 日, 2002.6–7.
甲府盆地への地下構造探査の打合せおよび 臨時強震観測点の候補地調査（ 山梨県庁・他 ）．甲西町・櫛形町の
強震計設置打合せ ，設置場所の選定，設置許可申請書作成および 強震計設置（ 甲西町勤労福祉体育セン
ター・櫛形町立西小学校 ）, 強震動観測室業務, 単独，地震火山災害部門教官 1 名, 6 日, 2002.7–10.
福井平野における東京工業大学，福井大学との共同強震動観測，既存観測点の機器交換および 増設（ 福井大学
工学部棟 2ヵ所・福井市土木事務所・福井市自然史博物館・丸岡町スポーツランド ・丸岡高等学校城東分
校・丸岡町長寿園 ）, 共同強震動観測業務, 地震火山災害部門教官 1 名，東工大教官 2 名，福井大教官 1 名,
5 日, 2002.8.
伊豆大島強震動観測点の保守点検，火山観測所・火山観測施設，川崎市高津・相模原・清川および 小田原市集
中局・国府津各強震観測点施設の国有財産調査立会．, 強震動観測室業務, 火山観測所職員 1 名，事務官 3
名, 延べ 4 日, 2002.9–10.
富士川地殻変動観測所への震度計設置用の地震計台製作の立会および 震動計設置の立会．, 強震動観測室業務,
富士川観測所職員 1 名, 延べ 6 日, 2002.10–11.
長野県上田市・房総半島・札幌市の地下構造探査の人工地震観測, 強震動観測室業務, 地震火山災害部門教官 1
名, 3 日, 2002.10–2003.10.
(f) 東北大学技術研究会, 東北大学, 2001.3.2.
平成 13 年度地震研究所技術研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
平成 14 年度地震研究所職員技術研修会, 東京大学地震研究所, 2002.7.5.
(g) 古村孝志・纐纈一起・坂上 実・山中佳子・高橋正義, 2000 年度伊豆諸島群発地震におけ る式根島の震度異常と
地盤増幅特性, 地震, 54, 2, 299–308, 2001.
坂上 実, 2000 年伊豆諸島群発地震における臨時強震観測点の設営と観測記録の紹介, 東北大学技術研究会報告,
318–320, 2001.
坂上 実, 2000 年伊豆諸島群発地震における臨時強震観測点の設営及びその後の三宅島での強震観測, 地震研究
所技術研究報告（ 業務報告 ）, 7, 103-105, 2001.
坂上 実・山中佳子, 2001 年 6 月現在の三宅島におけ る各機関の観測状況及び 噴火災害復旧状況の紹介, 地震研
究所技術研究報告（ 業務報告), 7, 105-107, 2001.
坂上 実・小山 茂, 平成 14 年度地震研究所職員研修会の所外研修の報告, 地震研究所技術研究報告（ 業務報告),
(印刷中), 2002.
工藤一嘉・吉川正隆・津野靖士・坂上 実, 静岡県南部（ 相良町・御前崎町 ）の S 波速度構造, （ 社 ）日本地震学
会講演予稿集，2002 年度秋季大会, B68–B68, 2002.
坂上 実, 平成 13 年度 3 月に実施し た都市部（ 足柄平野・平塚 ）での地下構造探査の企画 , 地震研究所技術研
究報告（ 業務報告), (印刷中), 2002.
(i) 坂上 実, 2000 年伊豆諸島群発地震に おけ る臨時強震観測点の 設営と 観測記録の紹 介, 東北大学技術研究会,
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2001.3.2.
坂上 実, 2000 年伊豆諸島群発地震における臨時強震観測点の設営及び その後の三宅島での強震観測, 地震研究
所技術研修会, 2001.7.4.
坂上 実, 2001 年 6 月現在の三宅島におけ る各機関の観測状況及び 噴火災害復旧状況の紹介, 地震研究所技術研
修会, 2001.7.4.
坂上 実, 平成 13 年度 3 月に実施し た都市部（ 足柄平野・平塚 ）での地下構造探査の企画, 地震研究所職員技術
研修会, 2002.7.3.
坂上 実・小山 茂, 所外研修, 平成 14 年度地震研究所職員研修会, 2002.7.5.
松本滋夫
(a) 初期応力測定, 地震地殻変動観測セン ター業務, 2 名, 延べ 8 日, 2000.12–2001.1.
初期応力測定, 地震地殻変動観測セン ター業務, 2 名, 延べ 7 日, 2001.2.
東北大学技術研究会発表, 地震地殻変動観測セン ター業務, 1 名, 延べ 22 日, 2001.3.
重力測定, 地球計測部門業務, 2 名, 延べ 4 日, 2001.9.
歪計埋設, 技術開発室業務, 単独, 延べ 2 日, 2001.12.
地殻活動総合観測装置埋設の指導（ 名古屋大学大学院理学研究科地震火山観測研究セン ター ），技術開発室業
務, 単独, 延べ 4 日, 2001.12.
地殻変動研究会第 1 回計測技術開発小委員会, （ 財 ）地震予知総合研究振興会東濃地震科学研究所, 単独, 1 日,
2001.12.
揚水試験におけ る弾性波測定, 地震地殻変動観測セン ター業務, 2 名, 延べ 2 日, 2001.12.
重力測定（ 御前崎周辺 ）, 地球計測部門業務, 2 名, 4 日, 2002.1.
絶対重力観測（ 国土地理院 ）, 地球計測部門業務 2 名, 2 日, 2002.2.
絶対重力計比較観測（ つくば ）, 地球計測部門業務, 2 名, 3 日, 2002.2–3.
圧力セン サー埋設立会い（ 油壷 ）, 地震予知研究推進セン ター業務, 2 名, 2 日, 2002.3.
重力絶対測定と相対測定（ 御前崎周辺 ）, 地球計測部門業務, 2 名, 3 日, 2002.3.
絶対重力観測（ 桜島 ）, 地球計測部門業務, 2 名, 5 日, 2002.3.
重力測定（ 三宅島 ）, 地球計測部門業務, 3 名, 3 日, 2002.5.
歪計設置及び 回収作業指導（ 岐阜県瑞浪市 ）, 技術開発室業務, 単独, 延べ 6 日, 2002.5–6.
歪計設置及び 回収作業の指導（ 岐阜県大野郡清見村 ）, 技術開発室業務, 単独, 延べ 8 日, 2002.6.
歪計設置指導（ 豊橋市多米町 ）, 技術開発室業務, 単独, 延べ 6 日, 2002.6–7.
歪計回収作業指導（ 豊橋市多米町 ）, 技術開発室業務, 単独, 延べ 6 日, 2002.7.
絶対重力計比較観測（ つくば ）, 地球計測部門業務, 2 名, 3 日, 2002.7.
重力測定（ 富士山測候所御殿場基地 ）, 地球計測部門業務, 2 名, 1 日, 2002.7.
歪計設置工事指導及び 打ち合せ（ 高山地震観測所 ）, 技術開発室業務, 単独, 3 日, 2002.7.
歪計設置指導（ 豊橋市多米町 ）, 技術開発室業務, 単独, 延べ 5 日, 2002.7–8.
間隙水圧計設置工事指導, 技術開発室業務, 単独, 3 日, 2002.8.
オーバーコアリング（ 屏風山 ）指導, 技術開発室業務, 単独, 3 日, 2002.8.
絶対重力観測（ 桜島 ）, 地球計測部門業務，2 名, 4 日, 2002.9.
重力絶対測定及び 相対測定（ 富士山 ）, 地球計測部門業務, 2 名, 4 日, 2002.9.
オーバーコアリング 用ボ ーリング 掘削の技術指導（ 屏風山 ）, 技術開発室業務, 単独, 4 日, 2002.9–10.
地殻活動総合観測装置のオフセット 調整・感度調整の技術指導及び 打ち合せ（ 高山観測所 ）, 技術開発室業務,
単独, 4 日, 2002.10.
絶対重力計の メンテナン スとデ ータ回収（ 三宅島 ）, 地球計測部門, 単独, 1 日, 2002.10.
計器埋設設置及び オーバーコアにおける技術指導（ 屏風山 ）, 技術開発室業務, 単独, 延べ 9 日, 2002.10–11.
絶対重力計の メンテナン スとデ ータ回収（ 三宅島 ），地球計測部門，単独，１日，2002.12.
屏風山オーバーコアリング 実験準備の技術指導（ 岐阜県瑞浪市 ），技術開発室業務，単独，2 日，2002.12.
(f) 東北大学技術研究会, 東北大学, 2001.3.2.
平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
(g) 石井 紘・山内常生・松本滋夫, 最新の地震・地殻変動計測シ ステムによる地震前兆現象の検出, 月刊地球, 号外,
33, 188–196, 2001.
松本滋夫・石井 紘・山内常生, 深部ボ ーリング 孔など を利用し た初期応力測定の問題点とその原因の検討およ
び 改良について , 地震研究所技術研究報告, 7, 15–30, 2001.
松本滋夫・石井 紘・山内常生, 地下深部と坑内 (鉱山内) ボ ーリング 孔における初期応力測定のためのオーバー
コアリングシ ステムおよび 感度検定, 東北大学技術研究会報告, 282–284, 2001.
Fujimori. K., H. Ishui, A. Mukai, S. Nakao, S. Matsumoto and Y. Hirata,, Strain and tilt changes measured
during a water injection experiment at the Nojima Fault zone, Japan, The Island Arc, 10, 228–234, 2001.
Ishii. H.，A. Mukai，K. Fujimori，S. Nakao，S. Matsumoto and Y. Hirata, Multicomponent obsevation of crustal
activity in the DPRI 800m borehole close to the Nojima Fault, The Island Arc, 10, 282–287, 2001.
Ishii. H., Ｔ.Yamauchi, S. Matsumoto, Y. Hirata and S. Nakao, Development of multi-component borehole
instrument for earthquake prediction Study:some observed examples of precursory and co-seismic phenomena
relating to earthquake swarms and application of the instrument for rock mechanics, Seismogenic Process
Monitoring: Proceedings of a Joint Japan-Poland Symposium on Mining and Experimental Seismology,
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Kyoto, Japan , edited by H. Ogasawara, T.Yanagidani and M. Ando), 365–377, 2002.
Okubo. S.，M. Satomura，M. Furuya，W. Sun，S. Matsumoto，S. Ueki and H. Watanabe, Grand design for
the hybrid gravity network around the Mt.Fuji Volcano, 測地学国際シンポジウム金沢講演会予稿集, 39–40,
2002.
Ishii. H.，T. Yamauchi and S. Matsumoto, Stress and strain observation in deep boreholes and nearby actifaults
by using wireless intelligent type strainmeter and multi-component borehole instruments, 測地学国際シン
ポジウム金沢講演会予稿集, 47–48, 2002.
石井 紘・浅井康広・山内常生・松本滋夫, 深部ボ ーリングにおけ るオーバーコア応力測定とボアホール 形状の
影響, 日本測地学会 98 回講演会予稿集, 99–100, 2002.
西 久美子・平岡喜文・木村 勲・大久保修平・古屋正人・松本滋夫・福田洋一・東 敏博・杉原光彦, 絶対重力計
FG5 の相互比較 (2), 日本測地学会第 98 回講演会予稿集, 173–174, 2002.
(i) 松本滋夫, 地下深部と坑内（ 鉱山内 ）ボ ーリング 孔におけ る初期応力測定のためのオーバーコアリングシ ステ
ムおよび 感度検定, 東北大学技術研究会, 2001.3.2.
松本滋夫, 地下深部および 坑内（ 鉱山内 ）ボ ーリング 孔におけ る初期応力測定の失敗例について , 平成 13 年度
地震研究所職員研修会, 2001.7.6.
望月裕峰
(a) 地震予知研究推進セン ター経費管理, 地震予知研究推進セン ター業務, 3 名, 1 時間/日, 2000.1–12.
地震予知研究推進セン ター共同利用室保守, 地震予知研究推進セン ター業務, 3 名, 1 時間/日, 2000.1–12.
地震調査委員会案内通知及び 提出資料収集, 地震予知研究推進セン ター業務, 1 名, 3 日間/月, 2000.1–12.
OA 化委員会委員・事務処理ファイルの作成, 全所業務, 8 名, 3 日間/月, 2000.1–12.
岩石高温高圧実験装置の運転・保守, 地震予知研究推進セン ター業務, 2 名, 週 2 回 (1 回 9 時間 ）, 2002.1–12.
官用車配車申請の作成・更新, 全所業務, 1 名, 3 日間/年, 2002.1–12.
吉田研究室・加藤尚之研究室経費管理, 地震予知研究推進セン ター業務, 1 名, 週 2 回, 2002.1–12.
共同利用による岩石高温高圧実験装置の運転・保守, 地震予知研究推進セン ター・実験地震学業務, 3 名（ 内他
大学 1 名 ）, 10 日間, 2002.8–12.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
(i) 望月裕峰, 地震研 OA 化ファイル最新版の使用方法と カスタマ イズについて , 平成 13 年度地震研究所職員研修
会, 2001.7.5.

技術部 (総合観測室)
井上義弘
(a) 広島地震観測所事務交渉・事務処理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 随時, 2000.1–2001.12.
広島地震観測所地震波形読み取り, 地震地殻変動観測セン ター業務, 広島観測所 3 名（ 約半年間 2 名 ）, 3 名/年
間（ 約半年間 2 名/年間 ）, 2000.1–12.
地震地殻変動観測セン ター会議, 地震地殻変動観測セン ター業務, セン ター全員, 延べ 13 日, 2000.1–2001.12.
STS 地震計保守, 地震予知情報セン ター業務, 単独, 3 時間/日 x8 回, 2000.1–12.
北海道合同観測衛星テレ メータ観測点の撤収, 地震地殻変動観測セン ター業務（ 大学合同観測 ）, +セン ター 2
名,+業者 1 名, 延べ 5 日, 2001.5–6.
東海・中部構造探査 DAT レ コーダ 設置, 地震予知推進センター業務, +地震地殻変動観測セン ター 1 名+研究員
1 名+学生 1 名, 延べ 5 日, 2001.8.
西南日本自然地震観測衛星観測点調査・土地交渉・事務手続, 地震予知推進セン ター業務, +地震地殻変動観測
セン ター 3 名, 延べ 10 日, 2001.10–12.
広島地震観測所地震波形読み取り, 地震地殻変動観測セン ター業務, 広島観測所 2 名, 通年, 2002.1–12.
広島観測所観測点保守, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 10 日, 2002.1–12.
西南日本衛星観測点設置 8 点, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室 2〜3 名, 延べ 13 日, 2002.1–7.
西南日本衛星観測点保守・調査・事務交渉, 地震地殻変動観測センター業務, 総合観測室 1〜3 名, 22 日, 2002.1–12.
東海・緊急時想定訓練, 全所業務, 現地観測班, 延べ 4 日, 2002.3.
山口臨時観測点撤収 4 点, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 4 日, 2002.4.
西南日本ー鳥取沖地殻構造探査・DAT 設置・撤収, 地震予知研究推進センター業務, 総合観測室 1 名+院生 1 名,
延べ 9 日, 2002.8–9.
和歌山観測所観測点保守, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室 4 名, 4 日, 2002.12.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
(i) 羽田敏夫・井上義弘, 地震計と 記録装置（ DAT レ コーダ ー ）実技講習，平成 13 年度地震研究所職員研修会,
2001.7.5.
荻野 泉
(a) 伊豆半島周辺地域の地震波形読み取り, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独もし くは総合観測室ほか 4 名, 年
間 28 日, 1994.4-2002.12.
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衛星・無線テレ メータ観測点の保守・点検・修復工事・高度化等, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独もし く
は総合観測室数名, 延べ 90 日, 2000.1-2002.12.
堂平地震観測所・筑波地震観測所の維持（ 保守・点検等, 局舎改修工事等の打ち合わせ, 立ち会い, 完了検査等 ）,
地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 延べ 16 日, 2000.1-2002.12.
台湾大地震の震源域におけ る構造探査（ DAT レ コーダ 設置 ）, 地震地殻変動観測セン ター・地震予知研究推進
セン ター業務, 総合観測室 3 名+台湾中央研究院数名, 9 日, 2001.3. 仙台長町-利府の人工地震探査（ DAT
レ コーダ ーの撤収 ）, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室 1 名ほか , 3 日, 2001.6.
北海道合同観測衛星テレ メータ観測点の撤収, 地震地殻変動観測セン ター業務（ 大学合同観測 ）, 総合観測室 2
名, 延べ 5 日, 2001.5–6.
無線テレ メータ観測点の電波検査立ち会い等, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 延べ 4 日, 2001.6.
北海道日高衝突帯における合同観測・実験（ 衛星テレ メータ観測点の撤収 ）, 地震地殻変動観測セン ター業務,
総合観測室延べ 4 名, 延べ 8 日, 2001.6–11.
平成 13 年度東海・中部地方深部構造探査（ DAT レ コーダ の撤収 ）, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測
室 3 名ほか 6 名, 3 日, 2001.8.
新衛星テレ メータ装置組立，立上げトレ ーニング（ 小諸火山化学研究施設 ）, 地震地殻変動観測セン ター・火山
噴火予知研究推進セン ター業務, 地震地殻変動観測セン ター 7 名+火山噴火予知セン ター 8 名+業者数名,
延べ 5 日, 2001.9–10.
新衛星テレ メーター観測ハブ 局（ 小諸火山化学研究施設 ）の立ち上げ 立ち会い, 地震地殻変動観測セン ター業
務, 総合観測室 1 名ほか 3 名, 3 日, 2001.11.
西南日本における合同観測（ 観測点調査, 工事打ち合わせ, 融雪装置の試験等 ）, 地震地殻変動観測セン ター業
務, 総合観測室 3 名, 延べ 16 日, 2001.11–12.
衛星テレ メータパラボラアンテナ融雪装置取替え , 地震地殻変動観測センター業務, 総合観測室 2 名, 1 日, 2001.11.
東海・緊急時想定訓練, 全所業務, 現地観測班, 3 日間, 2002.3.
西南日本衛星観測点保守・調査・借地交渉・事務交渉, 地震地殻変動観測センター業務, 総合観測室 1〜3 名, 延
べ 19 日, 2002.1–12.
西南日本構造探査（ DAT 観測 ）機器設置, 地震地殻変動観測セン ター・地震予知研究推進セン ター業務, 総合
観測室 2 名+地震予知研究推進セン ター 3 名, 3 日間 , 2002.8–9.
西南日本衛星テレ メータ観測機器設置 , 地震地殻変動観測セン ター・地震予知研究推進セン ター業務, 総合観
測室 6 名, 延べ 13 日, 2002.1–7.
広島地震観測所観測点保守, 地震地殻変動観測センター業務, 単独もし くは総合観測室数名, 延べ 4 日, 2002.1-12.
和歌山観測所観測点保守, 地震地殻変動観測センター業務, 単独もし くは総合観測室数名, 延べ 18 日, 2002.5-12.
衛星テレ メータ装置組立，立上げトレ ーニング 他, 地震地殻変動観測セン ター・地震予知研究推進セン ター業
務, 総合観測室 4 名+業者 2 名, 延べ 5 日間, 2002.1-8.
風力発電機実用化テ スト , 地震地殻変動観測セン ター業務, 受託研究（ 伊豆諸島 ）, 総合観測室 2 名, 延べ 6 日
間, 2002.1-9.
衛星移行作業立会い, 地震地殻変動観測セン ター・地震予知研究推進セン ター業務, 単独, 延べ 4 日間, 2002.6.
観測機器の整備, 地震地殻変動観測センター業務, 単独または総合観測室数名, 延べ 17 日, 2001.1-2002.12. 国有
財産調査, 事務部業務, 単独及び 事務 1 名, 延べ 9 日間, 2002.9–11.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
平成 14 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2002.7.5.
(i) 荻野 泉・小林 勝・酒井慎一・中尾 茂・平田 直,「 9.21 集集地震 」余震観測報告, 平成 12 年度地震研究所職員研
修会, 2001.7.6.
長田 昇
(a) 富士山・草津白根山の連続記録から地震数読み取り, 火山噴火予知研究推進センター業務, 単独, [1 時間/日]x150
日, 2000.1–12.
富士山地震観測点の計器維持・管理, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独, 延べ 25 日間, 2000.1–12.
職員研修の運営, 研修運営委員会業務, 委員 7 名, [2 時間/回]x10 回, 2000.1–3.
火山研究センター官用車の管理, 火山噴火予知研究推進センター業務, +センター 1 名, 延べ 100 時間, 2000.1–12.
伊豆大島地震観測点の計器修理, 火山噴火予知研究推進センター業務, +センター 1 名, 延べ 7 日間, 2000.3–2001.1.
三宅島の地震・GPS 観測, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, +セン ター 3 名, 延べ 30 日間, 2000.6–2001.6.
草津白根山観測点の 計器維持・管理, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, +セン ター等 2 名, 延べ 12 日間,
2000.6–2001.11.
三宅火山活動連絡本部の支援 (防災グッズ担当 ）, 全所業務, 連絡本部 7 名, [5 時間/月]x18 回, 2000.6–2001.12.
アルゴ ス実験無線局の無線検査立会, 火山噴火予知研究推進センター業務, +センター等 2 名, 延べ 1 日間, 2001.3.
富士山 GPS 観測点の新設（ 器材の据付調整 ）, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, +地震地殻変動観測セン
ター 2 名, 延べ 5 日間, 2001.4–9.
富士山地磁気観測点の新設（ 観測点選定・官庁折衝 ）, 火山噴火予知研究推進センター業務, +センター 1 名, 延
べ 8 日間, 2001.4–10.
VSAT による地震観測テレ メタリングシステムの立上実験, 火山噴火予知研究推進センター業務, +センター等
10 名, 延べ 3 日間, 2001.9.
有珠火山構造探査, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 国内大学 60 名, 延べ 7 日間, 2001.11.
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三宅火山活動連絡本部の支援（ 防災グッズ担当 ）, 全所業務, 連絡本部 7 名, [2 時間/回]x5 回, 2002.1–12.
富士山地震観測網の維持・管理, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター 2 名, 延べ 25 日間, 2002.1–12.
地震研究所一般公開準備, 地震研究所一般公開委員会業務, 委員 15 名, [2 時間/回]x10 回, 2002.4–7.
富士山広帯域ＭＴ観測の支援（ 用地交渉, 官庁折衝 ）, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独, 延べ 20 日間,
2002.7–8.
富士山稠密地震観測点新設（ 用地交渉, 官庁折衝 ）, 火山噴火予知研究推進センター業務, +事務部 2 名, 延べ 30
日間, 2002.8–9.
北海道駒ケ岳火山構造探査, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 国内大学 60 名, 延べ 7 日間, 2002.9–10.
浅間火山の地震探査, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, +セン ター 6 名, 延べ 3 日, 2002.10.
富士山本栖観測局舎新設（ 用地交渉, 官庁折衝, 局舎設計 ）, 火山噴火予知研究推進センター業務, +セン ター 2
名, 延べ 30 日間, 2002.10–12.
富士山稠密地震観測点の新設（ 機器据付 ）, 火山噴火予知研究推進センター業務, +センター 2 名, 延べ 10 日間,
2002.10–12.
(g) 長田 昇・石川良宣・井本良子・小山悦郎・小山 茂・辻 浩・野口和子・増谷文雄・笹井洋一・渡辺秀文, 1999 年三
宅島現地観測点の研修, 平成 12 年度東北大学技術研究会報告, 300–302, 2001.
小林 勝
(a) 関東甲信越地域の 地震波形読み取り, 地震地殻変動観測セン ター 業務, 総合観測室 3 名, [3 時間/日]x121 日,
1994.1–2002.12.
観測機器の整備, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室 3 名, 延べ 7 日, 2001.1–12.
衛星テレ メータ 観 測点の 保守, 地震地殻変動観測セン ター 業 務, +セン ター 職 員 2 名または 単独, 延べ７ 日,
2001.1–12.
地震地殻変動観測センター会議, その他業務打合せ, 地震地殻変動観測センター，地震予知研究推進センター業
務, 関係者全員, 延べ 10 日, 2001.1–12.
三宅島近海地震のデ ータ処理, 地震地殻変動観測セン ター業務, セン ター数名, [5 時間/日]x200 日, 2001.1–12.
舳倉島観測点の衛星化（ 官庁折衝・据付調整 ）, 地震地殻変動観測セン ター業務, 地震地セン ター 4 名, 延べ 8
日, 2001.10–11.
三宅島近海地震のデータ処理, 地震地殻変動観測センター業務, +センター数名, 5 時間 x200 日, 2002.1–2002.12.
衛星テレ メータ観測点の保守, 地震地殻変動観測セン ター業務, +セン ター 6 名又は単独, 12 日, 2002.2.
観測器材整備点検, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室 3 名又は単独, 10 日間, 2002.2.
事務連絡会議, 総合観測室会議, 事務部及び 総合観測室業務, 関係者全員, 4 日間, 2002.2–10.
西南日本合同観測 (衛星観測点) 機器設置, 地震地殻変動観測セン ター 業務, 総合観測室 4 名, 延べ 16 日間,
2002.3–8.
「 東海」緊急時の実地訓練, 地震研究所業務, 総合観測室 9 名及び 地震地殻変動観測センター 1 名, 3 日間, 2002.3.
弥彦観測所地殻変動デ ータ−処理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 3 時間/月, 2002.8–.
糸静構造探査 (LS8000 ）観測機器設置及び撤収, 地震地殻変動観測センター業務, 総合観測室 2 名, 3 日間, 2002.10.
国有財産調査, 事務部, 単独及び 事務 1 名, 3 日間, 2002.11.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
小山悦郎
(a) 地殻変動観測機材（ 水準儀, 水準標尺 ）の定期検定, 火山噴火予知研究推進センター業務, +センター 1 名, 延べ
15 日, 2000.2–2001.8.
伊東光波測量, 地震地殻変動観測セン ター業務, +セン ター 4 名, 延べ 10 日間, 2000.3–2001.3.
浅間山火口内定期観測, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独, 延べ 10 日間, 2000.4–2001.11.
浅間山水準測量, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, +セン ター 2 名, 延べ 40 日, 2000.5–2001.10.
三宅島傾斜計設置及び 観測，プ ロトン 設置及び 地磁気観測, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, +セン ター 2
名+他セン ター 2 名, 延べ 43 日間, 2000.6–2001.9.
岩手山水準測量, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, +セン ター 1 名+地震地殻変動観測セン ター 1 名, 延べ
16 日間, 2000.11–2001.3.
磐梯山プ ロトン設置及び地磁気観測, 火山噴火予知研究推進センター業務, +センター 1 名, 延べ 10 日間, 2000.11–
2001.9.
新規導入観測機材 VSAT の運営のための講習とテスト 観測, 火山噴火予知研究推進センター業務, +センター 5
名+他部門 5 名, 延べ 5 日, 2001.9–10.
有珠山構造探査参加及び人口地震観測, 火山噴火予知研究推進センター業務, 全大学 92 名, 延べ 9 日間, 2001.10–11.
浅間火山観測所観測業務，観測機器維持管理，建物維持管理及び 事務処理, 火山噴火予知研究推進セン ター業
務, 単独，時に +セン ター+事務数名, 2002.1–12.
観測所見学者の案内, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独, 2002.1–12.
浅間山火口目視観測, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独, 延べ 10 日, 2002.1–12.
火山噴火予知連絡会提出用資料作成, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独, 延べ 10 日, 2002.1–12.
観測機材（ 水準儀，水準標尺 ）の定期検定, 火山噴火予知研究推進センター業務, +総合観測室 1 名, 延べ 15 日,
2002.1–12.
観測，実験，調査等準備打ち合わせのため東京出張, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, +総合観測室, 延べ
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15 日, 2002.1–12.
富士山観測・実験・調査（ 地震，傾斜，地磁気等 ）参加, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, +総合観測室, 延
べ 20 日, 2002.1–12.
雲仙水準測量, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, +総合観測室 2 名+地震地殻変動観測センター 1 名, 5 日間,
2002.2.
浅間山水準測量，火山噴火予知研究推進センター業務, +総合観測室 1 名+アルバイト 1 名, 延べ 40 日, 2002.5–11.
浅間山新 GPS 観測点新設, 火山噴火予知研究推進セン ター業務業務, 単独, 延べ 20 日間, 2002.6–12.
霧島（ 高千穂 ）水準測量, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, +総合観測室 1 名+アルバ イト 2 名, 7 日間,
2002.7–2002.7.
北海道駒ヶ岳人工地震観測, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, +総合観測室 5 名+他大学数 10 名, 6 日間,
2002.9–10.
三宅島観測点（ 地磁気，傾斜計 ）保守点検, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, +セン ター教官 2 名, 6 日間,
2002.12.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
平成 14 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2002.7.5.
(h) 小山悦郎・渡辺秀文・竹田豊太郎, 浅間山における地震活動・噴煙量変化・地殻変動, 日本火山学会, B03, 2002.10.22.
(i) 小山悦郎・竹田豊太郎, 測地観測・水準測量の実習，平成 13 年度地震研究所職員研修会, 2001.7.5.
小山悦郎・竹田豊太郎・平田安廣, 水準測量の実習，平成 14 年度地震研究所職員研修会, 2002.7.4.
坂 守
(a) 「 地震予知観測点一覧 」編集・出版, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独, 10 日/年, 1999.4–2001.12.
「 地震予知観測点一覧 」デ ータ編集と 製本および 地方発送, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独, 20 日/年,
1999.4–2002.12.
地震予知研究推進セン ター共同利用・共同研究の支援（ 観測機器の貸出し ，出張・立替申請事務，研究集会会
場設営 ）, 地震予知研究推進セン ター及び 全所業務（ 共同利用 ）, セン ター 1 名＋総合観測室 1 名, 貸出し
29 件, 共同実験 4 件, 研究集会 4 件, 2000.4–2001.12.
台湾中央部の人工地震観測, 全所業務, 地震研究所数名+台湾大学 5 名, 延べ 9 日間, 2001.3.
台湾人工地震観測のデ ータ処理, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独, 延べ 6 日間, 2001.4.
仙台長町-利府の人工地震測線調査, 全所業務（ 共同研究 ）, 総合観測室 1 名＋地震地殻変動観測セン ター 1 名,
2 日間, 2001.4.
仙台長町-利府の人工地震探査（ 器材整備, テ スト , 観測 ）, 全所業務, 国内大学+研究機関約 130 名, 延べ 16 日
間, 2001.5–6.
東海-中部日本の人工地震探査（ 器材整備, テ スト , 観測 ）, 全所業務, 国内大学+研究機関約 110 名, 延べ 15 日
間, 2001.8–9.
共同利用・共同研究の支援（ 観測機器の貸出し ，出張・立替申請等事務処理 ）, 全所業務（ 共同利用 ）, 総合観
測室 1 名＋地震予知研究推進センター 1 名, 共同実験 2 件，貸出し 21 件，事務処理件数 124 件, 2002.1–12.
飯高研究室事務支援, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独, 8 件, 2002.1–12.
国府津−松田断層・足柄平野の地下構造探査（ 準備，観測 ）, 地震火山災害部門業務, 総合観測室 1 名＋地震予
知研究推進セン ター 1 名, 延べ 6 日間, 2002.3.
一般公開準備, 一般公開実行委員会業務, 委員全員 1, [2 時間/回] ｘ 14 回, 2002.4–10.
広帯域地震計（ CMG40T ）用ケーブル作成および テスト , 地震地殻変動観測センター業務, 単独, 延べ 7 日間（ 10
台 ）, 2002.6.
西南日本（ 鳥取−岡山 ）構造探査の観測点調査, 全所業務（ 共同研究 ）, 総合観測室 1 名＋地震予知研究推進セ
ン ター 1 名, 4 日間, 2002.7.
西南日本（ 鳥取−岡山 ）構造探査用の観測測線および ，観測班配置計画, 全所業務（ 共同研究 ）, 総合観測室 1
名＋地震予知研究推進セン ター 2 名, 延べ 8 日間, 2002.8.
西南日本（ 鳥取−岡山 ）構造探査（ 器材整備，テスト，観測，データ整理 ）, 全所業務（ 共同研究 ）, 国内大学+
研究機関約 80 名, 延べ 20 日間, 2002.8–9.
糸魚川−静岡構造線特別測線の観測点調査, 地震予知研究推進センター業務, 総合観測室 1 名＋地震予知研究推
進セン ター 3 名, 3 日間, 2002.9.
糸魚川−静岡構造線特別測線（ 大町−更埴 ）人工地震探査（ 器材整備，テスト，観測，データ整理 ）, 地震予知
研究推進セン ター業務, セン ター 4 名+総合観測室 2 名, 延べ 13 日間, 2002.10–11.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
平成 14 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2002.7.5.
(g) 岩崎貴哉・佐藤比呂志・平田 直・伊藤谷生・森谷武男・蔵下英司・川中 卓・小澤岳史・一ノ瀬洋一郎・坂 守・
武田哲也・加藤 亘・吉川 猛・在田一則・高波鉄夫・山本明彦・吉井敏尅・井川 猛, 日高中軸帯北部におけ
る反射法地震探査, 地震研究所彙報, 76, 115–127, 2001.
蔵下英司・平田 直・岩崎貴哉・小平秀一・金田義行・伊藤 潔・西田良平・木村昌三・澁谷拓郎・松村一男・渡辺
邦彦・一ノ瀬洋一郎・中村正夫・井上義弘・北浦泰子・小林 勝・坂 守・田上貴代子・羽田敏夫・三浦勝美・
三浦禮子・川谷和夫・徳永雅子・田代勝也・他 12 名, 四国東部・中国地域におけ る深部地殻構造探査, 地震
研究所彙報, 76, 187–202, 2001.
坂 守・羽田敏夫・蔵下英司, 2001 年台湾中央部水里-合流坪測線におけ る人工地震観測, 地震研究所技術研究報
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告, 7, 38–46, 2001.
棚田俊收・馬場久紀・小田義也・岩崎貴哉・一ノ瀬洋一郎・坂 守, 平塚−裾野測線の地下構造調査（ その 2 ）静
岡県裾野でおこなわれた採石発破の観測結果, 神奈川県温泉地学研究所報告, 34, 2002.
(i) 坂 守・羽田敏夫・蔵下英司, 台湾中央部水里-合流坪測線における人工地震観測の報告, 平成 13 年度地震研究所
職員研修会, 2001.7.5.
酒井 要
(a) 総合観測室の運営に関する連絡・調整, 全所業務, 単独, 随時, 2000.10–2002.12.
共同利用・共同研究の支援（ 観測機器の整備・貸出・配送等 ）, 全所業務, 単独, 随時, 2000.10–2002.12.
鳥取県西部地震の稠密余震観測 DAT 再生, 地震予知研究推進セン ター業務, 技術官 2 名+教官 2 名, 延べ 14 日
間, 2001.3–4.
職員研修実行委員会企画・連絡・調整, 研修運営委員会業務, 委員 7 名＋オブ ザーバー 1 名, 3 時間 x15 日, 2001.4–
2002.12.
仙台長町-利府の人工地震探査, 全所業務（ 共同研究 ）, 大学・研究機関から約 130 名, 延べ 18 日間, 2001.6.
台湾自然地震観測 DAT 記録再生, 地震地殻変動観測セン ターおよび 地震予知研究推進セン ター業務, 単独, 約
60 観測点 x2 回分, 2001.6–10.
東海・中部横断構造探査（ 観測点調査，DAT レ コーダ ー設置 ）, 地震予知研究推進セン ター業務, 総合観測室 4
名ほか , 延べ 8 日間, 2001.8.
東海・中部横断構造探査 DAT 記録再生, 地震予知研究推進セン ター業務, 総合観測室 2 名，教官 2 名, 約 20 観
測点分, 2001.9–10.
舳倉島観測点の衛星テレ メータ機器設置, 地震地殻変動観測センター業務, 総合観測室 3 名, 延べ 8 日間, 2001.10–
11.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
平成 14 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2002.7.5.
下村高史
(a) 大島島内全磁力測定（ 11 所 ）, 伊豆大島火山観測所業務, 観測所 2 名, 1[日/年], 2000.1–2002.12.
三原山比抵抗観測点維持・整備, 伊豆大島火山観測所業務, 観測所 2 名, 5[回/年], 2000.1–2002.12.
三原山山頂火口周辺の温度測定（ 9 所 ）, 伊豆大島火山観測所業務, 観測所 2 名, 2[時間/1 個所]x[日/月], 2000.1–
2002.12.
三原山山頂火口周辺の比抵抗測定および IC カード デ ータ編集, 伊豆大島火山観測所業務, 観測所職員 2 名, 2[時
間/1 所]x1[日/月], 2000.1–2002.12.
三原山全磁力観測点維持（ バッテ リー交換, 車道の 整備 ）, 伊豆大島火山観測所業務, 観測所 2 名, 2[回/年],
2000.1–2002.12.
芹澤正人
(a) 神津島沖 OBS 設置, 地震地殻変動観測セン ター業務, セン ター数名+船員数名, 2 日間, 2001.2.
総合観測室内部 web-page 作成, 総合観測室業務, 単独, 1 時間/日 [通年], 2001.2–12.
地震予知連絡会事務, 全所業務, 単独, 1 週間 x 年 4 回, 2001.4–2002.12.
地震デ ータ共同利用受付, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 15 分/日 [通年], 2001.4–2002.12.
奄美大島沿岸海底地震計設置（ 敬天丸 ）, 地震地殻変動観測セン ター業務, セン ター 1 名+海半球観測セン ター
教員 1 名+他大学数十名, 7 日間, 2001.4.
GPS 音響結合測量法実験（ 相模湾内 ）/海底地震計回収（ 神津島沖 ）, 地震地殻変動観測センター業務, センター
数名+船員数名+学生数名, 3 日間, 2001.5.
スクリップ ス GPS/A システム試験（ 油壷 ）, 地震地殻変動観測センター業務, センター数名+船員数名+学生数
名+業者数名, 2 日間, 2001.6.
長町-利府構造探査観測点撤収, 地震地殻変動観測セン ター業務, セン ター 8 名, 3 日間, 2001.6.
かいれい丸機材積込・積降, 地震地殻変動観測センター業務, センタ員数名+JAMSTEC 数名, 延べ 2 日間, 2001.7–8.
新衛星テレ メーター装置組立トレ ーニング , 立ち上げ（ 小諸火山化学研究施設 ）, 地震地殻変動観測セン ター，
火山噴火予知研究推進セン ター 業務, セン ター 7 名+火山噴火予知セン ター 8 名+業者数名, 延べ 5 日,
2001.9–10.
富戸観測点保守点検, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 1 日間, 2001.9.
舳倉島観測点広帯域地震計設置, 地震地殻変動観測セン ター業務, セン ター 4 名, 5 日間, 2001.11.
鳥取 GPS 観測点撤収, 地震地殻変動観測セン ター業務, セン ター 2 名, 2 日間, 2001.11.
総合観測室サーバ 管理, 総合観測室業務, 単独, 15 分/日 [通年], 2002.4–2003.3.
比抵抗観測テレ メタリング シ ステム構築および 保守, 海半球セン ター業務, 総合観測室 1 名+技術開発室 1 名,
延べ 10 日, 2002.4–2003.3.
徳島県池田町 GPS 観測デ ータ回収, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 1[日/回]x4 回, 2002.4–2003.3.
武山地震観測点 ADSL 化および 保守, 地震地殻変動観測セン ター業務, セン ター 1 名+総合観測員 2 名, 1[日/
回]x5 回, 2002.4–2003.3.
秋山観測点フレッツ ISDN 化および 保守, 地震地殻変動観測セン ター業務, センター 1 名+総合観測室 3 名, 1[日/
回]x3 回, 2002.4–2003.3.
海底地震計組立, 地震地殻変動観測セン ター業務, セン ター数名+海半球セン ター数名+総合観測室数名+学生,
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延べ 30 日, 2002.4–2003.3.
エアガン SCS 探査シ ステムトレ ーニング , 地震地殻変動観測センター業務, セン ター 3 名+総合観測室 1 名+学
生, 3 日, 2002.6.
海底電磁力計組立, 海半球セン ター業務, 総合観測室 1 名+他大学 1 名+JAMSTEC1 名+学生, 4 日, 2002.9.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
田上貴代子
(a) 地震波形読み取り, 地震地殻変動観測セン ター業務, 和歌山観測所 3 名, 3 時間/日× 200 日, 1994.6–2001.12.
和歌山地震観測所出張事務，物品購入管理等, 地震地殻変動観測センター業務, 単独, 延べ 12 日, 1994.6–2001.12.
地震波形収録 メデ ィア変換, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 4 時間/月, 2000.1–2001.12.
和歌山地震観測所ホームページ 作成・更新, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 6 時間/月, 2000.1–2001.12.
広川臨時地震観測点設置, 和歌山地震観測所業務, 職員 2 名, 4 時間，１日, 2000.6–2001.6.
地震地殻変動観測セン ター会議，その 他業務打ち合わせ , 地震地殻変動観測セン ター業務, 関係者全員, 延べ 3
日, 2001.1–12.
龍神地震観測点設置, 地震地殻変動観測セン ター業務, 和歌山地震観測所 2 名, 7 時間，1 日, 2001.4–2004.3.
東海，中部構造探査 DAT 記録再生, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独, 3 時間/日，5 日, 2001.9–10.
地震波形読取, 収録, 保管, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独又は 和歌山観測所 2 名, 3 時間/日× 200 日,
2002.1–12.
和歌山地震観測所事務全般、物品管理, 地震地殻変動観測センター業務, 単独, 2 時間/週× 52 週, 2002.1–2002.12.
西南日本衛星テレ メータ観測機器設置, 地震地殻変動観測セン ター業務, 地震予知研究推進セン ター業務, 和歌
山地震観測所数名+地震予知研究推進セン ター 1 名, 4 日間, 2002.3.
和歌山地震観測所見学者（ 学生，行政職員等 ）に対する観測機器，設備等の説明, 地震地殻変動観測セン ター
業務, 単独, [1 時間/回] × 10 回, 2002.4–12.
和歌山地震観測所デ ータ収録シ ステムの保守，記録の整理，保管, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, [2 時
間/週] × 52 週, 2002.4–12.
衛星テレ メータ観測点，無線テレ メータ観測点保守, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独又は総合観測室 2
名, 延べ 16 日間, 2002.5–12.
無線局再免許申請, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 延べ 10 日間, 2002.7–8.
西南日本構造探査 DAT 観測機器設置及び 撤収, 地震地殻変動観測センター業務, 地震予研究推進センター業務,
総合観測室 2 名, 延べ 9 日間, 2002.8–9.
西南日本構造探査 DAT 記録再生, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独, [3 時間/日] × 6 日, 2002.9.
総合観測室会議その他業務打合せ, 総合観測室・地震地殻変動観測セン ター業務, 関係者全員, 3 日, 2002.10.
竹田豊太郎
(a) 地殻（ 傾斜 ）変動観測デ ータ収集・処理, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独, 1 時間 x105 日, 2000.1–12.
水準標尺の検定と水準儀の調整, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター 2 名, 延べ 16 日間, 2000.1–9.
岩手山北麓での水準測量（ 3 回 ）, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター 2 名+地震地殻変動観測セン
ター 1 名, 延べ 21 日間, 2000.4–2001.8.
岩手山での傾斜観測装置の調整点検と撤収, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, センター 2 名+地震地殻変動
観測セン ター 1 名, 延べ 5 日間, 2000.4–2001.9.
浅間火山での水準測量（ 4 回 ）, 火山噴火予知研究推進センター業務, センター 2 名, 延べ 28 日間, 2000.5–2001.10.
富士山での傾斜計設置（ 2 箇所 ）と点検, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター 2 名+地震地殻変動観
測セン ター 1 名, 延べ 10 日間, 2000.5–2001.10.
新型傾斜計の比較検定観測（ 2 箇所 ）, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター 2 名+地震地殻変動観測
セン ター 2 名, 延べ 10 日間, 2000.5–2001.10.
三宅島におけ る傾斜計新設・再設置・点検, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター 2 名+地震地殻変動
観測セン ター 1 名, 延べ 15 日間, 2000.7–2001.1.
地殻（ 傾斜 ）変動観測データの収集と処理, 火山噴火予知研究推進センター業務, 単独, 2 時間 x1454 日, 2001.1–
2002.12.
三宅島における傾斜計再設置・点検, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター 2 名+地震地殻変動観測セ
ン ター 1 名, 延べ 7 日間, 2001.1.
水準標尺の検定と水準儀の調整（ 4 回 ）, 火山噴火予知研究推進センター業務, 火山噴火予知研究推進センター
2 名, 延べ 16 日間, 2001.1–2002.9.
富士山での傾斜計点検（ 2 箇所 ）と調整, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター 2 名+地震地殻変動観
測セン ター 1 名, 延べ 9 日間, 2001.1–2002.10.
新型傾斜計の比較検定観測（ 2 箇所 ）, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター 2 名+地震地殻変動観測
セン ター 2 名, 延べ 10 日間, 2001.1–2002.10.
岩手山北麓での水準測量, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, センター 2 名+地震地殻変動観測セン ター 1 名,
延べ 7 日間, 2001.4.
浅間火山での水準測量（ 4 回）, 火山噴火予知研究推進センター業務, センター 2 名, 延べ 28 日間, 2001.5–2002.11.
岩手山での傾斜観測装置の調整点検と撤収, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, センター 2 名+地震地殻変動
観測セン ター 1 名, 延べ 7 日間, 2001.9.
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三宅島におけ る地震計・GPS・磁力計の保守点検と撤収, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター 4 名,
延べ 7 日間, 2001.12.
三宅島におけ る地震計・GPS・磁力計の保守点検と撤収, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター 4 名,
延べ 7 日間, 2001.12.
雲仙火山北西部での水準測量, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター 2 名+地震地殻変動観測センター
1 名, 延べ７日間, 2002.1.
富士火山周辺での地震観測点の調査, 火山噴火予知研究推進センター業務, センター 5 名, 延べ 8 日間, 2002.3–10.
北海道駒ケ岳での地殻構造探査, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター 5 名+全国の関係機関数十名,
延べ 7 日間, 2002.9–10.
辻浩
(a) 浅間山火山性地震の波形の読み取り・波形デ ータの収録・保存, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独, 20
時間/月, 1994.6–2002.12.
浅間山地震観測支援システム (win シ ステム) の維持・管理, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独, 1 回/日,
1995.7–2002.12.
小諸火山化学研究施設の維持・管理・営繕・清掃, 火山噴火予知研究推進センター業務, 単独, 4 時間/月, 1998.4–
2002.12.
小諸火山化学研究施設と浅間火山観測所の NEC 衛星地震観測システムの維持・管理, 火山噴火予知研究推進セ
ン ター業務, 単独・又はセン ター 1 名+セン ター SE2 名, 数回/年, 1998.4–2002.12.
小諸火山化学研究施設の官用車・備品・消耗品の維持・管理・補充, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独,
4 時間/月, 1998.4–2002.12.
火山噴火予知連資料作成, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター+総合観測室数名, 8 時間/年, 2000.1–
2002.10.
浅間山山頂地震観測点 KAC の復旧（ 地震計・アンプ の再設置・ケーブ ル埋設等 ）
・維持・管理, 火山噴火予知研
究推進セン ター業務, 単独・又は +セン ター 2 名, 延べ 7 日, 2000.5–2002.8.
浅間山地震観測点 TKA の復旧（ ケーブ ル 修理・電源 ）, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独・又は+セ
ン ター 1 名, 延べ 4 日, 2000.6–2001.5.
三宅島の GPS 観測・地震観測, 火山噴火予知研究推進センター業務, セン ター 3 名，又は +他大学 1 名, 延べ 53
日, 2000.9–2002.12.
浅間山地震観測点 SEN の復旧 (送受信器交換・地震計交換 ）, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独, 延べ
4 日, 2000.11–2001.5.
浅間山地震観測点 ONI の復旧（ 観測点が 壊滅し た為 、地震計の再設置を行う）
・雷害復旧（ 回線終端機交換 ）,
火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独・又は +浅間火山観測所 1 名, 延べ 6 日, 2000.11–2002.8.
浅間山地震観測点 ASS の復旧（ 電源交換・敷設ケーブ ル交換 ）
・改善（ 1 成分から 3 成分観測 ）, 火山噴火予知
研究推進セン ター業務, 単独, 延べ 4 日, 2000.11–2002.8.
浅間山中域地震観測点 ISH の復旧・維持, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独, 延べ 2 日, 2001.8–2002.8.
小諸火山化学研究施設におけ る VSAT(Nanometrics)7 台（ 火山セン ター 3 台, 観測センター 4 台 ）の設置, 火山
噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター+総合観測室 16 名, 延べ 2 日, 2001.9.
小諸火山化学研究施設でテスト 運用（ 最大 7 台 ）され ている VSAT(Nanometrics) の設置・維持・管理・撤収・
発送等, 総合観測室業務, 単独又は総合観測室 2 名, 1 回〜数回/日, 2001.9–2002.12.
小諸火山化学研究施設におけ る Nanometrics 衛星地震観測シ ステム HUB 局の新設・開局・運営・維持・管理,
火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独・新設時は +観測セン ター 4 名, 数回/日, 2001.11–2002.12.
小諸火山化学研究施設における 5 大学による VSAT(Nanometrics) トレ ーニング の準備と実施, 火山噴火予知研
究推進セン ター業務, 単独・実施時は +セン ター 2 名+他大学 10 名, 延べ 13 日, 2001.11–2002.1.
風力発電機のテスト 観測, 総合観測室業務, 単独又は+地震地殻変動観測セン ター 1 名+総合観測室 1 名, 延べ
12 日, 2002.1–12.
群馬通信センターにおける VSAT（ Nanometrics ）設置・運用のデモン ストレ ーション , 総合観測室業務, 観測室
1 名+地震地殻変動観測セン ター 1 名, 延べ 1 日, 2002.2.
浅間山地震観測点 MAE の復旧（ 地震計コ イル交換 ）, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター 1 名, 延
べ 1 日, 2002.8.
浅間山 GPS 観測, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 観測室 1 名, 延べ 2 日, 2002.8–11.
富士山臨時地震観測, 火山噴火予知研究推進センター業務業務, セン ター 4 名+総合観測室 3 名, COE1 名, 延べ
8 日, 2002.9–12.
「 糸魚川-静岡構造線活断層地殻構造探査 」にともなう浅間山周辺での人工地震波傍受観測, 火山噴火予知研究
推進セン ター業務, セン ター 2 名+総合観測室 3 名+COE1 名, 延べ 2 日, 2002.10.
(d) 第１級陸上特殊無線技士, 総務省, 2001.12.7.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
平成 14 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2002.7.5.
(i) 辻 浩, 省電力型 VSAT の設置と試験運用, 平成 14 年度地震研究所職員研修会, 2002.7.3.
橋本信一
(a) 関東甲信越地域の分担エリアの地震波形読取, 地震地殻変動観測センター業務, センター 3 名, [8 時間/日] × 121
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日, 1994.4–2002.12.
信越地震観測所データ収録シ ステムの保守，記録の監視, 地震地殻変動セン ター業務, センター 3 名, [10 分/日]
× 200 日, 1994.6–2002.12.
信越地震観測所事務処理, 地震地殻変動観測センター，地震予知研究推進センター業務, 単独, 延べ 14 日, 2001.1–
12.
地震地殻変動観測セン ター会議及び 業務打合せ, 地震地殻変動観測セン ター，受託研究業務, 関係者全員, 延べ
9 日, 2001.1–12.
伊豆諸島受託研究観測点の保守，点検，整備及びデ ータ検討会, 受託研究（ 伊豆諸島 ）, セン ター 3 名+他機関
関係者, 延べ 4 日, 2001.1–12.
衛星テレ メータ観測点の保守, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室 3 名又は単独, 延べ 6 日, 2001.1–12.
台湾自然地震，発破観測 DAT レコーダ 設置, 地震予知研究推進センター業務, +センター 3 名+台湾中央研究院
数名, 延べ 9 日, 2001.3.
北海道合同観測衛星テレ メータ観測点の撤収, 地震地殻変動観測セン ター業務（ 大学合同観測 ）, +セン ター 2
名, 延べ 5 日, 2001.5–6.
松代地震セン ター運営打合せ会議, 地震地殻変動観測セン ター業務, +セン ター 2 名+他機関関係者, 約 4 時間,
2001.7.
東海・中部構造探査 DAT レ コーダ 撤収, 地震予知推進セン ター業務, +セン ター 3 名+地震予知研究推進セン
ター 6 名, 延べ 3 日, 2001.8.
新衛星テレ メータ装置組立，立上げトレ ーニング（ 小諸火山化学研究施設 ）, 地震地殻変動観測セン ター，火
山噴火予知研究推進セン ター業務, +観測セン ター 7 名+火山噴火予知セン ター 8 名+業者数名, 延べ 5 日,
2001.9–10.
衛星テレ メータパラボ ラアンテナ融雪装置取替え , 地震地殻変動観測セン ター業務, +セン ター 2 名, 延べ 1 日,
2001.11.
信越地震観測所事務処理, 地震地殻変動観測セン ター業務,, 単独, 延べ 18 日間, 2002.1–12.
西南日本衛星テレ メータ観測機器設置, 地震地殻変動観測セン ター（ 大学合同観測 ），地震予知推進セン ター
業務, 総合観測室 6 名, 延べ 12 日間, 2002.1–7.
風力発電機実用化テ スト , 地震地殻変動観測セン ター業務，受託研究（ 伊豆諸島 ）, 総合観測室 2 名及び 単独,
延べ 6 日間, 2002.1–9.
衛星テレ メータ装置組立，立上げトレ ーニング 他, 地震地殻変動観測セン ター，地震予知研究推進セン ター業
務, 総合観測室 4 名+業者 2 名, 延べ 5 日間, 2002.1–8.
衛星テレ メータ観測点保守, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室 3 名又は単独, 延べ 2 日間, 2002.1–12.
事務連絡会議，総合観測室会議, 事務部関係業務，総合観測室業務, 関係者, 延べ 4 日間, 2002.2–2002.10.
「 東海 」緊急時実地訓練, 研究所業務, 総合観測室 9 名, 3 日間, 2002.3.
衛星移行作業立会い, 地震地殻変動観測セン ター，地震予知研究推進セン ター業務, 単独, 延べ 4 日間, 2002.6.
臨時地震観測（ 松本，大町 ）, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室 2 名, 延べ 4 日間, 2002.7–10.
西南日本構造探査（ DAT 観測 ）機器設置, 地震地殻変動観測セン ター，地震予知推進セン ター業務, 総合観測
室 2 名+地震予知研究推進セン ター 3 名, 延べ 9 日間, 2002.8–9.
糸静構造探査（ 中期 DAT 観測 ）観測機器設置支援, 地震地殻変動観測センター，地震予知研究推進セン ター業
務, 総合観測室 1 名+地震予知研究推進セン ター 1 名+地球科学総合研究所 4 名, 3 日間, 2002.9.
観測点機器設置借地交渉, 地震地殻変動観測セン ター ，地震予知研究推進セン ター 業務, 単独, 延べ 2 日間,
2002.10.
糸静構造探査（ LS8000 ）観測機器設置及び 撤収（ パ イロット 的重点観測 ）, 地震地殻変動観測セン ター，地震
予知研究推進セン ター業務, 総合観測室 1 名+地震予知研究推進セン ター 4 名, 6 日間, 2002.10.
房総半島構造探査（ 大都市圏構造探査 ）観測機器設置支援, 地震地殻変動観測セン ター，地震予知研究推進セ
ン ター業務, 単独，又は +地球科学総合研究所 5 名, 5 日間, 2002.11.
羽田敏夫
(a) 関東甲信越地域の地 震波形読み 取り, 地震地殻変動観測セン ター 業務, 総合観測室 3 名, [8 時間/日]x121 日,
1994.4–2002.12.
信越観測所データ収録システムの保守, 計算機環境の整備, 記録の監視・整理・保管, 地震地殻変動観測センター
業務, 総合観測室 3 名, [1 時間/日]x240 日, 1994.6–2002.12.
1984〜1996 収録地震波形の メディア 変換（ MO → CD-R ）, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, CD-R4〜5
枚/1 日 x 約 190 枚 MO（ CD-R １枚=MO 両面１枚 ）, 2000.5–2001.7.
衛星テレ メータ観測点の保守, 地震地殻変動観測セン ター業務, セン ター 2 名又は単独, 延べ 5 日, 2001.1–12.
地震地殻変動観測セン ター会議, その 他業務打ち合わせ , 地震地殻変動観測セン ター, 地震予知研究推進セン
ター業務, 関係者全員, 延べ 13 日, 2001.1–12.
台湾発破観測 DAT レ コーダ ー設置, 地震予知研究推進セン ター業務, 延べ 13 日, 2001.3.
台湾発破観測 DAT 記録再生, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独, 約 25 観測点分 DAT4〜5 本/1 日 x25 点
分（ 25 本 ）, 2001.4.
北海道合同観測衛星テレ メータ観測点の撤収, 地震地殻変動観測センター業務（ 大学合同観測 ）, センター職員
2 名+現地電気業者 1 名, 延べ 5 日, 2001.5–6.
東海・中部構造探査 DAT レ コーダ ー設置, 地震予知研究推進セン ター業務, セン ター 2 名+地震地殻変動観測
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セン ター 3 名+学生 4 名, 延べ 5 日, 2001.8.
岩手山（ 犬倉山 ）傾斜計記録装置の撤収, 地震地殻変動観測セン ター業務, セン ター 2 名, 延べ 3 日, 2001.8.
新衛星テレ メーター装置組立トレーニング , 立ち上げ（ 小諸火山化学研究施設）, 地震地殻変動観測センター, 火山
噴火予知研究推進センター業務, センター 7 名+火山噴火予知センター 8 名+業者数名, 延べ 5 日, 2001.9–10.
東海・中部構造探査 DAT 記録再生, 地震予知研究推進センター業務, 単独, 約 20 観測点分 x2 回 DAT4〜5 本/1
日 x40 点分（ 40 本 ）, 2001.9–10.
衛星テレ メータ運用整備, 地震地殻変動観測セン ター, 地震予知推進セン ター業務, 総合観測室 4 名+業者 2 名,
延べ５日, 2002.1–12.
衛星テレ メータ観測点の保守, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室 2 名及び 単独, 延べ 9 日, 2002.1–12.
事務連絡会議, 総合観測室会議, 事務部業務, 総合観測室業務, 関係者全員, 延べ 4 日, 2002.2–10.
「 東海 」緊急時を想定し た実施訓練, 全所業務, 現地観測班, 延べ 3 日, 2002.3.
伊豆伊東市周辺光波測量, GPS デ ータ回収, 地震地殻変動観測セン ター 業務, 総合観測室 2〜3 名, 延べ 3 日,
2002.5.
職員研修会の運営, 研修運営委員会業務, 研修運営委員全員, 延べ 4 日, 2002.5–7.
臨時地震観測（ 松本, 大町 ）, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室 2 名及び 単独, 延べ 4 日, 2002.7–10.
西南日本−鳥取沖地殻構造探査, 地震予知研究推進セン ター業務, 総合観測室 2 名, 延べ 9 日, 2002.8–9.
西南日本−鳥取沖地殻構造探査 DAT 記録再生, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独, 約 20 観測点分 DAT4〜
5 本/1 日 x20 点分（ 20 本 ）, 2002.9.
糸静線構造探査, 地震地殻変動観測センター, 地震予知研究推進センター業務, 総合観測室 2 名, 延べ 5 日, 2002.10.
房総半島構造探査（ 大都市圏調査 ）支援, 地震予知研究推進セン ター業務, +民間業者 4 名, 延べ 5 日, 2002.11.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
平成 14 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2002.7.5.
(i) 羽田敏夫・井上義弘, 地震観測の実技講習，平成 13 年度地震研究所職員研修会, 2001.7.5.
萩原弘子・羽田敏夫, 情報処理の実技講習，平成 14 年度地震研究所職員研修会, 2002.7.4.
平田安廣
(a) 地殻変動観測所・観測点・総合観測井の観測計器・機器等の感度検定，修理・保守・点検作業, 地震地殻変動観
測セン ター業務, 単独または +セン ター 2 名, 延べ 60 日間, 2000.1–12.
観測機器の校正・点検および 電子回路の製作, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 5 時間 x60 日, 2000.1–12.
観測点工事の業者発注，備品・消耗品の手配と事務的諸手続き（ 観測点関係機関・地主との連絡・調整と書類
の整備など ）, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 1 時間 x60 日, 2000.1–12.
・研修運営委員会（ 研修運営作業 ）
・技術報告編集委員会での作業, 各種
OA 委員会（ 事務処理ファイルの作成 ）
委員会業務, 3 時間 x15 日, 2000.1–12.
伊東周辺におけ る光波測量, 地震地殻変動観測セン ター業務, セン ター 3 名+火山噴火予知研究推進セン ター 1
名, 延べ 17 日間, 2000.3–2001.5.
岩手山北麓での水準測量（ 3 回 ）と 傾斜観測装置の撤収, 地震地殻変動観測セン ター業務, セン ター 1 名+火山
噴火予知研究推進セン ター 2 名, 延べ 21 日間, 2000.4–2001.8.
三宅島傾斜計新設・再設置, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター 2 名+地震地殻変動観測セン ター 1
名, 延べ 15 日間, 2000.7–2001.1.
地殻変動連続観測デ ータ（ 230CH/240CH) の収集状況の確認作業, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 2 時
間 x150 日, 2001.1–12.
徳島県池田町周辺 1 周波 GPS 観測点新設（ 4 観測点 ）, 地震地殻変動観測セン ター業務, セン ター 3 名, 3 日,
2002.1.
地殻変動観測所・観測点・総合観測井の観測計器・機器等の感度検定，修理・保守・点検作業, 地震地殻変動観
測セン ター業務, 単独または +セン ター 2 名, 延べ 50 日間, 2002.1–12.
観測点工事の業者発注，備品・消耗品の手配と事務的諸手続き（ 観測点関係機関・地主との連絡・調整と書類
の整備など ）, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, １時間 x40 日間, 2002.1–12.
研修運営委員会（ 研修運営作業 ）
・技術報告編集委員会での作業, 各種委員会業務, 2 時間*7 日間, 2002.1–12.
観測機器の校正・点検および 電子回路の製作, 地震地殻変動観測センター業務, 単独, 3 時間*30 日間, 2002.1–12.
雲仙水準路線測量, 火山噴火予知研究推進センター業務, 地震地殻変動観測センター 1 名，火山噴火予知研究推
進セン ター 2 名, 延べ 6 日間, 2002.2.
鋸山観測所坑内アスカニア傾斜計再設置と撤収作業, 地震地殻変動観測セン ター業務, セン ター 2 名, 延べ 7 日
間, 2002.2–12.
伊東周辺におけ る光波測量, 地震地殻変動観測セン ター業務, セン ター 4 名, 延べ 5 日間, 2002.3.
東海 GPS 観測, 地震地殻変動観測センター業務, セン ター 2 名+地震予知研究推進セン ター 1 名他, 延べ 3 日間,
2002.6.
国有財産調査, 全所業務, 地震地殻変動観測セン ター 1 名+事務 1 名, 延べ 9 日間, 2002.9–10.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
(g) Fujimori, K., H. Ishii, A. Mukai, S. Nakao, S. Matsumoto and Y. Hirata, Strain and tilt changes measured during
a water injection experiment at the Nojima Fault zone, Japan, The Island Arc, 10, 228–234, 2001.
Ishii, H., A. Mukai, K. Fujimori, S. Nakao, S. Matsumoto andvY. Hirata, Multicomponent observatio of crustal
activity in the DPRI 800m borehole close to the Nojima Fault, The Island Arc, 10, 282–287, 2001.
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Ishii, K., Ｔ.Yamauchi, S. Matsumoto, Y. Hirata and S. Nakao, Development of multi-component borehole instrument for earthquake prediction Study:some observed examples of precursory and co-seismic phenomena
relating to earthquake swarms and application of the instrument for rock mechanics, Seismogenic Process
Monitoring : Proceedings of a Joint Japan-Poland Symposium on Mining and Experimental Seismology,
Kyoto, Japan, edited by H. gasawara, T.Yanagidani and M.Ando, 365–377, 2002.
(h) 平田安廣・竹田豊太郎・小山悦郎, 三宅島における傾斜計設置とデータ伝送について , 東北大学技術研究会, 7-9,
2001.3.1.
(i) 小山悦郎・竹田豊太郎・平田安廣, 水準測量の講習，地震研究所職員研修会, 2002.7.4.
増谷文雄
(a) 霧島火山及び 周辺の地震の波形読み取り, 波形デ ータの 収録, 保存, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン
ター数名, 20 時間/月, 2001.1–2002.12.
有珠山, 三宅島等の噴火, 火山体構造探査等の観測機材等準備及び 発送, 火山噴火予知研究推進セン ター業務,
単独, 13 件, １件/2 日, 2001.1–12.
霧島観測所及び 観測点の施設維持管理 3 件, 営繕工事外注 3 件, 草刈年 2 回外注 2 回, 火山噴火予知研究推進セ
ンター業務, 単独, 外注のときは業者複数, 営繕工事 [7 日/１件] × 3 ＝ 21 日・草刈 [7 日/１回] × 2 ＝ 14 日・
観測機器点検 20 日/年，延べ 55 日, 2001.1–2002.12.
霧島火山観測所の NEC 衛星地震観測システムの維持管理, 火山噴火予知研究推進センター業務， 単独，又は +
セン ター 1 名+SE2 名, 延べ 10 日, 2001.1–12.
霧島火山観測所官用車維持管理, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独, 月/10 時間, 2001.1–2002.12.
地震観測点の移設補償交渉, 移設先の場所の調査及び 借地の手続き，観測機器の選定，火山噴火予知研究推進
セン ター業務, 延べ 10 日, 2001.4–12.
霧島火山観測所衛星地震観測システムの維持管理, 火山噴火予知研究推進センター業務, 単独，又は +セン ター+
地震地殻変動観測セン ター数名, 延べ 10 日, 2002.1–12.
物品購入, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独, 54 件/年, 2001.1–2002.12.
三宅島, 富士山集中観測・火山体構造探査・電磁気観測等の観測機材の準備発送, 火山噴火予知研究推進セン
ター業務, 単独, 14 件/年（ １件/2 日程度 ）, 2002.1–12.
霧島火山体に地磁気観測機器 7ヶ所新設（ 観測点選定，用地交渉，官庁折衝，機器搬入・調整 ）, 火山噴火予知
研究推進セン ター業務, 単独・+セン ター数名, 観測点選定 7 日・用地測量等 7 日・借地申請書等資料作成
20 日・官庁折衝 10 日・機器搬入及び 機器設置 1ヶ所当り 7 日× 7 ＝ 49 日, 延べ 93 日, 2002.1–12.
地震観測点移設補償１件（ 観測点選定，用地交渉，補償先交渉，観測機器等選定・設置・調整，無線機器検査 ）,
火山噴火予知研究推進セン ター業務・単独・+センター 1 名, 観測点選定 7 日・用地交渉 7 日・補償先交渉
15 日・観測機器等設置 7 日，延べ 36 日, 2002.1–12.
霧島火山観測所に微気圧計 1 台設置, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 単独, 延べ 4 日, 2002.9–12.
(f) 平成 14 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2002.7.5.
三浦勝美
(a) 鳥取西部地震の地下水調査, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 7 日, 2000.10–2001.4.
DAT 再生処理作業（ 鳥取デ ータ ）, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 10 日, 2001.3.
見学会の対応, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 2 時間ｘ 5 日, 2001.3–7.
三浦禮子
(a) 広島地震観測所平成 13 年安芸灘地震のホームページ 作成, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 延べ 15 日,
2001.3.
東海・中部構造探査 DAT 再生処理作業, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独, 7 日間, 2001.9–10.
広島地震観測所観測デ ータの処理・保管, 地震地殻変動観測セン ター業務, 2 名, 通年, 2002.1–12.
西南日本衛星テレ メータの調査・観測機器設置・保守, 地震地殻変動観測センター業務, 3 名, 延べ 15 日, 2002.1–12.
センター・総合観測室会議, 地震地殻変動観測センター，総合観測室業務, センター・観測室全員, 4 日, 2002.1–12.
広島地震観測所データ収録・保管・システムの保守, 地震地殻変動観測センター業務, 単独, 1 時間/日, 2002.1–12.
広島地震観測所ホームページ 作成・更新，地震地殻変動観測セン ター業務，単独，5 時間/月，2001.1-2002.12.
西南日本の波形監視，地震地殻変動観測セン ター業務，地震予知研究推進セン ター業務，1〜2 名，[3 時間/7
日]x38 日，2002.4-12.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
平成 14 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2002.7.5.
渡辺 茂
(a) 富士川観測所地殻変動観測デ ータ処理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 通年, 2000.1–2002.12.
富士川観測所担当エリアの地震データー読み取り, 地震地殻変動観測センター業務, 単独, 通年, 2000.1–2002.12.
富士川観測所官用車維持・管理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 延べ 60 時間, 2000.1–2002.12.
伊東周辺光波測量・GPS 観測, 地震地殻変動観測セン ター業務, +セン ター 1 名+総合観測室 2 名, 延べ 15 日,
2000.3–2001.10.
職員研修の運営, 研修運営委員会業務, 延べ 6 日, 2000.6–2001.7.
富士山周辺 GPS 観測点調査・設置・維持, 地震地殻変動観測セン ター業務, +センター+火山噴火予知研究推進
セン ター等 3 名, 延べ 10 日, 2000.12.
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内浦観測点計器維持・管理, 地震地殻変動観測セン ター業務, +総合観測室 2 名, 延べ 3 日, 2000.12–2001.7.
油壷観測所計器維持・管理, 地震地殻変動観測セン ター業務, +総合観測室 2〜3 名, 延べ 5 日, 2000.12–2001.11.
秋山観測点計器維持・管理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 延べ 3 日, 2002.1–2002.10.
内浦観測点計器維持・管理, 地震地殻変動観測セン ター業務, +総合観測室 1 名, 延べ 3 日, 2002.1–11.
相良・御前崎観測点計器維持・管理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 延べ 3 日, 2002.1–10.
宇佐美温泉温度観測点調査・設置・維持, 地震地殻変動観測センター業務, +地震地殻変動観測セン ター 1 名, 延
べ 4 日, 2002.1–3.
河津観測点計器維持・管理, 地震地殻変動観測センター業務, +地震地殻変動観測センター 1 名, 延べ 2 日, 2002.1–6.
富士山周辺 GPS 観測点計器維持・管理, 地震地殻変動観測センター業務, +地震地殻変動観測センター 1 名, 延
べ 17 日, 2002.2–12.
事務連絡会議・総合観測室会議, 事務・総合観測室関係者全員, 延べ 4 日, 2002.2–10.
伊東周辺光波測量・GPS 観測, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室 3 名, 延べ 7 日, 2002.3–5.
東海地震を想定し た実施訓練, 全所, 観測班, 延べ 3 日, 2002.3.
手石島・伊東観測点計器維持・管理, 地震地殻変動観測セン ター業務, +セン ター 1 名, 延べ 2 日, 2002.5–6.
地殻変動会議・打ち合わせ, 地震地殻変動観測センター業務, センター 2 名+総合観測室 1 名, 延べ 4 日, 2002.6–11.
富士宮光波基線観測点維持, 地震地殻変動観測セン ター業務, +1 名, 1 日, 2002.9.
国有財産調査, 事務, 事務 2 名・総合観測室 1 名, 延べ 2 日, 2002.9.
鋸山観測所点計器維持・管理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室 2 名, 延べ 4 日, 2002.12.
(f) 平成 13 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2001.7.6.
平成 14 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2002.7.5.
(g) 渡辺 茂・中尾 茂・長田 昇, 富士山周辺におけ る GPS 観測点設置について , 地震研究所技術研究報告, 7, 47–51,
2001.
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第 5 章 教育・社会活動
5.1

各教官の教育・社会活動

各教官等が 2001 年 1 月 ∼2002 年 12 月の間に 行った教育・社会活動の内容．なお (a)∼(f) の区分は以下のとおり．
(a) 講義
(b) 非常勤講師等
(c) 留学生等受け入れ
(d) 学位論文
(e) 政府役員等
(f) 一般セミナー等

地球流動破壊部門
栗田 敬
(a) 理学部・地球惑星物理学科, 地球シ ステム学 III・地球惑星科学実験・惑星地質学, 2001.4–2003.3.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星シ ステム学 II, 2001.9–2002.3.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星科学実験, 2001.9–2002.3.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球惑星シ ステム解析学, 2001.9–2002.3.
教養学部, 地球科学, 2002.4–2003.3.
(b) 富山大学理学部地球科学科, 非常勤講師, 地球シ ステム学, 2000.10–2001.3.
筑波大学地球科学系, 非常勤講師, 地球惑星科学, 2001.4–2002.3.
筑波大学大学院生命環境学科, 非常勤講師, 地球シ ステム学, 2001.10–2002.3.
(d) 高嶋晋一郎, Estimate of transport properties of partially molten material, 理学系研究科, 修士, 指導, 1999.4–
2001.3.
並木敦子, Dynamics of the D” layer, 理学系研究科, 博士, 指導, 1999.4–2002.3.
高嶋晋一郎, Estimate of transport properties of patilly molten material, 理学系研究科, 修士, 指導, 1999.4–2001.3.
小川佳子, Evaluation of melting process f the permafrost on Mars, 理学系研究科, 博士, 指導, 1999.4–2002.3.
藤原大二, The internal structure of the large impact basins on Mars, 理学系研究科, 修士, 指導, 2000.4–2002.3.
島崎邦彦
(a) 教養学部, 全学自由研究ゼミナール「 地震学概説 」, 1999.10–2003.3.
地球惑星科学専攻, 地震発生物理学 3, 2002.4–9.
(b) 早稲田大学理工学部, 非常勤講師, 地震学概論, 1996.4–2003.3.
早稲田大学理工学研究科, 非常勤講師, 地震学, 1996.4–2003.3.
大学評価・学位授与機構, 学位審査会専門委員, 2001.4–2003.3.
高知大学大学院理学部, 非常勤講師, 防災科学特論４, 2001.11.
高知大学大学院理学研究科, 非常勤講師, 防災科学特講, 2002.11.
(c) ワーユー トゥリヨーソ, 理学系研究科地球惑星物理学専攻, 博士, インド ネシア, 1999.4–2002.3.
(e) 地震予知連絡会, 委員, 国土地理院，1993.4–2003.3.
地震防災対策強化地域判定会, 委員, 気象庁，1995.4–2003.3.
地震調査研究推進本部・地震調査委員会, 委員, 文部科学省，1995.8–2004.3.
地震調査研究推進本部・地震調査委員会「 長期評価部会 」, 部会長, 文部科学省，1995.12–2004.3.
地震調査研究推進本部・地震調査委員会「 長期評価部会 」長期確率評価手法検討分科会, 主査, 文部科学省,
1997–2001.6.
非常勤研究官, 海上保安庁水路部, 1997.4–2003.3.
中央防災会議, 専門委員, 1998.1–2001.1.
活断層調査研究委員会, 委員, 大分県, 1998.4–2004.3.
機関評価委員会, 委員, 防災科学技術研究所, 1999.1–2001.6.
政策懇談会, 委員, 国土地理院, 1999.5–2001.3.
強震観測事業推進連絡会議, 委員, 防災科学技術研究所, 1999.6–2003.3.
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地震調査研究推進本部・地震調査委員会「 強震動評価部会 」, 委員, 文部科学省, 1999.10–2004.3.
地震調査研究推進本部・地震調査委員会「 長期評価部会 」海溝型分科会, 主査, 文部科学省， 2000.4–2004.3.
研究開発課題外部評価委員会「 災害に強い社会シ ステムに関する実証的研究」及び「 リアルタイム地震情報の
伝達・利用に関する研究 」, 委員, 防災科学技術研究所, 2000.10–2001.6.
中央防災会議「 東海地震に関する専門調査会 」，専門委員, 内閣府，2001.3–12.
地震予知連絡会, 副会長, 国土地理院，2001.4–2003.3.
地震予知連絡会強化地域部会, 部会長, 国土地理院，2001.4–2003.3.
レビューボ ード , 主査, （ 独 ）産業技術総合研究所, 2001.5–2003.3.
科学技術・学術審議会「 研究計画・評価分科会 」, 専門委員, 文部科学省，2001.6–2003.1.
中央防災会議「 東南海，南海地震等に関する専門調査会 」, 専門委員, 内閣府，2001.10–2003.7.
地震調査研究推進本部・政策委員会「 成果を社会に生かす部会 」, 委員, 文部科学省, 2002.6–2003.3.
(f) 日本地震学会一般公開セミナー「 21 世紀の地震学：地震学はこれから何を目指すのか 」, 科学技術館サイエン
スホール , 2.4, 2001.
第 2 回地震調査研究と地震防災工学の連携ワークショップ , 損保会館大会議室, 3.21, 2001.
国立病院災害医療従事者研修, 国立病院東京災害医療セン ター, 2.14, 7.13, 12.13, 2001.
日本の大都市はど こまで安全か（ パネリスト ）, 建築会館ホール , 9.19, 2001.
日本地震学会一般公開セミナー「 南九州・南西諸島の地震と防災 」, 鹿児島県産業会館大ホール , 10.27, 2001.
地震に関するセミナー「 21 世紀の南海地震に備える：いつまでに 、なにをすべきか 」, 高知県立県民文化ホー
ル , 12.17, 2001.
地震・活断層セミナー, 三重県男女共同参画セン ター, 三重県, 2.1, 2002.
東海地震を考える, パシフィコ横浜, 2.15, 2002.
国立病院災害医療従事者研修, 国立病院東京災害医療セン ター, 2.14, 7.17, 10.2, 12.20, 2002.
地震防災シンポジウム「 大震災から都市を守る 」
（ パネリスト ）, 東京国際フォーラム, 1.29, 2002.
災害対策研修, 人と防災未来セン ター, 10.01, 11.26, 2002.
地震動予測地図ワークショップ , コクヨホール , 3.29, 2002.
科学ゼミナール , 電力館, 07.13, 2002.
地域防災塾, 三重県津庁舎, 07.22, 2002.
確率論的地震動予測地図の試作版（ 地域限定 ）説明会, 飯田橋レ インボ ービ ル , 7.31, 2002.
千葉県 13 市 2 町防災事務連絡会・研修会, 千葉県庁, 10.22, 2002.
新潟県高等学校教育研究会理科（ 地学 ）研究会, 新潟県立自然科学館講堂, 11.27, 2002.
堀 宗朗
(a) 工学部・土木工学科, 応用数学 Ia, 1994.10–2001.3.
工学部・土木工学科, 少人数セミナー, 1995.4–2004.3.
教養学部, 教養学部環境セミナー, 1998.10–2004.3.
教養学部, 社会基盤工学の最前線, 1999.4–2004.3.
工学系研究科社会基盤工学専攻, 弾性波動特論, 2000.10–2004.3.
工学部・土木工学科, 土木工学の数値解析手法, 2001.4–2004.3.
工学部・土木工学科, 物理数学の解法, 2001.10–2004.3.
(b) 東京水産大学, 非常勤講師, 構造力学 I,II, 2002.1–2004.1.
(c) Abdo, Mohamad, Basset, 工学系研究科社会基盤工学専攻, 博士課程, エジプト , 1999.4–2002.3.
Wijerathne，Maddegedara ，Lalith Lakshman, 工学系研究科社会基盤工学専攻, 修士, スリランカ, 2000.9–2002.10.
楊 芳, 学工学系研究科社会基盤工学専攻, 修士, 中華人民共和国, 2000.10–2002.9.
Juan Carlos Araiza Garaygordobil, 地震研究所, 博士, Spain, 2001.6–9.
(d) 北代修平, 巨大地震早期検知のための強震動初期波形の理論・デ ータ解析, 工学系研究科社会基盤工学専攻, 修
士, 指導, 1999.4–2001.3.
市村 強, 都市強震動予測のためのマクロ−ミクロ解析手法の開発, 工学系研究科社会基盤工学専攻, 博士, 指導,
1999.4–2001.3.
Abdo, Mohamad, Basset, Structural health monitoring using changes in dynamic characteristics, 工学系研究科
社会基盤工学専攻, 博士, 指導, 1999.4–2002.3.
(e) 未来工学研究所・技術検討委員会, 建設産業部門担当副主査, 通産省, 1999.4–2001.3.
高グレ ード 材パ イプ ライン 技術基準調査委員会, 委員, 資源エネルギ ー庁, 2000.4–2001.3.
ガ ス構造物適合性評価委員会, 委員, エネルギ ー通産省, 2001.4–2004.3.
リアルタイム地震情報利用協議会, 幹事, 防災科学技術研究所, 2001.4–2002.3.
学術評価委員会, 委員, 東京電力, 2001.4–2003.3.
天然ガ スパイプ ラ イン 安全整備調査委員会, 委員, エネルギ ー通産省, 2002.4–2004.3.
技術基準適合性評価委員会, 委員, （ 財 ）日本ガ ス機器検査協会, 2002.4–2004.3.
実大三次元震動破壊実験施設利用委員会, 委員, （ 独 ）防災科学研究所，2002.10–2004.3.
第 3 回日米先端工学シンポジウム推進委員会，運営委員, 科学技術振興事業団, 2002.12–2003.11.
(f) リアルタイム地震情報利用協議会, （ 財 ）地震予知総合研究振興会, 11.20, 2001.
国土セ イフティネット ワークシンポジウム, 横浜, 2.14, 2002.
地震と地震災害の研究に対する計算力学のアプ ローチ, 生産技術研究所, 11.21, 2002.
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山科健一郎
(a) 理学系研究科, 火山科学 3, 2001.4–9.
(b) 気象大学校, 非常勤講師, 火山活動予測, 1994–2002.
国際協力事業団火山学研修コース, 非常勤講師, 地震解析法, 1994.5–2002.
国土交通大学校, 非常勤講師, 地殻変動観測と火山噴火予知, 2001.9–2002.
(f) 地震予知研究セン ター定例研究会, 京都大学防災研究所, 11.30, 2001.
小國健二
武井（ 小屋口 ）康子
(a) 理学部・地球惑星科学, 3 年実験演習, 2001.4–2004.3.
西田 究
三浦弥生
(d) 山本順司, Investigation of the subcontinental mantle based on noble gas isotopes, petrological and spectroscopic
studies of Siberian mantle xenoliths, 地質学教室, 博士, 補助, 1998.4–2001.3.
韓 丹, Noble gas isotope studies of basaltic rocks from the Canary Islands in the Atlantic Ocean area, 地球惑星
科学, 修士, 補助, 2000.4–2002.3.

地球ダ イナミクス部門
兼岡一郎
(a) 地球惑星科学専攻, 物質循環学 II, 2000.10–2001.1.
地球惑星科学専攻, 地球惑星年代学, 2001.4–7.
地球惑星科学専攻, 物質循環学 II, 2001.10–2002.1.
地球惑星科学専攻, 地球惑星年代学, 2002.4–7.
地球惑星科学専攻, 地球惑星シ ステム科学特論 IV, 2002.10–2003.1.
(b) 島根大学総合理工学部, 非常勤講師, 地球シ ステム学特論 I, 2000.11–2001.3.
金沢大学理学部, 非常勤講師, 地球化学特論, 2000.11–2001.3.
筑波大学地球科学系, 非常勤講師, 地球科学特論, 2001.12–2002.3.
名古屋大学理学研究科, 非常勤講師, 原子物理学特別講義３, 2002.4–2002.7.
千葉大学理学部, 非常勤講師, 地球物質学特論 II, 2002.10–2003.3.
(c) 韓 丹, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 修士, 中国, 2000.4–2002.3.
頼 勇, 地震研究所, その他, 中国, 2001.10–2003.9.
(d) 山本順司, Investigation of the subcontinental mantle based on noble gas isotopes, petrological and spectroscopic
studies of Siberian mantle xenoliths, 地球惑星科学専攻, 博士, 指導, 1998.4–2001.3.
宮入陽介, Radiocarbon dating of wodeapread tephra-Examination of its basic problems based on the AT ash-,
地球惑星科学専攻, 修士, 指導, 2000.4–2002.3.
韓 丹, Noble gas isotope studies of basaltic rocks from the Canary Islands in the atlantic Ocean area, 地球惑星
科学専攻, 修士, 指導, 2000.4–2002.3.
(e) Subcommission on Geochronology(SOG), Voting member, IUGS, 1987.1–2003.3.
地質学研究連絡委員会・地質年代小委員会, 委員長, 日本学術会議, 1987.4–2003.3.
Subcommission on Geochronology (SOG), Vice chairman, IUGS, 1996.1–2003.12.
東京大学出版会, 理事, 1997.7–2003.3.
地球化学研究協会, 常任理事, 1998.1–2004.3.
科学技術振興調整費「 雲仙火山：科学掘削による噴火機構とマグ マ活動解明のための国際共同研究 」研究推進
委員会, 委員, 科学技術庁, 1999.4–2001.3.
科学技術振興調整費「 雲仙火山：科学掘削による噴火機構とマグ マ活動解明のための国際共同研究 」推進委員
会, 委員, 文部科学省, 2001.4–2002.3.
科学技術振興調整費「 雲仙火山：科学掘削による噴火機構とマグ マ活動解明のための国際共同研究 」推進委員
会, 委員, 文部科学省, 2002.4–2003.3.
(f) 千葉県地学教諭高等学校理科講座（ 地学 ）
「 同位体で年代を測る‐最近の発展」, 千葉県総合教育センター, 6.22,
2001.
九州大学高岡教授退官記念講演会「 希ガ スでみる地球ー模索の 1970 年代から現状まで 」, 九州大学国際ホール ,
3.19, 2001.
筑波大学地球科学系セミナー「 地球内部の揮発性元素とキンバーラ イト 」, 筑波大学, 2.05, 2002.
IFREE ワークショップ「 地球内部の化学的大構造と進化ー同位体が 示唆する制約条件と課題とは？」, 海洋科
学技術セン ター, 4.22, 2002.
名古屋大学地球科学教室談話会「 地球内部の揮発性元素とキンバーラ イト 」, 名古屋大学理学部, 7.16, 2002.
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瀬野徹三
(a) 教養学部, プレ ート テクト ニクスと地震, 2001.4–6.
理学系研究科, 物理地質学基礎論, 2001.4–5.
理学系研究科, 物理地質学基礎論, 2002.4–6.
(b) 建築研究所国際地震工学部, 非常勤講師, Earthquakes and Plate Tectonics, 2001.1–2.
神戸大学理学部, 非常勤講師, 地球力学, 2001.7.
熊本大学理学部, 非常勤講師, プレ ート の力学とプレ ート・スラブ 内地震, 2001.11.
建築研究所国際地震工学部, 非常勤講師, Earthquakes and Plate Tectonics, 2002.1–2002.2.
茨城大学理学部, 非常勤講師, プレ ート テクトニクスと地震, 2002.8.
(d) 新 元伸, マント ル対流の粘性散逸とプレ ート 運動速度, 理学系研究科, 修士, 指導, 1998.4–2001.3.
(f) 上盤側プレ ート 内応力とスラブ 応力との関係：スラブ 浅部大地震はど こで起こるのか？, 神戸大学理学部, 7.13,
2001.
台湾地震・津波地震・東海地震予測, 熊本大学理学部, 11.21, 2001.
台湾地震・津波地震・東海地震, ダ ム地質勉強会, 建設コン サルタン ツ協会, 12.1, 2001.
津波地震，バ リア−侵食／フラクタルアスペリティモデル ，東海地震予測, 東北大学理学系研究科, 3.07, 2002.
地震とテクト ニクス, 渋谷区千駄ヶ谷社会教育会館, 05.31, 2002.
台湾地震，津波地震，バ リア−侵食とフラクタルアスペリティ, 理学系大学院地球惑星専攻, 6.28, 2002.
藤井敏嗣
(b) 東北大学大学院理学研究科, 非常勤講師, 岩石学, 2001.4–2002.3.
(c) Marco Magnani, 理学系研究科, 研究生, イタリア, 2001.4–2003.3.
(e) 火山噴火予知連絡会, 委員, 気象庁, 1994.4–2003.3.
地震調査研究推進本部・政策委員会, 委員, 内閣総理府, 1998.3–2002.2.
火山学研究連絡委員会, 委員長, 日本学術会議, 2000.9–2003.8.
地球物理学研究連絡委員会, 委員, 日本学術会議, 2000.9–2003.8.
三宅島活動検討委員会, 委員, 東京都，2000.9–2003.3.
学術・科学技術審議会「 測地学分科会 」, 臨時委員, 文部科学省，2001.4–2003.3.
防災顧問, 東京都，2001.4–2003.3.
富士山ハザード マップ 検討委員会, 委員, 2001.7–2003.3.
科学技術・学術審議会「 研究計画・評価分科会 」, 専門委員, 2001.9–2003.1.
本多 了
(b) 神戸大学大学院自然科学研究科, 非常勤講師, 2001.4–9.
岡山大学固体地球研究セン ター, 客員部門教授（ 併任 ）, 2002.4–2003.3.
(e) 地球シミュレ ータ利用計画委員会, 委員, 2002.4–2004.3.
中井俊一
(a) 理学部地学科, 化学地質学 (一部分担 ）, 2001.4–7.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球シ ステム科学特論 IV(分担), 2002.4–6.
理学部・地学科, 化学地質学 (一部分担 ）, 2002.4–7.
(b) 東京農工大学工学部, 非常勤講師, 地球科学, 2001.8–8.
東京農工大学大学院, 非常勤講師, 無機地球化学特論, 2001.12–2002.1.
京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻, 非常勤講師, 同位体地球科学, 2002.7.
東京農工大学工学部, 非常勤講師, 地球科学, 2002.8.
お茶の水女子大学, 非常勤講師, 地球環境科学, 2002.10–2003.2.
(c) YuVin Sahoo, 日本学術振興会特別研究員, その他, インド , 2000.8–2003.3.
劉 叢強, 中国科学院地球化学研究所, その他, 中国, 2001.9–10.
唐 紅峰, 中国科学院地球化学研究所, その他, 中国, 2001.10–12.
Ali Arshad, 研究生, パキ スタン , 2002.4–.
(d) 福田 聡, ICP 質量分析計による火山岩試料の 238U/230Th 放射非平衡測定法の開発, 理学系研究科化学専攻, 修
士, 指導, 1999.4–2001.3.
前田泰延, 微量元素・同位体組成局所分析からみた 雲仙火山マグ マだ まりの化学進化, 理学系研究科化学専攻,
修士, 指導, 1999.4–2001.3.
徳永彩未, 238U-230Th-226Ra 系の放射非平衡によるマグ マ活動のタイムスケールの研究, 理学系研究科化学専
攻, 修士, 指導, 2000.4–2002.3.
立田理一郎, Hf 同位体組成に よるコ マチア イト の成 因の 研究, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 修士, 指導,
2000.4–2002.3.
(f) IFREE 夏の学校講師, 神奈川県横須賀市, 8.12, 2002.
安田 敦
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 火山科学 II, 2002.4–9.
折橋裕二
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吉田 満

地球計測部門
大久保修平
(a) 理学部・地球惑星物理学科および 理学系大学院・地球惑星科学専攻, 固体地球力学, 2000.10–2004.3.
(b) 国土交通大学校, 非常勤講師, 地球物理学, 2001.12.
国土交通大学校, 非常勤講師, 地球ダ イナミクス, 2002.11.
国土交通大学校, 非常勤講師, 地球物理学, 2002.12–2003.1.
(c) Mohammad G. Al-Ibiary, Helwan University, Cairo, その他, Egypt, 2000.6–2001.3.
(d) 田中愛幸, Post-seismic Deformation in a Realistic Earth Model - a New Computation Method Using the Reciprocity Theorem, 大学院理学系研究科地球惑星科学専攻, 修士, 指導, 1999.4–2001.3.
(e) 電波専門委員会, 委員, 国立天文台, 1999.4–2003.3.
政策懇談会, 委員, 国土地理院, 1999.5–2001.3.
建設技術会議・評価部会, 委員, 建設省, 2000.3–2001.2.
三宅島火山活動検討委員会, 委員, 東京都, 2000.10–2003.3.
公共工事活用技術評価委員会, 委員, 国土交通省, 2001.6–2003.3.
科学技術・学術審議会「 測地学分科会 」, 専門委員, 2001.8–2003.1.
首都圏広域地殻変動観測プ ロジェクト・外部評価委員会, 委員通信総合研究所, 2001.12.
(f) 三宅島の重力について , 地震研究所講義室, 11.29, 2002.
東原紘道
(a) 工学研究科・社会基盤工学専攻, 防災工学原論, 2000.4–2001.7.
(b) 工学部・土木工学科, 非常勤講師, 応用数学 2, 1996.4–2001.7.
工学部・土木工学科, 非常勤講師, 土木技術の歴史と課題Ａ, 1996.10–2003.1.
(c) Naser Khaji, 工学研究科社会基盤工学専攻, 博士, イラン , 1998.10–2001.9.
曽 維健, 工学研究科社会基盤工学専攻, 博士, 中華人民共和国, 1999.10–2002.9.
Giulia Fava, 工学研究科社会基盤工学専攻, 修士, Italy, 2001.10–2003.9.
(d) 吉見雅行, 構造物の塑性化を考慮し たレベル２設計用地震動作成方法の提案, 工学研究科社会基盤工学専攻, 博
士, 指導, 1998.4–2001.3.
Naser Khaji, Development of a versatile numerical method for crustal movements and its application to Tokai
District, central Japan, 工学研究科社会基盤工学専攻, 博士, 指導, 1998.4–2001.3.
佐伯昌之, ACROSS 震源の波動場励起力に関する理論的研究, 工学研究科社会基盤工学専攻, 修士, 指導, 1999.4–
2001.3.
Taro Horikawa, Experimental and numerical study on the model of asperities using rock specimens, 工学研究科
社会基盤工学専攻, 修士, 指導, 1999.4–2004.3.
(e) 原子力安全委員会・特定放射性廃棄物処分安全調査会, 専門委員, 2001.11–.
原子力安全委員会・原子炉安全専門審査会, 審査委員, 2002.12–.
原子力安全委員会・核燃料安全専門審査会, 審査委員, 2002.12–.
山下輝夫
(d) 安藤亮輔, Formation of the geometry of fault system due to dynamic interactions among fault elements, 理学系
研究科地球惑星科学専攻, 修士, 指導, 2000.4–2002.3.
(e) 科学技術・学術審議会測地分科会「 地震部会 」, 臨時委員, 2001.4.
地震調査研究推進本部・政策委員会, 委員, 文部科学省，2002.4–.
IODP 計画委員会, 委員, 2002.11–2004.3.
実大三次元震動破壊実験施設運営協議会委員, 2002.11–.
深海調査研究推進委員会委員, 2001.4–.
孫 文科
(a) 理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球惑星シ ステム科学特論 I, 2001.4–9.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球観測実習（ 共同 ）, 2002.5–8.
(b) JICA 集団研修, 講師, 地球物理学・測地学, 2001.2.
中国地震局分析予報中心, 講師, 地球シ ステムと 現代測地学, 2001.9.
JICA 集団研修, 講師, 地球物理学・測地学, 2001.12.
中国地震局地震研究所, 訪問教授, 球体 Dislocation 理論について , 2002.4.
JICA 集団研修, 講師, 地球物理学・測地学, 2002.11.
(d) Addisu Hunegnaw, Gravity determination over Ethiopia with Emphasis on downward continuation of gravity
anomalies, 博士, 補助, 1998.4–2001.11.
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宮武 隆
(a) 理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理特別演習, 2000.10–2001.3.
理学系研究科・地球惑星物理学専攻, 地球物理数学 2, 2001.4–9.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理特別演習, 2001.4–7.
理学系研究科・地球惑星物理学専攻, 地球物理数学 2, 2002.4–7.
理学系研究科・地球惑星物理学専攻, 強震動地震学, 2002.10–2003.2.
(b) 京都大学防災研究所, 非常勤講師, 震源物理と強震動, 2001.12.
新谷昌人
(d) 増田正孝, 量子場の零点振動力の測定, 理学系研究科物理学専攻, 修士, 補助, 2001.4–2002.3.
大竹雄次
(b) 地震研究所, 講師, 技術開発室主催電子回路講習会, 1999.4–2001.3.
地震研究所, 講師, 地震研究所技術開発室電子回路・工作講習会, 2001.4–2002.3.
地震研究所職員研修会, 講師, 電子回路講習会, 2001.7.
地震研究所技術開発室, 講師, 電子回路講習会, 2002.4–2003.3.
古屋正人
(b) 日本測地学会 2002 年サマースクール , 地球回転変動 (講義)・重力測定 (実習), 2002.8.
(d) 青木俊平, 測地デ ータの乏し い地域におけ る地震時地殻変動の検出−差分干渉 SAR による 1996 年鬼首地震の
解析−, 理学系研究科地球惑星物理学専攻, 修士, 補助, 2001.4-2003.3( 予定).

地震火山災害部門
壁谷澤寿海
(a) 工学系研究科建築学専攻, 鉄筋コン クリ−ト 耐震構造学, 2001.10–12.
(b) 慶応大学工学部・シ ステムデ ザ イン 学科, 非常勤講師, 鉄筋コン クリ−ト 構造, 2001.1–2004.3.
国際地震工学研修, 講師, Structural Analysis, 2001.3–2002.4.
(c) 権 容鎬, 工学系研究科, 博士, 韓国, 1999.4–2002.3.
劉 春淑, 工学系研究科, 博士, 韓国, 1999.4–2002.3.
金 裕錫, 工学系研究科, 研究生, 韓国, 2000.4–2003.3.
Ousalem Hassane, 工学系研究科, 修士, アルジェリア, 2000.4–2002.3.
フィデ ス スーザン ロエンゾ フェンテス, 工学系研究科, 博士, フィリピン , 2000.4–2003.3.
Jordan Milev, 地震研究所, JSPS 特別研究員, ブ ルガ リア, 2001.2–2003.2.
Francisco Aragon, 地震研究所, 外国人受託研究員, エルサルバド ル , 2001.4–7.
庄 松涛, 工学系研究科, 修士, 中国, 2001.10–2003.9.
(d) Hassane Ousalem, Experimental study on the seismic behavior of reinforced concrete columns under constant
and variable axial loadings, 工学系研究科, 修士, 指導, 2000.4–2002.3.
大杉泰子, ポ リエステル 製繊維シート による鉄筋コン クリート 造柱の耐震補強に 関する実験的研究, 工学系研
究科, 修士, 指導, 2000.4–2002.3.
真田靖士, 鉄筋コンクリ−ト 造ピロティ建物の耐震設計法に関する研究, 工学系研究科, 博士, 指導, 2001.3–2001.3.
小泉 洋, 鉄筋コン クリート 柱の地震時軸圧縮破壊に対するシート 補強に関する研究, 工学系研究科, 修士, 指導,
2001.3–2001.3.
(e) SPRC 委員会, 委員, （ 財 ）日本建築防災協会, 2001.4–2002.3.
既存建物耐震診断委員会, 委員, （ 財 ）日本建築防災協会, 2001.4–2002.3.
学校建物耐震判定委員会, 副委員長, （ 社 ）文教施設協会, 2001.4–2002.3.
震災建築物の被災度区分判定及び 復旧技術指針改定研究会, 委員, （ 財 ）日本建築防災協会, 2001.4–2002.3.
既存鉄筋コン クリ−ト 造建築物の耐震診断基準・耐震改修設計指針改訂研究会, 幹事, （ 財 ）日本建築防災協会,
2001.4–2002.3.
建築物等防災技術評価委員会, 委員, （ 財 ）日本建築防災協会, 2001.4–2002.3.
コン クリ−ト 構造評定委員会, 委員, （ 財 ）日本建築セン ター, 2001.4–2002.3.
構造指針検討委員会／コン クリ−ト 構造部会, 委員, （ 財 ）日本建築セン ター, 2001.4–2002.3.
住宅性能評価技術検討委員会, 委員, （ 財 ）ベターリビング , 2001.4–2002.3.
都市計画局東京都地域危険度測定調査委員会, 委員, 東京都, 2001.4–2002.3.
SPRC 委員会委員, 委員, （ 財 ）日本建築防災協会, 2002.4–2003.3.
既存建物耐震診断委員会委員, 副委員長, （ 財 ）日本建築防災協会, 2002.4–2003.3.
学校建物耐震判定委員会, 副委員長, （ 社 ）文教施設協会, 2002.4–2003.3.
建築物等防災技術評価委員会, 委員, （ 財 ）日本建築防災協会, 2002.4–2003.3.
コン クリ−ト 構造評定委員会, 委員, （ 財 ）日本建築セン ター, 2002.4–2003.3.
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耐震診断委員会, 副委員長, （ 財 ）日本建築防災協会, 2002.4–2003.3.
天然資源の開発利用に関する日米会議「 耐風・耐震構造専門部会 」作業部会, 委員, 建設省建築研究所, 2002.4–
2003.3.
地域危険度測定調査委員会, 委員, 東京都, 2002.4–2003.3.
ISO/TC98 国内委員会, 委員, 建築・住宅国際機構, 2002.4–2003.3.
鉄筋コン クリ−ト 及び 鉄骨鉄筋コン クリ−ト 構造耐震診断プ ログ ラム評定委員会, 委員, （ 財 ）日本建築防災協
会, 2002.4–2003.3.
「 学校施設の耐震化推進に関する調査研究 」協力者会議, 委員, 文部科学省, 2002.10–2004.3.
耐震性評価技術委員会, 委員, NUPEC 耐震技術セン ター, 2002.10–2003.3.
「 学校施設の耐震化推進に関する調査研究 」協力者会議・専門部会, 委員, 文部科学省, 2002.12–2003.3.
(f) 既存鉄筋コン クリ−ト 造建築物の耐震診断基準・同解説 2001 年改訂版講習会, 東京, 10.29-30, 2001.
既存鉄筋コン クリ−ト 造建築物の耐震診断基準・同解説 2001 年改訂版講習会, 東京, 11.1-2, 2001.
既存鉄筋コン クリ−ト 造建築物の耐震診断基準・同解説 2001 年改訂版講習会, 広島, 11.14-15, 2001.
既存鉄筋コン クリ−ト 造建築物の耐震診断基準・同解説 2001 年改訂版講習会, 名古屋, 12.13-14, 2001.
研究会：改訂耐震診断基準と限界耐力法の対比, 高知, 12.21, 2001.
既存鉄筋コン クリ−ト 造建築物の耐震診断基準・同解説 2001 年改訂版講習会, 沖縄, 02.14, 2002.
工藤一嘉
(a) 理学研究科, 地球惑星, 強震動地震学 I（ 分担 ）, 2000.10–2001.1.
工学系研究科, 建築学専攻, 地震工学 (2), 2001.4–7.
(b) 日本大学生産工学部, 非常勤講師, 地震工学, 2001.9–2003.2.
(c) Athanasios Makris, 理学研究科, 修士課程, ギ リシャ, 1999.4–2001.3.
Sos Margaryan, IISEE, その他, Armenia, 2001.4–2001.7.
(d) 神野達夫, 深部地盤構造を 考慮し た建築構造物への 入力地震動に 関する研究, 工学研究科建築学専攻, 博士, 指
導, 1998.4–2001.3.
真田靖士, 鉄筋コン クリート 造ピ ロテ イ建物の 耐震設計法に 関する研究, 工学研究科建築学専攻, 博士, 補助,
1998.4–2004.3.
吉岡伸悟, 強震観測および 実被害に基づ く鉄筋コン クリート 造学校建物の地震応答解析, 工学研究科, 建築学専
攻, 修士, 指導, 1999.4–2001.3.
津野靖士，微動を 用いた空間自己相関法に よる地盤震動特性評価，工学研究科建築学専攻，指導，2000.4 −
2002.3
(e) 地震動予測部会, 委員, (財) 地震予知総合研究振興会, 1994.5–2002.3.
地震波伝播評価信頼性実証調査実施委員会, 委員, (財) 原子力発電技術機構, 1996.4–2002.3.
地震調査研究推進本部・政策委員会「 観測部会 」, 委員, 文部科学省, 1996.6–2002.3.
地域地下構造調査委員会, 委員, 千葉県, 1998.10–2002.3.
震源域地震動特性評価調査実施委員会, 委員長, (財) 原子力発電技術機構, 1999.1–2002.3.
強震観測事業推進連絡会議, 委員・幹事長, 防災科学技術研究所, 1999.4–2002.3.
地下構造調査委員会, 委員, 神奈川県, 1999.5–2003.3.
地震調査研究推進本部・地震調査委員会「 強震動評価部会 」, 委員, 文部科学省, 1999.10–2002.3.
地下構造調査委員会, 委員, 愛知県, 2000.8–2003.3.
高圧ガ ス設備等耐震対策に係わる地震動分科会, 委員, (財 ）高圧ガ ス保安協会, 2000.10–2002.3.
強震動予測の地震防災工学分野への活用検討委員会, 委員, (財 ）地震調査セン ター, 2000.10–2002.3.
理事, (財) 震災予防協会, 2001.5–2004.4.
研究評価委員会・建築地震工学分科会, 委員, (独) 建築研究所, 2001.12–2003.9.
地域地下構造調査委員会, 委員長, 東京都, 2002.6–2003.3.
高圧ガ ス設備等耐震対策推進委員会, 委員, 2002.7–2003.3.
高圧ガ ス設備等耐震対策に係る基本方針専門委員会, 委員, 2002.7–2003.3.
(f) 第 2 回堆積平野地下構造調査成果報告会「 地震防災のための強震動予測とその定量化への期待 」, 東京都, 3.5,
2001.
ここまで分かってきた！
「 震災の帯 」発生の原因−地下構造により地震動は変化する．そし て県東部地域の地下
構造は？−, 横浜市, 11.20, 2001.
纐纈一起
(a) 理学系研究科・地球惑星科学科, 強震動地震学 I, 2000.10–2001.3.
理学系研究科・地球惑星科学科, 強震動地震学 II, 2001.10–2002.3.
理学系研究科・地球惑星科学科, 強震動地震学 I, 2002.10–2003.3.
(c) Afnimar, 理学系研究科, 修士・博士, インド ネシア, 1997.4–2002.9.
Nur Umutlu, JICA 研修, その他, トルコ, 2001.4–7.
(d) 関根秀太郎, Tomographic inversion of ground motion amplitudes for the 3-D attenuation structure beneath the
Japanese islands, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 博士, 指導, 1997.4–2002.3.
津田健一, Inversion of ground motion spectra for site response at 150 stations of a dense accelerograph array, 理
学系研究科地球惑星科学専攻, 修士, 指導, 1999.4–2001.3.
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Afnimar, Joint inversion of refraction and gravity data for 3-D basin structures, 理学系研究科地球惑星科学専
攻, 博士, 指導, 1999.10–2002.9.
吉位明伸, 日本列島下の S 波速度構造トモグラフィ─, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 修士, 指導, 2000.4–2002.3.
(e) 防災会議・専門部会, 委員, 川崎市, 1994.4–2001.3.
学術調査官, 文部省・文部科学省, 1998.10–2001.3.
地下構造調査委員会, 委員, 川崎市,1998.11–2001.3.
地震災害予測研究会, 委員, 損害保険料率算定協会，2000.4–.
マグ ニチュード 検討委員会, 委員, 気象庁，2001.1–4.
地下構造調査委員会, 委員, 山梨県，2001.4–2004.3.
都司嘉宣
(a) 工学部・社会基盤工学, 少人数ゼミ・数理海洋学, 2000.9–2001.3.
工学系大学院・社会基盤工学, Dynamics of Tsunamis, 2001.4–9.
工学部・社会基盤工学, 沿岸環境計画, 2001.10–12.
工学部・社会基盤工学, Tsunamis and Storm Surges, 2002.4–9.
工学部・社会基盤工学, 少人数ゼミ・数理海洋学, 2002.4–9.
(e) 地震調査委員会長期評価部会, 委員, 文部科学省, 1999.4–2004.3.
(f) 江戸の古地形と東京の歴史地震被害, 丸の内消防署, 11.15, 2001.
東京下町の歴史地震被害, 本郷消防署, 11.13, 2001.
過去の地震津波の歴史に学ぶ高知県の津波防災, 海上保安庁高知支部, 8.27, 2001.
元禄地震・安政江戸地震に学ぶ東京の地震防災対策, 東京都江戸東京博物館, 8.17, 2001.
歴史に学ぶ和歌山の地震津波対策, 和歌山県南部町公民館, 2.26, 2001.
関東地方を襲った歴史地震, （ 財 ）震災予防協会, 3.13, 2001.
海岸工学シンポジウム招待講演「 過去の発生事例でみた津波災害の法則 」, 船の博物館, 7.18, 2001.
明治期の秋田県山形県の内陸地震に学ぶ, 秋田県象潟町中央公民館, 9.8, 2001.
南海地震による地盤沈下と津波被害, 高知市役所, 12.4, 2001.
JICA 地震学研修生むけ津波講義, つくば 市建築研究所, 3.16-17, 2001.
古村孝志
(a) 理学部・地球惑星物理学科, 弾性体力学, 2001.4–9.
理学部・地球惑星物理学科, 弾性体力学, 2002.4–9.
(b) 理化学研究所, 客員研究員, 2000.3–2001.4.
建築研究所国際地震工学研修コース, 非常勤講師, 弾性波動理論, 2001.11.
（ 財 ）高度情報科学技術研究機構, 招聘研究員, 大規模計算科学ミド ルウエア開発研究, 2002.8–2003.3.
建築研究所国際地震工学研修コース, 非常勤講師, 弾性波動理論, 2002.11.
(c) Hugo Cruz Jimenes, 建築研究所 JICA 地震学コース, 研究生, メキシコ, 2002.4–7.
(f) 日本列島におけ る波動伝播と強震動の生成, SGI Open Forum, 5.11, 2001.
強い揺れ（ 強震動 ）の生成 メカニズ ム：地震動のコンピュータシ ミュレ ーションと 波動場の可視化, 渋谷区千
駄ヶ谷社会教育館「 科学講座 」, 6.07, 2002.
地震波の伝播と波動場の可視化, 上智大学公開学習「ビジュアリゼーション（ 科学技術におけ る応用 ）」, 6.13,
2002.
境 有紀
(b) 大学院新領域創成科学研究科・環境学専攻, 特別講師, 空間環境形成論演習, 2000.4–2003.3.
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加藤照之
(a) 理学系研究科, 地球観測演習, 2001.4–9.
理学系研究科, 地球テクト ニクス III, 2001.10–2002.3.
理学系研究科, 地球観測演習, 2002.4–9.
(b) 東京理科大学, 非常勤講師, 「 地震学，耐震工学の現状と課題 」−地震と地殻変動−, 2001.8.
日本大学文理学部, 非常勤講師, 大学院特別講義, 2002.6.
(c) Divakar C. Reddy, 日本学術振興会, その他, インド , 1999.3–2001.2.
金 紅林, 大学院理学系研究科地球惑星科学専攻, 研究生, 中国, 2000.10–2001.3.
胡 新康, 中国国家地震局, その他, 中国, 2001.2–3.
金 紅林, 大学院理学系研究科地球惑星科学専攻, その他, 中国, 2001.4–2004.3.
胡 新康, 中国国家地震局, 修士, 中国, 2002.2–3.
Yongqing Xiong, 中国科学院紫金山天文台, その 他, 中国, 2002.3.
Shuli Song, 中国科学院上海天文台, 修士, 中国, 2002.3.
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(d) 青木陽介, Imaging dike intrusion during seismic swarms oﬀ the Izu Peninsula, Japan, and its triggering mechanism, 大学院理学研究科地球惑星科学専攻, 博士, 指導, 1998.4–2001.3.
岩国真紀子, 東アジアのテ クトニクスと応力伝播の メカニズ ム, 大学院理学研究科地球惑星科学専攻，博士，指
導, 2001.4-.
金 紅林, 新し い測地デ ータ インヴァージョン 解析手法に基づ くプレ ート カップ リング 分布の推定，大学院理学
系研究科地球惑星科学専攻, 博士，指導，2001.4-.
飯沼卓史，Stress inversion analysis based on the velocity ﬁeld of the Japanese Islands，大学院理学系研究科地
球惑星科学専攻, 修士，指導，2000.4-2002.3.
飯沼卓史，Stress inversion analysis based on the velocity ﬁeld of the Japanese Islands，大学院理学系研究科地
球惑星科学専攻, 博士，指導，2002.4.
福田淳一，A new approach to time dependent inversion of geodetic data using MonteCarlo mixture Kalman
ﬁlter, 修士，指導，2000.4-2002.3.
榎本太郎，速度・状態依存摩擦法則に基づ く 3 次元地震サイクルシミュレ ーションプ ログ ラムの開発と応用事
例，修士，指導，2000.4-2002.3.
(e) 地震予知連絡会, 委員, 2001.4–2003.3.
地震防災対策強化地域判定会, 委員, 2001.4–2004.3.
地震予知連絡会強化地域部会, 委員, 2001.4–2003.3.
地震調査研究推進本部・地震調査委員会「 長期評価部会 」, 委員, 文部科学省，2001.4–2004.3.
「 K-GPS を用いた水路測量の効率化の研究 」事業委員会, 委員, 日本水路協会，2002.4–2003.3.
「 測量の未来 」懇談会, 委員, 国土地理院，2002.9–2003.3.
：富士山の噴火と東海地震の可能性, 神奈川県藤沢市, 6.29, 2001.
(f) 教育文化セン ター「 研修講座 」
明治中学校：富士山噴火の可能性と地震, 神奈川県藤沢市, 2.5, 2002.
産業計測第３６委員会：衛星測位とその応用, 東京都千代田区, 4.19, 2002.
国際銀行協会災害復旧委員会セミナー, 東京都港区, 6.25, 2002.
渋谷区「 科学講座 」, 東京都渋谷区, 5.17, 2002.
明治中学校「 富士山噴火の可能性と地震予知 」, 神奈川県藤沢市, 9.05, 2002.
北浜北小学校講演会「 地震発生の メカニズ ムと予知−東海地震はいま− 」, 静岡県浜北市, 10.12, 2002.
電気学会委員会「 GPS による地殻変動 」, 東京都文京区, 12.02, 2002.
平田 直
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球内部構造論 III, 2002.4–9.
理学部・地球惑星科学科, 地球物理学特別演習, 2002.4–9.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球観測実習, 2002.4–9.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 不均質構造セミナー, 2002.4–2003.3.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地震波解析セミナー, 2002.4–2003.3.
(b) 神戸大学大学院自然科学研究科, 非常勤講師, 地球物理学特論, 2002.4–2003.3.
(c) Yannis Panayotopoulos, 理学系研究科, 研究生, ギ リシャ, 2002.10–2003.3.
(d) 松原 誠, Three-dimensional P- and S- wave velocity structures in the Backbone Range of Tohoku, northeast
Japan, by a travel time inversion method with spatial correlation of velocities, 理学系研究科地球惑星科学
専攻, 博士, 指導, 1998.4–2002.3.
中川茂樹, 2000 年鳥取県西部地震震源域の不均質構造, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 博士, 指導, 1999.4–2003.9.
永井 悟, High-resolution aftershock distribution of the 1999 Chi-Chi, Taiwan, earthquake, 理学系研究科地球惑
星科学専攻, 修士, 指導, 2000.4–2002.3.
千葉美穂, 2000 年鳥取県西部地震の余震活動, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 修士, 指導, 2001.4–2003.3.
永井 悟, Aftershocks of the 1999 Chi-Chi, Taiwan, earthquake, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 博士, 指導,
2002.4–.
本田史紀, 遠地地震デ ータを 用いた 台湾の地殻及び 上部マント ル 構造, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 修士,
指導, 2002.4–2004.3.
(e) 地震調査研究推進本部・政策委員会「デ ータ流通ワーキンググループ 」, 専門委員, 文部科学省，1998.3–.
通商産業省技官（ 併任 ）, 地質調査所地震地質部, 2000.4–2001.3.
運営協議会委員, 京都大学防災研究所地震予知研究セン ター, 2000.4–2003.3.
陸域震源断層の深部すべり過程のモデ ル化に 関する総合的検討委員会, 委員, （ 財 ）地震予知総合研究振興会,
2000.5–2004.3.
科学技術振興調整費緊急研究「 神津島東方海域の海底下構造調査に 関する緊急研究 」研究運営委員会, 委員,
2000.9–2001.3.
地震調査研究推進本部・政策委員会「 調査観測計画部会重点的観測計画検討会 」, 委員, 文部科学省，2001.3–.
地震調査研究推進本部・政策委員会「 調査観測計画部会 」, 委員, 文部科学省, 2001.3–.
鳥取県西部地域の地下構造調査委員会，委員, 鳥取県, 2001.4–2003.3.
地震調査研究推進本部・政策委員会調査観測計画部会「 重点的観測計画検討会」，委員, 文部科学省, 2001.4–2004.3.
地震予知連絡会第 17 期, 委員, 2001.4–2003.3.
科学技術・学術審議会「 測地学分科会 」, 専門委員, 2001.4–2003.1.
自然災害研究協議会, 委員, 京都大学防災研究所, 2001.4–2003.3.
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技術アド バ イザリー国内委員会・地質環境分科会, 委員, 原子力発電環境整備機構, 2001.6–2003.3.
青少年等に向けた防災教育プ ログ ラム検討委員会, 委員, 2001.9–2003.3.
微小地震デ ータ DB 化検討員会, 委員, （ 財 ）地震予知総合研究振興会，2001.10–2003.3.
「 宮城県沖地震 」重点的調査観測推進委員会, 委員, 2002.4–.
「 糸魚川−静岡構造線断層帯 」重点的調査観測推進委員会, 委員, 2002.4–.
飯高 隆
(a) 地球惑星物理学科, 地球惑星物理学演習, 2001.4–5.
(f) 2001 年地震学夏の学校, 講師, 島原, 7.29-31, 2001.
上嶋 誠
(a) 理学研究科・地球惑星物理学専攻, 地球内部電磁気学セミナー, 1991.6–2003.3.
理学研究科・地球惑星物理学専攻, 地球電磁気学 I・II (講義補助), 2000.4–2001.3.
理学研究科・地球惑星物理学専攻, 地球観測論, 2001.4–9.
理学研究科・地球惑星物理学専攻, 地球電磁気学特論 II, 2002.4–9.
理学研究科・地球惑星物理学専攻, 地球観測論, 2002.4–9.
(b) 京都大学防災研究所, 非常勤講師, 固体地球電磁気学, 2002.4–2004.3.
(c) Nikolai P. Kostrov, エカチェリンブ ル ク地球物理学研究所, JSPS 外国人特別研究員, ロシア, 2000.5–2002.4.
Jacques Zlotnicki, クレモン フェラン 地球物理学研究所, JSPS フラン ス国立科学研究セン ター来日研究者, フラ
ン ス, 2002.2–3.
Weerachai Siripunvaraporn, マヒド ール 大学, JSPS 外国人特別研究員, タイ, 2002.9–2004.8.
加藤尚之
佐藤比呂志
(a) 理学系研究科, 地形形成論, 2001.9–2002.3.
(b) 京都大学理学部地球物理学科, 非常勤講師, 北日本のアクティブ テクトニクス, 2001.4–2002.3.
(d) 加藤直子, 日高衝突帯前縁の地質構造とアクティプ テクトニクス:馬追丘陵を例とし て, 大学院理学系研究科, 修
士, 指導, 2000.4–2002.3.
(e) 地震調査研究推進本部・地震調査委員会「 長期評価部会 」活断層分科会, 委員, 文部科学省, 1997.4–2001.3.
地域活断層調査委員会, 委員, 神奈川県, 1997.4–2003.3.
鉱物資源調査アド バ イザー, 金属鉱業事業団, 1998.4–2002.3.
地域地下構造調査委員会委員, 委員, 千葉県, 1998.9–2003.3.
地域地下構造調査委員会, 委員, 神奈川県, 2001.9–2003.3.
地域地下構造調査委員会, 委員, 山梨県, 2001.9–2003.3.
地震調査研究推進本部・地震調査委員会「 長期評価部」西日本活断層分科会, 主査, 文部科学省， 2001.9–2004.3.
地域活断層調査委員会, 委員, 秋田県, 2002.4–2003.3.
地震調査研究推進本部・政策委員会「 調査観測計画部会 」, 委員, 文部科学省，2002.4–2003.3.
吉田真吾
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 固体地球力学 I, 2001.4–9.
理学部・地球惑星物理学科・地球惑星科学, 弾性体力学・固体地球力学 I, 2002.4–9.
(b) 理化学研究所・地震国際フロン ティア, 非常勤研究員, 1998.4–2002.3.
(d) 加藤愛太郎, Experimental study of the shear failure process of rock in seimogenic environments: Formulation of
shear failure law, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 博士, 指導, 1999.4–2002.3.
Tsvetan Dilov, 震源核形成と 断層破砕帯の内部構造との関係に関する実験的研究, 東北大学大学院理学系研究
科, 博士, 補助, 2001.9–2002.3.
(e) 学術調査官, 文部科学省，2001.4–2003.3.
地震と火山噴火に関する教材制作委員会, 委員, 2001.10–2002.3.
一ノ瀬洋一郎
小河 勉
(a) 教養学部, 全学ゼミナール「 地震と火山の観測 」, 2002.9.
蔵下英司
小竹美子
中谷正生
(a) 理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理実験, 2002.9–2003.3.
宮崎真一
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地震調査研究推進本部・政策委員会「 観測計画部会 」, 委員, 文部科学省, 1996.4–2004.3.
地震懇話会, 委員, 横浜市, 1996.4–2002.3.
地震調査研究推進本部・政策委員会「 予算小委員会 」, 委員, 文部科学省, 1997.4–2004.3.
構造調査委員会, 委員, 横浜市, 1998.4–2003.3.
地震調査研究推進本部・地震調査委員会「 強震動評価部会 」, 委員, 文部科学省, 1998.4–2004.3.
地震時の即時的情報の伝達・受信シ ステムの開発委員会, 委員長, 日本気象協会, 1999.4–2001.3.
ナウキャスト 地震情報提供の実用化に関する調査委員会, 委員長, 2001.4–2002.3.
中央防災会議・防災基本計画専門調査会, 専門委員, 内閣府, 2001.9–2002.7.
地震調査研究推進本部・地震調査委員会, 委員, 文部科学省, 2002.3–2004.3.
ナウキャスト 地震情報検討委員会, 委員長, 2002.4–2003.3.
地震調査研究推進本部,・地震調査委員会「 長期評価部会 」, 委員, 文部科学省，2002.4–2004.3.
(f) リアルタイム地震情報伝達に関する WS, つくば , 2.23, 2001.
地震に関するセミナー, 横浜市神奈川県民ホール , 11.20, 2001.
科学講座, 千駄ヶ谷社会教育館, 5.10, 2002.
国土セ イフティネットシンポジウム, パシフィコ横浜, 2.14, 2002.
よこはま市民カレッジ , 横浜市教育文化セン ター, 1.16, 2002.
鷹野 澄
鶴岡 弘
(b) 東京工業大学, 非常勤講師, 宇宙地球物理学実験, 2002.4–9.
山中佳子
(b) 東京工業大学, 非常勤講師, 宇宙地球科学実験, 2000.4–2001.3.
東京工業大学, 非常勤講師, 宇宙地球科学実験, 2001.10–2002.3.
東京工業大学, 非常勤講師, 宇宙地球科学実験, 2002.10–2003.3.
(e) 「 宮城県沖地震 」重点的調査観測推進委員会, 委員, 2002.4–2003.3.

火山噴火予知研究推進センター
中田節也
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 火山科学 II, 2002.4–9.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 火山科学 I, 2002.10–2003.3.
(d) 鈴木由希, Petrological study on magmatic process in felsic magma eruption, 理学系研究科, 博士, 指導, 1997.4–
2001.9.
嶋野岳人, Eruption style and degassing process in terms of water content and vesicularity, 理学系研究科, 博士,
指導, 1998.4–2002.12.
秋政貴子, ボ ーリング コア試料から 見た雲仙火山マグ マ溜まりの 進化, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 修士,
指導, 1999.4–2002.3.
(e) 科学技術振興調整費研究「 雲仙火山：科学掘削による噴火機構とマグ マ活動解明のための国際共同研究」推進
委員会, 委員, 1999.4–2004.3.
伊豆諸島土砂対策検討委員会「 三宅島土石流・泥流部会 」, 委員, 2001.4–2003.3.
科学技術・学術審議会・測地学分科会「 火山部会 」, 専門委員, 2001.4–2003.3.
(f) 地震研究所公開講義「 三宅島火山で何が おこったか 」, 東京大学, 7.26, 2001.
研究発表会特別講演「 三宅島噴火活動の特性等について 」, 東京消防庁科学研究所, 10.16, 2001.
IAVCEI 啓蒙講演会「 Nuee ardente a lÚnzen, le volcanisme explosif au Japon 」, Morne Rouge, Martinique,
France, 5.15, 2002.
市民講演会「 マグ マの通り道を掘るねらい 」, 島原市, 1.26, 2002.
雲仙岳災害記念館, 監修責任者（ 科学展示物 ）, 島原市, 7.1, 2002.
渡辺秀文
(a) 地球惑星科学専攻, 火山科学 3, 2001.6–7.
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(b) JICA「 火山学・火山砂防工学集団研修コース 」, 講師, 噴火予測, 2001.5.
(c) Wendy McCausland, University of Washington, 平成 14 年度若手外国人研究者短期研究プ ログラム, 米国, 2002.7–
8.
Sarah Albano, University of Washington, 平成 14 年度若手外国人研究者短期研究プ ログ ラム, 米国, 2002.7–8.
(d) 松下誠司, 人工震源とアレ イ観測網を 用いた伊豆大島火山地下散乱体分布の推定, 理学系研究科地球惑星科学
専攻, 修士, 指導, 1999.4–2002.3.
寺田暁彦, 画像解析による噴煙温度と水放出量の推定-三宅島火山噴煙への応用-, 地震研究所, 博士, 補助, 2000.4–
2003.3.
(e) 火山噴火予知連絡会, 委員, 1987–2003.3.
防災顧問, 東京都, 1993.1–2001.3.
火山噴火予知連絡会, 幹事・伊豆部会長, 1994.6–2003.3.
震災予防協会, 評議員, 1995.6–2004.5.
「 火山学・火山砂防工学集団研修コース 」カリキュラム委員, 国際協力事業団, 1996.4–2003.3.
伊豆大島火山博物館, 専門委員, 1998.10–2003.3.
科学技術・学術審議会「 測地学分科会火山部会 」, 専門委員, 2001.4–2003.1.
防災会議, 専門委員, 長野県, 2002.5–2003.3.
浅間山ハザード マップ 検討委員会, 委員, （ 財 ）砂防・地すべり技術セン ター, 2002.10–2003.3.
(f) 三宅島火山活動（ 2000 年〜 ）の推移とマグ マの動き, 地学クラブ，東京地学協会, 3.20, 2002.
鍵山恒臣
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 火山科学１, 2000.10–2001.3.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球観測実習, 2001.4–9.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 火山科学１, 2001.10–2002.3.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球観測実習, 2002.4–9.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 火山科学１, 2002.10–2003.3.
(b 火山学・火山砂防工学集団研修講義 (JICA), 火山熱学, 2001.5.
火山学・火山砂防工学集団研修講義 (JICA), 火山熱学, 2002.5.
(c) Wahyu, Srigutomo, 理学系研究科, 博士, Indonesia, 1999.4–2002.9.
(d) 宗包浩志, Correction of the Galvanic eﬀect in magnetotellurics and its application to regional sounding of Southern
Kyushu area, 理学系研究科, 博士, 指導, 1998.4–2001.3.
Wahyu Srigutomo, Resistivity structure of Unzen Volcano from time domain electromagnetic (TDEM) data and
its implication to volatile-groundwater interaction process, 理学系研究科, 博士, 指導, 1999.10–2002.9.
(e) 火山噴火予知連絡会, 委員, 1993.4–2003.3.
防災会議地震専門部会, 専門委員, 宮崎県, 1994.4–2003.3.
火山噴火予知研究協議会, 委員, 2000.4–2004.3.
地殻温度構造ワーキンググループ , 委員, 核燃料サ イクル開発機構, 2000.4–2003.3.
火山噴火予知研究委員会, 幹事, 2000.4–2004.3.
三宅島活動検討委員会, 委員, 東京都, 2000.9–2003.3.
三宅島火山ガ ス検討委員会, 委員, 東京都, 2002.9–2003.3.
及川 純
大湊隆雄
(b) 日本火山学会，大会委員，2000.4–2002.3
日本火山学会，庶務委員，2002.4–2003.3
(e) 岩手火山構造探査, 分担, 浜口博之（ 東北大・理 ）, 2000.4–2001.3.
有珠火山構造探査, 分担, 大島弘光（ 北大・理 ）, 70 名, 2001.4–2002.3.
三宅島火山の陥没カルデ ラ形成過程とマグ マ供給系の解明, 分担, 渡辺秀文・纐纈一起・大湊隆雄・及川 純・大
久保修平・上嶋 誠・中田節也・藤井敏嗣（ 東大・地震研 ）他, 2001.4–2003.3.
三宅島火山における地震連続稠密観測，分担，渡辺秀文・及川 純・大湊隆雄 (東大・地震研)・松島 健 (九大)
他，2001.5–2002.3
富士火山の活動の総合的研究と情報の高度化, 分担, 藤井敏嗣・中田節也・金子隆之・大湊隆雄・及川 純・中尾
茂（ 東大・地震研 ）
・鵜川元雄（ 防災科技研 ）
・村上 亮（ 国土地理院 ）
・山本哲也（ 気象庁 ）
・山里 平（ 気象
庁）
・高田 亮（ 産総研 ）
・廣井 脩（ 東大・社情研 ）他, 2001.9–2004.3.
富士火山の集中総合観測，分担，鍵山恒臣・中道治久・大湊隆雄・及川 純・長田 昇・小山悦郎・辻 浩・竹田豊
太郎（ 東大・地震研 ）他，2002.4–2003.3
金子隆之
(a) 地球惑星物理学科, 地球惑星物理学演習, 2001.4–9.
(e) 地球科学技術フォーラム, 委員, 2000.9–2004.8.
萩原道徳
吉本充宏
(e) パプ アニューギ ニア火山噴火災害救済国際緊急援助隊調査チーム, 2002.8-9.
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海半球観測研究センター
歌田久司
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球電磁気学 I, 2000.10–2001.3.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球電磁気学 I, 2001.4–2002.3.
理学部・地球惑星物理学科, 地球物理学演習, 2001.10–2002.3.
(b) 国土交通省国土交通大学校（ 建設省建設大学校 ）, 講師, 地磁気観測とその応用, 1991.4-.
国際火山学・火山砂防工学研修コース (JICA) , 講師, 地球電磁気学と演習, 1990.4-.
(c) Olivier Gensane, 海半球観測研究セン ター, 学振外国人特別研究員, フラン ス, 2001.2–2003.2.
Tang Ji (湯 吉 ）, 海半球観測研究セン ター, 学振外国人特別研究員, 中国, 2001.11–2002.11.
(d) 小河 勉, A Study on Seismic Electromagnetic signals due to the piezoelectricity of crustal rocks, 理学系研究科
地球惑星科学専攻 (2001.3), 博士, 指導, 1997.4–2001.3.
宗包浩志, Correction of the Galvanic eﬀect in magnetotellurics and its application to regional sounding of Southern
Kyushu area, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 博士, 副指導, 1998.4–2001.3.
小山崇夫, 海底ケーブ ル電位差観測によるマントル 電気伝導度に関する研究, 理学系研究科地球惑星科学専攻,
博士, 指導, 1998.4–2002.3.
浅利晴紀, Large Variance of the topographic torque due to core surface ﬂow obtained by using geomagnetic data,
理学系研究科地球惑星科学専攻, 修士, 指導, 2000.4–2002.3.
小山崇夫, 海底ケーブ ル電位差観測によるマントル 電気伝導度に関する研究, 理学系研究科地球惑星科学専攻,
博士, 指導, 1998.4-2002.3.
浅利晴紀, Large Variance of the topographic torque due to core surface ﬂow obtained by using geomagnetic data,
理学系研究科地球惑星科学専攻, 修士, 指導, 2000.4-2002.3.
(e) 三宅島活動検討委員会, 委員, 東京都, 2000.9–2002.3.
評議員, (財) 震災予防協会, 2001.4–2003.3.
川勝 均
(a) 理学部・地球惑星物理学科（ 学部・大学院共通 ）, 地球内部構造論, 2000.10–2001.3.
理学系大学院・地球惑星科学専攻（ 学部・大学院共通 ）, 地震波波動論, 2000.10–2001.3
教養学部・総合科目, 惑星地球科学 I, 2001.4–9.
理学部・地球惑星物理学科（ 学部・大学院共通 ）, 地球内部構造論, 2001.10–2002.3.
理学系大学院・地球惑星科学専攻（ 学部・大学院共通 ）, 地震波波動論, 2001.10–2002.3.
教養学部・総合科目, 惑星地球科学 I, 2002.4–2002.9.
(b) 東北大学理学部地球物質科学科, 非常勤講師, 集中講義, 2000.4–2001.3.
岡山大学地球内部研究セン ター, 客員教授, 2001.4–2002.3.
防災科学技術研究所, 客員研究員, 2002.4–2003.3.
(d) 山村恵子, In situ measurements of seismic velocity and attenuation at Aburatsubo, central Japan, 海半球観測研
究セン ター, 博士, 指導, 1997.4–2001.7.
(e) 科学研究費補助金第１段審査会，委員, 日本学術振興会, 1999.4–2001.3.
深尾良夫
(b) 建築研究所国際地震工学研修コース, 講師, Global Seismology, 1994.4–2003.3.
茨城大学理工学部, 非常勤講師, マントルダ イナミクス, 2001.1.
慶應義塾大学理工学部, 非常勤講師, 理工学概論, 2001.4.
岡山大学理学部, 非常勤講師, マントルダ イナミクス, 2001.12.
(d) 大木聖子，長周期および 短周期 S 波到達時刻を結ぶ物理分散リファレン ス周波数，理学系研究科，修士，指導，
2001.10-2003.3 ．
(e) 大学設置分科会理学系専門委員会, 専門委員, 1998.4–2004.3.
理学系研究評価専門委員会・地球科学部会, 副主査, 2000.4–2002.3.
理学系研究評価専門委員会, 専門委員, 2000.4–2002.3.
科研費分科細目改正理工系ワーキンググループ , 委員, 2000.4–2002.3.
塩原 肇
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球観測実習, 2001.4–9.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 海洋底地球科学 I, 2001.10–2002.3.
(e) 南海ト ラフにおける海溝型巨大地震災害軽減のための地震発生機構のモデル化・観測システムの高度化に関す
る総合的検討委員会「 海の観測分科会 」, 委員, （ 財 ）地震予知総合研究振興会, 1996.6–2001.3.
研究課題評価委員会,・海洋固体地球科学研究部会, 委員, 海洋科学技術セン ター, 1997.9–2002.3.
森田裕一
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(a) 理学系大学院・地球惑星物理学専攻, 地球観測実習, 2000.4–2004.3.
大学院地球惑星物理学会, 地球構造論 , 2002.4–2004.3.
理学部・地球惑星物理学科, 地球物理学実験（ 地震観測 ）, 2002.9–2003.3.
(b) 建築研究所国際地震学研修グ ローバル地震学コース, 講師, Recording System, 1996.10–2001.10.
(d) 林 能成, 群発地震を伴うダ イク成長過程−伊豆東方沖群発地震の震源時空間分布からの推定−, 理学系大学院
地球惑星物理学専攻, 博士, 指導, 1998.4–2001.3.
山野 誠
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球物理数学 I, 2001.4–2002.9.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 海洋底地球科学 III, 2001.10–2002.3.
(b) 早稲田大学教育学部・理学科, 非常勤講師, 地球テクトニクス, 1999.9–2004.2.
千葉大学理学部・地球科学科, 非常勤講師, 地球物理学特論, 2000.4–2003.9.
(d) 濱元栄起, 長期温度計測による浅海域におけ る地殻熱流量の測定, 大学院理学系研究科地球惑星物理学専攻, 修
士, 指導, 2000.4–2002.3.
清水久芳
(a) 理学研究科・地球惑星物理学専攻, 地球内部電磁気学セミナー, 2002.4–2003.3.
理学研究科・地球惑星物理学専攻, 地球電磁気学 I・II(講義補助), 2002.4–2003.3.
(d) 宗包浩志, Correction of the Galvanic Eﬀect in Magnetotellurics and its Application to Regional Sounding of
Southern Kyushu Area, 地震研究所, 博士, 補助, 1998.4–2001.3.
小山崇夫, 海底ケーブ ル 電位差観測によるマントル 電気伝導度に 関する研究, 地震研究所, 博士, 補助, 1998.4–
2002.3.
竹内 希
(a) 理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学特別演習 2, 2001.10–2002.3.
(b) 建築研究所国際地震工学部, 講師, Mathematics for Seismology, 1999.10–2002.10.
(d) 河合研志, The Direct Solution Method for Computing Synthetic Seismograms in Transversly Isotropic Spherically
Symmetric Media and its Applications, 理学系研究科地球惑星物理学専攻, 修士, 補助, 2001.4-2003.3.
綿田辰吾
(a) 地震研究所, 最近の論文を読む lunch seminar, 2001.10–2002.7.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理演習, 2002.4–9.
教養学部, 全学ゼミナール「 地震と火山の観測 」, 2002.9.
(d) 趙 昭, 理学系研究科地球惑星物理学修士課程, 修士, 補助, 1999.4–2001.3.
大木聖子，長周期および 短周期Ｓ波到達時刻を結ぶ物理分散のリファレン ス周波数，理学系研究科，修士・補
助，2001.10–2003.3 ．
(e) 日本学術会議・地震学研連「グ ローバル地震学小委員 」, 幹事, 2000.4–2002.3.
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平成 14 年度の共同利用・COE 実施状況
表 6.1. 客員教授

課題番号
2002-V-01

代表者名
持木幸一

所属・職名
武蔵工業大学工学
部・教授

担当教官
東原紘道

研究課題
地球計測機器へのデ ジ タ
ル 信号処理の 応用研究

校費
専任教授並

旅費
100

2002-V-02

山岡耕春

名古屋大学大学院
理学研究科・助教授

平田

直

地震予知に おけ る萌芽的
観測技術の 可能性に 関す
る研究

専任教授並

350

2002-V-03

吉田武義

東北大学大学院理
学研究科・教授

岩崎貴哉

地震探査デ ータに もとづ
く日本列島の 地殻構成岩
石の解明

専任教授並

350

2002-V-04

Kuvshinov ロ シ ア 科 学 ア カデ 歌田久司
Alexei
ミー地磁気・電離層・
電気伝播研究所・所
長
Ralph A. 米国・ウッズホール 篠原雅尚
海洋研究所・上級研
Stephen
究員
計

海半球電磁気デ ータを 用
いた 太平洋地域の 上部マ
ント ル ３次元電気伝導の
マッピング
海洋広帯域地震学に 係わ
る研究

専任教授並

100

専任教授並

100

2002-V-05

1,000
単位：千円
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表 6.2. 客員教授（ 日本人 ）の研究概要

課題番号
2002-V-01

代表者名
持木幸一

研究概要 （ 所内セミナー等の題目 ）
レ ーザー傾斜計のリアルタイム位相変換信号処理のために ，専用のアナログ 信号処理
ボ ード と TI 社の DSP ボ ード と 組み合わせたデ ィジ タル 信号処理シ ステムを 開発し ，
鋸山の観測所において実証試験を 行った ．また ，サーボ 型地震計のアナログ 制御部を
ADC・DAC と DSP からなるディジタル制御部に置換え，諸特性を実験的に求めた．ま
た，これらのデ ィジタル 信号処理が 可能な，汎用 DSP ボード を 製作し た．
（ 金曜日セミナー，実時間信号処理シ ステムの開発と応用，2002 年 11 月 22 日 ）

2002-V-02

山岡耕春

地震予知研究の将来を見据えて 、地震予知の基盤をなす観測技術開発のあり方に関す
る研究をおこなった 。地震予知協議会企画部の メンバーとの議論を 通じ 、次期５カ年
計画を含む地震予知研究の今後についての方向性を 調査し 、またその中で将来の地震
予知や予知研究を支える技術に関する研究をおこなった 。
（ 金曜日セミナー，アクロス開発の最近の動向，2003 年 2 月 21 日 ）

2002-V-03

吉田武義

内陸地震の発生が 、地殻内部の不均質性と密接に関わっていることが 知られているが 、
その詳細は必ずし も明らかではない。吉田は 、岩崎らと共に 、地殻内部の不均質性（ 大
規模陥没カルデ ラ、伏在深成岩体〜マグ マ溜まり、深部断層系等 ）の分布と 地震発生
域分布、地震波速度構造、震源 メカニズムなど との関連について共同研究を実施し た。
特に 、地質学的・地震学的デ ータの地理情報シ ステムへの統合に関する研究を推進し 、
多くの知見を得ることができた。その一部は札幌での 、IUGG など で 公表する予定で
ある。
（ 地震研研究集会−火山現象におけ る複雑流れ のモデ リング，カルデ ラの深部構造に
ついて，2003 年 1 月 7 日・地震研シンポジウム−火山爆発のダ イナミクス，大規模陥
没カルデ ラの マグ マ供給系，2003 年 3 月 3 日・地震研シンポジウム−大陸側からみた
東アジアのテクトニ クスと地震の発生，東北本州弧の新生代構造発達史とマグ マ起源
マントルの不均質性について，2003 年 3 月 7 日・地震研が 主催し た四国−瀬戸内 2002
観測に参加，2002 年 8 月 ）

表 6.3. 特定共同研究 (A)

課題番号
2002-A-01

代表者名
笠原順三

所属機関
地震研

担当教官
笠原順三

Project 名
日本列島周辺海域における海・陸プレー
ト 境界域におけ る研究観測

2002-A-02

上嶋

誠

地震研

上嶋

誠

ネット ワーク MT 観測

312

2002-A-03

上嶋

誠

地震研

上嶋

誠

地殻比抵抗構造精密探査

269

2002-A-04

島崎邦彦

地震研

島崎邦彦

古地震

460

2002-A-05

金沢敏彦

地震研

金沢敏彦

海底地殻変動観測手法の開発

2002-A-06

佃

爲成

地震研

佃

内陸直下地震の予知

2002-A-07

笠原順三

地震研

笠原順三

爲成

137

海底ケーブ ルネット ワークによる広域
海底・海洋物理的研究

旅費
0

0
301
77

2002-A-08

茂木

地震活動に関連する電磁気現象発現機
構の研究
GPS による総合観測研究

317

2002-A-09

岩崎貴哉

島弧地殻の変形過程に関する総合的集
中観測

284

地震研

加藤尚之

地殻活動予測シミュレ ーション

131

渡辺秀文

地震研

鍵山恒臣

火山体構造探査

301

2002-A-13

渡辺秀文

地震研

渡辺秀文

特定火山集中総合観測

176

2002-A-14

菊地正幸

地震研

菊地正幸

192

2002-A-15

飯尾能久

地震研

加藤尚之

2002-A-16

吉田真吾

地震研

吉田真吾

震源過程と強震動生成 メカニズムの解
明
地震活動及び ＧＰＳデ ータに 基づ く、
日本列島下の広域応力場の形成メカニ
ズムの研究
直前過程における地殻活動に関する総
合的研究

2002-A-17

佐藤比呂志

地震研

佐藤比呂志

反射法地震探査による活断層の構造と
長期間地殻変動

405

2002-A-18
2002-A-19

佐藤博樹
岩崎貴哉

大阪大・院理
地震研

吉田真吾
岩崎貴哉

301
0

2002-A-20

深尾良夫

地震研

歌田久司
計

地殻流体の実体の解明
島弧下プレ ート 沈み込み構造及び その
ダ イナミクス解明のための深部構造探
査
地球深部の構造とダ イナミクス

透

北大・院理

上嶋

誠

加藤照之

地震研

加藤照之

2002-A-10

岩崎貴哉

地震研

2002-A-11

加藤尚之

2002-A-12

213

110

340

192
4,381
単位：千円

表 6.4. 特定共同研究 (B)

課題番号
2000-B-02

代表者名
中西一郎

所属機関
京大・院理

担当教官
菊地正幸

Project 名
すすから光へ：古い地震気
象のデ ィジタル化と 解析

校費
950

旅費
1,426

2000-B-05

鈴木貞臣

九大・院理

深尾良夫

九州・琉球背弧の深部構造
とテクト ニクスの研究

980

1,474

2000-B-07

小菅正裕

弘前大・理工

山下輝夫

短波長不均質構造と 高周
波地震波の輻射特性

650

863

2000-B-08

瀬川爾朗

東海大・海洋

大久保修平

航空重力測定法の 開発と
僻地におけ る重力測定

920

87

2001-B-06

川瀬

博

九州大・院人
間

工藤一嘉

同時多点アレ ー観測に よ
る地下構造の 水平方向不
均質性の抽出

660

1,251

2002-B-01

翠川三郎

東工大・院総
合理工

菊地正幸

首都圏強震動ネットワーク
システムを利用した震源・
地下構造・地震動生成メカ
ニズムに 関する研究

460

504

4,620

5,605
10,225

小計
合計

単位：千円
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表 6.5. 一般共同研究

課題番号

代表者名

所属機関

担当教官

Project 名

備 品

2002-G-01

三浦

哲

東 北 大・院
理

加藤照之

低消費電力型衛星テレ
メターシ ステムに よる
測地 GPS 観測データ転
送シ ステムの構築

2002-G-02

新正裕尚

東 京 経 済
大・経営

中井俊一

2002-G-03

石原

靖

横 浜 市 立
大・理

2002-G-04

安間

了

2002-G-05

旅費

0

備 品
外 の
校費
130

西南日本弧の中期中新
世珪長質火成活動の成
因

0

250

0

菊地正幸

広帯域地震観測アレ ー
を 活用し た 長周期 イベ
ント の検出

0

280

349

筑 波 大・地
球

折橋裕二

0

330

54

川本竜彦

京 大・院 理

藤井敏嗣

チ リ海嶺沈み込み 帯近
傍の タ イタオ オフィオ
ラ イト とチ リ火山弧の
岩石学的研究と 、西南
日本の 火成作用との比
較
水と マグ マの間の 超臨
界現象と元素配分

0

320

99

2002-G-06

大槻憲四郎

東 北 大・院
理

吉田真吾

震源核形成と 断層破砕
帯の 内部構造との 関係
に関する実験的研究

0

160

394

2002-G-07

岩森

光

東 大・院 理

折橋裕二

沈み 込み帯におけ る水
溶性−メルト生成・移動
の解明：微量元素からの
制約

0

210

0

2002-G-08

高橋栄一

東 工 大・理

折橋裕二

ハワイホット スポット火
山の研究

0

250

0

2002-G-09

里村幹夫

静 岡 大・理

大久保修平

富士山の活動に 伴 う重
力の時間変化の研究

0

150

635

2002-G-10

塩崎一郎

鳥 取 大・工

鍵山恒臣

0

60

394

2002-G-11

福田洋一

京 大・院 理

大久保修平

中国地方の第四紀火
山の深部低比抵抗領
域に 関する研究−特
に 、鳥 取 県 西 部 地 震
(2000M7.3) の余震域の
東縁に 位置する大山火
山周辺の無地震域に 着
目し て−
FG-5 絶対重力計の運用
に関する技術調査

0

160

394

139

690

2002-G-12

清水

洋

広 島 大・院
理

中井俊一

東濃ウラン 鉱床の月吉
断層の形成年代決定に
関する基礎検討

0

140

176

2002-G-13

久家慶子

京 大・院 理

深尾良夫

南極大陸下の地殻・上部
マント ル 構造から 探る
大陸プレ ート の 形成と
進化

0

90

66

2002-G-14

熊谷英憲

海洋科学技
術セン ター

兼岡一郎

希ガ ス同位体に よる海
域・島弧火成活動マグマ
源に関する研究

0

120

22

2002-G-15

仲谷

清

気 象 庁・地
磁気観測所

歌田久司

オーバ ーハウザー磁力
計の性能調査

0

150

153

2002-G-16

大橋正健

東 大・宇 宙
線

新谷昌人

重力波検出器に 対する
地殻歪の影響の研究

0

160

0

2002-G-17

蓬田

北 大・院 理

山下輝夫

0

180

77

2002-G-18

佐々木真人

東 大・宇 宙
線

新谷昌人

沈み 込むスラブ 上面付
近を 伝播す る異 常な S
波記録：散乱 理論の 応
用とその 不均質性の 解
明
ねじ れ 秤を 用いた微小
振動測定装置の 開発お
よび 微小力の精密測定

0

230

44

2002-G-19

湯元清文

九 大・院 理

歌田久司

地震発生と ULF 地磁気
変換関数の 日変化に 関
する研究

0

160

66

2002-G-20

筒井智樹

秋 田 大・工
学資源

鍵山恒臣

活火山に おけ る表層構
造の地震学的研究

0

40

164

2002-G-21

山口

覚

神 戸 大・理

上嶋

誠

鳥取県西部地震震源域
付近の電気伝導度構造
の研究

0

110

219

2002-G-22

小川康雄

東 工 大・火
山流体研究
センター

鍵山恒臣

伊豆大島火山の 広帯域
電磁気探査研究

0

230

219

2002-G-23

林

愛明

静 岡 大・理

島崎邦彦

東海大地震の陸上震源
域の 活断層についての
研究

0

160

219

2002-G-24

藤

浩明

富 山 大・理

上嶋

誠

島弧下部の 上部マント
ル 電気伝導度異方性の
解明

0

140

164

2002-G-25

岡村

眞

高 知 大・理

都司嘉宣

紀伊半島の 沿岸潟湖の
湖底堆積物中の 巨大地
震に よる津波痕跡の 研
究

0

160

99

清

140

2002-G-26

大倉敬宏

京 大・院 理

瀬野徹三

芸予地震（ 2001 年 3 月
24 日 ）は スラブ マント
ル内地震か？

0

40

87

2002-G-27

井上

徹

愛 媛 大・地
球深部ダ イ
ナ ミ クス研
究セン ター

飯高

隆

地球内部での CO2 の存
在状態の解明とその地
震学的不連続面への影
響

0

100

87

2002-G-28

米田

明

岡 山 大・固
体地球研究
センター

深尾良夫

パル ス法超音波実験に
おけ る時系列デ ータ解
析法の開発

0

0

153

2002-G-29

平田大二

神奈川県立
生 命 の 星・
地球博物館

折橋裕二

チ リ南部第四紀火山の
火成活動の 変遷− 若い
スラブ の沈み込みによ
るマグ マの性質−

0

130

0

2002-G-30

西尾嘉朗

海洋科学技
術セン ター

中井俊一

0

100

176

2002-G-31

小山順二

北 大・院 理

加藤照之

マント ルゼ ノリスのリ
チウム同位体組成から 、
島弧・大陸下マントルへ
の沈み 物質の影響の解
明
北海道中央部大雪山系
に おけ るプレ ート 相互
作用の研究

0

140

77

0

小計
合計

4,880

5,277
10,157
単位：千円
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表 6.6. 研究集会

課題番号
2002-W-01

代表者名
笠原敬司

所属機関
防災科技研

担当教官
平田 直

研究集会名称
関東周辺地域の 地殻構造
と 強振動予測

予定日
H15.2 月下旬
2 日間

旅費
262

2002-W-02

日野亮太

東北大・院理

篠原雅尚

地震発生の 物理から みた
地震発生帯掘削

H14.9.26-27

543

2002-W-03

清水

洋

九州大・院理

渡辺秀文

富士火山の 活動と 噴火履
歴の解 明を めざ し て

H14.4-5 月頃
2 日間

708

2002-W-04

柳谷

俊

京大・防災研

加藤尚之

H14.9.24-25

495

2002-W-05

小屋口剛博

東大院・新領
域

栗田

地震震源モデル：運動学的
モデ ルから 動力学的モデ
ルへ
火山現象に おけ る複雑流
れのモデ リング

H14.11 月

291

2002-W-06

伊藤

潔

京大・防災研

岩崎貴哉

H15.1 月

737

2002-W-07

大内

徹

神戸大・都市
安全研究セ
ン ター

瀬野徹三

西南日本に おけ るプ レ ー
ト 沈み 込み 構造と 島弧地
殻変形過程
大陸側から みた 東アジ ア
のテ クト ニ クスと 地震の
発生

H14.10 月 2
日間

330

敬

3,366

計

単位：千円

6.2

平成 14 年度の COE 関連の研究実施状況

◎研究機関研究員

1.

2.

3.

4.

5.

河村知徳（ 企画部 ）
任用期間：2001.4.1〜2003.3.31
研究内容：地震予知のための新たな観測研究計画の推進 、島弧地殻変形過程の研究
中道治久（ 火山噴火予知研究推進セン ター ）
任用期間：2001.4.1〜2002.12.31
研究内容：富士火山の地震速度構造と低周波地震の発生機構の解明
楠城一嘉（ 地震計測部門 ）
任用期間：2001.4.1〜2003.3.31
研究内容：地震破壊の不連続体の立場からのモデル化
門野典子（ 火山噴火予知研究推進セン ター ）
任用期間：2001.9.1〜2003.3.31
研究内容：爆発的火山噴火の機構解明のための混相流の数値的研究
山崎 雅（ 地球ダ イナミクス部門 ）
任用期間：2001.11.1〜2003.3.31
研究内容：リソスフェアの引き伸ばし 過程におけ る歪の局所化に関する研究

◎研究支援推進員

1.

2.

肥田野一夫（ 継続：技術開発室 ）
任用期間：2001.4.1〜 2003.3.31
職務内容：技術開発室に於ける観測・実験装置制作のための依頼工作および ＣＡＤ等の設計支援業務
田辺由美子（ 継続：海半球観測研究セン ター ）
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

任用期間：2001.4.1〜 2003.3.31
職務内容：海半球観測ネット ワークデ ータセン ターシ ステム運用・開発
大槻まゆみ（ 継続：火山噴火予知研究推進セン ター ）
任用期間：2001.4.1〜 2003.3.31
職務内容：Ｘ線マイクロプ ロープ など の化学分析装置の維持・管理
岩田孝行（ 継続：地震予知情報セン ター ）
任用期間：2001.4.1〜 2003.3.31
職務内容：プレ ハブ に 保管され た古地震記録のマイクロフィル ム化にあたり、一枚ご とに 記録紙上の記載事
項をチェックし 転載する
中川路のぞ み（ 新規：地震予知情報セン ター ）
任用期間：2002.4.1〜 2003.3.31
職務内容：新 J-array 波形デ ータベースのカタログ CD 作成・デ ータベース保守・ならびに WEB シ ステムの
改良
石原園子（ 新規：火山噴火予知研究推進セン ター ）
任用期間：2002.4.1〜 2003.3.31
職務内容：岩石試料整理及び 分析試料の調整
武田直人（ 新規：地震地殻変動観測セン ター ）
任用期間：2002.7.22〜 2003.3.31
職務内容：地震地殻変動観測セン ターの実施する観測研究の技術的支援
西林真生（ 新規：地震地殻変動観測セン ター ）
任用期間：2001.6.1〜 2003.3.31
職務内容：地震地殻変動観測セン ターの実施する観測研究の支援

◎リサーチ・アシ スタント（ RA ）平成 14 年度
福田 聡
松澤孝紀
寺田暁彦
長田幸仁
中東和夫
安藤亮輔
高橋優志
植田寛子
飯沼卓史
岩国真紀子
永井 悟
加藤直子
浅利晴紀
濱元栄起

ウラン −ト リウム放射非平衡による島弧火成活動のタイムスケールの研究
光計測技術を用いた高性能回転地震計の試作
準リアルタイム火山噴煙観測
海底測地観測に向けた基礎実験
所内計算機利用環境整備の補助
断層間の相互作用による断層の成熟度の変化についての研究
ＡＣＴＩＶＥシ ステムの開発と同シ ステムによる伊豆大島火山活動のモニタリング
低周波地震のダ イナミクス解明のための新たな解析手法の開発
日本列島の地殻活動予測シミュレ ーションのためのデ ータベース構築
ＧＰＳデ ータに 基づ くアジア〜西太平洋地域のテクトニクスの研究
高精度震源決定アルゴ リズムの開発
屈折波ト モグ ラフィーによる速度構造解析の効率化
海半球電磁気観測網の構築
掘削孔内温度分布の解析による地表面温度変動の復元

◎外国人招へい研究員
ミエルデ・ロルフ（ 客員 ）
Mjelde,Rolf（ ノルウェー国, ベルゲン 大学固体地球研究所, 教授 ）
塩原助教授，2001.11.1〜2002.4.30
受動的海底地震観測によるプレ ート 収束域でのテクトニクスの研究
オカヤ・デ ィビッド ・アキハル（ 客員 ）
Okaya, David, Akiharu（ 南カリフォルニア大学，助教授 ）
佐藤助教授，2002.1.15〜2002.6.30
プレ ート 境界域におけ る不均質構造の イメージングに関する研究
クブシ ノフ・アレ クセ イ（ 客員 ）
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Kuvshinov, Alexei（ ロシア科学アカデ ミー地球電磁気学研究所，室長 ）
歌田教授，2002.5.1〜2002.9.30
海半球電磁気デ ータを 用いたマントル３次元電気伝導度に関する研究
スティーブン・ラルフ・オーチバルド（ 客員 ）
Stephen, Ralph, Archbald（ ウッズホール 海洋研究所，上級研究員 ）
篠原助教授，2002.10.1〜2003.3.31
海洋広帯域地震学に 関わる研究
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第 7 章 本研究所の将来構想
ここに掲載する将来構想は ，1999 年 1 月 28 日の教授会で ，
『 地震研究所の今後 10 年の将来構想』とし て承認され
たものである．爾来４年が 経過し ，当時は「 構想 」であったことのいくつかはすでに実現され たか ，あるいは ，さ
れ つつある．一方，大学法人化の方針が 決まり，その具体化に向けた動きが 進展する中で ，今後見直しが 必要とな
る部分も出てくると思われ る．し かし ，基本的なビジョンについてはこの『 構想』から大きくずれ ることはないで
あろう．

[0] 序
地震研究所教授会は ，今後 10 年の将来構想を将来計画委員会を中心にし てほぼ 1 年半にわたって検討し てきた ．
140 人を 越す人員を抱える研究所にとって，10 年という期間は決し て長いものではなく，教授会では ，今後の地震
研究所の運営にあたって，できるだけ具体的な指標となりうるよう現実的な将来構想案を作ることを心がけた．以
下その内容を ，[I] 研究所の体制，[II] 研究に関する基本方針，[III] 観測所の問題，[IV] 教育への関わり，の 4 項目に
わけて報告する．

[I] 研究所の体制
1. 基本的考え方
地震研究所が 関わる固体地球科学の長期的目標とし てつぎ の 5 つを掲げ る．なお，ここには固体地球科学に根ざ
し た工学分野も含めるものとする．
プレ ート テクトニクスを超える新し い地球観の創造
「 地震＝断層 」を超える新し い地震観の創造
火山噴火現象に対する統一的概念の創出
物理・化学過程の理解に基づ く地震予知・火山噴火予知と防災・災害軽減
未開の分野を開拓するための新し い観測窓を開ける試み
最後にあげ た，新し い観測窓を開ける試みとし ては ，例えば：
深海底など の観測空白域への進出
固体地球との相互作用シ ステムとし ての大気・海洋圏への進出
地球透視のために素粒子を用いる particle geophysics 分野への進出
惑星地震探査など 地球外探査への 進出
が 挙げ られ るが ，これらはいずれ も他機関と共同し て実施すべきものである．
地震研究所の使命は ，こうした目標に向けて本質的な貢献をする所にある．しかし 10 年という期間は，研究所全
体の計画を 考え るにはきわめて短い期間である．従って今後 10 年の研究方針とそれ を 推進する体制を考え るにあ
たっては，上記長期目標への貢献と 10 年後の成果の双方に対する明確な見通し の下に ，人事や予算配分にあたって
の指針ともなりうる具体的な課題を提示する必要がある．以下の [II] に述べる研究方針は ，このようなことを考慮
し て提示するものである．
逆に言えば ，[II] に 提示する課題以外でも，今後上記の長期的目標に向けて斬新且つ具体的な突破口が 見えてき
たならば 直ぐ に人と 予算とを 投入できる態勢が ，先端研究を進める研究所には特に求められ る．今後 10 年の地震
研究所の体制は基本的には 下記の [II] の研究方針に沿って動かされ るべきものであるが ，場合によってはそこに 大
きな変更を加える果断な意志決定と柔軟な組織体制が 必要とされ る．

2. 組織体制
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地震研究所は，平成 6 年 6 月に大正 14 年の設立以来初めての改組を行ない，続いて平成 9 年度には海半球観測研
究セン ターが 発足し た．これにより 4 部門，5 センター，2 観測所という研究体制が 一応整った．この体制は足掛け
10 年の歳月をかけて実現し たものであり，今後はそこに費やし たエネルギ ーの分までサイエン スの推進に労力を注
ぐ べきである．前回改組に匹敵するような本格的概算要求のタ イミングとし ては，海半球観測研究センターの時限
が 来るとき，即ち平成 19 年度が 1 つの 目安となろう．今後 10 年の後半は ，こうし た次の改組の準備期間とし ても
位置づけることができる．但し ，数年後に想定され ている文部省と科学技術庁との合併に伴って大きな変革を余儀
なくされ ることがあるかもしれず，そ ういうケースもありうることを頭に入れておくことは必要であろう．
なお地震研究所の研究支援体制とし て技術開発室を含む技術支援体制および 事務支援体制がある．事務支援体制
については現在大学事務局による事務合理化計画が 進行中のことでもあり，ここでは議論し ない．技術支援体制に
ついては ，今後の人事のやり方に大きく影響され るので ，以下に述べる．

3. 人事にあたっての方針
今後の人事にあたっては上記 1 に述べたことを踏まえた上で ，下記の [II] の研究方針のもとに 最良の人選を 行な
う．[II] に 述べた分野の中には萌芽的段階のものが 含まれ るが ，これらに 関し ては何れ 講座並の規模で 立ち上げ る
といった心構えが 必要であろう．
なお，人事にあたっては懸案の技術力の向上についても十分考慮する必要がある．セン ター等に配属され た技術
官および 技術開発室は研究所の技術力の基盤であるが ，その組織構成が 研究所とし て必要な技術体系と必ずし も合
致し ていない．現在，所内各層で技術力向上の努力がなされている．今後は，技術体系的に整合性のある技術部と
し ての再編への努力と並行し て，上記の技術力向上の試みを 一層支援し ていく必要がある．
10 年後には全ての技術官が 名実ともに，技術開発室，観測機器室（ 仮称 ），情報処理室（ 仮称 ）の 3 室の何れかに
所属し ，その技術官組織全体（ 技術部 ）を技術部長が 統括することになろう．今後 10 年はこの体制への移行過程と
し て位置づけることができる．技術開発室については，技術官組織とは一応切り離し た形で既に活動が 始まってい
る．この技術開発室の将来については ，現在，技術検討委員会で検討が 進んでおり，近く報告がある筈なのでここ
では触れ ない．また [III]2 で 述べるように ，観測機器室についてもその 設置が 所内措置とし て構想され ている．新
任の技術官は優先的にこれら 2 室に補充され る．情報処理室については未検討の段階であるが ，これ も近い将来議
論を始める必要がある．これら 3 室には技術官の他に教官も配属され るが ，技術部は（ 技術部長を除いて ）技術官
によってのみ構成され る．
地震研究所には技術系職員から昇格し た助手と研究助手とし て採用し たものの 2 系統の助手が 存在する．この う
ち技術系助手のかなりの部分が 近年中に停年となり，退官する．これら教官ポ ストの補充に関し ては ，以下の方針
で行う．
教官選考にあたって対象によっては学術論文ば かりでなく技術報告書や装置開発実績など を十分に尊重する．
このような教官選考の原則を確認し た上で ，今後に予定され る停年退官の助手のポストは全て研究助手で埋
める．
一部の研究助手の過重な業務負担を解消するため関連事業の成果評価を教授会とし て実施する．
（ 助手の通常
の研究の 1 サイクル程度の期間中に ）成果があがっていないと 評価され た事業については ，事業そのものと
役割分担の見直し を行な う．

4. 研究所の観測体制
衛星テレ メータや基盤観測網の整備に伴い，大学の観測の在り方や本所と観測所との関係について再検討が 必要
となっている．現在，大学の地震観測網は ，基盤観測に協力する観測網（ 準基盤観測網 ）とし て位置づけられてい
る．将来これが 基盤観測網に移行し た後の体制を ，地震研究所とし て準備し ておくことが 重要である．地殻変動観
測に関し ても，国土地理院による GPS 観測網が 国の基盤的観測網とし て急速に整備され つつあ る現在，それとの
関わりにおいて体制の再編が 問われている．これら問題についての包括的な検討が 十分に進んでいるわけではない
ので ，以下の [III] においては ，観測所の問題に絞って今後の方向を提案する．
観測所に限らず観測分野の技術官には今後，
実験観測・実用テスト 観測の担い手
集中機動観測の担い手
海底機動観測の担い手
機動観測シ ステムの維持管理

146

新し い定常（ 国内・国外・海底 ）観測網の保守維持
デ ータ処理編集とデ ータ公開シ ステムの管理維持
など の業務が 求められている．こ うした方向での研究支援体制の整備は ，上記 3 に述べた技術部の組織の体系化と
併せて整備し ていくべきものである．下記 [III] においてはこの点に関し てより具体的な提案を 行う．

[II] 研究に関する基本方針
地震研究所は全国共同利用研究所とし て，特に ，地震・火山に関する先端的研究の推進とそれらをピ ークとする
研究分野の体系的な発展を図る．こ うし た視点から特に重点的に整備すべき分野・課題を以下に掲げ る．これらは
互いに 全く独立し た分野・課題ではなく，むし ろ積極的にオーバーラップ させて互いの発展を図るべきものである．
ここには掲げ ていないが ，個人または小数グループ による冒険的・萠芽的研究を奨励すること ，逆に地震研究所で
なければ できない長い年月を要する地道な研究を 支援することも重要である．
1. 地震・火山現象をもたらす地球内部活動の解明
地震・火山現象を地球内部活動の地表におけ る現れとし て捉え ，それらを地球内部活動にまで 遡って理解するこ
とを目指す．西太平洋域には世界のプレ ート 沈み込みの 40%が 集中し ，従って地震・火山活動もきわめて活発であ
る．このプレ ート の沈み込みを マントル下降流とし て捉え ，その実態解明を通じ てマントル対流の全体像の把握に
貢献すると共に ，地震・火山活動を根源から理解することを目的とする．具体的には ，世界最大のマントル下降流
域（ 沈み込み帯 ）でありアプ ローチが 比較的容易で実績もある西太平洋域を主要な観測対象域とし ，固定的な観測
網と 臨時長期の稠密観測とを 組み合わせて焦点を 絞った計画研究を 展開する．ここはその 主要部分が 海底にあり，
海底での固定的観測と臨時長期稠密観測が 本研究の成否の鍵を握る．この期を捉えて海底における長期観測手段・
観測施設を整備し ，陸の観測と連携させて，地球内部活動に関し て従来得られなかった新し い情報を得る．この独
自の観測手段・観測施設と豊富な研究者群をもって内外の研究者と 共同研究を実施し 研究所の “顔 とし ての役割
を果たす．また ，上記 陸の観測との連携 は地震研究所の特色を生かすものとし て特に重要である．
なお，この提案は ，基盤観測網建設の動きを 背景とし て大学付置の研究所の観測研究の今後の方向を睨んだもの
でもある．また研究船・海底掘削等が 関わる部分があるため，他機関・他プ ロジェクトとの連携が 必要とされ る．
2.「 新し い地震観 」の創成
地震現象には時間的には 1-100 秒スケールの破壊成長過程から 1-100 万年スケールの活断層発達過程まで ，空間
的には 1cm スケールの破砕帯内微小亀裂から 1 万 km スケールの大断層帯までがある．現象のスケールは空間的に
は 9 桁，時間的には 13 桁にも及ぶが ，これら異なるスケールの間の現象の相互作用を通じ て，地震現象の複雑多様
性とその一方での単純規則性とが 実現し ている. さらに ，地震破壊を 大きく特徴づけ るものとし て ，破壊そのもの
と他の物理現象（ 流体移動，電磁気現象，化学現象など ）との相互作用がある．このような相互作用は ，地震破壊
過程そのものだけでなく，地震破壊の前兆発現に大きな役割を果たし ている可能性がある．こ うし た地震現象の全
体像を理解する理論的枠組みを構築することは ，地震研究所の最も重要な使命の 1 つである．この目的に向けて ，
研究所の観測・実験・理論各分野の研究者が 体系立った研究を進める．
3. 物質科学的アプ ローチによる火山・マグ マ現象の解明
火山現象にはさまざ まな形で マントル 内および 地殻内の流体 (マグ マおよび 熱水) の発生と 移動とが 関与し てい
る．火山現象あるいはより広く地球内部の物質分化・輸送過程を理解するにあたって，マグ マや熱水など の発生（ 相
転移現象・反応現象 ）と移動（ 輸送現象・流動現象 ）に関する物質科学的理解は不可欠である．このような視点に
立ったとき，マントル内や地殻内の様々な活動の記録を地表まで 伝える，いわば 情報 メッセンジャーとし てのマグ
マの働きは今後さらに着目すべきであり，その物質科学的研究を推進すると 同時に，この メッセージを解読する手
法の改良・開発を進める．地震研究所では地球化学的手法を用いてこの解読にあたるための研究基盤が ようやく整
いつつあり，放射非平衡を用いた若い火山岩の年代学の開発もそのターゲットに入ってきた ．今後，時間軸上で マ
グ マの化学組成の変遷や噴出量の変化を定量的に明らかにすることにより，物質分化・輸送を伴う地球ダ イナミク
ス論の展開及び 火山噴火予知に新機軸をもたらすことが 期待され る．
4. 研究所を横断する新し い研究分野の奨励育成と技術開発の推進
地震・火山に関する研究において基本的な重要性を持ち，またそれ 故にその成果が 様々な分野の新し い発展のきっ
かけともなりうる分野を系統的に奨励育成する．更に ，地震・火山に関する全ての研究の基礎となる地球計測技術
の開発を ，様々な分野の研究者が 結集し て推進する．
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(A) 地殻現象の素過程解明
地震・火山現象及び それらに伴って出現する様々な地学現象をできるだけ統一的に理解するために ，地震研究所
とし て特色あるアプ ローチを強力に推進し ようという提案である．即ち，地殻を固体と流体（ 液体・気体 ）の複合
系とし て捉え，ミクロからマクロな現象まで ，異なるスケール 間の相互作用を支配する物理を解明し ，物質科学的
立場と観測科学的立場との橋渡し を試みるものである．将来，固体・流体複合系とし ての地殻の振舞いを 統一的に
理解する学問体系ができることを展望し ，その方向をリード することが 期待され る．地震研究所で新し く立ちあげ
るのは ，実験・理論・計算を主体とし た分野であるが ，アプ ローチの性質上，観測各分野との連携が きわめて重要
である．ミクロと マクロをつなぐ 相互作用を重視する学内諸グループ とも協力態勢を築き，地球科学上の新分野の
建設と同時に ，より普遍的な新分野の発展にも寄与する．

(B) 地球計測技術の開発研究
ちょっとし た実験上，観測上の思いつきを手軽に自作できる研究環境と同時に ，他では真似のできない地震研独
自の観測技術を 育てる．この独自の観測技術とし て現時点では ，(i) 長期海底観測技術，(ii) 地震計・回転計・歪計
へのレ ーザー技術の応用，(iii) 臨時多点観測用地震計シ ステム技術，(iv) ボアホール 地殻活動観測装置など をあげ
ることができる．重要なことは ，地震研究所の様々な分野の研究者が 協力し て，地球物理学上の新し い知見を得る
ためにど のような観測技術が 必要であるかを積極的に検討する事，さらに，直接，開発に携わる研究者の周囲に多
少とも興味を持つ研究者が 結集し ，ユーザーの立場から要求を出すと 共に，実験観測やデ ータ解析に協力し ，全体
とし てこの分野の発展に尽くす体制を築くことである．技術開発には基礎研究が 不可欠で ，とくに大学では企業で
は手が 回らないような萌芽的なものも含めた研究の継続が 重要と考える．また，それらの研究を通じ て，研究所と
し ての技術レ ベルの向上が 期待できる．以上を踏まえて，開発環境の整備や企業との共同研究に加えて，観測（ 地
球計測 ）手法の基礎的研究も継続させて，研究所とし ての組織的な開発技術研究の質的向上をめざ す．

5. 地震発生予測シ ステムと地震災害軽減シ ステムの開発研究
地震現象の理解に基づ く地震防災を究極の目的とし て，地震発生予測シ ステム・地震災害軽減シ ステムの開発と
そのための基礎研究を推進する．この項目全体にわたって，情報流通・処理解析の高度な技術や手法が 必要不可欠
であり，地震研究所の情報流通・処理解析分野は今後特にこの方向での発展を図り，これ までの実績を生かし て両
シ ステムの開発研究に寄与する．

(A) 地殻活動予測シ ステムの開発研究
地震予知が 難し いのは ，我々が 細部までは知りえない地殻の様々な不均質性（ 弾塑性的不均質構造，固体・流体
複合系，応力・歪不均質分布など ）に地震発生が 強く依存するからである．しかし 一方で ，地震が 複雑な準備過程
を 経て破壊開始に 到るのもこの不均質性の故であり，不均質性が あるからこそ地震予知が 可能なのだとも言え る．
このような視点に立って，地殻の不均質性の実態と様々な不均質性の間に働く物理を 解明することにより，限られ
た情報から地震発生を予測することを目指す．また，こ うした基礎研究の成果を地震発生予測シ ステムの開発研究
に生かす第 1 歩とし て，
「 広域地殻歪・応力分布の時間変化予測と地震発生の広域・長期予測 」に焦点をあてた「 地
殻活動予測シ ステム 」を建設する．地震研究所の独自性は ，上記の基礎的研究成果に基づいて ，国の基盤観測網や
大学の観測網のデ ータ，さらに島弧地殻変形・地震活動史に関する調査観測デ ータなど を予測シ ステムに 組み込む
ところにある．このような方向に沿って地震予知研究を体系的に推進するため，一方で基盤観測網との連携体制を
築きつつ，地震研究所の従来の観測体制の整理・発展を図る．特に大規模な地殻異常現象が 期待され る海陸境界域
（ 巨大地震発生域 ）を観測の重点対象域とし て，(1) にも述べた海への進出を図る．ここは ，島孤地殻活動を解明す
る鍵を握る場所とし ても重要である．

(B) 地震災害軽減シ ステムの開発研究
地震防災の究極は ，地震発生予測システムと地震災害軽減システムとが 互いに相補的に機能し 被害を最小限に食
い止めることであろう．このため，両シ ステムの開発研究においては ，強震動予測研究を媒介とし て互いにオーバ
ラップ することが 重要である．ここでは 当面，広域・長期の地震発生予測に基づ く強震動予測を目指すが ，災害軽
減には地震発生時の即時強震動予測も重要である．所内横断プ ロジェクトとし てスタートし たリアルタイム地震学
は ，基礎地震学の成果をここに生かすことが 求められている．一方，地震災害軽減シ ステム開発研究そのものにお
いては ，予測された強震動を精密な災害予測に むすび つけ ることが 重要である．適切なテストフィールド で各小中
学校に一点並みの高密度強震観測を建物内観測も含めて実現し ，地震災害の物理の解明と災害予測手法の確立を進
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めるとともに ，それらに基づいて災害軽減シ ステム（ 地震直後の警報・応急危険度判定・被災度区分判定・補修補
強作業の予測など ）の構築を推進する．また，津波災害に対し ても津波計と連動し たリアルタイム津波予測と ，津
波災害軽減シ ステムの開発研究を推進する．

6. 火山噴火予知研究の予測科学への普遍化
火山噴火に先立つ異常現象がほぼ 確実に把握され るようになった実績を踏まえ ，噴火機構の物理化学的な理解に
基づいてより定量的・高品位な予測を目指す，また何らかの意味で物理を共有する自然現象の一般的な予測問題の
解明にも貢献する．火山噴火には様々な時間スケールの現象があり，これを長期的なマグ マの蓄積から ，噴火直前
の異常現象，噴火開始後の推移を含めて定量的に予測することが 必要である．この目的に沿って火山の構造や火山
現象を 理解するための各種観測を実施すると 同時に ，それ らを 統一的に 理解する理論的な枠組の構築を 追求する．
その際に (3) に述べた火山・マグ マ現象の物質科学的理解や (4)(A) に述べたミクロと マクロを 結ぶ相互作用の理解
が 重要な意味を持つ．具体的な研究項目とし ては，火山の構造を時間的変化を含んで解明し ，マグ マや水の存在領
域の時間的変化を把握すること ，マグ マの蓄積・上昇から爆発にいたる過程を観測や噴出物の解析，理論的研究に
よって解明し ，噴火過程を記述する物理化学モデルを構築すること ，噴火予知の試行と リアルタイム情報提供シ ス
テムの構築，などがあげられ る．なお，三宅島や伊豆大島ではここ 10 年程度で噴火が 予想され ることも念頭におく
必要がある．
[III] 観測所の問題
地震研究所は ，地震・地殻変動・火山・地磁気・津波の観測所を持ち，様々な地学現象に関する観測研究の地域拠
点の役割を果たし てきた．しかし ，学問の発展と阪神淡路大震災以来の体制の変化並びに国の定員削減政策の中で，
観測所の在り方も大きく変わりつつある．ここでは主とし て地震地殻変動観測セン ターの観測所に関し て検討する
が ，他の観測所にも共通する問題が 多数あることは言うまでもない．
1. 観測的研究に関する現状認識
これ までの観測的研究は特定の地域での観測に基づく研究を主とし てきたが ，国の基盤的観測網が 整備され つつ
ある現在，従来の地域密着型地震研究が 限界に来ていることは明らかである．今後は，国内に関し ては基盤的観測
網を有効利用し つつそれでは解明できない重要課題について ，研究目的に応じ た最適フィールド を設定し 最適観測
シ ステムを展開する観測体制に移行する必要がある．既設の地震研究所の定常観測網は国の基盤的観測網の整備の
進行と併せて，次第に実験観測網あるいは 特色のある観測網とし ての性格を強めていくべきであろう．一方，国の
基盤的観測網の及ば ない領域（ 海域や国外 ）に対し て，従来陸で行われていたのに匹敵する質の定常観測・長期観
測を実施する必要性が 増加し つつあり，この分野でも地震研究所が 先導的役割を果たすことが 期待され ている．
今後上記のような観測体制の進展と共に，ある程度標準化され た器機を多数用いて大規模な観測を展開するスタ
イルの研究が 増え ，それら器械の管理維持や研究者グループ との共同利用が 重要な問題となる．また ，それらデ ー
タあるいは 新し い定常的観測網から得られ るデ ータの処理編集や公開シ ステムの管理維持も重要な問題となる．
このような方向を展望するとき，観測分野の技術官には今後，
新し い定常（ 国内・国外・海底 ）観測網の保守維持
デ ータ処理編集とデ ータ公開シ ステムの管理維持
実験観測・実用テスト 観測
海底機動観測
機動観測シ ステムの管理貸出
など の業務が 求められている．
以上のような方向を展望し たとき，こ うし た方向に向けての観測分野の技術官の再編成と ，技術官と仕事をする
教官の任務の明確化が 必要となる．以下，こ うし た視点に立って今後の観測的研究の支援体制を考える．

2. 今後の支援体制の方向
上記の業務の遂行にあたっては ，高度な能力を有する技術者集団の存在が 前提であり，一方，こ うし た機能は地
震地殻変動観測センターば かりでなく，全部門・全センター共通に必要とし ているものである．そこで将来的には ，
地震研究所内に（ 火山観測や強震観測も含めて ）観測分野の全技術官が 所属する所内横断的な「 観測・機器室」
（仮
称 ）を設置し ，研究者の観測支援を行うと同時に自らの技術力を高める場とする．
「 観測・機器室 」にはご く少数の
教官も所属し ，部門・セン ター所属の教官との イン タフェース的役割を果たすと 共に ，技官の技術力向上に貢献す
る．特に ，体制の確立に向けて強力なリーダ ーシップ を取ることが 期待され る．
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「 観測・機器室 」が 関与する観測は ，何らかの形で申請と評価の過程を含むサイエン スプ ランに基づいて決めら
れ るようになるであろう．即ち定常的観測といえど も無条件に支援を続けるべきでものはなく，例えばデ ータの利
用率など を評価の重要な対象とすべきであろう．
「 観測・機器室 」に持ち込まれた申請をど のように評価し ，それら
を全体とし てど のように遂行するかは ，
「 観測・機器室 」側の代表と部門・セン ター側の代表とからなる委員会で決
定するが ，フレキシビ リティや迅速性を損なわないような注意が 必要である．
この「 観測・機器室 」は現行の「 技術開発室 」と似た全所的な組織とすることを目指すが ，先ずは下記のように
地震地殻変動観測セン ターの中にその核となる部分を準備し 段階的な移行を図る．

3. 段階的な移行
観測支援体制を 現員の技術官，教官で 作るにあたっては ，十分な現状の把握と 明確な方向付けが 不可欠である．
即ち，地震地殻変動観測セン ター内の各観測所の技術官の技術水準や意向を把握し つつ，まず，
「 各観測所 」単位の
仕事（ 従来型 ）から，観測セン ターのサイエン スプ ランに基づいてセン ター全体の仕事を行う型へと転換し ，最終
的には ，地震研究所全体のサ イエン スプ ランに基づ く上記 2 の方向を目指す．こ うし た方向性の中で当面，個別の
観測所の特殊事情を整理し つつ，セン ター全体の仕事を行う部分を増やし ，将来の「 観測・機器室 」の核となる部
分を準備し ていく．
一方，地震研究所では技術官の停年退官が 進み，もし 第 10 次の定員削減率が 現在 (2001 年 3 月まで ）の削減率と
同じ であるとすると ，2003 年から 2006 年の間に計 4 名の技術官を新規採用することができることになる．また 10
年とい う単位で見ると 合計で 7‐8 名の補充ができる可能性が ある．こ うし た新規採用者は 原則とし て全所的組織
である「 観測・機器室 」や「 技術開発室 」で補充することとする．地震地殻変動観測セン ターに限らず観測系技術
官を擁するセン ターは ，新規採用の始まるまでの今後 5 年間を目処に「 観測・機器室 」への 移行の準備を進める．
地震地殻変動観測セン ター内でセン ター全体の仕事を実施する部分を増やし ，そこでは観測センター外から持ち
込まれ た観測プ ロジェクト も分担するなど ，全所的な「 観測・機器室 」設立のための実質的準備を進める．

[IV] 教育への関わり
1. 基本的考え方
地震研究所は固体地球科学・地震工学に関する先端的研究所であると同時に ，大学附置研究所とし て大学院教育
よって次世代の研究者を育ててゆく使命をもつ．もちろん 今後の方向とし て，大学院教育は重点化され た大学院研
究科に任せて地震研究所とし てはポストド ク（ PD ）中心でいくという選択肢もありうる．し かし ，今後の PD 制度
について明瞭な見通し のない段階で，こ うし た選択肢を取ることは危険である．より根本的にこうし た選択肢が 危
険なのは ，最近固体地球科学を志望する大学院生数が 減少傾向にあり，そのことが 次世代の研究者の層の薄さをも
たらす弊害を生み出し つつあることである．この弊害に目をつむっていては地震研究所ど ころか 固体地球科学その
ものの将来も危うい．教育体制の問題を ，学生の頭数を増やす問題に矮小化せず，次世代を引きつけ る新し くて面
白い固体地球科学の学問体系を構築する問題とし て位置づけることが 重要であろう．地震研究所が 大学付置の研究
所とし て広く教育にも関わろうとするのはこのような考えによるものである．

2. 大学院教育
新し い学問体系がど のようなものであれ ，教育体制の実質的な制約条件となるのは カリキュラムの問題である．
多様化する最先端科学の研究テーマに対応できる次世代研究者を育成するためには ，少なくとも大学院修士の段階
で徹底的に基礎学力を鍛える必要がある．具体的には，地震研の研究に直接関係する分野について独自の体系だっ
た講義を開催すると同時に，関連する大学院（ 理学系，工学系，新領域創成科学系大学院 ）との緊密な連絡のもと
に今後ど のような基礎学力や考え方が 要求され ているかを随時展望し ，それをカリキュラムに反映させてゆく体制
を整える必要がある．特に ，教科書や講義から得ることが 難し い野外観測やフィールド サイエン スについては ，人
材が 豊富な地震研究所が 全学の中で リーダ ーシップ をとって効率的なカリキュラムの編成を推進し てゆく必要があ
るであろう．
現在，大学院理学研究科では，既設の地球惑星物理学・地質学・鉱物学及び 地理学の 4 専攻を統合再編し ，5 大講
座からなる地球惑星科学専攻へと改組すべく平成 12 年度概算要求を準備中である．この 5 大講座の中で地震研究所
と最も直接的に関係すると考えられ るのは「 固体地球科学 」及び「 地球惑星システム科学 」大講座であるが ，これ
ら 2 大講座の教官だけでは ，地球を実際に観測し ，デ ータを 解析し ，新し い現象を発見するという「 臨床の学 」と
し ての地球科学の醍醐味を学生達に伝えることは困難である．地震研究所とし ては ，もし 上記新専攻が 実現し たな
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らば ，その中に何らかの形でこ うし た「 臨床の学 」とし ての地球科学を教育することを主要なミッションとするサ
ブ コース（ 仮称 ）を開設することを提案し たい．地震研究所のポストの一部を流動的なものとし ，そのポ ストにお
いてはサブ コースの教官とし て一定期間大学院教育を中心に活動する．もちろんこれは研究科の協力がなければ 実
現できないことであり，今後研究科側と十分に協議する必要がある．地震研究所など 協力講座の教官が 主体となっ
て開設する上記のコースが 実現すれば ，それを介し て教育ばかりでなく研究に関し ても研究科と研究所との間の一
層の協力が 進むことが 期待できる．

3. その他
次世代の育成という観点からは ，大学院教育のみならず，学部学生やさらに若い世代に対し て，幅広く固体地球
科学の面白さを伝え広めてゆくことの重要性も忘れてはならない．教養学部の全学セミナーや公開講義など の広報
活動を通じ て，研究成果を可能な限り判りやすい形で啓蒙し てゆく体制を整備し てゆく必要がある．また先端的研
究所とし ては ，ポ スド ク研究者や助手など 若手研究者が 生き生きと活躍し ，研究成果をあげ る環境を整備すること
も広い意味での後継者の育成であり，教育の一環であると考えるべきであろう．
いうまでもなく，以上の教育体制が 効果を発揮するためには ，地震研究所が 固体地球科学の研究所とし て最先端
の研究を推進し ていることが 前提となっている．学生を指導する立場にある研究所の メンバーが 既成の学問体系に
甘んずることなく常に夢のある地球科学の研究テーマを開拓し 続けてゆくことが ，何にも増し た教育効果を産み出
すものであることを強調し たい．
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第8章
8.1

資料

平成 14 年に行われた地震研究所談話会

第 791 回平成 14 年 1 月 25 日 (金)
1. 北海道駒ヶ岳火山 1640 年噴火の山体崩壊について , 吉本充宏
2. 溶岩ド ーム火道における脱ガ ス機構：雲仙火道堀削のねらい, 中田節也・清水洋（ 九大理 ）
・宇都浩三（ 産総研 ）
3. 油壷の比抵抗変化の原因について−歪でなく海水の水位変化による−, 吉野登志男・石川良宣・歌田久司・上
嶋 誠・Olivier Gensane・笹井洋一（ 東京都 ）
4. 海底面設置による機動的な広帯域地震観測について, 金沢敏彦・塩原肇
5. 低倍率地震計記録による 1952 年 7 月 18 日吉野地震（ Mj6.8 ）の震源過程, 菊地正幸・中村操（ 防災情報サービ
ス）
・吉川一光（ 気象庁 ）
6. 震源断層モデルを用いた地震波動エネルギ ー推定, 井出哲
7. 津波地震の メカニズムについて , 瀬野徹三
第 792 回平成 14 年 2 月 22 日 (金)
1. バ イブ ロサイス震源データに基づく鳥取県西部地震余震域の地下散乱体分布の推定, 河村知徳・中川茂樹・蔵
下英司・佐藤比呂志・平田直
2. 太平洋 Fast-spreading 45Ma に おけ る地殻浅部の 玄武岩：Leg 200-H2O, 笠原順三・中村美加子・Yue-Feng
Sun.(Lamont Doherty Earth Observarory, Columbia University)・James Natland(Univeristy of Miami)・Gary
Acton（ Texas A&M University ）
・Ralph Stephen(Woods Hole Insititute of Oceanography)・Leg200 Shipboard
Scientists
3. 室戸沖南海ト ラフにおけ る高熱流量異常について , 山野誠・後藤秀作・木下正高（ 海洋科学技術セン ター ）
4. 断層近傍強震動シミュレ ーションのためのすべり速度時間関数の近似式, 宮武隆
5. ACROSS の地下展開, 東原紘道・大竹雄次・曽維健・佐伯昌之・南将行（ 東京電力 ）
6. ふたつのブ ロックモデルにおけ る間欠的すべり, 吉田真吾・加藤尚之
7. 安政元年 (1854) 伊賀上野地震の顕著な前震 、および 余震分布から見た本震の断層活動, 都司嘉宣
8. 2000 年鳥取県西部地震の直前地下水位異常, 佃為成
9. 昭和新山の形成機構について−故水上武教授の遺し たこと−, 横山泉（ 北大名誉教授 ）
第 793 回平成 14 年 3 月 29 日 (金)
1. 二重深発地震面と脱水不安定, 山崎雅・瀬野徹三
2. バ リア−侵食／フラクタルアスペリティモデル：一般のプレ ート 境界地震への適用性について, 瀬野徹三
3. プレ ート 境界のアスペリティのフラクタル 次元, 瀬野徹三
4. 現実的な地球モデルにおけるポ スト サイスミックな変形, 田中愛幸・大久保修平
5. 地球流体核内の小スケール浮力による流れと誘導磁場：磁場が非常に弱い場合, 清水久芳・A.Chulliat・D.E.Loper
（ フロリダ 州立大学地球流体力学研究所 ）
6. 地震波動場のモニタリングによるリアルタイム地震解析シ ステム（ １ ）, 鶴岡弘・川勝均・卜部卓・鷹野澄・
山中佳子
7. 長期海底地震アレ イ観測を基にし た「 海底広帯域地震学 」の立ち上げ , 塩原肇・金澤敏彦・大木聖子・望月公
廣・中東和夫・篠原雅尚・深尾良夫・米島慎二（ 東大海洋研 ）
・加藤護（ 京大教 ）
・日野亮太（ 東北大理 ）
・杉岡
裕子・一瀬建日・小平秀一・末広潔（ 海洋科学技術セン ター ）
8. 「ブ ロード バンド 」は地震観測の役に立つか？, 卜部卓・辻浩・芹沢正人・荻野泉・羽田敏夫・瀬戸憲彦・三浦
禮子・山脇康直（ 白山工業 ）
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第 794 回平成 14 年 4 月 26 日 (金)
1. ランド サット TM 赤外画像でみた雲仙溶岩ド ーム 1991 − 1993 年の活動, 金子隆之・マーティン ウスター（ ロ
ンド ン 大学キング スカレッジ ）
・中田節也
2. 二圧力のガ ス-マグ マ流れとマグ マ破砕, 三谷典子・屋口剛博（ 東大新領域 ）
・井田喜明（ 姫路工大 ）
3. ODP Leg200 Site1224 (H2O site) 基盤岩の N-MORB 、E-MORB との岩石化学的類似点、相違点, 原口悟（ 東海
大学海洋研究所 ）
・James Natland(Univ. Maiami)・Michele Lustrino(Univ. La Sapienza)・Sarah Sherman(Univ.
Hawaii)・Ralph Stephen(WHOI)・笠原順三・Gary Acton(Texas A&M Univ.)・Leg200 Shipboard Scientistes
4. ハワイ諸島の火山山体崩壊は距離３００ｋｍに及ぶ海底火砕流を生じ たか？-ODP Leg 200 Nuuanu site 序報-,
笠原順三・James Natland (Univ. Maiami)・Michele Lustrino (Univ. La Sapienza)・原口悟（ 東大海洋研 ）
・
Sarah Sherman (Univ.Hawaii)・Gary Acton (Texas A&M Univ.)・Ralph Stephen (WHOI)・中村美加子・Leg
200 Shipboard Scientistes
5. 新し い波形インバージョン 法による Degree-12 全マントルＳ波速度構造推定, 竹内希・小林穣（ 原子力研究所 ）
6. 対数時間依存型摩擦強度回復（ ヒーリング ）のカット オフ時間：理論編−その物理的意味, 中谷正生
7. 地震破壊の不連続体の立場からのモデル化に関する研究, 楠城一嘉・山下輝夫
8. 断層間の動力学的相互作用と断層形状, 安藤亮輔・山下輝夫
9. 2002 年三宅島における水準測量の結果, 宮崎務（ 東京都 ）
（ 鍵山助教授紹介 ）
第 795 回平成 14 年 5 月 17 日 (金)
1. ウラン −ト リウム放射非平衡による島弧マグ マ活動のタ イムスケールへの制約, 中井俊一・福田聡・新堀賢
志・津久井雅志（ 千葉大 ）
2. 固液複合系のレ オロジ ー（ １ ）自律的弁機能, 栗田敬・高嶋晋一郎・熊谷一郎（ 東工大・地球惑星 ）
3. 余震と活断層の空間分布のフラクタル 特性, 楠城一嘉・長浜裕幸（ 東北大理 ）
4. 気象庁計測震度の問題点と代替案の提案, 境有紀・纐纈一起, 神野達夫（ 防災科学技術研究所 ）
第 796 回平成 14 年 6 月 28 日 (金)
1. 地震研所蔵の煤書き記録の整理と 利用環境の整備, 菊地正幸・古地震記象委員会（ 菊地・島崎・鷹野・山中・
野口 ）
2. 2001 年 11 月 14 日崑崙地震 (Mw7.8) の地震波解析結果と断層変位調査の比較, 菊地正幸・林愛明（ 静岡大 ）
3. 大地震の破壊開始点とサイスミックカップ リング の関係, 加藤尚之・瀬野徹三
4. 2000 年三宅島におけ る傾斜ステップ ,50 秒パルスに伴う全磁力変化, 杉岡学・鍵山恒臣・笹井洋一（ 東京都 ）
・
上嶋誠・橋本武志（ 京大理 ）
・小山悦郎
5. TDEM 法による雲仙火山の比抵抗構造とそれによって推定され るマグ マと地下水との相互作用, ワヒュー ス
リグト モ・鍵山恒臣・神田径（ 京大防災研 ）
・橋本武志（ 京大理 ）
・田中良和（ 京大理 ）
6. 東海から中部地方にかけての深部地殻構造, 飯高隆・武田哲也・岩崎貴哉・蔵下英司・河村知徳・森谷武男・
熊川郁哉（ 北大 ）
・山崎文人・小池勝彦（ 名大 ）
・青木元（ 気象研 ）
7. IT 強震計を用いた草の根型地震防災情報シ ステム−構想と課題−, 鷹野澄・菊地正幸
第 797 回平成 14 年 7 月 19 日 (金)
1. プレ ート 境界巨大地震前約 10 年間にみられ る隆起：フラクタルアスペリティ／バ リア−侵食モデルによる解
釈, 瀬野徹三
2. フラクタルアスペリティ／バ リア−侵食モデルにもとづく巨大地震の発生時期予測：関東地震と東海地震, 瀬
野徹三
3. 日光・足尾地域の低周波地震（ ２００２年３月１１日 ）, 萩原弘子・武尾実・植田寛子
4. 最近の伊豆大島火山の重力変動, 大久保修平・古屋正人・下山知徳・渡辺秀文・坂下至功
5. 三次元光弾性に基づ くテンソル場ト モグ ラフィー, 小国健二・Lalith Wijerathne
6. torsional oscillation によって生成され る電磁場変動, 清水久芳・歌田久司
第 787 回平成 14 年 9 月 27 日 (金)
1. Pago 火山パプ アニューギ ニア 2002 年噴火, 吉本充宏・中田節也・宇平幸一（ 気象庁 ）
・高木朗充（ 気象研 ）
・
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Ima Itikarai（ ラバウル 火山観測所 ）
粒内歪と粒界曲率分布解析による深部断層岩の動的再結晶過程の研究, 西川治
バ リア−侵食，応力拡散，ゆっくりすべり−東海地震に対する意味−, 瀬野徹三
On the Optimally Accurate SourceRepresentation, 竹内希・ゲラー ロバート（ 東大理）
・平林伸康（ Schlumberger ）
・
水谷宏光（ JAMSTEC ）
レ イリー波とラブ 波の相互変換：
（ その３ ）変換率とエネルギ ー収支, 吉田満

2.
3.
4.
5.

第 799 回平成 14 年 11 月 1 日 (金)
1. 対数時間依存型摩擦強度回復（ ヒーリング ）のカットオフ時間：実験データ-Intrinsic or apparent cutoﬀ time?,
中谷正生
2. 連続体の破壊問題に対する新し い数値解析手法, 小国健二
3. 日本列島下のＳ波速度構造ト モグ ラフィ─, 纐纈一起・吉位明伸・趙大鵬（ 愛媛大理 ）
4. 地震波動場のモニタリングによるリアルタイム地震解析シ ステム（ ２ ）, 鶴岡弘・川勝均・卜部卓・鷹野澄・
山中佳子
5. 浅間火山で発生し た 2002 年群発地震活動, 及川純・小山悦郎・辻浩
6. 八丈島の地震活動, 酒井慎一・中尾茂
7. マグ マ破砕のスケーリング 則, 三谷典子・小屋口剛博 (東大新領域)・井田喜明 (姫路工大)
第 800 回平成 14 年 11 月 29 日 (金)
1. 西南日本外帯低周波微動がいくつかの地域で見られない理由−南海トラフ vs 相模ト ラフ−, 瀬野徹三・山崎雅
2. 西南日本の地震活動と S 波偏向異方性（ その１ ）, 飯高隆
3. 球形地球モデルの Asymptotic Dislocation 理論, 孫文科・大久保修平
4. 無定位回転型振り子を使った広帯域・高感度サーボ 型地震計の開発, 大竹雄次・新谷昌人・肥田野一夫
5. 微小距離投げ 上げ 式小型絶対重力計の開発, 新谷昌人
第 801 回平成 14 年 12 月 20 日 (金)
1. 2000 年伊豆諸島の地震における活動予測の試み, 山科健一郎
2. 干渉 SAR で見える伊豆大島の沈降について (1):JERS1 と ERS1/2 の併用, 古屋正人・大久保修平
3. 雲仙火山のマグ マシ ステム：雲仙科学掘削の成果 その１, 中田節也・中井俊一・秋政貴子・前田泰延・星住
英夫・宇都浩三（ 産業技術総合研究所 ）
4. 乾式破砕法による新し い地殻応力測定法の提案, 佐野修・伊藤久男 (産業技術総合研究所)・水田義明（ 山口大 ）
5. アスペリティの破壊過程・相互作用に関する数値シミュレ ーション , 加藤尚之
6. 三陸沖地震空白域のプレ ート 境界反射波のマッピング , 中村美加子・笠原順三・望月公廣・山田知朗・金澤敏
彦・日野亮太・西野実・桑野亜佐子・久野智晴（ 東北大)・佐藤利典（ 千葉大 ）
・中村恭之（ 東大海洋研 ）
7. FDM シミュレ ーションによる三陸沖プレ ート 境界の性質 Characteristics of the plate boundary of the Japan
Trench using FDM simulation, ペイマン モガダ ム・笠原順三・望月公廣・藤江剛（ JAMSTEC ）
8. 三陸沖におけ るプレ ート 境界付近までの S 波速度構造, 望月公廣・笠原順三・中村美加子・山田知朗・金澤敏
彦・日野亮太・西野実・桑野亜佐子・久野智晴（ 東北大 ）
・佐藤利典（ 千葉大 ）
・中村恭之（ 東大海洋研 ）
9. 三陸沖地震空白域のプレート 境界に存在する物質の物性, 笠原順三・上村彩（ 防災科研 ）
・藤江剛（ JAMSTEC ）
・
ペ イマン モガダ ム・望月公廣・中村美加子・日野亮太（ 東北大 ）

8.2

平成 14 年に行われた「 金曜日セミナー」

1 月 11 日
2月8日
3月1日
5 月 10 日

土’ 山 明（ 大阪大学大学院理学研究科 ） X 線 CT 法とコンド リュールの 3 次元構造
末次大輔 （ 建築研究所国際地震工学部地震情報解析室 ） 南太平洋スーパープ ルーム域下のマント
ル構造
Oliver Spieler（ ミュンヘン大学）Grain-Size Characteristics of experimental Pyroclasts of 1980 mount
St. Helens cryptodome Dacite: Eﬀects of pressure drop and temperature
中谷正生 （ 東京大学地震研究所 ）摩擦すべりとは何か？−現代的摩擦則の枠組みの明晰化とその物
理モデル
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6月7日

6 月 21 日
7月5日
7 月 12 日
9月6日
9 月 20 日
10 月 4 日
10 月 11 日
10 月 25 日
11 月 15 日
11 月 22 日
12 月 6 日

Greg Hirth (WHOI) The role of water on the geodynamics of the upper mantle Bruce Houghton (Univ.
of Hawaii) The complimentary roles of physical sciences, social sciences, and emergency management
during volcanic crises
樋口知之 （ 統計数理研究所・総合研究大学院大学 ） 知識発見と自己組織型の統計モデル
堀宗朗 （ 地震研究所・地球流動破壊部門 ） On stress inversion method - How one can invert stress
from strain without fully knowing constitutive relations? Thomas L. Wright (USGS) Viewing earthquake data sets in the third dimension: toward an improved
understanding of volcano seismicity
平賀岳彦 （ ミネソタ大 ） Mission: Grain boundary in rocks
柳谷俊 （ 京都大学防災研究所地震予知研究セン ター ） 間隙水圧井戸の周波数応答−潮汐の周波数
から地震波の周波数まで−
廣瀬敬 （ 東京工業大学・理・地球惑星科学科 ） 下部マントル鉱物の水 、相転移 、圧縮率
Cheng-Horng Lin (Institute of Earth Sciences,Academia Sinica,Taiwan) Active Continental Subduction and Crustal Exhumation: the Taiwan Orogeny
藤浩明 （ 富山大理 ） 北西太平洋の海底電磁気ステーション
Joseph L. Kirschvink (Geobiology Division of Geological & Planetary Sciences California Institute of
Technology) Earthquake Prediction by Animals: Evolution and Sensory Perception
持木幸一 （ 武蔵工大 ） 実時間信号処理シ ステムの開発と応用
土屋範芳 （ 東北大 ） 地震発生帯での岩石/水相互作用と HDF(Hydrothermally Derived Fracturing)

155

東京大学地震研究所年報 2002 について
東京大学地震研究所年報 2002 は ，2002 年の地震研究所の活動概要，2001 年 1 月〜2002 年 12 月の教官等の教育・
研究活動，教官の社会活動，教官（ 助手 ）の業務活動，技術官の研究支援活動等を掲載し たものです．

東京大学地震研究所年報 2002

2003 年（ 平成 15 年 ）3 月発行
東京大学地震研究所

自己点検委員会

［ 堀 宗朗 (委員長 ），宮武 隆，篠原雅尚，
古村孝志，加藤尚之（ 副委員長 ），境 有紀，
小國健二，渡邊トキエ ］
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