東京大学

地震研究所

2006年

表紙の説明

2006 年 2 月に竣工し た地震研究所 1 号館
鉄筋コン クリート 造地上 7 階建，総床面積 8000 m2
基礎免震構造の採用により，震災発生時にも機能を維持し 研究活動を継続させるよ う設計され ている．
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第 1 章 はじめに

平成 16 年度の国立大学の法人化によりスタートし た 6 年間の中期計画も、18 年度末に折り返し 点を迎えます．こ
の間 、国の厳し い財政状況の下，運営費交付金にかけられ る効率化係数はかけ続けられ るとともに 、特別教育研究
経費による新規事業も，前年度に比し て総額・件数とも大幅に縮小し ています．このように学術を支える環境は極
めて厳し い状況ですが ，国民の最大関心事が「 安心安全 」であることからもわかるように，私たち地震研究所に寄
せられ る期待はきわめて大きいものがあります．この期待にこたえられなければ ，地震研究所はその存在意義を厳
し く問われ ることとなります．
地震研究所が 存在感を示すには ，災害軽減を強く意識し た組織的な研究を推進することは欠かせません ．組織的
な研究の規模が 大きくなるほど ，地震学・火山学の性格上，大学間の連携が 必要となり，相互協力を制度的・財務
的に裏付ける枠組みを 構築する必要があります．本年報に記され ているような，全国の関連研究者との共同研究を
推進する責務を ，地震研究所は全国共同利用研究所とし て今後も担っていくつもりです．
その一方で今すぐ に産業化や社会貢献に直結し ない基礎研究であっても，地震・火山現象に関する研究活動も着
実にすすめていくことには変わりはありません ．もはや論文を何編書いたかだけが 問われ る素朴な時代は過ぎ 去り，
個々の研究が 与えるイン パクト や意義が 真正面から問われ る時代になっているのですから ，地震研究所の存在を世
に示すような優れた研究成果を適切に発信し て，社会の理解とサポート を得ていくことが 欠かせません ．地震研究
所は ，今後とも新たな芽を育成し 、地震・火山研究の新たな潮流をつくる工夫を続けていきたいと考えています．
本年報には ，2006 年度に本所で行われた研究教育活動等が 記載され ていますが ，所内各研究者の固体地球現象解
明のための取り組みは 多様かつ多面的です．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 ，技術職員との共同作業により効果的に推進され
うるものであり，各技術職員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寄与し てい
ます．理学系研究科や工学系研究科と協力し ，地震研究所の教員は ，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るものと 確信し ています．

東京大学地震研究所長 大久保 修平
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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および 教授会の
審議を 経て決定され 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．また ，所長の職務を助けるため２名以内の副所長をおいている．さらに ，所
の運営について所長を補佐し ，所内外への迅速な対応など を行うため，若干名の教授会構成員からなる企画・運営
会議が おかれている．教員人事は ，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．地震研究所の
研究活動・教育活動・社会活動についてのチェック・レビューについては ，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

歳出
表 2.1. 歳出

(単位:千円)
年度

人件費

物件費

計

科研費

平成 13 年度

1,378,935
1,468,016

1,843,075
2,697,276

3,222,010
4,165,292

393,845
228,302

平成 16 年度

1,374,011
1,189,966

2,386,291
1,496,977

3,760,302
2,686,943

265,700
411,100

—
1,077,118

20,508
21,873

平成 17 年度

1,258,522

1,604,003

2,862,525

394,200

1,231,351

20,850

平成 14 年度
平成 15 年度

(注)
平成 13〜15 年度の物件費は経理部への移算分を除く．
平成 13〜15 年度の物件費は受託研究費等を含む．
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受託研究費等

—
—

奨学寄附金

11,730
11,620
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図 2.1. 組織図
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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
機関研究員
大学院生

堀 宗朗 (部門主任), 栗田 敬, 島崎邦彦
小国健二, 武井 (小屋口) 康子, 山科健一郎
平賀岳彦, 三浦弥生, 西田 究, 山中佳子
熊谷一郎, 高嶋晋一郎
藤澤和浩 (D3), 原田雄司 (D3), 石辺岳男 (D3), 室谷智子 (D3), 高久真生 (D3), 黄
莉萍 (D2), 市川浩樹 (D2), 佐藤広幸 (D2), 鈴木絢子 (D2), 若井 淳 (D2), 本多弘明
(D1), 網野直輔 (M2), 岩田 心 (M2), 加納いづ み (M2), 許 国豪 (M2), 宮嶋 宙 (M2),
SIVASITHAMPARAM Nallathamby(M2), 高橋昇吾 (M2), 門前 敏典 (M1), 武藤 徹
(M1), 田中 謙吾 (M1), PEIRIS Thanuja(M1)

当部門では，地球内部の流動や破壊現象の素過程の理解を通じ て，その複合過程である地震や火山の噴火現象の
解明を目指し てきた ．部門が カバーする領域は，自然地震の発生の物理の解明や地震動の都市への影響の工学的見
積り，といった地震学・地震工学的領域から マグ マの運動など 火山学の領域，希ガ スを用いた地球化学，弾性基礎
論や熱流体力学，惑星科学と 幅広く，手法は 理論的予測モデ リング，数値シ ミュレ ーション ，室内モデ ル 実験，地
球物質分析，観測と多岐にわたる．また対象も地殻表層現象から ，マントルプ ロセ ス，月，火星にいたる．このよ
うに研究領域，手法，対象が 多岐にわたっているのが 特徴ではあるが ，共通し ているのは 基礎過程の理解を通じ て，
複雑な地球現象の解明にあたる姿勢である．以下にその概要を述べる．

1. 地震発生の長期予測
日本で発生する大地震の長期予測のために種々の解析を行っている．まず，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．次に，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を同時測定し て，時間予測モデルがほぼ 成り立っていることを示
し た．また，長期予測され た十勝沖地震と実際に発生し た 2003 年十勝沖地震とを比較し て，長期予測の検証を行っ
た．さらに ，予め震源が 特定できない地震について ，これ まで提案され た手法の評価を行うとともに ，それらを組
み合わせた手法を提案し ている．

2. 地震活動の継続監視手法の開発
大地震が 発生し た後で，その前の地震活動に異常があったことがしばしば 報告され る．しかし その異常の程度が ，
ど の程度稀な現象なのかは十分調査され ていない．過去の数年程度の地震活動と比べて，最近の活動が 有意に変化
し ているかど うかを調査する手法を開発し た．異常を含むモデルと含まないモデルの AIC の差により，有意な異常
を検出する．統計的に独立でない地震活動は時空間 ETAS モデルで表され るとし ，独立な活動を対象とし た．日本
の陸域の浅い地震について適用し ，マグ ニチュード ６以上の 2000 年鳥取県西部地震，1998 年岩手山の地震，2003
年宮城県北部の地震の前に，それぞれ ，静穏化，活発化，ｂ値の低下を見出し た．し かし 地震活動が 活発な場合に
は ，わずかな変化も有意に検出でき，上記の異常よりも有意となる場合があることもわかった．また，2004 年紀伊
半島沖地震前のマグ ニチュード 頻度分布の異常を検出し た．

3. 熱組成プ ルームの流体力学的研究
マントルダ イナミクスを支配する重要な基礎過程である熱・組成プ ルームの流体力学的挙動の解明を目指し て研
究を進めている．化学組成の異る D層̈をモデル化し た下部に薄い高密度層をおいた系では密度差が 大きな場合は熱
プ ルームの発生，小さな場合は熱・組成プ ルームの発生とする．地球の場合と同等な中間領域では熱・組成プ ルー
ムの分解が 生じ ，
「 Failed Plume 」が 形成され ることが 明らかになった．この Failed Plume の イメージは深部マント
ルの地震波ト モグ ラフィー像の解釈に重要な教訓となろう．また局所加熱で生成され る熱プ ルームは加熱の空間ス
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ケールと熱境界層のスケールの競合で，大きな減速状態が 存在することが 発見され 「
， Head Strong Plume 」と名付け
られた．これらの研究はフラン ス・IPGP のグループ（ A. Davaille, I. Kumagai) との共同研究とし て進められている．

4. 低周波波動発生の実験的研究
近年様々なスタイルの低周波地震が 幅広いテクトニックな場で発生し ていることが明らかになってきたが ，その発
生の物理的な イメージは未だ 謎に包まれている．岩石のマサツ・破壊現象に起因する波動の特性周波数帯域よりは
ずれているためになんらかの流体運動が 関与し ていると推察されているが ，現象記述が 先行し ている現状では異っ
た発生機構の現象を未整理のまま取組んでいる可能性が 高い．本研究では議論の出発点とし て物理的イメージの明
確なモデルの提案を目指し て，固液複合系の流動に伴う圧力振動現象の実験を行ってきた． 浸透流的挙動からサス
ペンション 流への移行状態で大きな振幅の周期的圧力振動状態が 存在することを見いだし た．

5. 火星地形学
地球において開発され た手法を用いて火星表層地形の成因の解明が 目的である．対象とし ている地形・現象はマ
リネリス渓谷など に見られ る大規模土石流地形の成因，火星地殻・リソスフェアの厚さの推定，凍土融解地形の成
因，凍土・クレ ーター相互作用など であり，火星の過去におきた表層部の大規模な環境変動をこれらの地形解析に
より明らかにすること，あわせて火星を鏡とし て地球の理解に役立てようというのが 本研究の目的である．2006 年
度から仏・ツールーズ 大学と共同で リモート センシングに基づく表層熱物性の解析の研究をスタート させ ，伊豆大
島での比較感則を行っている．

6. 統合地震シ ミュレ ーションの開発
統合地震シミュレ ーションとは，断層破壊から地震動までを計算する地震シミュレーション ，都市内の全構造物を
一棟一棟計算する構造物応答シミュレ ーション ，そし て避難や復旧・復興過程を計算する対応行動シミュレ ーション
を束ねたものである．最新の地理情報シ ステムを利用し ，地盤や構造物の計算モデルを自動構築し ，三つのシミュ
レ ーションをシームレ スに行う．想定された断層破壊のシナリオによって，地震動や被害，そし て対応行動が 変わる
が ，統合地震シミュレ ーションは ，客観的かつ均一に地震の脅威や被害を計算することができる．計算結果は ，次
世代ハザード マップ の基礎デ ータとし て利用することができる．
地理情報システムの練成が 完成し ，統合地震シミュレ ーションによって，都内 23 区では客観的かつ均一な計算が
できるよ うになった．計算結果の可視化も，地理情報シ ステムに蓄積され た構造物のテクスチャー情報を使うこと
で，より現実感のあるものとなった．対応行動のシミュレ ーションでは群集の避難行動が 計算され るが ，マルチエー
ジェントを利用し ，特に避難経路等を設定せずとも広範囲での自動計算が 可能となっている．スマト ラ島地震のデー
タを 使い，緊急時の群集の高度化を図る等，シミュレ ーションの高度化を進めている．

7. 地震活動予測の試みとその有効性の検証方法の探究
実効性のある地震活動の予測方法を追求するため，いくつかの仮説を設けて実験的に活動を予測する試みを継続
し ている．
「 同程度の大きさの地震が 続いた時はさらに大きな地震が 起こる確率が 高まる」という仮説では ，経験的
に 20∼30%くらいの適中率を想定し て予測を提出し たが ，実際にそのくらいの確率が 得られ ることが 確かめられた．
ただし「 同程度 」というのは ，ここでは M の差が 0.4 以内（ 小 → 大の順に 起きた 時 ）または 0.2 以内（ 大 → 小の
時 ）の地震を指す．こ うし た結果について成果をとりまとめるとともに予測の有効性を検証する便利で分かりやす
い方法とし て，
「 タイ ムシフト（ 時間ずらし ）検定」の利用を提案し た．一方，余震活動においては，余震の発生回
数を幅を持たせて予測することを提案し ，事前予測を試みているが ，活発な余震活動が 続いて不完全なデータし か
利用できない期間においても，あらかじ め想定し た値に近い適中率を得ることが 可能なことが 確かめられた．

8. 火山変動の検出と活動予測
火山変動の検出やそれらのデ ータの解析を進め，噴火活動予測の実現を目指す研究を行っている．特に ，火山変
動を 検出する便利で 有効な方法とし て ，遠方の正確に 同 一の地点から 精密な写真計測を 繰り返し ，新旧の画像を
時間差実体視を 利用し て比較 する方法を 提案し ているが ，本期間においても，これ までの雲仙火山ほかで得られ
たデータの整理，分析を進め，また，新たに浅間火山での調査を開始し た．2004 年 9 月に目立つ噴火活動を再開し
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た浅間火山では ，山麓のいくつか 地点で繰り返し 計測を行い，2004 年 11 月の噴火では山頂部や中腹に多数の噴石
が 飛散し た状況を記録し た．浅間山山頂部におけ る 2004 年 9∼12 月の期間の変動量はそれほど 大きくなく，現在取
得 し ている画像デ ータでは概ね 1 単位（ 10cm 前後 ）以下に留まるが ，画面上の多数ポ イ ント の平均をとることに
よって，さらに細かい動きを 明らかにできる可能性もある．

9. 液相を含む 多結晶体の力学物性
水や メルト など の流体相の存在が 地球内部の力学物性（ 弾性，非弾性，粘性 ）に与える影響を ，実験および 理論
的手法により研究し ている．固液複合系の力学物性にはミクロな内部構造が 大きな影響を与えるため ，その影響を
考慮し たモデルが 重要となる．本研究では ，部分溶融岩石を 粒子状物質とし てモデ ル化し ，媒質のマクロな応力・
変形と各粒子のミクロな応力・変形との関係を明かにすることにより，マクロな力学物性をミクロな構造の関数と
し て導く理論的枠組みを 構築し た．この理論は，既に固体が 弾性体の場合に適用され ，メルト の存在が 弾性波に与
える影響を定量的に予測することができた ．今年度はさらに ，粒界拡散クリープ による粘性変形に適用し ，メルト
の存在が 粘性に与える影響を定量的に予測することができるようになった．その成果とし て，1) 粘性は弾性に比べ
て粒子同士の接触状態に非常に敏感であり，差応力下で生じ ると予想され る メルト 分布の異方性は ，流動特性に大
きな異方性をもたらすこと，2)0.1%以下の非常に少ない メルト の存在下でも，メルトが 全くない場合に比較し てせ
ん 断粘性が 5 倍程度低下すること ，3)0.1%以下の非常に少ないメルト の存在下でも，メルトが 全くない場合に比較
し て体積粘性率は非常に小さく，せん断粘性率の高々1.6 倍程度であること，など が 分かった．実際のマントルにお
いては，1%以下の少量の メルトのふるまいを解明することが 重要であり，本研究によりそのレオロジ ーへの効果が
はじ めて定量的に予測できた．

10. 多結晶体の弾性・非弾性特性
地球内部の地震波速度構造の解釈には ，実験室における超音波帯域での弾性波速度が 重要な役割を果たし てきた
が ，近年，多結晶体の持つ非弾性特性により，超音波帯域での弾性波速度と地震波帯域での弾性波速度には有意な
違いが 生じ 得ることが 実験的に示され た．この違いは特に ，地球内部の温度不均質が もたらす弾性波速度不均質に
大きく影響するため，3 次元地震波速度構造を解釈する上で非常に重要である．本研究では ，この問題に実験的に
アプ ローチすることを目指し ，多結晶体（ メルト を含む，または ，含まない ）の弾性・非弾性特性を ，超音波帯域
から地震波帯域までの広帯域で，また，10−5 歪み程度の微小振幅で精密に測定できる実験装置を開発し た．岩石の
アナログ 物質とし て，有機物の多結晶体を用い，メルトがない試料の粒径測定と ，弾性・非弾性特性の精密な測定
を行った．今後は液相を含む試料で測定を行い，液相の効果を解明する．

11. 破壊現象に対する粒子系シ ミュレ ーション 手法の開発
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 く，既存の数値解析手
法に限界があることが 認識され ている．そこで ，従来の枠組みを超え ，不連続かつ微分不可能な基底関数群を使っ
た離散化によって，連続体モデルの破壊現象を数値シミュレ ート する手法を考案し ている．この手法は ，連続体モ
デルと等価なバネ−マスモデルを構築し ，さらに ，一般の粒子系シミュレ ーション 手法と同様に効率的な数値解析
が 可能である．大きな地震動を受けて損傷を受ける構造物のシミュレ ーションに対し て，粒子系シミュレ ーション
手法の適用を検討し ている．従来の数値解析手法では破壊直前までは概ね再現・予測可能であるが ，若干の材料や
構造の乱れによって起因する破壊パターンのば らつきを計算することは難し い．効率性の良さを 利用し て，このば
らつきを 確率的に正確に計算することを試みている．破壊現象を効率良く数値シミュレ ートできるという特徴を活
かし ，日本列島のモンテカルロシミュレ ーションを実施し ている．断層や地質構造を確率的にさまざ まに 変えた日
本列島のモデルを構築し ，プレ ート 運動によって引き起こされ る地震と地殻変動を 100〜1000 年の時間スケールで
計算する．近年，観測された地震と地殻変動のデ ータとの比較から ，ど の日本列島のモデルが 観測デ ータを再現す
るかを調べる研究である．

12. 希ガ ス同位体による地球・惑星物質科学
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 スは不活性であるた
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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，4 He，40 Ar，129 Xe，136 Xe といった年代測定に応
用できる放射起源同位体を有する．精密希ガ ス同位体分析を遂行するために質量分析装置改良や分析試料・手法の
検討を行うとともに，小惑星および 月起源物質中の希ガ 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得る研究，月表層試料に含まれ ている希ガ スの起源を解明する研究，大
気組成や存在度をもとに火成活動等に伴う惑星内部からの脱ガ ス過程を解明する研究を進めている．

13. 巨大地震の震源過程の研究
世界で起こった新し い大地震，過去の大地震の震源過程を解析することによって地震発生の原因を探求する．地
震時の断層すべりはかなり不均質であるが ，同じ 震源域内で起こった再来大地震の比較から大きくすべる領域（ 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．このことはアスペリティを場の一つの特性とし て
捉え ることが 可能であ ることを 示し ，構造，物性など に 起因する様々な 物理量との 相関を 示唆する．最近起こっ
た M7 以上の地震や重要な地震については ，準リアルタ イムで 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「 EIC 地震学 ノート 」とし て web 上で 公開し ている．URL は http://www.eri.utokyo.ac.jp/sanchu/Seismo Note/である．

14. 大気と固体地球の共鳴振動
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 ，固体地球の振動と大気音波とが 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 ，長周期大気音波の存在を示唆し ているが ，直接の観測例
はない．一昨年度から東京大学千葉演習林において気圧計のアレ ー観測を行ない長周期大気音波の検出を試みてい
る．現在までの我々の微気圧計のアレ ー観測により，波長が 数 10km 程度の音波の分散を 測る事に 成功し た (図参
照)．し かし 本計画で 目指す波長 100km スケールの長周期音波の分散を測定する事はできない．この問題点を解決
するために，本計画では地震研地震観測網の観測点に微気圧計を設置し 100km スケールのアレ ーを構築を予定し て
いる．本年度は鋸山，筑波，油壷に気圧計を設置し 試験的に観測を始めた．

15. 地動の脈動を用いた日本列島 S 波速度構造の推定
周期 2 秒から 20 秒の帯域では , 脈動と呼ばれ るランダ ム励起された表面波が 卓越し ていることが 良く知られてい
る．海洋波浪がこの振動を励起し ていると考えられている．最近，脈動がランダ ムに励起され ている表面波である
ことを利用し ，観測点間の相互相関関数から表面波の郡速度異常を測る研究が 注目されている．本研究ではこれら
の研究をさらに発展させ，Rayleigh 波 Love 波の位相速度を精度良く測定し ，日本列島下の S 波速度構造を推定した．

16. 粒界・界面偏析係数のマント ル化学への 適用
これ までの本人の研究によって明らかにされ た固液間での元素分配係数と粒界・界面偏析係数の相関を利用し て，
1) マントル内での様々な元素の粒界・界面への濃集度の解明，2) 粒径および 鉱物モード と不適合元素の粒界・界面
における存在度の関係の予想，3) 単斜輝石の元素濃度から粒径を求める方法の提案，4) 不適合元素のマントル内で
の移動 メカニズムの推定を行った．1) によって，鉱物粒子内の元素濃度を測定することで ，粒界・界面でのその元
素の濃度を推定することが 可能になり，2) によって，粒径が 小さいほど ，単斜輝石のモード 比が 低いほど ，岩石バ
ルクでの粒界・界面における不適合性元素の存在度が 高まることが 分り，3) によって，単斜輝石中の Cs など の極め
て不適合性の大きな元素濃度からマントル内での粒径が 0.5 ミリと推定され ，4) によって，マント ル内において Y
よりも不適合性が 大きい元素は粒界・界面拡散で移動することが 推定された．
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地球ダ イナミクス部門
教授
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助教授
中井俊一, 安田 敦
助手
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子 (M2), 山崎 優 (M2)
研究生
落合清勝
本部門では ，地震・火山など に関連する物理素過程を明らかにするとともに ，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 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. 地球テクト ニクス分野
「 地球テクトニクス分野 」では ，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，スラブ 地震の成因，プレ ート 間地震の メカニズム，衝突の メカニズムなど の考察を行っている．具体的には ，
衝突の原因を スラブ 脱水の観点からの考察，スラスト 帯における間隙流体圧が 極めて小さい場合に，上部地殻の引
き剥がしが 起こることを示し た．また 2004 年スマト ラ島沖地震が 津波地震であるか否かの検討，台湾付近の発達史
に対する新たなモデルの提唱，を行った．

2. 地球ダ イナミクス分野
「 地球ダ 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．通常の火山フロントから ，かなり背弧側に火山活動が 見られ る事
が ある．その原因とし てホット・スポット やホット・リージャンという説が 唱えられ てきた ．これに 対し ，折橋ら
（ 2006 ）は，水を含む遷移層が ，スラブ の沈み込み角度の変化に伴い持ち上げ られ ，脱水溶融を起こし たものという
説を提案し た．この可能性を調べるために ，簡単な沈み込みのモデルを作成し ，定量的に検討し た．この他，過去
のプルーム等の影響による高温領域と相変化の関連に関し て簡単な数値実験を行っている．また，沈み込み帯の背
弧に小規模対流が 生じ るモデルに関し て，海溝が 移動する場合に ，ど のような影響を与えるかも調べている．

3. 理論火山学分野
「 理論火山学分野」では，主に（ １ ）火道上昇流のダ イナミックス，
（ ２ ）火山噴煙・火砕流のダ イナミックス，と
いう２課題について，理論モデルの開発を行っている．
「 火道上昇流のダ イナミックス」については ，マグ マの１次元定常上昇流に関する解析解を得，その結果に基づ
いて，マグ マの噴出率とマグ マの性質および 地質条件（ 火道の径，マグ マ溜りの深さ ）の関係を推定する手法を提
唱し た．本年度は ，この手法を気相と液相の相対速度を含む場合まで拡張し ，非爆発的噴火から爆発的噴火までの
多様な噴火タ イプ をもたらすマグ マの性質および 地質条件を明らかにし た ．さらに ，１次元定常上昇流に 対し て ，
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気相の過剰圧力，気泡の核形成・成長の影響を調べる数値モデルを構築し た．非定常な爆発的噴火については ，気
泡を含む高粘性マグ マの衝撃波管問題について半解析解を得た．この理論をミュンヘン 大学で行われた衝撃波実験
結果に適用し ，マグ マの破砕基準を決定し た．また，溶岩ド ームを形成するような非爆発的噴火について，噴出率
とマグ マ溜りの圧力の時間変動を再現する力学系モデルの安定性解析を行った．
「 火山噴煙・火砕流のダ イナミックス 」については ，火山噴煙のダ イナミックスを支配する乱流混合過程を精密
に再現する 3 次元数値モデルを 開発し ，噴煙の形成と火砕流の発生の遷移状態，傘型噴煙の拡大過程を再現し た ．

4. 実験マグマ学分野
「 実験マグ マ学分野」では，浅部マグ マ活動に関する研究（ 火山噴出物の分析によるマグ マ溜まりや噴火メカニズ
ムの解析 ）と深部マグ マ活動に関する研究（ マントル圧力下における元素分配や流体の挙動の解明 ）を行っている．
浅部マグ マ活動に関する研究においては ，火山噴火予知研究セン ターと 共同で ，富士山および イタリア・ベスビ
オ火山の噴火噴出物の解析を行なった．富士火山では ，昨年度に引き続きボ ーリング コア試料と東側斜面で採取さ
れたスコリアの連続試料を用いて全岩組成，ガ ラス包有物組成，鉱物組成の時間変化を調べている．特に古富士期
の溶岩流試料とスコリア試料を重点的に解析し ，新富士期と古富士期のマグ マ溜まりの温度圧力環境の違いとその
時間変化を考察し た．また ，噴火時におけ る揮発性成分の挙動を斑晶中のガ ラス包有物の解析と高圧実験の両面か
ら検討を行なっている．ベスビ オ火山については ，主に 472 年噴火の噴出物の解析を行ない，マグ マ供給系につい
ての新たなモデルを導いた ．
深部マグ マ活動に 関する研究においては ，マルチアンビ ル 高圧発生装置を用い，
「 地球化学グ ループ 」と共同で ，
マントル遷移層鉱物と含水マグ マ間の元素分配を決定し た．この成果は地球深部でのマグ マの生成や，上部マント
ルペリド タイトの成因等を理解する上で重要となる．また，コーネル 大学及び 米国地質調査所と共同で，外熱式ダ
イヤモンド アンビ ル装置と顕微ラマン 分光測定装置を用いて，地球内部のフル イド やマグ マの構造に関する研究も
行っている．昨年度までの我々の研究により，地球内部のフル イド が 含水マグ マとの間で 超臨界状態となる条件が
明らかにされ てきたが ，この様な相変化に伴いフル イド とマグ マがど の様に臨界状態に近づ くのかについて，分子
レ ベルでの構造変化に関する理解が 進みつつある．

5. 地球化学グループ
「 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，本所に設置された多重検
出器磁場型 ICP 質量分析計や 213nm Nd-YAG レ ーザーシ ステムを装備し た四重極型 ICP 質量分析計（ LA-ICPMS ）
を用いて行っている．
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 用いた研究を行っている．岩石試料中の微量
リチウム同位体分析技術を確立し た．島弧地域のマントル捕獲岩，沈み込んだ海洋地殻を起源とする HIMU 火山岩
など を 分析し ，解析を 続けている．2006 年には 他の地域の中央海嶺玄武岩と 化学，同位体組成が 異なる インド 洋
試料の分析結果を報告し た．コア−マントル相互作用を検証する研究にも取り組んでいる．タング ステン 同位体の
分析法を開発し 論文発表し た．プ リューム由来の海洋島玄武岩や下部マントル起源のキンバーライト 試料の分析を
行った．その結果，分析し た火山岩のタング ステン 同位体比は一般的なマントルのそれと同じで ，コア物質の寄与
は 1%以下であることが 分かった ．ウラン−ト リウム放射非平衡を 用いて ，メタン ハイド レ ート 由来の炭酸塩鉱物
の年代測定に成功し た．日本海直江津沖の海底で採取された炭酸塩鉱物は 2 万 5 千年程度の年代を示すものが 多く，
氷河期の海水準低下により メタン ハイド レ ートが 不安定になり，放出され た メタンが 酸化され て炭酸塩鉱物が 沈殿
し たと考えられ る．
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，さらには鉱物結晶
の累帯構造の各部分に 残され た記録を 読み解いて，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．
2004 年度に導入された 213nm 波長 Nd-YAG レ ーザーアブレ ーション・シ ステム（ UP-213 型 ）に独自に改良を施す
ことで高感度・低バックグ ランド の分析が 可能になり，旧型の ICP 四重極型質量分析計でありながら国際レベルの
分析精度を達成し ている．現在，同分析装置を用いて 1) 鉱物・メルト 包有物の局所微量元素分析, 2) ジルコン 結晶
の局所 U-Pb 年代測定, 3) ピ ストンシ リンダ ーやマルチアンビ ル型高圧実験発生装置により生成し た鉱物および メ
ルト の局所微量元素分析を実施中であり，地震研共同利用を通じ て他研究機関の共同研究も受け入れている（ 本年
度は一般共同研究３件 ）．
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地球計測部門
教授
助教授
助手
研究機関研究員
外来研究員
大学院生

大久保修平, 山下輝夫
新谷昌人, 宮武 隆 (部門主任), 孫 文科
古屋正人, 高森昭光
菅野貴之
奥野淳一
付 广裕 (D3), 堀 輝人 (D3), 木村武志 (D3), 鈴木岳人 (D3), 安田拓美 (D3),
風間卓仁 (M2), 管 孝博 (M2), 隅谷謙一 (M2), 竹内智哉 (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 本の柱がある．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・先端エレ クト ロニ クス等を用いた観測装置の高性能化など である．

1. 地震発生物理に関する研究
(a) 流体移動および 熱発生・移動を考慮に入れた動的地震すべりの数理的研究
熱多孔性媒質を仮定し て，動的地震発生機構についての理論的および 数値シミュレ ーションに基づ く解析を実行
し た．１次元モデルに基づいた詳細な理論解析により，系の振る舞いはただ 一つのコント ロールパラ メタにより記
述し うることがわかった．例えば ，パル ス状のものや比較的継続時間の長いものなど 断層滑りの多様性を ，このパ
ラ メタを 用いることにより統一的に理解できることがわかった ．さらに ，コント ロールパラメタの値の違いにより
滑り弱化と滑り強化も起こりうることもわかった．上に述べた，パルス状の断層滑りは ，滑り強化の生成と密接に
関係し ている．また ，これ までのいくつかの研究で見られた， 放射効率の値が１を越え るとい う問題も， コント
ロールパラメタにより説明可能である．数値シミュレ ーションに基づいて， ２次元モデルの解析も行ったが ， 上に
述べた１次元モデルに基づいた考察が 定性的には正し いということが 確認され た．

(b) 余効すべりの発生機構についての数理的研究
プレ ート 境界や大規模な断層帯で見られ るような， 断層を挟んで力学的性質が 互いに異なる媒質を仮定し て， 余
効すべりの発生機構を理論的に考察し た． 力学モデルとし ては多孔性媒質を仮定し ， まず， 応力成分と空隙流体
圧を断層滑りの積分とし て， 解析的な表現を求めた． 断層面上では クーロン 摩擦，断層の進展については クーロ
ンの破壊基準を仮定し ， この積分方程式を数値的に解くことにより，断層滑りの時空間変化を調べた． その結果，
準静的に成長し ている断層先端で高圧化し た流体と断層滑りの間の正のフィード バックにより余効すべりが 起きう
ることがわかった．また， Biot-Willis パラ メタの値が 小さいほど ， 余効すべりの規模は大きいことがわかった．

2. 震源物理を用いた地震発生過程のシ ミュレ ーション 研究
(a) 地震の動力学パラ メータの研究
動力学モデル（ 震源物理モデル ）を用いて過去の地震の発生過程を再解析し 断層上の動力学パラメータ推定を行っ
ている．方法は Miyatake(1992) に準じ ているが ，断層面上に摩擦構成則が 働くために生じ る非線形性のために試行
錯誤的なシ ミュレ ーションが 加わ る．すでに 2001 年芸予地震など を 解析し 重要な摩擦パラ メータである臨界滑り
量，破壊エネルギ ーの分布を得ている．し かし その精度は必ずし も良くなく，また解像度にも問題があることがわ
かった．その うち計算技術に 関する部分の改良を進め，差分法におけ る境界条件の改良を行った．

(b) 強震動シ ミュレ ーションのための動力学モデルの研究
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 ，このような震源
過程を考慮し 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 ，
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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，いくつかのアスペリティの存在する不均質な断層に応用し ているが ，短周
期成分についてはまだ 扱えていなかった．そこで本年度は短周期地震波の成因についての基礎的研究に着手し た．

(c) 地震のト リガーの研究
地震が 発生すると，周囲に応力の変化をもたらし ，周辺の地震を誘発させることが活動を変化させることがわかっ
ている．ここでは断層近傍をも含む動的応力の空間的特徴を震源物理を用いて研究し た．
3. 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．国内での観測にとど まらず，海外での観測も実施し ている．

(a) 東海地方
名古屋大学との共同研究とし て，スロースリップ の続く東海地方でのハイブ リッド 重力観測を継続し た．また国
土地理院との共同研究とし て，御前崎における絶対重力観測を継続し た.
(b) 宮城県
近い将来の発生確率が 極めて高いと 考えられ る宮城県沖地震の準備・直前過程を調べるために ，東北大学との共同
研究とし て，牡鹿半島においてハイブ リッド 重力観測を実施し た．
(c) 宮崎県
京都大学との共同研究とし て，宮崎市においてハイブ リッド 重力観測のを実施した．フィリピン 海プレ ートとユー
ラシアプレ ート のカップ リングがやや弱いと 想定され る当該地域における重力の経年変化を，カップ リング の強い
東海や北海道におけ るそれと比較することが 目的である．
(d) 浅間山
2004 年 9 月 1 日の浅間山の噴火後とらえられた重力変化を解析し ，降雨・地下水変動等の環境起源の重力変動を
適切に 除去することの重要性が 明らかになった ．そこで ，2005 年に 浅間山周辺の 2 箇所で浅い簡易井戸を掘削し ，
水位変化観測・重力観測を開始し た．同じ 井戸での観測を 2006 年にも継続するとともに ，6 月から 10 月に絶対重
力連日観測を実施し た．平成 18 年 7 月豪雨にともなう地下水位・土壌水分の変動と ，それにともな う顕著な重力変
化を検出し た．観測され た水位変化および 重力変化を説明するために ，地下水流動シミュレ ーションの差分コード
を開発し て，地下水流動モデルを構築し た．
(e) 伊豆大島火山
伊豆大島火山は，近い将来に噴火等の活動が 予想され ており，2005 年に絶対重力観測点を 2 点増設し た．伊豆大
島火山観測所の 1 点とあわせて 3 箇所において ，イン ターネット 環境を利用し た ，絶対重力計の遠隔監視・遠隔制
御ができることとなっている．2006 年にはこの 3 点での絶対測定と島内数十箇所におけ る相対測定とを実施し ，重
力場変動からマグ マの移動をモニターし ている．
(f) 伊豆半島
2006 年 1 月から 5 月にかけて，弱い群発地震活動が 繰り返し た伊豆半島東部において 3 回ハイブ リッド 重力観測
を実施し た．流体の関与が 示唆され る活動であり，活動開始から 2 日以内に観測を開始できる体制を確立すること
ができた．
(g) アラスカ
米国アラスカ州南東部グレ イシャー湾周辺では ，アラスカ大学による潮位観測や高密度キャンペーン GPS 観測に
より，場所によっては年間 30mm にも達する急激な地殻隆起現象がとらえられている．東北大学，国立天文台，東
京大学地震研究所，北海道大学の各研究機関では ，アラスカ大学との国際共同研究プ ロジェクトを立ち上げ，これ
まで 同地域で行われてきた 上記観測項目に加えて，GPS 連続観測や絶対重力測定など を 2005 年度から 4 年間にわ
たって実施することになった．

11

4. 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い，点震源の励起するグ リーン 関数の計算を完成させた ．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 ，本研究によりこれらの
仮定を外し た一般的な取り扱いが 可能となった．2005 年に完成させた鉛直変位・重力変化に続き，2006 年には水平
変位の取り扱いを完成させた．

5. 3-D 不均質地球モデルにおいて潮汐力及び 地震によって生じ る重力変化に関する理論研究
これ まで最も現実な 3-D 不均質地球モデルについて ，潮汐力及び 地震によって生じ る重力変化についての理論的
な定式化を行い，いくつか 深さの震源に関する数値計算を完成させた ．本研究により，現代測地技術で観測され た
測地及び 地球物理デ ータの精確な解釈に役立と期待され る．

6. 干渉合成開口レ ーダ ーを用いた地殻変動の観測
合成開口レ ーダ ー (SAR) の干渉処理を用いた地殻変動検出を行っている．この手法は ，火山の火口，山間部，極
域，海外の政情不安定地域など ，現場へのアクセスが不可能な地域の地殻変動の検出のための唯一の手段である．日
本の衛星 JERS1 や欧州宇宙機構の ERS1/2 のデ ータを用いて，三宅島 1983 年，伊豆大島 1986 年の噴火後地殻変動
を検出し た．グ リーン ランド の Ice-dammed lake の周囲での荷重変形を検出し ，水位変化量を推定し た．また米国の
キャニオン ランズ国立公園での塩 (し お) テクトニクスを初めて実測し ，年間 2-3mm の速度での地殻変動が 0.8mm/
年の精度で検出できることを示し た．キャニオン ランズ国立公園には，近年開発され た Permanent Scatterer 法も適
用し ，その 有効性を検証し た．また 2006 年 1 月に日本の宇宙航空研究開発機構によって打ち上げ られ た ALOS(だ
いち) に搭載され た SAR セン サー PALSAR のデ ータの解析も行っている．

7. 噴火後地殻変動の定量的モデルの提案と適用
活火山の地殻変動デ ータには ，マグ マの蓄積によると思われ る「 膨張 」とともに ，局所的な「 沈降 」がしばしば
観測されてきた．従来はこの沈降も静的な点圧力源で説明され ることが 多かったが ，干渉 SAR データから見ると過
去の火口や貫入位置に対応することは明らかであり，熱収縮の効果であることが 強く示唆されていた ．これをより
定量的に説明するモデルとし て，半無限弾性体中での高温の球状物体の準静的な熱収縮変形を表現する解析解を提
示し た．球体以外の形状の解の導出や他の火山へのモデルの適用をすすめている．

8. レ ーザー干渉計を用いた観測機器の開発
(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犬山観測所に建設し
た 10m のレ ーザー伸縮計は ，10−13 まで波長安定化されたレ ーザーを光源とし ，遠地地震波や地球潮汐の検出に成
功し た．一方，岐阜県の神岡鉱山では東大宇宙線研究所が「 重力波望遠鏡 」のために掘削し た地下 1000m のトンネ
ルがあり，われわれ の開発し た長さ 100m のレ ーザー伸縮計を 併設し ，数 mHz〜 数十 mHz の周波数帯域で 従来よ
り 1〜2 桁良い世界最高感度のひずみ観測を 実現し た ．これ までに ，地球潮汐の地形による効果や地震にともな う
ひずみステップが 高い精度で検知され ている．距離の絶対長を高精度に観測できる干渉計や超伝導重力計も併設さ
れ ，地球自由振動や近傍の跡津川断層の運動など を複数の観測手段で連続観測し 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
孔内観測機器に光干渉計測を利用するとセンサーを高精度化できるだけでなく，電気雑音・発熱の回避，波長を基
準とし た自己校正，高温環境下での観測など 利点が 多い．鋸山観測所の深さ 80m の観測孔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することにより孔内装置を無電源化し ，同観測所の 42m 水管傾斜計と
同等の信号が 得られ ることが 確認されている．海底孔内計測へ向けて実用性をさらに向上させるために DSP(Digital
Signal Processor) を使ったリアルタイム干渉信号処理シ ステムと半導体レ ーザーを使った省電力光源を組み込み長
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期観測を実施し ている．また ，小型長周期振子を組み込んだ 孔内設置型広帯域地震計の開発もすすめている．10m
の孔内での試験観測で脈動帯域以上の周波数帯では STS 地震計と同一の信号を確認し た．これらの傾斜計・地震計
は 近い将来，all optical のボアホール 総合観測装置とし て海底や深部地下など の「 観測フロンティア 」への設置を
めざし ている．

(c) 小型絶対重力計の開発
絶対重力計は地盤の隆起や地下の密度分布を検出できるため，地殻変動や物質移動（ マグ マ上昇・地下水の変動
など ）を実測する有効な手段である．たとえば 三宅島の火山活動によって生じ たマグ マ貫入や空洞形成など ，火山
活動時の物質移動に関する重要な観測結果が 報告され ている．このような用途では ，野外観測機器とし て機動性や
経済性が 求められ るが ，市販の絶対重力計で十分な精度を有し た可搬型のものはまだ 開発されていない．本研究で
は ，従来より大幅に短い 2mm 程度投げ 上げ た鏡の位置をレ ーザー干渉計で 検出することにより重力加速度を測定
する方法を考案し ，小型で安価な絶対重力計の開発をすすめている．これ までに試作し た装置で ，原理的に重力加
速度が 検出できることを確認し た．精度向上のための低振動投げ 上げ 装置を メーカーと 共同で開発し ている．

9. 超精密機械工作技術と光検出技術を用いた観測機器開発
(a) ボアホール型小型傾斜計の開発
小型低周波の振り子を製作し て，傾斜計の開発を行っている．この振り子は ，単振り子と倒立振り子を組み合わ
せた折りたたみ振り子であり，両振り子にかかる荷重を調節することによって ，数 cm 程度のスケールでありなが
ら ，数秒程度 (1 m 程度の振り子に相当する) の周期を得ることができ，傾斜の効果を機械的に増幅することが 可能
である．熱膨張による部品ご との変形率の違いや，組み立てによる工作精度の悪化を避けるために ，振り子は単一
部材を一体切り出し 加工することによって形成する．また，小型化を実現するためには ，振り子のヒンジ 部の弾性
を極小に抑える必要がある．電界溶融法・電界研磨法といった超精密機械工作技術を用いて，厚さ 30 ミクロン 以下
のヒンジ 厚を実現し ている．振り子の位置読み取りには，光ファイバーバンド ルとハイパワー低コヒーレント 長光
源 (SLD) を用いた変位計を利用する．これらの光源は一般的なレ ーザーに比べてはるかに長寿命，安価であるため，
長期にわたって装置を連続稼動するような用途に適し ている．
これらの技術を組み合わせて開発を進めている傾斜計は，小型・高感度・低コストといった特長を有し ，地上・海
底ボアホールによるアレ イ観測に適し ている．本年度は ，昨年度に引き続き小型折りたたみ振り子，SLD 強度安定
化光源の改良を行い，海底ボアホールに対応し た傾斜計の開発を行った．

(b) 小型地震計（ 加速度計 ）の開発
国立天文台と共同で ，折りたたみ振り子を応用し た小型加速度計の開発研究を行った．コン パクトで長周期な参
照用の折りたたみ振り子の位置をレ ーザー干渉計で読み取るフィード バック型の加速度計を試作し て，特性評価を
行った．このような加速度計は ，重力波検出器の能動防振装置など に用いることができると 同時に ，ボアホールや
海底など ，限られたスペースでの地震観測や構造探査への 応用にも適し ている．

地震火山災害部門
教授
助教授
助手
客員研究員・外来研究員
産学官連携研究員
学振外国人研究員
産学官連携アシ スタント
リサーチフェロー

纐纈一起 (部門主任), 壁谷澤寿海
古村孝志, 都司嘉宣
飯田昌弘, 三宅弘恵, 真田靖士
Daniel Lavallee, Hugo Cruz-Jimemez
金 裕錫, 高橋 徹, 石瀬素子, 齊藤竜彦
Cristian Chiriazi
室谷智子 (流動破壊部門 D3), 木村武志 (地球計測部門 D3), 田中康久 (D3) 畑 奈緒未
(新領域研究科 D2)
田尻清太郎
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大学院生

引間和人 (D3), 早川俊彦 (D3), 池上泰史 (D3), 行谷佑一 (D3), 田中康久 (D3), 壁谷澤
寿一 (D2), 壁谷澤寿成 (D1), 棟安敦史 (M2), 竹内宏之 (M2), 小野友也 (M1), 東條有
希子 (M1)

1. 首都圏におけ る強震動予測手法の高度化
首都圏に被害をもたらす地震の中で近い将来の発生が 懸念され るものは ，沈み込むフィリピン 海プレ ート あるい
は太平洋プレ ートに直接的に関わる海溝型地震であるので ，こ うし た地震の強震動予測手法を高度化する研究を大
都市大震災軽減化特別プ ロジェクトのなかで進めている．海溝型地震の うち浅いプレ ート 境界地震については ，震
源モデル化をアスペリティモデル ，擬似動的モデルに準拠し て行い，構造モデルは各種探査結果のコン パイルとそ
の総合解析等により構築し て，従来の強震動予測法を大幅に高度化することをめざし ている．一方，深いプレ ート
境界地震やスラブ 内地震は発生間隔が 長いため，一回前の地震が 詳し くわかっていない場合が 多く，アスペリティ
モデルを適用できないので ，断層面積やアスペリティ総面積など のスケーリング 則を新たに構築し た上で特性化震
源モデルを用いた．こうし た震源モデル化手法・構造モデル化手法を，まず 1923 年関東地震を対象とし た強震動評
価で検証し て良好な結果が 得られたので ，一回前がわかっているプレ ート 境界地震（ 東南海地震など ）とわかって
いないプレ ート 境界地震（ 東海地震，首都直下地震など ）に適用し て強震動予測を行った．

2. 堆積平野におけ る強震動・長周期地震動の伝播
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．2004 年 9 月の
紀伊半島南東沖の地震では，こ うし た表面波が 長周期地震動とし て関東平野だけでなく，大阪平野や濃尾平野など
でも観測された．これら 長周期地震動の卓越周期は平野によって異なり，大阪・濃尾平野が 5 秒前後であるのに対
し て，関東平野では 7 秒から 10 秒以上に達し ていることが 確認され た ．
このほか，2006 年 11 月には南カリフォルニア地震セン ターなど から専門家を招聘し て，国際ワークショップ「 長
周期地震動と地下構造 」を開催し た．

3. 1944 年東南海地震と関東平野の長周期地震動
1944 年東南海地震において ，関東平野で生成し た長周期地震動の特徴を明らかにするために，東京帝国大学の本
郷地震観測点と千葉県東金観測点に設置され ていた今村式２倍強震計記録と，中央気象台（ 現気象庁 ）の大手町観
測点と横浜観測点に設置され ていた中央気象台式１倍強震計の煤書き記録を読み取り，推定し た地震計特性を取り
除くことにより，地動への復元作業を行った．その結果，東南海地震時には ，都心部において周期８〜13 秒の長周
期地震動が ，最大 5〜10cm/s を超える大きさで 10 分間以上にわたって長く続いたことがわかった．この地震動を用
いて速度応答スペクトルを 求めたところ，大手町では固有周期８秒において最大 30cm/s の速度応答が ，そし て東
金地点と横浜では 周期 13 秒においてそれぞれ 最大 60cm/s と 30cm/s になる強い応答が 起きたことがわかった（ い
ずれ も減衰定数が h=5%の場合 ）．次に ，東南海地震の震源断層すべりモデ ルと ，大都市圏大災害軽減化特別プ ロ
ジェクトにより開発された，陸域と海域の統合地下構造モデルを用いて，東南海地震のコンピュータシミュレ ーショ
ンを行った．計算には海洋研究開発機構の地球シミュレ ータを 利用し た．計算波形と 東金，大手町，横浜地点の観
測記録とを比較し たところ，振幅，卓越周期，および 継続時間など の長周期地震動の特徴が 良く一致し た．このこ
とから ，現在の地下構造モデルの有効性が 確認され ，さらに震源モデルと地下構造モデルの物性値の調整を今後進
めることにより，南海ト ラフ地震による長周期地震動の予測のためのシミュレ ーションモデルが 高精度化すること
が 期待され る．

14

4. 2004 年新潟県中越地震の被害調査と建物での余震観測
2004 年 10 月 23 日に 発生し た新潟県中越地震（ Mj6.8 ）では ，小千谷市，川口町など で 震度７相当の地震動が 記
録され ，地盤，構造物，道路，新幹線など に甚大な被害をもたらし た．災害部門では 地震直後から１ヶ月にわたっ
て建物の被害調査および 余震観測を行った．K-NET 小千谷（ 小千谷小学校敷地内 ）の本震地震動観測記録は兵庫県
南部地震における神戸海洋気象台（ JMA 神戸 ）の記録に匹敵するものであったが ，この記録が 得られた小千谷小学
校の付近で観察され た構造物，とくに RC 学校建築の被害は ，この地震動から計算され る応答に対応するものとは
いえず，総体とし て被害から推定され る実際の応答は小さいレ ベルであったと判断され る．そこで ，建物での詳細
な被害調査を行うとともに ，K-NET と同様の観測条件である自由地盤面（ free ﬁeld ）と実際に構造物に入力された
地震動（ 実効入力 ）の違いを 特定することを目的にし た余震観測を行った．観測位置は小千谷小学校敷地内の自由
地盤（ 山羊小屋 ），３階建 RC 造校舎の１階と R 階，対岸の東小千谷中学校付近の自由地盤（ 木造民家１階 ），4 階
建 RC 造校舎の１階と 4 階である．その結果，23 日以外で最大余震である 10 月 27 日の余震以降の観測結果により，
(1) 自由地盤での地震動はお概ね K-NET 地震動に対応すること ，(2) これらに比べて建物１階での地震動は 明らか
に小さいこと（ 1/2〜1/3 程度以下 ），(3) １階の地震動と４階の地震動は建物の応答特性に対応すること ，(4) 地震
動の被害は K-NET 本震よりはかなり小さい地震動に対応すると 推定され ること ，など を明らかにし た．また ，新
潟県で被災し た実建物の基礎の非線形スウェイ抵抗に関し ても，現地で水平載荷試験を行って，この建物の場合は
杭の水平抵抗と底面摩擦および 側面土圧の抵抗の累加によって非線形性状が 説明し うることを示し た．同様の目的
で数年前から小田原の高等学校で高密度観測シ ステムを 整備し , 観測を継続し ている．
5. 鉄筋コンクリ−ト 構造モデルの３次元震動実験
実際の設計で多くみられ るような複雑なＲＣ偏心構造物を対象にし て，３次元地震動を受けた立体構造物の破壊
メカニズムが 入力地震動方向との関係によってど のように変化するかを実験的に解明することを主目的とし て，大
大特 RC 予備実験プ ロジェクトの一環とし て震動実験を計画，実施し た．試験体は ，４層偏心鉄筋コン クリ−ト 壁
フレ−ム構造で，1970 年代当時の一般的な構造設計手法により設計された建物を想定し ，1 × 3 スパン ，1/4 スケー
ル縮約モデルで全く同一の 2 体とする．入力加震方向は水平 2 方向＋上下方向とし ，予備解析結果に基づいて ，水
平方向に関し ては兵庫県南部地震神戸海洋気象台の記録（ JMA KOBE ,1995 ）のＮＳ方向成分を試験体の梁間・桁
行方向に対し て 45 °
，135 °方向に設定し た．試験体の想定する終局状態は，それぞれ１層耐震壁のせん 断破壊およ
び 極短柱のせん 断破壊が 先行するモード である．また ，耐震壁はそれぞれ 腰壁・袖壁・有開口壁など 複雑な形状と
なっている．非線形化後の偏心応答性状，剛性，耐力，腰壁剛域部の変化など を解析的に検討するとともに ，部材モ
デルが 構造物全体の解析結果に与える影響を検討し て，これらの現象を精度よく再現できる解析モデルを開発した．
2005 年度には E-Defense で６層建物の実大振動実験を行った．そのための予備解析のために鉄筋コン クリート 部
材の降伏後塑性化に伴う耐力劣化および 破壊過程を評価し うる部材モデルを開発し た．提案モデルの特徴は平面応
力−平面歪関係に基づいて引張歪によるコン クリート の軟化効果やせん断補強筋による拘束効果をコン クリート の
構成則を通じ て考慮し ていることと，部材軸直交方向でのコン クリート 応力とせん 断補強筋応力の釣り合い仮定に
基づいてせん 断補強筋効果をモデルで考慮し ていることなど である．実大振動実験の解析により提案モデルの検証
を行った.
2006 年度は E-Defense で学校建築を模擬し た３階建 RC 建物２棟の動的崩壊過程を再現するとともに ，
基礎の固定度が 上部構造の応答に与える影響，外付け耐震補強の効果の検証し た．既存 RC 試験体では ，耐震診断
の計算よりかなり高い強度と靭性を有すること，非線形効果を含むスウェイを主とする基礎支持条件による上部構
造の応答および 損傷低減の効果は従来考えられているよりもかなり大きい可能性があること，を明らかにし ，また，
補強試験体では外付け補強の効果とともに 新し い接合部詳細が より有効であること ，など を実験により明らかにし
た．なお，この新し い接合部詳細は地震研究所旧本館の耐震補強に 採用されている．

6. 耐震壁の耐震補強の検証実験と応力分布の計測実験
ポ リエステル製繊維シートを用いた耐震補強は安価で簡便であり，実験的な検証にもとづいた研究を背景にし て
すでに様々な構造体の柱および 梁に広く使用され ている．本研究では実験的検証例の無いせん断破壊先行型の鉄筋
コン クリート 耐震壁においてポ リエステル 製繊維シート 補強を行い，その性能を実験的に検証することにより，広
くかつ安全に耐震補強を普及させることを目的とし ている．鉄筋コン クリ−ト 造耐震壁，コン クリ−トブ ロック内
蔵耐震壁など を対象にし て，組織的かつ系統的に静的加力実験を継続し ており，靭性向上に極めて効果的な新し い
補強詳細，実務的に有効な簡易で経済的な補強詳細など を開発し てきた ．近年では耐震壁に対し ても有効な耐震補
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強方法とし て普及実用化し て利用され るとともに ，実用新案特許とし ても申請中である．
鉄筋コン クリート 造耐震壁を対象に危険断面位置におけ る局所的なせん断力・軸力を計測することを目的とし て
静的破壊実験を実施し た．実験結果より，1) 鉄筋コン クリート 造耐震壁では塑性変形が 進行するに従い危険断面に
作用するせん 断力と軸力が 圧縮側に集中するようになること ，2) 本試験体では終局時に圧縮側柱近傍で全せん 断力
の 7 割程度を負担すること，3) 危険断面に作用するせん断力の分布は断面の応力・歪分布と強い相関を有すること，
など が 明らかとなった．現在は ，上記の成果に基づいて ，実験結果を解析的，理論的に評価する方法を検討すると
ともに ，より合理的な力の計測シ ステムの開発に継続的に取り組んでいる．また ，新し い形状のレンガ またはコン
クリ−トブ ロックを考案開発し て，せん 断抵抗に有効な内蔵型耐震壁を開発し ている．

7. 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．

8. 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
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
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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

平田 直，加藤照之（ セン ター長 ），佐藤比呂志，山岡耕春，
吉田真吾，岩崎貴哉（ 併任 ）
助教授
飯高 隆，加藤尚之，上嶋 誠
助手
波多野恭弘, 加藤愛太郎，蔵下英司，宮崎真一，中谷正生，小河 勉
日本学術振興会特別研究員
木村治夫
地震研究所研究機関研究員
山崎 健一
産学官連携研究員
岩国真紀子，加藤直子, 木村 淳，金 幸隆
大学院生
永井 悟（ D3 ）, 村上 理 (D3)，桑野 修 (D2)，パナヨトプ ロス・ヤニス（ D2 ），永田
広平（ D1 ），仲山祥太郎（ M2 ），秋葉麻実 (M2)，落 唯史 (M2)，森真希子（ M1 ）新
谷陽一郎 (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) 地震予知と火山噴火予知研究協議会の統合
従来，地震と火山とで別々に運営されていた予知協議会が 平成 18 年度から統合され ，地震・火山噴火予知研究協
議会となった．これは，地震予知研究と火山噴火予知研究を連携させることが学問上からも必要であることと，大学
間連携による概算要求を地震と火山で一本化し ているため，その意思決定のための組織が 必要であるという要請に
よる．なお，現在は過渡期であるため ，同協議会の火山関連事項は ，火山噴火予知研究推進セン ターが 扱っている．

(2) 地震予知のための新たな観測研究計画
平成 16 年度から開始され た『 地震予知のための新たな観測研究計画（ 第２次 ）
』
（ 以下第２次新計画 ）では，地殻活
動の解明に加え ，地殻活動総合シミュレ ーションとモニタリング のための観測研究の推進が 打ち出されている．計
画は全国１２大学，４つの独立行政法人，３つの政府機関が 連携・協力し て推進し ている．地震研究所は全国共同
利用機関とし て大学における地震予知研究の推進の役割を担うと同時に，大学以外の機関との連携にも重要な役割
を果たし ている．

(3) 計画の推進
企画部では ，研究の進捗状況を日常的に把握するとともに，研究を推進するため ，各種ワークショップ，シンポ
ジウム，勉強会を企画・実施し ている．特に年度末に開催され る成果報告シンポジウムは ，１年間の研究の集大成
である．平成 16 年度から，成果報告シンポジウムは ，大学だけでなく建議の計画に参加し ている研究機関が 集まっ
て実施するものとなった．シンポジウムで発表され た内容を含め ，研究成果は ，
「 平成 17 年度年次報告（ 機関別お
よび 項目別 ）」とし てまとめられた．平成 16 年度より成果報告書は文部科学省の科学技術学術審議会測地学分科会
地震部会観測研究計画推進委員会（ 以下推進委員会という ）によってまとめられ ることになったが ，作成にあたっ
ては企画部と計画推進部会が 全面的に協力し ている．報告書の うち機関別報告書は建議の計画に参加し ている全機
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関の成果が 分かるようになっている．また項目別報告書は平成 17 年度の主要な成果をまとめたものであり，年度ご
との主要な成果が 分かるよ うになっている．これら報告書は文部科学省のホームページに掲載され るとともに ，印
刷されている．
平成 18 年度には上記に 加え ，個別研究課題の中間評価および 協議会の外部評価を 実施し た ．個別研究課題につ
いては，１７名の委員による第２次新計画における大学の各課題を評価し てもらった．その評価に基づき平成 19 年
度以降の各大学予算配分額を決定し た．また４名の委員による外部評価を実施し ，平成 18 年 12 月末に報告書が 完
成し た．
平成 18 年度は ，第２次新計画のレビューを実施する年にあたっており，協議会からも２名の委員が 参加する推進
委員会によって草案が まとめられた．草案のまとめにあたっては ，毎年発行し ている項目別報告書が 大変有効に利
用されている．

(4) 研究成果
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 急速に進んだのは
周知の通りである．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り，
それらの時間的・空間的変動が GPS や相似地震の解析によってモニタリング され るようになった．これらの現象が
プレ ート 間の摩擦構成則を用いたシミュレ ーションによって再現され るよ うになっている．一方内陸では新潟から
神戸にかけて地震活動が 活発であり，かつひずみ速度の大きい領域（ 歪集中帯 ）が 存在することが 明らかになって
いるが ，内陸地震の発生機構解明のために歪集中帯の研究が 重要であるとし て，これらの地域の集中的観測研究が
推進され ている．詳細なト モグ ラフィーによって歪み集中帯深部の上部マントルにおける特徴的な構造が 明らかに
なりつつあるが ，現在行われているひずみ集中帯（ 跡津川断層周辺 ）での集中合同観測や 2004 年新潟県中越地震震
源域の総合観測によって地殻内におけ る歪み集中機構の詳細が 明らかになることが 期待され ている．
なお，企画部や計画推進部会の活動は，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.utokyo.ac.jp/YOTIKYO/index.htm ）

2. 共同研究プ ロジェクト
(1) 大都市圏地殻構造調査研究
「 大都市
平成 14 年度より，5 カ年計画で ，大都市大震災軽減化特別プ ロジェクトＩ：地震動（ 強い揺れ ）の予測：
圏地殻構造調査研究」が 始まった．本プ ロジェクト 推進室が 地震予知研究推進センター内におかれ ，3 名の産学官連
携研究員（ http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/daidai/researchers.html ）と，専任の事務補佐員が 研究・研究支援を行って
いる．平成 14 年は房総半島，東京湾，平成 15 年度は相模湾，関東山地東縁，平成 16 年には関西地域，平成 17 年度
は小田原・山梨と北関東で大規模な地震探査が 実施され ，フィリピン 海プレ ート の形状，活断層の深部形状が 明ら
かになった．また，本セン ター内外および ，地震研究所外の研究者との共同で ，断層等のモデルの研究を実施し て
いる．平成 14，15，16 年度の研究成果は ，平成 14 年度成果報告書，平成 15 年度報告書及び 平成 16 年度とし てま
とめられ 出版され た．本年度の重要な成果の一つは ，相模湾探査のデ ータ処理が 進み，1923 年関東地震の震源断層
に対応するフィリピン 海プレ ート の上面が 明瞭に イメージング され たことである．平成 16 年 6 月と平成 17 年 10 月
にそれぞれ ，第 1 回，第 2 回の「 国際ワークショップ「 Strong Ground Motion Prediction and Earthquake Tectonics
in Urban Areas 」が 開催され た（ http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/daidai/cover exabs.pdf ）．本プ ロジェクトの進捗状況
と研究の成果は ，随時プ ロジェクト ホームぺージ（ http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/daidai/ ）に掲載されている．

(2) 島弧地殻変形過程
総合集中観測による内陸域の歪・応力蓄積集中過程の解明
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 ，平成 16 年度から 5ヵ年の予定で跡津川断層を取り囲む地域において ，全国の大学・関係機関と共同で大規
模な地球物理的な総合観測を実施し ている．同地域は，日本列島の中でも地殻歪みの蓄積速度が 大きい地域である．
そのため，その メカニズムを解明することは ，活断層への応力蓄積過程を明らかにする上でも，また内陸地震の発
生予測への道を切り開くためにも大変重要と考えられ る．そこで ，跡津川断層を含む 100km 四方の地域において，
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衛星テレ メータによる自然地震観測，電気伝導度構造探査，GPS 観測，地震探査など を行い，総合的な理解を目指
し ている．
平成 18 年度は ，これ までに 設置し た衛星テレ メータ観測点の維持管理とともに ，地震地殻変動観測セン ターと
共同で断層近傍においてバ イブ ロサ イス・自然地震を震源とするト ラップ 波の観測を行った．解析の面では ，平成
17 年度に 実施し た跡津川断層帯周辺の oﬀ-line 型シ ステムによる稠密自然地震観測のデ ータ解析を 進めた．微小地
震活動を用いたト モグ ラフィー解析により，地震活動度が 低調な断層中央部は 周囲に比べ低速度であり，一方，断
層西部の地震活動度が 活発な領域は高速度であることが 明らかになった．断層西部の地震活動は上記の高速度域の
周囲に主に 分布する．また ，衛星テレ メータ及び oﬀ-line 型シ ステムによって収録され た自然地震デ ータを 統合し ，
広域な地殻構造の推定を試みた．その結果，歪み集中帯の下部地殻の速度は ，北側に比べ低速度になることが 示さ
れ た． 更に ，S 波の異方性解析においてはこの地域のマントルウェッジ 内部で顕著な異方性領域が 観測され てい
る．異方性の偏向方向が 地域により大きく異なることから ，異方性の原因は対流による結晶軸の選択的配向よりも
マントルウェッ ジ 内を上昇するマグ マ等による不均質構造を反映し ている可能性が 高い．このことは，歪集中帯の
成因をマントル内におくモデル等 との関連性を考える上で重要である，また，Receiver Function 解析において，同
地域のモホ面が 検出され た（ 地震地殻変動観測セン ターの項参照 ）．
新潟県中越地震の稠密余震観測

2004 年新潟県中越地震後に各機関で実施された余震観測デ ータの統合化を遂行し た．臨時観測点の総数は，これ
までに類の無い 145 点に上る．上記の統合データを 用いて ，ト モグ ラフィー解析により本震断層面上の不均質構造
を推定し た．その結果，震源よりも北東浅部に高速度域が 存在することが 明らかになった．遠地実体波による地震
時滑り量分布との比較により，この高速度域が ア スペリティにほぼ 一致することを 示し た ．また ，震源域の北東・
南西端には低速度域が イメージング されており，破壊のバ リアーとし て機能し た可能性が 考えられ る．断層破砕帯
を取り巻く地殻構造の不均質性が 破壊過程に影響を及ぼ すことを明示し た（ 地震地殻変動観測センターの項参照 ）．
紀伊半島東部におけ る海陸共同構造探査
地震研究所は 海洋開発技術セン ターと 共同で ，1944 年東南海地震震源域を北西-南東方向に 切る測線において
大規模な海陸共同構造探査を実施し た．本セン ターは ，地震地殻変動観測センターと共同で陸域部の観測の中核と
なり，陸域部探査を実施し た．具体的には ，全国の大学・関連機関と共同で 519 点に及ぶ観測点を 80 km の測線上
に展開し ，5 点におけるダ イナマイト 発震を観測し た（ 地震地殻変動観測セン ターの項参照 ）．
糸魚川-静岡構造線断層帯におけ る構造探査・自然地震観測
平成 17 年度より「 糸魚川-静岡構造線断層帯におけ る重点的な調査観測 」が 始まった．本セン ターは 地震地殻変
動セン ター及び 東京大学理学系研究科と 共同で ，糸魚川-静岡構造線におけ る構造探査及び 自然地震観測を 実施担
当することとなり，当セン ターにその推進室を設置し ，その運営を行っている， 平成 18 年度は，諏訪湖周辺に存
在すると見られ る同構造線のセグ メント 境界の解明に向けた探査を実施し た．反射法探査は ，同地域の最浅部構造
の解明を主眼とし て実施し た．また ，反射法測線を囲むやや広い領域に oﬀ-line 型地震観測シ ステムを稠密展開し ，
自然地震活動及び 深部構造解明を図ることとし た（ 地震地殻変動観測セン ターの項参照 ）．
紀伊半島中部（ 和歌山県地域 ）におけ る稠密高精度微小地震観測
地殻内流体の存在/移動は，地殻活動の重要な規定要因である．本センターは ，地震地殻変動観測センターと共
同で，クラスター的微小地震活動が 活発な和歌山県の有田地域において稠密臨時地震観測を実施し て，微小地震の
高精度な震源分布と震源域の地殻構造を推定し た．微小地震は ，複数の大きさの異なるクラスターに 分かれて限ら
れ た深さに 分布し ，非地震発生域があることがわかった ．また ，約 1km/yr の速度で 震源が 移動することも検出さ
れた．最大主応軸は ，低角で東西方向を向いており広域応力場に一致する．震源の移動・分布から ，地殻内流体と
の相互作用によって微小地震活動が 発生し ていることが 示唆され る．
平成 15-17 年西南日本合同観測デ ータの解析
平成 15-17 年に 実施し た西南日本合同観測では ，中国地方に 衛星テレ メータによる臨時地震観測網を設置する
とともに，四国-中国地方-日本海に至る西南日本横断構造探査を実施し た．これらの観測から得られたデータは ，同
地域の構造を 知る上で 重要で ，観測終了後も多面的な解析が 進行し ている．自然地震デ ータを 用いた 後続波解析，
Receiver Function 解析では，これ までの定常観測網で は検出が 困難であった地域においても沈み込むフィリピン 海
プレ ートが イメージング され ，海洋地殻の詳細な構造も明らかになりつつある，また，構造探査デ ータについては
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統合的解析・解釈が 進展し ，内帯側（ 瀬戸内海から中国地方まで ）の詳細な地殻構造，外帯側（ 四国域 ）の付加体
構造，その下に沈み込むフィリピン 海プレ ート の構造が 明らかになりつつある．これらの成果は ，西南日本弧の地
殻の改編過程に重要な制約条件を与えるものと 考えられ る．
平成 14 年北海道東部構造探査デ ータの解析
北海道中部・東部では 2 つの島弧の衝突が 進行し ている．日高衝突帯では ，これ までに数多くの地殻構造探査が
行われ ，日高衝突帯の深部構造が 明らかになった．それに対し ，海洋性島弧であると考えられている千島弧の南西
端に位置する北海道東部では ，詳細な地殻構造は得られていなかった．本年度は ，この北海道東部を含むオホーツ
ク海から千島海溝にいた る陸域と 海域で平成 14 年に 実施し た海陸統合地殻構造探査（ 地震地殻変動観測セン ター
と共同で実施 ）の解析が 進展し ，陸域で得られたデ ータの解析により，陸域探査測線下には 6km/s の P 波速度を持
つ層が 存在し ，地殻中・下部には多数の反射面が 分布し ていることが 明らかになった．これらの結果から , 千島弧南
西端部は成熟し た海洋性島弧であると考えることができる．
国際シンポジウム（ SEISMIX2006 ）の開催
本セン ターは ，地震地殻変動観測セン ターと 共同で ，国際シンポジウム（ 第 12 回大陸と 縁辺域の深部地震探
査に関する国際シンポジウム（ SEISMIX2006 ））を ，平成 18 年 9 月に神奈川県三浦郡葉山町で開催し た．このシン
ポジウムでは ，これ まで 本セン ター及び 地震地殻変動観測セン ターが 行ってきた構造探査の成果をとりまとめて発
表し た．沈み込み帯における日本の貢献を海外研究者に向けて示すことができた（ 地震地殻変動観測セン ターの項
参照 ）．

(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一つのシステムとし て断層構造を理解する必要
がある．このため，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 18 年には ，伊豆衝突帯北端
の曽根丘陵断層，紀伊半島の中央構造線活断層系の浅層高分解能反射法地震探査を行った ．これらの断層系につい
てはいずれ も大都市圏地殻構造調査の深部地殻構造探査をあわせて，地震発生層から地表近傍までの断面形状を描
き出すことに成功し た．また ，平成 18 年は反射法地震探査シ ステム導入 10 周年とし て，これ まで全国の大学・研
究機関との共同研究によって取得し た 25 断層帯・総測線長 150km の探査資料のとりまとめを行った．
(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広帯域 MT 法など による
高密度観測を実施し 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．また ，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，フラックス
ゲート 磁力計を用いた 3 成分磁場観測，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．2005-2006 年においては ，1 ）中部地方におけるネット ワーク MT 観測，2 ）新潟−神戸歪集中
帯（ 跡津川断層周辺域，中越地震震源域 ）におけ る広帯域 MT 法，TEM 法観測，3) 三宅島，大島におけ る広帯域
MT 法観測，4) 中部糸魚川・静岡構造線の甲府盆地西縁部，諏訪湖周辺域における広帯域 MT 法観測，5) 中国東北
地方におけるネット ワーク MT/GDS 観測，6 ）3 次元比抵抗インヴァージョンコード の開発，7 ）伊豆半島東部，伊
豆諸島の隆起・群発・火山活動に関連する特異な電磁場，比抵抗変化の調査，8 ）東海地方の地殻変動に関連する電
磁場変化の調査，等の研究を行った．
(5) GPS 観測と地殻ダ イナミクス
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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．東海地方直下で発生し ているスロースリップ の実態解明のため平 成
15-16 年度に 設置し た東海地方の稠密 GPS アレ イについて 観測を継続しデ ータを 取得 し た．この作業は 静岡県防
災局・静岡大学・東海大学等と協力し つつ実施し ている． 平 成 18 年４月に伊東市東方沖で群発活動があったこと
に対応するため，同年６月に 「 GPS 大学連合 」による集中観測を実施し た．このほか，地震予知計画及び 日中韓共
同研究によってモンゴ ルにおけ る GPS 観測を継続し ている．平成 18 年 9 月 20 − 22 日 には京大において共同研究
集会「 測地・地殻変動に 関する研究集会 」を行った．ここでは 地殻変動連続観測の将来について 真摯な議論が あっ
た ．このことを 踏まえ ，地震予知計画の一部を 地殻変動連続観測中心の課題に 切り替えることとし た．平成 18 年
7 月 17 日にジャワ島南方沖で津波地震が 発生し た．これに対応するために名古屋大 学 と共同し て７月末にジャワ
島中部で GPS 観測及び 津波波高調査を実施し た． GPS データに 基づ く地殻変動モデ リング も行っている．2003
年十勝沖地震後の余効変動および 2005 年宮城沖地震の余効変動の時空間発展を ，GPS 連続観測デ ータに 基づ いて
行った．余効変動および スロー イベント の発生機構に関する研究を ，スタン フォード 大学・インデ ィアナ大学と 協
力し て行っている．また，高時間分解能 GPS の地殻変動への応用を ，コロラド 大学と協力し て行っており，2006 年
9-10 月に ，コロラド 大学から Larson 教授を招聘し た．

(6) 室内実験に基づく地震発生の物理過程
室内実験により，接触面を透過し た弾性波の振幅が 状態・速度依存摩擦則における状態変数 (摩擦強度) と同じ よ
うに変化することを明らかにし た ．例えば ，速度 V の定常すべりに おけ る透過振幅はせん 断応力と 同様 logV に比
例する．また，すべり速度をステップ 状に増加させた直後，せん断応力は direct eﬀect により一度増加し ，その後摩
擦強度とともに減少するのに対し ，透過振幅はすべり速度の増加直後から減少し ており，摩擦強度の変化だけを反
映し ているように見える．接触面の力学的に結合し て強度を支えている部分を力が 伝わることで弾性波が 透過する
ことを考えると ，このように摩擦強度と透過振幅の間に相関があることが 理解できる．数値シミュレ ーションによ
り，摩擦強度は動的破壊直前に低下し ，その変化はプレ スリップ より顕著に現れ ることを指摘し た．顕著に現れ る
のは，摩擦強度＝せん断応力―Aln(V/V*) という関係があるので (A は摩擦則パラ メータ ），地震直前にプレ スリッ
プが 起こって V が 増し ，せん 断応力が 緩和すると ，プレ スリップ と応力緩和の両方の変化を合わせた効果が 摩擦強
度の変化に現れ ることになるからである．破壊強度の変化が 透過振幅からモニターできれば 地震予測にとって非常
に有効であろう．岩石は高温になると 流動変形するようになるが ，その流動特性は ，従来，中間主応力と最小主応
力が 等し い状態で行われた実験に基づき推定され てきた ．しかし ，実際の地球内部の岩石は３つの主応力が 互いに
異なる真の３軸圧縮応力下にある．我々は 真の３軸圧縮応力下で高温高圧におけ る岩石変形実験を行い，中間主応
力の効果を明らかにし つつある．

(7) 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．地震時に 大きくすべるアスペリティと呼ばれ る領域はすべり速度弱化の摩擦特
性をもつと考えられ る．一方，定常的な非地震性すべりや地震後の余効すべりの発生域はすべり速度強化の摩擦特
性で説明できる．このような摩擦特性の空間分布を考えれば ，スロー地震，複数のアスペリティの連動による巨大
地震の発生，遅れ 破壊等多くの現象を説明できる．アスペリティ近くの速度強化域では顕著な余効すべりが 発生す
るが ，余効すべりの時間関数や，余効すべりの伝播速度は ，すべり速度強化域の摩擦特性に依存する．また ，余効
すべりの伝播による応力変化は余震を引き起こし ，余震域は時間とともに拡大し ていく．余効すべりの観測や余震
域の拡大の様子から 摩擦特性を推定することも可能である．平成 18 年度は ，余効すべりや 余震域拡大過程の摩擦
パラ メター依存性についてシミュレ ーションにより調べた．また，余効すべりによる応力変化が 隣接するアスペリ
ティ破壊に及ぼ す影響についても検討し た．

(8) 地震発生の非線形動力学と非平衡統計力学
現在から未来へと 系の時間発展を計算し 予測を行う決定論的な地震予知のためには，断層やプレ ート 境界のすべ
りを 記述する摩擦法則が 本質的に 重要となる．平成 18 年度においては ，と くに地震性すべりを記述するような高
速すべりの摩擦法則を ，非平衡統計力学を応用し た理論的手法や離散要素法シミュレ ーションなど の計算的手法を
用いて研究し てきた ．また室内実験グループ とも協力し ，断層ガウジの摩擦強度をより微視的な観点から研究し て
いる．他方，よりグ ローバルな視点から ，断層相互作用系のダ イナミクスを統計物理におけるフラストレ ート 力学
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系とし てとらえる試みも開始し ている．とくに地震予知において重要となる前震と本震の時空相関の統計性を力学
的視点から基礎付けたいと 考えている．

地震地殻変動観測センター
教授
助教授
助手
産学官連携研究員
大学院生

岩崎貴哉，金沢敏彦 (セン ター長)，佐野 修，纐纈一起（ 併任), 大久保修平（ 併任)
酒井慎一，篠原雅尚，佃 爲成
萩原弘子，五十嵐俊博，望月公廣，山田知朗
生田領野，桑野亜佐子，中東和夫
深野哲生 (M2)，新井隆太 (M1)，大久保忠博 (M1)

地震地殻変動観測セン ターは ，観測所等の観測拠点とテレ メータ観測網を維持・活用し て地震現象に関する広範
な観測研究をすすめている．また，より稠密な機動的観測を行って活断層の深部構造と島弧地殻の変形過程の研究
を進めているほか ，海陸境界域においては光ケーブ ル式海底地震・津波観測システムと機動的な自己浮上式海底地
震計による観測研究をすすめている．また，新技術を開発し て観測の高度化をすすめている．

1. 地震観測研究分野
(a) 陸・海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 ている高感度地震観測点による広域的地震観測網による観
測，および 伊東沖のほか三陸沖に設置し ている光ケーブ ル式海底地震・津波観測シ 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．当セン ターでは ，北海道大学・弘前大学・東北大学・名古屋大
学・京都大学・高知大学・九州大学・鹿児島大学や気象庁・防災科学技術研究所・海洋技術開発機構・産業総合研究
所・東京都・神奈川県など 全国の大学や研究機関が 観測し ている地震波形デ ータを収集し ，当セン ターのデ ータと
統合処理し ている．これらのデ ータは ，日本列島周辺で発生する様々な地震に対する臨時観測のデ ータと併せるこ
とにより，より高密度な観測網が 構築され ，さまざ まな地震活動を詳細に知ることができた．

(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
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 ステムは 平成 8 年から本格運用が 開始され ，全国
の 9 国立大学による広域的高感度地震観測のほか，光ケーブ ル式海底地震・津波観測システムによる海域観測のデ ー
タ収集とデ ータ流通にも利用され てきた ．また，可搬型の衛星テレ メータ装置 (VSAT) 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 た地震観測研究が 進めら
れてきた ．平成 16 年度から新たに開始され た跡津川断層周辺における歪集中帯合同観測や，平成 16 年新潟県中越
地震等の余震観測にも，衛星 VSAT は大いに 活用され ている．本センターはこの衛星テレ メータシ 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を担当し ている．このシステムでは 5000 チャネル以上の
連続地震波形デ ータを ，全国の大学等の研究者に向けて常時リアルタイム配信する．本セン ターではこのための受
信専用装置の貸出しを行い，平成 11〜18 年度の間に約 30 機関が 利用し た．これにより，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 ，広範な研究者に可能となっ
た．さらに平成 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イムデ ータ交換
が 開始され ，本セン ターは 大学側の窓口とし てデ ータの受渡し を行い，全デ ータを 各大学へ配信する役割を担って
いる．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 ，光ファイ
バーを 利用し た高速接続回線を 運用し ている．一方，新世代の衛星通信テレ メータシ ステムとし て ，平成 12 年度
以降，３つの異なったシ ステムを 試験導入し てきた ．これらは低消費電力かつ高帯域利用効率型であり，VSAT 局
（ 子局 ）の消費電力は従来シ ステムの 1/10 以下であるため，太陽電池や風力発電機を利用し た，地上回線も商用電
源も不要な完全独立型テレ メータ観測も可能になった ．これらの VSAT の数は 平成 18 年度末現在で約 100 局であ
り，ハブ 局は本所と 長野県小諸に置かれ ，山間僻地・火山・離島等での観測に 利用範囲を 拡大中である．また平成
14〜18 年度には ，DVB-IP 方式に準拠し た新たな衛星配信実験を行い，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た．この実験では波形デ ータのみならず，気象庁や防災科学技術研究所との
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共同研究とし てリアルタイム地震情報の配信も行い，全国 18 大学がこれに参加し た．平成 18 年 12 月，通信衛星の
寿命到来と契約変更を機に ，衛星テレ メータシ ステムの旧 VSAT シ ステムは大半が 使用を停止し た．今後は新世代
の VSAT システムと ，急速に普及し たフレッツ等地上常時接続回線を適宜組み合わせて利用し ていく．これと同時
に衛星による全国データ配信も終了し た．この機能は地上の高速通信網に移行し ，平成 18 年度末現在，高速大容量
の広域実験網 (JGN2) や B フレッツ等の大容量常時接続回線により運用されている．本センターは ，平成 17 年度か
ら開始し たこの新し いデ ータ集配信シ ステムの技術開発においても，中心的役割を果たし ている (地震予知情報セ
ン ターおよび 国内６大学との共同研究)．

(c) 島弧地殻の変形過程の研究のための地震観測
総合集中観測による内陸域の歪・応力蓄積集中過程の解明
本センターは ，地震予知研究推進センターと共同で，
「 地震予知のための新たな観測研究計画（ 第２次 ）」の一環と
し て，平成 16 年度から 5 カ年の予定で 跡津川断層を 取り囲む所謂歪集中帯において 大規模総合観測を 実施中であ
る．これは ，全国の大学・関係機関との共同研究とし て実施され ているものである．平成 18 年度は，これ までに設
置し た衛星テレ メータ観測点の維持管理とともに ，地震予知研究推進セン ターと共同で断層近傍においてバ イブ ロ
サ イスを震源とするト ラップ 波の観測を行った．解析の面では ，衛星テレ メータ観測網からのデ ータは 順調に集積
し つつあり，平成 16-17 年度に 行った高密度オフラ イン 自然地震観測デ ータとともに 膨大な量の走時デ ータが 作成
され た．これらの自然地震デ ータ及び 制御震源探査デ ータから ，同地域の構造の特徴が 明らかになりつつある．跡
津川断層を含む地域の上部地殻には ，顕著な構造差が 存在する．自然地震を用いた広域トモグ ラフィ解析によれば ，
同断層下の下部地殻に低速度体の存在することが 強く示唆され た．また，断層に沿った，地震活動と相関の高い不
均質構造も検出され つつある．また，衛星テレ メータ観測点デ ータを 中核とし たレシーバー関数解析において，モ
ホ面が 検出され た．
糸魚川-静岡構造線断層帯におけ る構造探査・自然地震観測
平成 17 年度から 始まった「 糸魚川-静岡構造線断層帯におけ る重点的な調査観測 」において ，本セン ターは 地震
予知研究推進セン ター及び 東京大学大学院理学系研究科と共同で，糸魚川-静岡構造線における構造探査及び 自然地
震観測の実施を担当し ている．平成 17 年度に実施し た甲府盆地北部の調査観測では，構造線断層帯は，西傾斜の反
射面とし て深さ 2km まで確認された．また，自然地震デ ータを 用いたト モグ ラフィ解析でも，西傾斜の構造が 見ら
れ る．更に，フィリピン 海プレ ート からの反射波も捉えることができた ．平成 18 年度は ，諏訪湖周辺に存在すると
見られ る同構造線のセグ メント 境界の解明に向けた探査を実施し た．反射法探査は ，同地域の最浅部構造の解明を
主眼とし て実施し た．また，反射法測線を囲むやや広い領域にオフライン 型地震観測シ ステムを稠密展開し ，自然
地震活動及び 深部構造解明を図ることとし た．次年度は深部構造解明を目指し た調査が 実施され る予定で ，これら
のデ ータを 統合的に解析することによって ，同構造線の地域的特性が 明らかになるものと期待され る（ 地震予知研
究推進セン ターの項参照 ）．
新潟県中越地震の稠密余震観測
平成 16 年 10 月 23 日 17 時 56 分頃に発生し た新潟県中越地震（ M6.8 ）直後に ，本センターは ，地震予知研究推進
センターと共同で震源域及びその周辺に合計 56 点の観測点を設置し ，既設点と合わせた稠密観測網を構築し た．平
成 18 年度は ，地震研だけでなく他大学デ ータも合わせたデ ータ統合化が 行われ ，余震域の不均質構造が より詳細
な形で明らかになった（ 地震予知研究推進セン ターの項参照 ）．
紀伊半島東部におけ る海陸共同構造探査
地震研究所は海洋研究開発機構と共同で ，1944 年東南海地震震源域を北西―南東方向に切る測線において大規模
な海陸共同構造探査を実施し た．本セン ターは ，地震予知研究推進センターと共同で陸域部の観測の中核となり探
査を実施し た．具体的には ，全国の大学・関連機関と共同で 519 点に及ぶ観測点を 80km の測線上に展開し ，5 点に
おけ るダ イナマイト 発震を観測し た．得られた記録はほぼ 良好であり，プレ ート 境界からの反射波を含むいくつか
の後続波が 確認され ている．この記録の詳細な解析によって，東南海地震震源域からその北東に至るプレ ート 境界
構造に関し ，新たな知見が 得られ るものと 期待され る．
紀伊半島中部（ 和歌山県地域 ）におけ る稠密高精度微小地震観測
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地殻内流体の存在/移動は，地殻活動の重要な規定要因である．本セン ター及び 地震予知研究推進センターは ，ク
ラスター的微小地震活動が 活発な和歌山県の有田地域において稠密臨時地震観測を実施し て，微小地震の高精度な
震源分布と震源域の地殻構造を推定し た（ 地震予知研究推進セン ターの項参照 ）．
日光・足尾地域の地震活動
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 ている．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，過去 10 年以上に 及ぶ微小地震デ ータを 蓄積し ている．この長期間に
わたり蓄積された走時デ ータを 用い地震波トモグ ラフィー法により上部マントルから地殻最上部までの詳細な速度
構造を求め，活断層や，地震波反射面，深部低周波地震との関係を検討し ている．解析の結果，深部低周波地震の
発生域は低速度域の縁にあり，とくに Vp/Vs が 高い地域の縁にあることが 顕著である．通常の微小地震の発生し て
いる場所は速度が 普通かやや速く，活断層の下部は遅いことが 明らかになった．地震波反射面との関係もあわせて ，
さらに詳細な解析を行う予定である．
国際シンポジウム（ SEISMIX2006 ）の開催
本センターは ，地震予知研究推進セン ターと共同で，国際シンポジウム（ 第 12 回大陸と縁辺域の深部地震探査に
関する国際シンポジウム（ SEISMIX2006 ））を ，平成 18 年 9 月に神奈川県三浦郡葉山町で開催し た．このシンポジ
ウムでは ，これ まで本センター及び 地震予知研究推進センターが 行ってきた構造探査の成果をとりまとめて発表し
た．沈み込み帯における日本の貢献を海外研究者に向けて示すことができた ．変動帯域で大規模な構造調査を実施
し ている国は数ヶ国にすぎ ない．今回紹介し た研究成果は ，地球の”現在”の姿を 現すだけでなく，太古の地殻の化
石と比較することによって地球そのものの構造発達の解明に貢献できることが 示されたことは大きな成果と言える．

(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
宮城沖におけ る速度構造探査実験
平成 16 年度から開始され た「 地震予知のための新たな観測研究計画（ 第 2 次 ）」に基づ く地震予知研究の一環と
し て，平成 16 年度に宮城県沖地震の想定震源域において，海底地震計約 70 台，エアガン および 火薬発破による人
工震源を用いた構造探査実験を ，北海道大学，東北大学，千葉大学，九州大学，海洋研究開発機構と共同し て実施
し た．また，この構造探査と連携し ，陸域沿岸部に稠密アレ ー観測と臨時連続観測を行い，ダ イナマイト 発震点を
石巻市に設けた．平成 17 年度及び 18 年度は，この実験の解析を引き続き行った．その結果，牡鹿半島沖約 60km の
地点で島弧地殻の厚さが 22-24km で ，最上部マントル速度は 8.1km/s であることを明らかにし た．また，太平洋プ
レ ート 上面の深さは 約 35km と推定された．海溝軸直交測線のデ ータからは ，日本列島下へ沈み込む太平洋プレ ー
トが イメージング され ，太平洋プレ ートが 深さ約 30km で沈み込む角度が 急に大きくなることが 推定され た．平成
17 年 8 月 16 日には宮城県沖で M7 クラスの地震が 発生し た．この地震の震源は ，プレ ート 沈み込み角が 急になった
部分のプレ ート 境界上に位置すると推定され ，断層面の dip 角は本研究から求められたプレ ート 沈み込み角と調和
的である．これ までの結果と知られている大地震のアスペリティの分布を比較すると ，沈み込む海洋プレ ート の形
状が 大地震の破壊域を規定し ている可能性が 考えられ る．
茨城沖におけ る速度構造探査実験
福島県沖から茨城県沖にかけての日本海溝陸側斜面下では，微小地震活動が 活発であり，特に茨城県沖では，M7
級地震がほぼ 20 年の一定周期で繰り返し 発生し ていることがわかっている．そこで ，
「 地震予知のための新たな観
測研究計画（ 第 2 次 ）」に 基づ く地震予知研究の一環とし て ，平成 16 年に 1982 年茨城県沖地震震源域を 横断する
海溝軸平行 (150km) および 直交 (140km) の 2 測線で ，海底地震計 27 台を 用いたエアガン 人工震源地震波構造探査
実験を行った．それぞれの測線において ，沈み込む太平洋プレ ート の上面までの構造が 明らかになり，またプレ ー
ト 境界からの反射波についても，測線に 沿った振幅変化を追うことができた ．得られた地殻構造と 1982 年地震の
アスペリティとを対比すると ，海溝軸平行測線に沿っては，アスペリティの南端には海山とも考えられ る構造物と ，
その上には厚い堆積物に覆われた深さ〜3000 ｍの谷が 存在し ，また北端は反射率の高いプレ ート 境界面があること
がわかった．アスペリティは，これらの構造の中間に存在する P 波速度〜6km/s の物質がプレ ート 境界面と接する
場所によって決められていると考えられ る．また海溝軸直交測線では，アスペリティの最浅部に強い反射率を持ち，
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やはり P 波速度〜6km/s の物質がプレ ート 境界面と接し ており，それ よりも深いプレ ート 境界で地震時のすべりが
起こったとい うことが 明らかとなった．さらに ，平成 17 年には ，震源位置を精度良く決定することを目的とし て，
1982 年地震のアスペリティ全域を覆う面上に 27 台の海底地震計を設置し ，深さ 10km より浅い部分の地殻構造を明
らかとするための構造探査実験を行った．この実験の解析は現在進行中であるが ，現在堆積層を含む浅部構造まで
が 明らかとなっている．これらの構造探査実験の結果を考慮し ，平成 18 年度は ，福島県沖から茨城県沖にかけての
海溝陸側斜面下で ，北海道大学，東北大学，千葉大学，九州大学と共同し ，海底地震計 60 台，大容量エアガン 4 基
および 火薬発破を用いた大規模な構造探査実験を行った．また ，この構造探査と連携し ，茨城県沿岸部において臨
時連続観測を行い，ダ イナマイト 発震点を日立市に設けた．この実験は ，大エネルギ ーである発破を用いることに
より，平成 17 年度までにエアガンを用いて構造探査実験を行った海溝軸に直交する測線において，沈み込む海洋プ
レ ートを精度よく イメージング することと ，島弧地殻下の最上部マントル速度の海溝軸に沿った方向の変化を知る
ことが 目的である．本実験のデ ータは 現在解析中である．

(e) 小繰り返し 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る．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 ターでは関東から 東海・東南海・
南海道地域にかけての過去 10 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 ている．この長期にわたっ
て蓄積され たデータに ，平成 17 年度より防災科学技術研究所・気象庁等の波形デ ータも加え，現在は ，日本全域に
わたる M2 - 4 クラスの小規模繰り返し 地震の抽出を行っている．また，相似地震のスケーリング 則の高度化，地震
発生サイクルの揺らぎ の検証を行うため，小クラスターの活動に着目し た解析にも着手し ている．これ までの解析
の結果，茨城県以北の太平洋プレ ート 沈み込み帯ではプレ ート の上部境界に発生する多数の小繰り返し 地震を抽出
することができた ．その空間分布は 大地震のア スペリティや余効すべりの 発生位置との関連性が 見られ る．また ，
プレ ート 境界におけ るすべりの 時空間変化を可視化することにより，岩手沖のエピ ソデ ィックなすべりの時空間変
化，宮城・福島沖の低調なすべり，茨城県沖の比較的定常的なすべり等を大づかみにすることが 可能となった．一
方，フィリピン 海プレ ート で発生する地震は ，千葉県から神奈川県東部にかけた地域を除くと スラブ 内あるいは 上
盤側で発生する地震が 多く，現在のところ定常的な活動はあまり見られていない．し かし ，発生の特徴自体は ，東
北日本地域と同様，プレ ート 境界の固着状態と関連することが 示唆され た．

(f) 海・陸におけ る稠密な地震観測研究
(f-1) 余震観測
海底地震観測による紀伊半島南東沖の地震の余震観測
平成 16 年 9 月 5 日に，紀伊半島南東沖で M7.1 と M7.4 の地震が 発生し ，東海地方から四国地方にかけて 1m 以下
の津波が 観測された．震源は南海ト ラフ直下で ，プレ ート 境界ではなくプレ ート 内で発生し た逆断層型の地震と考
えられ る．この地震は，今後発生が 予想され ている東南海地震の想定震源域のト ラフ側すぐ 隣に位置し ，これ まで
に ，この地域で同様な地震の発生は知られていなかった ．東南海地震の発生予測を考える上で重要な地震であると
いえるが ，陸に展開されている基盤観測網からは 100km 以上離れていて震源の決定精度が 悪い．このため，余震活
動の詳細を明らかにすることを目的とし て，海底地震計を用いた余震観測を行った．まず，
「 東南海・南海地震の想
定震源域における微小地震分布を把握するための海底地震観測研究」
（ 文部科学省委託事業 ）の一環とし て，5 台の
海底地震計を用い，本震発生 3 日後から約一週間の観測をおこなった．その後，科学研究費補助金（ 特別推進研究)
によって，25 台の海底地震計を用意し ，北海道大学，東北大学，九州大学，海洋研究開発機構と共同で ，約一ヶ月
間の観測を行った．これらのデ ータを 解析し た結果，余震は海洋地殻内と海洋プレ ート 上部マントル内の 2 群に分
かれて発生し ていることがわかった．プレ ート 境界や陸側プレ ート 内では ，発生し ていない．これらの余震には明
瞭な面状分布は見られず，地震断層面を特定することが 困難であるため，先の文部科学省委託事業で地震発生前か
ら紀伊半島沖に設置され ていた長期観測型海底地震計のデ ータも併せて用い，本震直後の余震の震源再決定を行っ
た．その結果，M7.4 の本震および その前に発生し た M7.1 の地震は ，ど ちらも海洋プレ ート 上部マントル内に震源
が 位置することがわかった．海洋プレ ート 上部マントル内で発生し ていた余震は ，本震と同様な逆断層型の地震が
多いが ，海洋地殻内で発生し ていた余震は横ずれ 型の地震が 多く，その分布には線状配列が 見られた．これらのこ
とから，本震の余震は主に海洋プレ ート 上部マントル内で発生し ，海洋地殻内で発生し ていた地震は ，それらの地
震に誘発され た地震と考えられ る．
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2005 年 11 月三陸沖の地震震源域におけ る海底地震観測
平成 17 年 11 月 15 日に 日本海溝よりさらに 東側を震央とする M7 クラスの正断層型地震が 発生し た．これ まで ，
プレ ート の沈み込みに 伴い発生する海溝陸側斜面下における地震については複数の観測研究があり，海陸プレ ート
境界および その近傍における地震活動と不均質構造との関係が 明らかになりつつあるが ，今回発生し た地震のよう
な，海溝軸近傍下および より陸から離れた領域下については ，研究例が きわめて少ない．し かし ，このような海溝
軸海側の領域は ，海洋プレ ート の沈み込みのダ イナミクスを沈み込み前から沈み込み後までを統一的に考える上で
は ，陸側斜面下と同様に 重要である．そこで地震地殻変動観測セン ターでは ，東北大学と 共同で ，7 月に 海底地震
計を設置し た．このうち地震地殻変動観測センターの海底地震計 5 台は 10 月に全台回収し た．記録は解析中である
が ，観測網の東から東南方向に平成 17 年の地震の余震活動とおもわれ る顕著な活動が 検知されている．

(f-2) 海底長期地震観測
茨城沖におけ る長期海底地震観測
房総沖から茨城県沖にかけての日本海溝沿いでは ，定常的に地震活動が 活発な地域であり，M7 級地震がほぼ 20
年の一定周期で繰り返し 発生し ている場所である．最近では 1982 年 7 月に M7.0 の地震が 発生し ており，この地震
の震源過程の研究によると ，震源域におけ るプレ ート 間カップ リングがほぼ 100 ％であることが 示唆され ている．
1982 年の地震発生から 20 年が 経過し た平成 14 年頃より，この震源域におけ る地震活動が 活発化し ていることが ，
陸上の定常観測から 明らかとなった ．これが 前震活動である可能性もあ ることから ，M7 級地震発生に 至る準備過
程の研究を目的とし て，平成 14 年 7 月より海底地震計と 海底圧力計を用いた長期観測を行ってきた ．平成 18 年度
についても，長期型海底地震計 5 台を 用いた 観測を継続し ている．これ まで 観測され た地震の震央分布を 見ると ，
1982 年地震の本震周辺に集中的に地震が 発生し ており，さらに地震時すべり量が 大きかったと考えられている場所
でも発生頻度が 高いことがわかった．平成 17 年に本海域で海底地震計と制御震源を用いた 3 次元構造調査が 行われ
ており，精度良く決められ た地殻構造を 利用し て ，震源と構造との関係について 詳細に 明らかにする予定である．
また ，海溝軸より海側の太平洋プレ ート 内では ，沈み込みに 伴うプレ ート の湾曲作用による地震が 発生し ている．
この地震活動については，陸上観測からはその詳細を明らかにすることができない．太平洋プレ ート 上には海山が
点在し ており，プレ ート の湾曲に伴う海山周辺のテクトニクスについても，よく分かっていない．平成 17 年「 白鳳
丸 」KH05-4 次航海において ，こ うした地震活動・テクトニクスを解明することを目的とし て，10 月 15 日に 4 台の
長期型海底地震計を設置し ，制御震源構造調査を実施し た．これらの海底地震計は平成 18 年「 白鳳丸 」KH06-3 次
航海中に ，全台回収され た．ここで得られた記録については ，現在解析中である．
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と孔内観測所周辺での制御震源構造探査実験
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 ワーク計画の一部とし て ，それぞれ 設置され た．西フィリ
ピン 海盆 WP-1 観測所は ，平成 14 年 3 月からデ ータ収録を始め，平成 18 年 6 月に ，海洋研究開発機構無人探査機
「 かいこ う 7KII 」によるデ ータ回収を行い，無人探査機の制限により，観測を休止し た．さらに平成 18 年には ，観
測網を補完するために四国海盆南部に設置し た広帯域海底地震計を ，無人探査機を用いて回収し た．北西太平洋海
盆の WP-2 観測所は，平成 12 年から稼働し ていたが ，平成 17 年 7 月の海洋研究開発機構無人探査機「かいこ う 7K 」
による観測所保守作業を最後に，やはり無人探査機の制限により，観測休止となった．現在，WP-1 観測所からはほ
ぼ 連続する合計 691 日間の観測記録が ，WP-2 観測所からは 合計 436 日間の観測記録が 得られている．また ，三陸
沖日本海溝陸側斜面の JT-1 及び JT-2 観測所からは ，現在までに合計 15ヶ月以上の地震記録と傾斜計記録が 得られ
ており，現在も傾斜計に関し ては観測を継続中である．平成 18 年度は ，WP-2 観測点付近で，これ までに計３回行
われた制御震源と孔内地震計，海底地震計を用いた地殻構造探査実験デ ータの解析を行い，地殻は典型的な海洋地
殻であること ，最上部マントルの速度に方位依存性があることを見いだし た．また，WP-2 観測所で得られた遠地
地震記録を用いて ，レシーバー関数解析を行い，400km 不連続面と 670km 不連続面も，地球標準モデルとほぼ 同じ
深さに存在することが 分かった．

(f-3) 微小地震観測
日向灘におけ る海底地震観測
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日向灘は ，フィリピン 海プレ ートが ，九州の下に 沈み込み始める場であり，数十年間隔で M7 クラスの地震が 発
生し ている地震活動が 活発な領域である．また，これ までの地震破壊過程や GPS の解析結果によると，非地震性す
べりと M7 クラスの地震が 相補的に発生し ていることが 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 ，海底地
震観測による日向灘における地震活動の調査から ，スラブ の形状や応力場など の日向灘における沈み込みの特徴の
詳細を明らかにし ，プレ ート 間のカップ リング 状態をあきらかにすることを 目的とし て ，平成 14 年度から実施し
ている機動的海底地震観測に引き続き，平成 18 年 4 月から 7 月の約 2ヶ月半にわたって，23 台の海底地震計を用い
た地震観測を日向灘で行った．海底地震計の設置および 回収には ，長崎大学水産学部「 長崎丸 」を用いた ．本観測
によってえられたデ ータにより，観測期間中の日向灘の震源分布が 精度良く求められた．また ，これ までに実施し
た海底地震観測デ ータを 用いることにより，日向灘におけ る応力場があきらかになりつつある．プレ ート 間カップ
リング の状態と大地震との関係について ，現在引き続き解析を行っている．なお本研究は，九州大学，鹿児島大学，
東北大学，長崎大学との共同研究である．

(g) 文部科学省委託事業による海底地震調査観測研究
東南海・南海地震想定震源域におけ る長期海底地震観測
「 東南海・南海地震等海溝型地震に 関する調査研究 」
（ 文部科学省委託事業 ）の課題である「 より正確な地震活
動を把握するための海底地震観測研究 」の うち，
「 東南海・南海地震に関する調査研究 」の一環とし て，紀伊半島潮
岬沖の東西約 50km，南北約 60km の範囲に ，長期観測型海底地震計 9 台を設置し ，平成 15 年 12 月から微小地震観
測を開始し た ．長期観測型海底地震計は ，固有周期 1Hz の 3 成分セン サーと ，合計 80 ギガ バ イト の容量を 持つレ
コーダ ーからなり，リチウム電池とともに 直径 50cm のチタン 球に封入され ，1 年間の長期観測が 可能である．平成
18 年度は ，平成 17 年度に 設置し た海底地震計 23 台の回収と 新し く整備し た 2 台を 加えた 25 台の海底地震計の設
置を 7 月に実施し た．また，これ まで 観測を行ってきた観測領域の東側 5 点での観測を 終了し ，ト ラフ軸周辺で発
生する地震の震源決定精度を向上させるため，新たにト ラフ軸近くに 7 観測点を新設し ，観測領域を南側へ拡大し
た．観測は ，平成 18 年 7 月に地震研究所の傭船を用い，昨年度設置し た 23 台の海底地震計の回収と新規整備分の
2 台を含む 14 台の海底地震計設置作業を行った．また同一航海において ，エアガン 震源および シングルチャン ネル
ハイド ロホン スト リーマーを用いた地殻構造探査実験を行った．その後 8 月に ，ヘリコプ ターによって 11 台の海底
地震計を 設置し ，総計 25 台の海底地震計を用いた 地震観測を 実施中である．これ までに回収され た観測デ ータは
現在解析中であるが ，気象庁一元化リストには 含まれ てない観測領域で 発生し ている地震など が 観測され ている．
海底地震計で観測され たデ ータを用いた震源再決定の結果，東南海・南海地震の想定震源域でのプレ ート 境界では
ほとんど 地震活動が 見られず，沈み込む海洋プレ ート 内に活動があることが 示唆され た．
青森沖におけ る長期海底地震観測
「 東南海・南海地震等海溝型地震に関する調査研究」
（ 文部科学省委託事業 ）の課題である「 より正確な地震活動
を把握するための海底地震観測研究」の うち，
「 日本海溝・千島海溝周辺の海溝型地震に関する調査研究 」では，初
年度である平成 16 年度から 平成 17 年度にかけて，三陸沖北部・青森県沖で観測を 行った．長期観測型海底地震計
18 台を 展開し ，平成 17 年 3 月から 10 月まで 微小地震観測を 実施し た ．また ，観測期間中である同年 10 月中旬に
は ，各海底地震計の着底位置決定および 地震計直下の浅部構造の推定を目的とし て，観測点直上を通る測線におい
てエアガン の発震を行った．解析については ，まず，気象庁震源リスト（ 一元化リスト ）にある地震について験測
および 一次元速度構造による震源決定を行った．次に ，海底地震計波形記録から ，一元化リストにない，海底地震
計のみで記録され ている地震について験測・震源決定を行った．その結果，海底地震観測網によって決定され た震
源と一元化リストにある震源の位置を比較すると ，震央位置に大きな変化はみられなかったが ，深さ方向には大き
く変化し ていた．海底地震観測網で決定され た震源分布では ，震源が より薄い面を形成し ているように見え ，その
差異は特に海溝に近いところで 顕著である．日本海溝・千島海溝会合部近傍では ，海洋プレ ート 沈み込みに 伴う二
重深発面の下面の地震が 観測されない一方，三陸沖北部では海溝に近いところまで発生し ている．さらに ，速度構
造と矛盾の少ない震源分布を 求め，プレ ート 境界面の形状を 推定する目的で ，3 次元速度構造ト モグ ラフィ解析を
行った．一元化リストの地震の内，海域・陸域観測点双方で P 波および S 波の読み取り数が 多い地震を選び 解析に
用いた．決定され た震源から ，スラブ 上面の地震を選び ，プレ ート 境界の深さ分布を推定し た．観測領域の南隣で
ある 1994 年三陸は るか 沖地震発生域での余震観測結果と合わせて 解釈し た結果，三陸沖に対し 日本海溝・千島海
溝会合部ではプレ ート 境界が 10km 程度浅くなっている．これは海溝会合部におけるプレ ート 沈み込み方向の変化
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に伴うものであると考えられ る．1968 年十勝沖地震の北側アスペリティの空間的位置と比較すると ，プレ ート 境界
面の深さ変化がみられ る地点はアスペリティの北縁に位置し ている．このことは，沈み込む海洋プレ ート の幾何学
的形状が ，大地震でのすべり領域を制約する条件の一つである可能性を表し ていると考えられ る．また，エアガン
を用いて 2 次元 P 波速度構造解析を行った結果，1968 年十勝沖地震北側アスペリティの南外縁において島孤地殻の
薄化が 検出され た．これは過去にこの領域で異なる走向の測線で実施されたエアガン 構造探査と調和的である．ま
た，海山が 位置する場所において周辺に比べ高速度域が より浅部まで存在し ていることが イメージ され た．
根室沖におけ る長期海底地震観測
「 日本海溝・千島海溝周辺の海溝型に関する調査研究 」の二年次目である平成 17 年度から平成 18 年度にかけて
は ，長期観測型海底地震計を用いて，根室沖千島海溝陸側斜面におけ る微小地震観測を行った．観測域は ，根室沖
の東西約 120km ，南北約 100km の範囲である．平成 17 年 12 月に 18 台の海底地震計をヘリコプ ターを 用いて 設置
し ，観測を開始し た．さらに平成 18 年 1 月に 12 台の海底地震計を追加設置し ，総計 30 台の海底地震計による観測
網を構築し た．使用し た海底地震計は，平成 16 年度に青森県東方沖で使用し たものと同じである．海底地震計の回
収は平成 18 年 7 月に地震研究所の傭船を用いて行った．また，平成 18 年 5 月末から 6 月初めには，観測海域におい
てエアガンを用いた地殻構造探査実験を北海道大学，東北大学と共同で実施し た．現在解析が 進行中であるが ，海
底地震計デ ータを 用いて 再決定され た震源は ，震央については 気象庁が 決定し た震央と 大きな差異が ないものの ，
深さについては ，精度が 上が り，震源分布が 面状の構造をし ていることが 示唆され る．さらに ，この領域で過去に
行われた構造探査実験の結果と震源分布を比較すると ，今回得られた震源は ，沈み込む太平洋プレ ート の上面付近
に集中し ，地震が 形成する面がプレ ート 境界を表し ていると考えられ る．
北海道南方沖および 青森県東方沖における長期海底地震観測
「 日本海溝・千島海溝周辺の海溝型に関する調査研究」の三年次目の計画とし て，平成 18 年度は ，初年度の観測
域である三陸沖北部に隣り合う北東部において，長期観測型海底地震計観測網を構築し た．これは ，三陸沖北部の
想定震源域および 平成 15 年十勝沖地震のアスペリティ境界域での正確な地震活動の把握と ，より海溝軸に近い領域
のプレ ート 境界面形状の推定を 目的とし ている．平成 18 年 10 月に地震研究所の傭船を 用いて 22 台の海底地震計
を ，平成 18 年 11 月にヘリコプ ターを 用いて 20 台を 設置し ，微小地震観測を 開始し た．総観測点数は 42 点，観測
点間隔は 20km から 25km である．設置され た海底地震計は平成 19 年度中に回収する予定である．
宮城沖におけ る長期海底地震観測
宮城沖ではプレ ート 境界型大地震が 過去繰り返し 発生し ており，地震調査研究推進本部による海溝型地震の発生
可能性の長期評価においても今後 20 年程度以内に，M7.5，場合によっては M8 クラスの地震発生が 高いものとし て
いる．このような宮城沖地震の想定震源域周辺の地震活動が 示す空間的な特徴を把握するためには，同一の観測点
配置による観測を長期間継続し て実施することにより，デ ータの蓄積を図るとともに ，地震活動の時間変化を検出
する必要がある．このため，地震地殻変動観測セン ターでは，平成 14 年 7 月より東北大学と共同し て宮城沖地震の
想定震源域において長期観測型海底地震計による繰り返し 観測を 実施し ている．平成 18 年は ，5 月と 11 月に前年
度設置し た地震計の回収を 行った．特に 5 月に 回収し た地震計には ，通常の地震記録の他に ，平成 17 年 8 月 16 日
に発生し た M7 クラスの地震とその前後の地震記録が 含まれ ている．また ，11 月には，新たに 5 台の地震計を設置
し た．この地震計は平成 19 年秋に回収の予定である．なお，これらの地震観測網を 補完する形で ，平成 18 年 4 月
から 10 月にかけて，東北大学および 気象庁と 共同で短期観測型海底地震計の繰り返し 観測を 併せて実施し た．こ
れ まで 得られたデ ータから ，地震活動と地殻・上部マントル構造との対応関係が 明らかになりつつある．

(h) 海底諸観測の技術開発
海底で大振幅の地動を記録するために開発中である海底強震計は，平成 17 年にスマト ラ沖地震の余震域に一号機
を 1 台設置し た．この強震計は，セン サーに MEMS 技術を用いた 3 成分サーボ 型加速度計を用いたもので ，観測期
間は約 2ヶ月である．これにより，多数の地震の加速度記録を収録することができた．平成 17 年には ，引き続き記
録期間を１年間にまで延長し た二号機を開発し ，茨城県沖に設置，観測を行った．二号機は ，平成 18 年 9 月に回収
され ，現在記録の解析中である．平成 18 年は，一つの耐圧容器に加速度センサーと速度型地震計の 2 種の地震計を
搭載し ，記録のダ イナミックレンジを広げ，多様な解析が 行える記録を得ることを 目的とし た三号機を開発し ，茨
城県沖に 5 台設置し た．三号機の観測期間も約 1 年であり，平成 19 年度に回収の予定である．
(i) 地下水観測など
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プレ ート の運動など に伴い地殻岩盤の変形や応力変化が 生じ ，間隙流体の圧力変化，既存の微小クラックの変形
や新たなクラックの生成が 起きる．圧力が 強まれば そこの間隙流体を外部へ押しだす．深部高温高圧流体は低圧環
境である地殻上部へ移動し ，さまざ まな地表現象を露呈する．その有様を 研究するため ，西から 福岡県，山口県，
島根県，岡山県，兵庫県，和歌山県，静岡県，神奈川県，長野県，新潟県におけ る 33ヶ所にて地下水の水温，水位，
電気伝導度の観測を実施し ている．さらに ，地中ガ スの噴出の監視のためラド ンをターゲット にし たガン マ線サー
ベ イも各地で実施し ている．深部間隙水や地中ガ スの移動，とくにその流体が 上昇し 地表付近に噴出し ているとい
う作業仮説を立てて検証を実施し ている．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
常の調査を継続し ている．2000 年の鳥取県西部地震の発生時ご ろから水温上昇が 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．2001 年 4 月末から水温連続観測を行っている．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 た．浅層地下水内に 深部高温水が 時々噴出し ているらし い．この現象は 微弱
ながら現在も時々発生し ている．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，水を採取し 水質
の時間変化の調査も行っている．南海地震へ向けて 2002 年度から開始し た紀伊半島南部の温泉観測では，2005 年，
勝浦町勝浦や潮岬（ 3 カ所，水温および 水位 ）において観測を開始し ，本宮，湯ノ川，古座川（ ２ヶ所 ），串本を含
めて 9 観測点になった．2002 年度，東海地震へ向けて焼津市において 地下水（ 水温，水位 ）の観測を 開始し たが ，
2004 年度は静岡県沼津市，神奈川県伊勢原市にも観測点を設置し た．2004 年に浜松市,2005 年には焼津市にそれぞ
れ１観測点を新設し た．2003 年度より焼津において 1/1000 ℃の分解能をもつ精密観測も実施し ているが ，今年度
から静岡市中島にも同じ ような観測点を設置し た．この精密水温観測点 2ヶ所において，現在水温が 年間数 10m ℃
の率で上昇中である．これで，水温観測点 8 点，そのうち１カ所には水位計も設置し 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阿賀野市においては，地下水温観測，ガ
ン マ線サーベ イを今年度も実施し た．また，本震の震源から 70km の阿賀野市出湯温泉において 2004 年新潟県中越
地震の１年ほど 前から電気伝導度の上昇変化および 地震時の上昇変化を観測し 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．近畿地方では，2002〜2003 年ご ろから有馬-高槻構造線付近
を境にし て東南の地域では南北圧縮速度の増加，西北では微小地震活動低下および 東西圧縮歪の減少が 進行中であ
る．それに関連し た地下水温上昇変化が 兵庫県川辺郡猪名川町の自噴井で観測され た．自噴井は ，上記地震活動域
の西側の低活動地域内の猪名川町に位置し ，その直下で地殻圧縮が 進行し ていると解釈され る．地殻内の歪や応力
の変化に伴って深部の高温間隙水が 被圧し ，破砕帯や微小クラック群を経由し て地表付近の浅い地下水に混入し て
水温を上げ た．2001 年に 開始し た精密水温観測の成果である．2002 年ご ろから 微小な水温上昇，2003 年から顕著
な水温変化．2005 年初めからは ，上昇率が 以前の数年間平均の倍以上の 17m ℃/年となった．このような地殻変動
に対応する水温変化を詳し く観測するため，2006 年には静岡市においても精密水温観測を開始し た．同じ ような観
測は焼津市でも 2003 年に開始し た．東海地方のこの 2 点においても長期的な水温上昇傾向を示唆するデータが 得ら
れている．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．新潟-神戸構造線と糸魚川・静岡構造線
の交差するこの地域のテクトニクスの理解も進展し 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 ，GEONET 等による GPS
観測結果と比較検討し ，地震発生と地殻変動の関係に関する研究を行っている．また，地殻変動の高精度連続観測
を可能にするために開発され 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，ジャイロ方位計から構成され ている ）を伊豆の群発地震発生地域の震源域，想定され る東海，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．鋸山で計測されている伸縮計および 傾斜計記録を平成 14
年までさかのぼって調査し たところ，2004 年の最初の四半期を境とし て，それ 以前と以後で伸縮計の EW 成分にト
レンド の変化が 認められた．一方，NE 成分はわずかにトレンド が 変化し たとも読み取れ るが ，NS 成分にはトレン
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ド の変化が 認められなかった．これは 鋸山に近い GEONET の観測点の記録とも調和的であるが ，歪傾斜連続観測
では ，このような長期変動がしばしば 認められ るので ，結論に至るまでには ，しば らく様子を見る必要がある．
岩手県釜石実験場におけ る高精度弾性波
地殻内部を伝わる弾性波は応力変化にともな う地殻内部の微細な構造変化に敏感である．し たがって精密に制御
された震源を 用いた弾性波の連続観測からえられ る情報は, 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 Q 値に関する情報で
ある．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
手県釜石実験場にて，P 波および S 波連続観測とボアホール歪計による歪との比較観測を実施し ており，ppm オー
ダ ーの速度変化が 捉えられている．コサイスミックな速度変化や季節変動が 認められている他，長期トレンド とし
て速度増加が 認められている．速度連続観測方向は ，通常，４方向であるが ，その うち２方向のみ S 波が 計測され
ている．速度変化から応力変化を推定するためには弾性波速度の応力感度係数を知る必要がある．感度係数は，残
念ながら ，含水状態を含む内部構造に依存し ているため，すべての方向で同じ 感度をもつとは限らない．現時点で
感度係数が 議論できる経路は当初から観測し ている経路のみであるが ，速度の気圧応答が 認められており，単純な
相関処理から 1.4ppm/hPa がえられ る．この値は ，花崗岩の室内実験によりえられた 10MPa の封圧下の応力感度係
数 0.8ppm/hPa とほぼ 等し い．弾性波の長期トレンド から推定され る応力増加率は 1990 年代は概ね 640hPa/year で
あったが ，最近の数年間は小さくなっている．また一昨年度に設置し た S 波測定系による記録も解析が 始まってお
り，P 波と S 波の変化の違いから水の影響を分離できると 考えている．精密に制御され た震源をもちいた弾性波の
利用は正弦波であろうとパルス波であろうと極めて正確に制御され たクロックを利用するところに 特徴がある．一
方，弾性波の応答は内部の構造に依存し ，深さの関数となる．一般に ，より深い領域の性質を求める場合，発振子
と受振子の距離を長くすることになるが ，深い領域では速度の応力感度が 小さいため，ト ラベルタイムの変化量の
大部分が 浅い領域の変化を反映し たものとなる．浅い領域ほど 気象変化等の擾乱の影響が 大きいため ，深部領域の
僅かな変化を抽出する過程で誤差が 重畳することが 想定され る．そのための解決法とし て釜石で実施し ているよう
に発振源を地下に設置することが 考えられ るが ，利用可能な地下空間には限りが ある．し たがってボアホールに設
置可能な震源の開発が 必要である．今年度は ，ボアホール 設置型発振子を設計・試作し た．
油壷観測壕におけ る高精度弾性波，比抵抗等，種々の比較観測
油壷観測壕において ，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，
井戸水位等の比較観測を実施し てきた．また，IPGP との共同で閉鎖地下空間内部の微小気象変動に関する研究も
実施し てきた．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 観測され て
いる．三宅島の活動が 活発であった平成 12 年を境とし て，それ 以前と以後で長期速度トレンド には顕著な差が 見出
されている．
名古屋大学瑞浪観測点におけ る高精度弾性波観測
名古屋大学および 東濃地震科学研究所との共同で ，高精度弾性波やその他，歪計，傾斜計，総合観測装置による
連続観測との比較試験を実施し ている．速度変化は 10ppm オーダ ーまで検出されているが ，他のテストサイトでは
見出されていない大きな年周変化が 検出されており，空隙率 40 ％に達する空隙内の水の温度変化で説明可能と考え
られている．
パリ地球物理研究所観測壕におけ る高精度弾性波観測
フラン スのアルプ ス地方にある観測壕ではフラン スの原子力庁やパリ地球物理研究所の研究者がさまざ まな観測
を実施し ている．この観測壕は年周 60 メートルにも達する水位変化をともな うダ ム湖に隣接し ており，観測壕内に
比較的大きな応力変化をもたらし ていると想定され る．温度変化等の気象変動がおさえられ るような観測壕で ，し
かも比較的大きな外力変化があるこの観測壕は ，高精度弾性波観測手法のキャリブレ ーションあるいは 性能評価に
適し たテスト サイトである．そこで科学研究費により，高精度弾性波測定系を 設置し ，平成 16 年 10 月から連続観
測を開始し た後，当初の契約期間である約２年間の連続計測を 完了し ，平成 18 年９月にすべての観測機器を撤収
し た．予備解析によれば ，水位変動と調和的な速度変化が 検出できている．
地殻応力絶対量計測技術開発
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地球科学分野の地殻応力の絶対量計測には水圧破砕法が 主に用いられてきたが ，1980 年代からすでに疑問点が 指
摘され てきた ．その後のデ ータ蓄積やシミュレ ーションにより，その 疑問点に関する議論がここ数年間に再燃し て
いる．そこで地殻応力測定の信頼性を確保するために必要な問題点の整理と解決法の提案を目的とし て，地震研究
所で平成 15 年および 平成 16 年の二度にわたり研究集会を開催し た．これ までの主力であった水圧破砕法について
は ，従来法のままでよいのか修正法あるいはその他の手法でなければ ならないのか ，参加者全員の合意はえられて
いないが ，水圧破砕法の問題点が 水を用いて直接岩を載荷することにあることだけは確かなので ，水を使用し ない
乾式破砕法による応力測定プ ローブ のプ ロト タ イプ を試作し ，平成 18 年度もその 信頼性評価に 関する現位置試験
等により開発を 進めてきた ．基本はジャッキ式に分類され るものであるが ，水圧破砕法による測定と乾式破砕法に
よる測定結果は観測方程式レベルで比較できるので，水圧破砕法の疑問点に対する回答がえられ るものと考えてい
る．平成 18 年度は，主とし てプ ローブ と岩盤のカップ リングが 計測結果におよぼ す影響に関する数値計算を実施し
た，その結果，きれ つ開口部の応力集中量はプ ローブ と岩盤のカップ リング の影響を受けるが ，接触領域が± 60 度
以内ならば ，両者が 完全に剛結し ている場合から，両者が 摩擦係数ゼロで 完全にすべる状態に至るまで 感度係数が
ほぼ 一定であることがわかった．これは精密な測定が 必要な場合，接触領域を 60 度以内程度で制御すれば よいこと
を 示す重要な知見である．これら数値計算結果を 補強するため室内検証試験および 現位置試験を平成 18 年度中に
実施する．

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 て計画されたことにより，観測点は地域を代表する
露岩上に設置された．一方，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 た ．観測点は 露岩上と堆積層上に置かれ ，２箇所の鉛直アレ イも含め国際的なテ スト サ イト
とし て位置づけられている．平成 9 年度以降，リアルタイム地震学の分担課題を担うため，準リアルタイム機能を
持つ機器へ更新するとともに ，観測点の増強を行ってきた ．また，平成 11 年度には大都市圏強震動総合ネット 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
るリアルタイム伝送を行っている．以上の定常観測網によって，最近の観測例では ，2004 年紀伊半島南東沖の地震
の長周期地震動をとらえることに成功し た．
このほか，機動観測用強震計の開発を進め，開発された機器により 2000 年三宅島噴火に伴う群発地震，2003 年宮城
県北部の地震，十勝沖地震，2004 年新潟県中越地震の余震強震観測を行った．この機器は微動観測にも対応可能な
増幅器を併せ持ち，トルコや台湾など の海外を含む各地の微動探査にも活躍し た．また，こ うし た観測結果を含め
た強震記録の解析的研究を平行し て進めており，上記地震だけでなく 1999 年台湾集集地震，2000 年鳥取県西部地
震，2003 年宮城県沖の地震など も含め，運動学的な震源過程モデルの構築や，そのモデルをベースとし て各震源断
層の動力学的挙動の解明も行った．さらには ，強震動予測のための震源モデル構築をめざし て，歴史を遡った 1923
年関東地震，1978 年宮城県沖地震など の強震デ ータの発掘と，それに基づいた震源過程の解析を行い，固有アスペ
リティモデルの検証など を行っている．

地震予知情報センター
教授
阿部勝征 (セン ター長)
助教授
鷹野 澄
助手
中川 茂樹，鶴岡 弘
研究支援推進員・技術補佐員
佐藤 摩紀
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，全国の大学等と協調し て，データ流通ネット ワーク
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やデータベースなど の全国的な情報流通基盤の整備・運用を行い，全国的な共同利用を推進し ている．また ，全国
の研究者向けに ，共同利用計算機シ ステムの提供，地震情報提供サービ ス，古い地震記象の利活用，首都圏強震動
総合ネット ワークの構築と運用など を行っている．さらに地震や津波の発生 メカニズムの研究，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，地震防災から情報科学までの幅広い研究活動を行っている．

1. 国立大学観測網地震カタログ (JUNEC) の公開
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 ，作成され たデ ータは ，CD-ROM に
よりデ ータ提供機関に還元するとともに ，一般研究者にも公開し 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 および WWW でも公開し ている．

2. 新 J-array と全国地震波形データベースの利用シ ステムの開発と運用
本センターでは，平成 7 年より，全国９つの大学の地域セン ター等と共同で，各大学で収集している地震波形デー
タをデ ータベース化し て インターネットで提供する全国地震波形デ ータベース利用システムを開発し ，各大学と連
携してデータ提供を行っている．平成 18 年度は，各大学に設置し ているシステムのハード ウェアの機種更新を行い，
性能向上と容量増を行った．また利用ソフトウェアの機能拡張・強化を行い，各大学のソフトウェアを更新し た．さ
らに平成 17 年度から開発開始し た「 チャネル情報管理システム（ CIMS ）」を ，分散型のデ ータベースにし て機能拡
張し ，各大学の新し いハード ウェアに導入し た．今後，各大学で試験を行って平成 19 年度には本格的な運用を開始
する予定である．このほかに，本センターでは，地球内部構造の研究等に資するために，世界の大地震 (M5.5 以上，
日本付近は M5 以上) 発生時に日本列島で観測され た気象庁や大学等の地震波形デ ータをフィルター処理し て 20Hz
に リサンプ リングし た新 J-array 地震波形データベースを開発し 運用し ている．新 J-array 波形データは ，イン ター
ネットで準リアルタイムで公開し ている．またその中から ，M7 以上の大地震について ，CD-ROM に収めて全国の
研究者に提供し ている．

3. 全国地震データ流通ネット ワークの構築と運用
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 ステムの構築
と運用を行っている．平成 17 年度からは，全国規模の光ファイバーによる超高速広域ネット ワーク JGN2 を用いた
大学間の地震波形データ交換システムの構築実験を実施している．この成果をもとに，JGN2 とフレッツ回線を利用
し て，衛星回線に代わる地上回線を用いた次世代データ流通ネットワークを構築し 運用開始し た．今後は ，SINET3
など 最先端のネット ワークを活用し て，より使いやすく信頼性の高い全国地震デ ータ流通システムの構築を進める
予定である．

4. 全国共同利用並列計算機シ ステムの提供
本セン ターは ，全国共同利用の計算セン ターとし て，デ ータ解析やシ ミュレ ーションなど のために ，高速並列計
算機シ ステムを導入し ，全国の地震・火山等の研究者に提供し ている．平成 19 年 3 月には ，SGI Altix 4700 シ ステ
ムに更新し CPU 性能と メモリ容量，ディスク容量を大幅に向上し た．この機種更新に際し ては，仕様策定委員会を
9ヶ月間かけて合計 9 回も開催し ，この分野における今後の大型計算需要に耐えられ るよう，可能な限り高い要求仕
様をまとめた．今回導入が 決定し た，SGI Altix 4700 シ ステムは ，並列計算サーバとし て 156Core/512GB メモ リ，
高速計算サーバとし て 160Core/320GB メモリ，それ らのフロント エンド サーバとし て 16Core/32GB メモリを有し
旧システムの 6〜8 倍の性能の高速並列計算機である．平成 18 年度の年間登録者数約 450 名の うち毎月 120〜180 名
が 実際に利用し ，その うちの 3〜4 割（ 時に 5 割以上 ）が 地震研究所の外から共同利用で利用し ている大学や研究所
の研究者となっている．この為，本センターでは，利用マニュアルを インターネットで公開し ，外部利用者にも不便
のないよ うに努めている．また，毎年，利用者講習会を開催し て初心者や並列計算利用者へ利用講習を行っている．
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5. 研究者向けの情報提供
今日では地震や火山に関する情報が インターネットで広く公開され るようになってきたが 本セン ターでは早くか
ら 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．全
国地震データ流通システムで提供され ている広帯域地震波形デ ータを 利用し て，震源速報等の地震情報を必要とせ
ずに，地震の発生・発震機構 (MT 解)・大きさ（ モー メント マグニチュード ）をリアルタイムに決定する新し い地震
解析システム GriD MT を開発し て，その解析結果を Web や メールで リアルタイムに情報発信し ている．また，現
在までに得られた，解析結果についても http://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/GRiD MT/ により公開し ている．世界
で起こった大地震や被害地震の震源を解析し 情報発信を行う「 EIC 地震学ノート 」については ，部門の方に引き継
がれて継続中である．このほか , 我が 国や世界中で 準リアルタイムで提供され ている地震情報を ，国内の研究者に
配信するサービ スも継続し て実施し ている．また，気象庁の一元化震源のミラーサ イトを運用し ，大学等の研究者
に提供し ている．このほかに，国内外の地震カタログ をデータベース化し て検索し 解析など に利用できる地震活動
解析シ ステム， 震源情報から各地の津波高の予測値を算出し 提供する津波高予測シ ステムなど ，研究者向けに様々
なシ ステムを開発し て提供し ている．

6. 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 」が 設置され ，(1) マイクロフィル ム化 (2) 検索デ ータベー スの作成 (3) 原
記録の保存管理など が 行われている．本センターは 古地震記象委員会に協力し て活動を行っている．煤書き記録の
マ イクロフィル ム化は ，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．津波波形記録については ，マイクロフィルム化と ，スキャナーで スキャンし たデジタルデ ータが 作成され て
いる．平成 17 年度に開発し た ，津波波形デ ータベースシ ステムは ，平成 18 年度にサービ スを開始し た．URL は ，
http://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/tsunamidb/である．

7. 首都圏強震動総合ネット ワーク SK-net の構築と運用
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 ターは ，首都
圏強震動総合ネット ワーク（ SK-net ）を担当し ，当初は，東京都，東京消防庁，神奈川県，横浜市，埼玉県，千葉県
のデータ収集を行っていた．その後大大特の支援も受けて，山梨県，群馬県，栃木県，茨城県，長野県の各県ネット
ワーク向けの波形デ ータ収集装置を 順次開発しデ ータ収集を開始し ている．平成 18 年度からは ，静岡県より定期
的に波形デ ータを 提供し て頂くことになり，最終的に ，首都圏の 10 都県の 14 観測網から ，合計 932 観測点の強震
波形デ ータを 収集し ている．これらの観測網のデ ータ収集方式やフォーマットはそれぞれ 異なるので ，SK-net シ ス
テム内部では ，一旦共通フォーマットに変換し てデ ータベース化し ，それ から ，加速度，速度，変位を 求めて ，最
大値，SI 値，速度応答スペクトルなど とともに公開し ている．URL は，http://www.sknet.eri.u-tokyo.ac.jp である．
さらに ，オリジナルの波形デ ータは ，地震研究所特定共同研究「 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 」を通じ て，全国の大学等の研究者に利用可能である．

8. 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究所のホームページか
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，昨年から ，小中学生向けに入門
編を追加され ている．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．
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火山噴火予知研究推進センター
教授
藤井敏嗣，中田節也（ セン ター長 ），武尾 実，渡辺秀文
助教授
森田裕一，大湊隆雄，卜部 卓
助手
青木陽介, 金子隆之, 小山崇夫，前野 深 (平成 18 年 7 月着任)，及川 純
機関研究員
野口 聡，新堀賢志，ショイ ベッティーナ , 高崎健二
学術研究支援員
新堀賢志
研究支援推進員・技術補佐員
玄蕃教代，井上朗子，小森和子 (平成 18 年 10 月退職)
客員教授
宮町宏樹，鵜川元雄
客員助教授
野上健治，筒井智樹
大学院生
飯田晃子（ D3 ），浜田盛久（ D3 ），マニャーニ マルコ（ D3 ），中村 祥（ D2 ），川
村 希（ M2 ），前田裕太（ M2 ），小山田浩子（ M2 ），岡島利幸（ M2 ）

1. 火山セン ターの活動の概要
火山噴火予知研究推進センター（ 火山セン 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 ている．このため，各種の観測や調査，理論的研究や数値シ
ミュレ ーション ，実験や分析など 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．
本年度の火山センターの活動のうち特に主だったものは，全国プ ロジェクトとし て 10 月に浅間山で実施し た地震
波構造探査であった（ 後述 ）．また，平成 18 年３月には霧島山においてセン ター構成員の研修会を実施し た．
本センターでは平成 16 年度に作成し た「 火山観測の将来構想」に基づき観測体制の整備を実施し それによる観測
研究を続けた．すなわち，a) 観測網を強化し 研究成果を上げ るべき火山とし て，浅間山，伊豆大島，b) 研究成果が
短期的には大きく望めないが ，将来のために観測を継続・改良すべき火山とし て，三宅島，富士山，霧島山．c) 他
機関が 既に観測網を整備し ている等の理由で基本的には撤退する火山とし て草津白根火山を上げ，この方針につい
て全国の火山噴火予知研究コミュニティーで 了解を得た．昨年度までに草津白根火山を東工大との共同研究に切り
替え ，現在は ，霧島山観測網の再整備を進めている．本年度に入り，過去に設置し た観測点の管理維持・廃止に 関
する問題が 何カ所か発生し た．このため，火山観測網に関する基本的なルールとし て，常にその有効利用に努力す
ると 同時に ，その価値を常に評価し ，維持・投資・廃止など を的確に行うことにし た．
一方，社会的な活動とし て，火山噴火予知連絡会委員とし て火山セン ターから４名が 参加し ，日本の活動的火山
についての活動評価を行った．また，火山噴火予知計画に関する科学技術・学術審議会の建議（ 第７次火山噴火予
知計画の推進について ）レビューに 関連し ，現在の噴火予知研究の自己評価を行った．

2. 全国共同研究
(1) 地震・火山噴火予知研究協議会（ 旧火山噴火予知研究協議会 ）の活動
平成 18 年５月から火山噴火予知研究協議会と地震予知研究協議会が 統合し ，地震・火山噴火予知研究協議会が 発
足し ，これ までの火山噴火予知研究協議会は火山分科会となった ．火山セン ターは全国大学の火山噴火予知研究の
取りまとめ機関とし て統合前・後の予知協議会の運営に携わった．また ，統合に伴い企画部に火山セン ターから３
名（ 内１名は客員教員 ）が 参加し ，予知協議会の執行や予知協議会の外部評価の対応に当たった．火山分科会の活
動とし ては ，浅間山の火山体構造探査の主催と有珠山で実施され た集中総合観測への協力を行った．特に ，浅間山
の構造探査からは，電磁気探査と地震探査とが 初めて２年度連続し て試行され ，より総合的にマグ マ供給系を理解
し ようとする試みをし た（ 後述 ）．さらに ，浅間山では自然地震探査が 集中総合観測とし て昨年度から来年度まで
の予定で実施し ている．これにより，地震と電磁気による浅間山の深部から浅部までの詳細な構造が 明らかになる
と期待され る．
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(2) 特定共同研究 B
本所の特定共同研究 B「 カルデラの構造と活動そし て現在-Out of range への挑戦」
（ ２年目 ）を担当し ，東京大学
地震研究所で研究発表・意見交換会を実施し た．また，その成果の中間報告を月刊地球の特集（ 28 巻２号 ）とし て
出版し た．特定共同研究 B「 新世代無線通信データ伝送シ ステムの開発」
（ １年目 ）を開始し ，東京大学地震研究所
に全国の火山観測を担っている研究者が 集まり，火山観測共通の問題を明確にし ，火山において各種地球物理観測
を効率的 に行える新たな観測方式について議論し た．次世代の火山観測に必要なフィールド バスシステムについて，
実験装置の試作を行って行くことにし た．さらに ，特定共同研究 B「 火山活動における噴火様式の時代的変遷と長
期噴火予知の基礎研究 」が 平成 17 年度で終了し ，その成果報告書を月刊地球の特集（ 28 巻５, ６号 ）とし て出版し
た．また ，特定共同研究 B「 長期的火山活動評価の定量化 」
（ １年目 ）を全国の火山地質研究者を中心に開始し た ．

3. 火山観測研究
(1) 伊豆大島の火山観測
伊豆大島では前回の噴火から約 20 年が 経過し ，次の噴火活動の準備過程に入っていると考えられ る．本センター
では，平成 15〜17 年に伊豆大島の地震・地殻変動・電磁気観測網の高度化・ 高精度化を進めた．これによって，地
震観測点は 平均約 2 km 間隔，GPS 観測網は 約 3 km 間隔となり，世界的に 見ても極めて優れ た火山観測網になっ
た．この観測網の整備によって，平成 16 年 4〜7 月の期間に 伊豆大島全体の膨張が 加速し ，それに同期し てカルデ
ラ内の地震活動が 高まる現象を見出し た．地殻変動観測デ ータを 解析するとマグ マの貫入場所はカルデラ北縁地下
約 4 km の深さであると 推定され る．この深さに 密度不連続が 存在することは火山体構造探査の解析から判ってお
り，マグ マが 蓄積し やすい場所である．これと同期し て活動度の高まったカルデ ラ内の地震の震源を精度良く再決
定すると ，震源はほぼ 垂直な北西−南東方向に並ぶ面上と ，そのすぐ 南側につづ く北東−南西の面上の２つの領域
に分布し ていることが 明らかになった．また，発震機構解はこの２つの領域で明瞭に異なることが 明らかになった．
この震源過程は２つの面の折れ 曲が り付近にマグ マ貫入があったとすると矛盾なく説明できる．地殻変動で見られ
た伊豆大島全体の膨張加速はこの 4 ケ月間で終わり，その後 2006 年 8 月まで緩やかな膨張が 継続し ている．この観
測事実に 基づいて過去の観測記録を 見直すと ，1990 年以降 1〜2 年に１度の割合で ，急激なマグ マの貫入が 間欠的
に 起こっていた可能性が 高いことがわかった ．つまり，マグ マは 深部から定常的に蓄積され るば かりではなく，間
欠的に上昇が 加速し て浅部のマグ マ溜まりに 蓄積し てゆく．さらに ，このような間欠的なマグ マ貫入の現象は ，平
成 12 年（ 2000 年 ）の三宅島噴火の前後でその 間隔やマグ マ供給レ ートが 変化し たことが 明らかになってきた．今
後は ，個々の間欠的なマグ マ貫入加速現象の規模，発生間隔を定量的に解析し ，噴火準備過程の定量的な解明を目
指す計画である．
また，伊豆大島火山地下に蓄積し つつあるマグ マの脱ガ ス状態をモニターするため，平成 17 年 9 月末から，三原
山頂剣ケ峰西麓で地中二酸化炭素濃度連続観測を継続し ，本年度は三原山周辺で二酸化炭素濃度分布の概査を実施
し た．これ までに ，大島周辺の地震活動活発化と二酸化炭素濃度増加に相関があること ，CO2 濃度の高い期間に三
原山浅部で低周波振動が 発生することを見いだし た．

(2) 浅間山の火山観測
浅間山では平成 16 年噴火を契機に定常観測点の強化を行ってきた ．昨年度末から本年度にかけては ，浅間火山観
測所，小諸火山化学研究施設，および ，軽井沢測候所間のデータの光ケーブ ルを利用し た VLAN によるデータ流通
システムを平成 18 年３月に完成させた．また，これ まで落雷等により有線の切断が 頻繁に起こっていた ，浅間山東
斜面にある前掛山観測点・三の鳥居両観測点の無線 LAN 化を９月に完了し た．これにより，両観測点に関する維持
管理の効率化が 今後は期待され る．また，平成 16 年の噴火により山頂部で破損を受けた，群馬県所有の光ケーブ ル
を地震研究所が 譲り受け，地震地殻変動観測の常設点を山頂部に設けて行う研究計画を検討し ，平成 19 年度の整備
計画とし て予定し ている．さらに ，火口や火道等火山体上部の構造を解析するためのミュオンを用いた臨時観測を
実施し た．
一方，浅間山及び 烏帽子火山群の深部構造を明らかにするため，全国の大学と共同で浅間山周辺部に 17 点の臨時
観測点を展開し ，平成 17 年 7 月から平成 19 年度にかけて自然地震の観測を実施し ている．これは火山噴火予知研
究の集中総合観測とし て実施し たものである．さらには平成 17〜18 年度には全国の大学および 気象庁と共同で火山
体構造探査を実施し た．これは ，噴火予知研究の一環とし て行っている火山体構造探査であり，浅間山の将来的な
噴火に備え ，火山下の静穏時標準構造の解明および 潜在的なマグ マ供給源の検出を目的とし たものである．

35

これ までに，浅間山の平成 16 年噴火に至るマグ マプ ロセスを解明するため ，気象庁の浅間山地震観測網とのデ ー
タ交換を進め，平成 16 年 1 月以降の高精度な震源分布を得ることに成功し ，浅間山周辺に展開し た GPS 観測網に
よる地殻変動デ ータを統合することにより，海抜下 2 km 以浅の浅間山直下のマグ マ供給経路を明らかにし てきた．
また ，平成 16 年噴火に 伴った爆発地震の解析からブ ル カノ式噴火の メカニズ ムを明らかにし た ．これらの成果を
Earth Planets Space や Geophysical Research Letter で公表し た．また，浅間山の最近 50 年間のマグ マ供給システム
を 物質科学的に 理解するため ，主に 浅間山火山観測所に 保管され ている 1958 年以降の噴火による噴出物試料を用
いて岩石鉱物学的な検討を行った．

(3) 浅間山の構造探査
地震構造探査
平成 18 年 10 月に実施された．浅間山の東西南北の４カ所，および ，平成 16 年噴火においてマグ マがダ イク貫入
し たと考えられ る領域の直上を 加えた計５点において，250〜300 kg のダ イナマイト 爆破を 行い，爆破による地震
波動を計 650 点（ 観測点間隔 50〜150 m ）の定常地震観測網と 臨時に 設置し た地震計で観測し た．その結果，ほと
んど の観測点において良質の実験デ ータを 得ることができ解析を進めた．
電磁気構造探査
平成 17 年度に実施され 浅間火山電磁気構造探査の解析結果（ 電磁気的構造 ）が 明らかになった．へリコプ ターを
用いて実施し た高密度空中磁気測量で得られた浅部磁化構造からは ，溶岩流域に沿って再帯磁による顕著な高磁化
が 認められ ，浅間山山頂部が 弱磁化し ていることが 明らかになった．後者は火山活動に伴う熱消磁がその原因と考
えられ る．
多点 MT・AMT 法比抵抗構造探査では，2 次元構造解析により，山頂直下のマグ マ上昇域に相当する領域が 低比
抵抗であることが 分かったのに加え，地殻変動から推定され る貫入ダ イクの下約 10 km に顕著な低比抵抗体が 存在
することを明らかにし た．これは ，ダ イク貫入をもたらし たマグ マ供給源であると考えられ る．これらの成果につ
いては ，地球惑星科学関連合同大会，火山学会秋季大会で発表し た．また，MT 観測研究の結果については ，電磁
気グループ とし て投稿準備中である．

(4) 富士山の火山観測
現在 10 点の常設地震観測点を用いて地震活動の観測を行っている．そのうち８点では広帯域地震観測を行ってお
り，５点が地表設置型広帯域地震計，３点がボアホール型広帯域地震計である．ボアホール観測点には，１ヶ所にボ
アホール型 3 成分歪計および 高感度温度計，１ヶ所に傾斜計が 設置されており観測を継続し ている．平成 18 年４月
には比較的継続時間の長い低周波地震を観測し た．平成 17 年度までに行った自然地震を用いた富士山浅部の３次元
速度構造解析では ，深さ 9〜15 km の低周波地震震源域付近に低 Vp/Vs 領域が 見つかった．ただし ，深さ 20 km よ
り深部の解像度は不十分であった．平成 18 年度には ，これらの解析データに遠地地震を加味し た，やや深部の３次
元速度構造解析を進めた．また，平成 15 年に実施し た人工地震構造探査の屈折法解析も進めており，これ までに ，
富士山体下の高速度層の盛り上が りと ，西に向かって傾き下が る基盤構造が 見出され ている．
(5) 富士山の噴火履歴
観測井掘削時に採取し た試料など を活用し ，富士山の約 10 万年間の噴出物の解析を行っている．その結果，富士
火山のマグ マは ，深さの異なるマグ マ溜りで 分化し たマグ マの混合プ ロセスで形成され うることを示し た．すなわ
ち，地下 20 km 以深にあるマグ マ溜りで 結晶分化によってできた鉄に富む玄武岩マグ マと，そこから浅部に上昇し
更に分化し て生じ た安山岩ないしデ イサイト 質となったマグ マとの混合である．このマグ マ過程の時間スケールを
明らかにするために，富士山東麓で約 10 万年間の活動中に堆積し 続けた降下火山灰層の掘削とトレンチ調査を，平
成 18 年度所長裁量経費を用いて実施し ，採取し た降下火山灰層の解析を進めている．また，先富士火山のマグ マ発
達史を明らかにするために ，北東斜面の掘削によって採取し た，泥流・土石流堆積物中に含まれ る溶岩片・スコリ
アの岩石学的解析研究を進めた．
(6) 三宅島の火山観測
平成 12 年雄山噴火以降，火山センターは雄山南西側山腹を中心に６点にプ ロトン 磁力計を設置し ，昨年度後半か
ら ，京都大学と共同で全磁力連続観測を実施し ている．ここ数年は全磁力変化がほぼ 同一傾向で推移し てきている
ため，火口下の温度低下による再帯磁化がほぼ 同じ 速度で進行し ていると考えられ る．なお，基準場とし て使用し
ていた三宅島北部の神着観測点を ，より低ノイズの場所へ移設し た．
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(7) 霧島山の火山観測
霧島山では ，御鉢火口で平成 15 年 12 月より活動がやや活発化し ている．本セン ターでは活動的な新燃岳と高千
穂峰（ 御鉢火口 ）に特化し た地震観測網を昨年度から整備し つつある．平成 17 年度末までに，御鉢火口西にあたる
高千穂西，霧島南観測点の整備，および 御鉢火口の南にあたる高千穂南観測点を 新設し た ．平成 18 年には ，御鉢
火口の東北東にあたる高千穂北観測点の新設，新燃岳火口の西にある新燃西観測点の無線 LAN 化の準備を行った．
平成 19 年以降には主に 新燃岳地震観測網の整備を 行う予定である．また ，新燃岳を中心とし た全磁力連続観測点
（ 全７点 ）を設けて京都大学と共同研究を行っているが ，現在の所，火山活動に伴うと考えられ る顕著な磁場変化は
みられていない．
4. その他の研究活動
平成 14 年から，火山セン ターおよび 地球ダ イナミクス部門は本学考古学チームと共同で ，イタリア・ベスビオ火
山北麓にあるアウグ スト ス皇帝の別荘とされ る遺跡の埋没過程の解明研究を行っている．平成 16 年度から特定領域
研究「 火山噴火罹災地の文化・自然環境復元 」
（ 平成 16∼21 年度 ）が 開始し ，この中で火山学的立場からより詳細
な埋没過程の分析を 担当し ている．これ まで ，本遺跡を 最初に埋没させた噴火は当初予想され た西暦 79 年噴火で
はなく西暦 472 年噴火であったことを明らかし ている（ Geochemical Journal に発表 ）．平成 18 年は ，472 年噴火の
推移と遺跡埋没との関係を明らかにするために ，ベスビ オ火山北側斜面の地質調査を行うと共に ，得られた試料の
化学分析，岩石磁気測定など を行なった．また ，遺跡掘削中の地質記載を行った．
生産技術研究所・ロンド ン 大学，および 地球ダ イナミクス部門と協力し ，東アジア活火山の熱異常に関する衛星
データを用いた準リアルタイムモニタリングシステムの開発を進めている．平成 18 年度は，Terra/Aqua MODIS 夜
間赤外データによる観測ルーチンを完成し Web による観測結果の発信を開始し た．また，前年度所長裁量経費で導
入し た「 MTSAT の直接受信シ ステム 」の内，受信・前処理部分の立ち上げ を完了し た．
無人ヘリコプ ターの噴火観測への適用に関する研究を ，千葉大学環境リモート センシング 研究セン ターおよび 地
球ダ イナミクス部門と共同で進めており，平成 18 年度は空中磁気測定装置の改良を行い，伊豆大島において計測試
験を約２週間にわたり実施し た．
東海地方で発生する深部低周波微動を解明するため，名古屋大学と共同で 6∼11 月にかけてアレ イ観測など を実
施し ，それらのデ ータ解明中である．さらに ，四国西部・東部に発生する同微動の発生機構解明も継続し ている．
雲仙火道掘削で採取し た試料の岩石学的解析研究を続けた．火道試料と地上試料の溶岩組織や鉱物の化学組成に
関する検討も行った．また，産業技術総合研究所と火道域の変質作用に伴う鉱物学的検討，富山大学と採取試料の
高圧下におけ る流体移動度の検討を行った．
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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) および 科研費特定領域
研究「スタグ ナント スラブ 」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) 海底孔内広帯域地震観測
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．
JT-1 観測点及び JT-2 観測点は，1999 年から 2001 年にかけての無人探査機によるシ ステム保守を経て，2001 年後
半から長期観測を開始し ，連続記録ではないものの，現在までに JT-1 及び JT-2 観測点から合計し てそれぞれ 15ヶ
月間以上と 19ヶ月間以上の地震記録と傾斜計記録が 得られている．現在，傾斜観測を継続し ている．
WP-1 観測点では 2002 年 3 月に無人探査機によりシ ステムが 起動され た．その後，2002 年 10 月および 2003 年 5
月にデ ータの回収及び 観測点保守作業を行った．その後，2006 年 6 月の新し い無人探査機による観測点保守作業で
はデ ータ回収は 行うことができたが ，無人探査機の制限から 観測継続作業が 実施され ず，2006 年 6 月 16 日をもっ
て，観測休止となった．WP-1 観測点からはほぼ 連続する 691 日間の広帯域地震記録が 得られている．
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 ，2002 年 6 月に無人探査機によるデ ータ回収を
行い，330 日間にわたる海底孔内連続記録を得ることができた．2003 年 5 月の無人探査機「 かいこ う」の喪失によ
り，延期されていたデ ータ回収は ，2005 年 7 月に新し い無人探査機により実施され た ．このデ ータ回収を 最後に ，
2005 年 7 月 15 日以降，観測休止の状態となっている．WP-2 観測点からは ，合計し て 436 日間の広帯域地震記録が
得られている．
(b) 次世代の観測シ ステムの開発
機動的長期海底広帯域地震観測のために開発・運用し ている自己浮上型広帯域海底地震計のノイズモデルを評価
し てみると，水平動の長周期側でノイズレベルが 所謂 NHNM よりも高くなってし まう．その時間変動を調べるとほ
ぼ 潮汐に対応するレ ベル変動が 見られ ，潮汐に関連し た底層流の揺らぎ による海底地震計本体の僅かな傾き変化が
この大きなノイズの主要因とし て考えられ る．この対策とし て，高さの低いセン サー部をデ ータ記録部から独立さ
せて半ば 海底面に埋没させてし まう構造の海底地震計を開発中で ，3 成分のセン サーを 分離させたものを今年度に
なって入手し た．この開発研究は所長裁量経費のサポート 受け，陸上試験を進行中である．
また，長期観測用の自己浮上型海底地震計に用いているチタン 板リリーサーに見られた不具合対策を，2005 年に
開始し た特定領域研究の観測で実施し ，今年の回収時にその効果が 確認された．
(c) 海洋島地震観測網
ジャヤプ ラ（ インド ネシア ）, パラパト（ インド ネシア ）, デジャン（ 韓国 ）, ポナペ（ マ イクロネ シア ）, 犬山
（ 日本 ）, 石垣（ 日本 ）, パラオ（ パラオ ）, バギ オ（ フィリッピン ）, 父島（ 日本 ）, カ メン スコエ（ ロシア ）の８ヶ
国１０定常観測点におけ る観測を , 海洋研究開発機構と共同で継続し た.
(d) 海洋島電磁気観測網
ポナペ（ ミクロネシア連邦ポンペ イ）および カンチャナブ リ（ タイ ）観測点の全磁力計をオーバーハウザー磁力
計に更新し た．これに伴い，これらの観測点では全磁力測定間隔を 5 秒とし た．ポナペ観測点についてはテレ メー
タによるデ ータ転送を 再開し た ．これらに 加えて ，ワン カ イヨ（ ペル ー ），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 ）における観測を継続し た．一時中断されている長春（ 中
国 ）におけ る観測は現地協力機関（ 中国国家地震局 ）と観測復帰に向けて調整中である．また ，キ リチマチ（ キ リ
バス共和国 ）観測点の観測復帰についてキリバス共和国との調整を試みたが ，復帰は困難であるとの結論に至った．
(e) 海底ケーブ ルネット ワークによる電位差観測
1994 年 4 月より二宮-沖縄間の電位差観測を行ってきたが ，3 月に観測を終了し た ．その他のグ アム-フィリピン ，
グ アム-二宮，沖縄-グ アム，上海（ 海底 ）-苓北間については引き続き電位差観測を継続し た．これらの電位差に含
まれ る長期成分の解析を継続し て行った ．また，地球内部起源の長期電場変動の検出のためは海流による電磁誘導
効果の評価が 不可欠であり，海陸分布と地下電気伝導度構造の両者を考慮し た海流ダ イナモモデ リング も引き続き
行った．
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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 ー観測を行っている．

(a) 海底地震観測
海洋研究開発機構の地球内部変動研究センター (IFREE) との共同研究とし て，仏領ポ リネシアでの日仏合同の海
陸広帯域地震観測を 2003-2005 年に実施し た．この観測デ ータをレシーバー関数解析し たところでは ，これ まで 陸
上観測データのみの解析で見出され ていた大規模プ ルームは無さそ うで ，一部のホット スポットでのみマントル遷
移層での温度異常が 見られた．

(b) 海底電磁気観測
北西太平洋で発見され た新種の火山プ チスポット の成因解明のための地球物理・地球化学的総合観測計画の一環
とし て，海底電位磁力計を用いたマントル電気伝導度構造探査を行っている．2005 年 5 月に 6 観測点を展開し ，同
年 8 月に 5 観測点から測器および 良好なデ ータを 回収し た．デ ータ解析は現在進行中であるが ，予備的な結果では
MT レ スポン スは観測点間に大きな 差がなく，プ チスポット 火山下に限定され た異常な領域は認められず，ど の観
測点下でも約 200km より深部に高電気伝導度領域が 存在する．新たに 加わった岩石サンプルの年代分布は溶融場が
電磁気観測アレ イを越える領域に広がっていることを示唆し ており，得られた電気伝導度構造はこれと矛盾し ない．
未回収の 1 点については 2007 年 1 月の航海で回収予定である．
マリアナ海域において ，太平洋プレ ート の沈みこみと 島弧火山活動，背弧拡大のダ イナミクス解明を目的とし た
電気伝導度構造探査研究を 2001 年より継続し ている．2005 年 12 月に ，神戸大学，JAMSTEC，米国ウッズホール
海洋研究所，オースト ラリア・フリンダ ース大学の各研究機関と共同し て高密度アレ イ観測を開始し ，47 台の海底
電位磁力計，海底電位差計，海底磁力計をマリアナト ラフ・マリアナ海溝を横切る全長約 700km の測線上の 40 観測
点に展開し た.2006 年 9 月の航海において ，その うちの 38 観測点より，43 台の機器を無事回収し た．得られたデ ー
タは 各研究機関がそれぞれ 分担し て解析中である．

(c) 陸上地震観測
ベト ナムで ，同国科学アカデ ミー地球物理研究所と６地点で広帯域地震観測を 2002 年より実施し てきた．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 てくる通常は 微弱で 観測できない地震波が
focusing 効果により観測でき，内核の構造に新たな 知見を与える可能性がある．このように対蹠点で地震波を観測
することにより極めて貴重な観測デ ータが 得られ るが ，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 最適なフィールド の一つである．２００６年９月の第一期の共同観測研究期間の終了にあわせ ，
観測網を ３点に 縮小し ，JAMSTEC/IFREE と共同で 維持する体制に移行することとし た．将来的には定常的な海
半球ネット ワークの一部とし て，世界の地震研究コミュニティにデ ータを 公開し ていく予定である．
中国東北部における日中米の国際共同観測計画（ NECESSArray 計画 ）を立案し ，中国からの共同研究者の招聘，
国際会議（ WPGM, AGU ）に於ける研究推進者会議の開催を行った．本計画では ，中国が 設置する広帯域定点地震
観測約 140 点と日米機動観測チームが 2-3 年間展開する 120-140 点をあわせて，260-280 点のいまだかつてない稠密・
巨大な広帯域地震観測網を中国東北部に構築することを 計画し ている．日本列島下に滞留し ているスタグ ナント・
スラブ の行方，マントル最深部，内核など の構造等に多大な新たな 知見を与えることが 期待され る．

(d) 陸上電磁気観測
1998 年以来，中国地震局地質研究所の協力を得て中国東北部吉林省中部および 遼寧省西部・中部においてネット
ワーク MT 観測を行ってきた．この領域では ，マントル遷移層下部の深さで 電気伝導度が 他地域に比べて有意に高
くなる傾向が 見られている．本年は ，この異常の空間的な広が りを 調べるために ，遼寧省東部・丹東において地電
位差観測を実施し ，解析を始めた．今後，異常域の空間的広が りを検証するとともに ，地震波ト モグ ラフィの結果
とあわせて，物質モデルを構築する予定である．
1-3 特定領域研究「 スタグ ナント スラブ 」の推進
(a) 海底地震観測
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特定領域研究の中でも鍵となる長期海底地震観測を 2005 年から開始し たが ，今年 11 月に第 1 期のデ ータ回収お
よび 第 2 期観測の機器を設置し た．今後 3 年間連続のデ ータ収集を行う．観測航海は海底電磁気観測と共同で ，海
洋研究開発機構の深海調査研究公募により「 かいれい 」KR06-14 航海で実施し た．機器の回収は全点で問題なく行
われたが ，デ ータ回収率は過去の事例から比較し 低調であった．デ ータの質は ，ほぼ 予想通りであった．来年度は
第 2 期観測の回収と最終回の観測を開始するため，民間傭船での観測航海を行う．

(b) 海底電磁気機動観測
スタグ ナント スラブ に 焦点を当てた電磁気ト モグ ラフィー解析を行うため，3 年間にわたる海底電位磁力計を用
いた機動観測を継続し ている．第 1 次観測とし て，2005 年 10 月に 11 台の海底電位磁力計をフィリピン 海に設置し
たが ，2006 年 11 月にその全てを無事回収し ，代替の 12 台を展開し て第 2 次観測を開始し た．回収され たデ ータは
いずれ も良好で ，今後の解析に期待がかかる．第 2 次観測では ，小笠原諸島沖の太平洋プレ ート 上にも 2 観測点を
展開し た．また，西フィリピン 海盆には ，3 観測点で構成する約 80km 間隔の小アレ イを展開し ，上部マントルの電
気伝導度異方性を調査する．これは本特定領域の公募研究課題とし て認められた研究である．

(c) 滞留スラブ の高分解能イメージング
昨年度に続き，日本列島下の不連続面の形状を詳細にマッピングし た．デ ータを 増やし た結果イメージが より鮮
明になった．特に，日本列島下に沈み込んだ スラブが マントル遷移層に入り込むあたりで ，410km 不連続面は上方
に 約 20km，660km 不連続面は 下方に約 40km 程度変形し ていることがわかった ．し かし ながら 660km 不連続面の
変形の幅は 500km ほど であり，平坦なスラブが 遷移層をつき抜けていくとし た場合の理論予測より広い幅となって
いるが ，平坦に横たわったスラブがあるとするには狭い幅である．日本列島下でスラブが 滞留（ stagnate ）し ている
ことの傍証であり，かつスタグ ナント・スラブが マントル遷移層内で何らかの変形を起こし ていることの証拠でも
あると 考えられ る．
同様の解析を浅部の構造についても行った．結果とし て，東北日本で沈み込む太平洋プレ ート の上側のマントル
に低速度層を発見し た．海洋地殻の含水鉱物から脱水し た水が マントルウェッジを蛇紋岩化しプレ ート の沈み込み
に 沿って低速度層を 形成し ていると 解釈され る．マント ル 深部への水の供給を世界で始めて地震学的に実証し た．
一方西南日本では ，沈み込んだフィリピン 海プレ ート の上面が ，日本海側まで 追跡出来た ．今後地震ト モグ ラフィ
の結果とつきあわせて解釈し ていく必要がある．
F-net 波形デ ータを用いた解析から, 沈み込む太平洋スラブ の海側下に高減衰領域の存在が 示唆され た. その空間
分布は, 東北沖で 沈み込むスラブ の海側深さ 200-600 km, またその Qs 値は 50-70 程度と推定され る. 第四の火山と
言われ るぷちスポットに関係する可能性も考えられ る.

(d) 総括班
特定領域「 地球深部スラブ 」の総括班事務局を担当し た．総括班は，特定領域代表者と 8 つの計画研究代表者，3
名の評価担当者，および 事務局の総務・研究集会・広報の担当者で構成され ，計画研究間の連携を進めつつ領域全
体の研究目標の達成をはか る役割をもつ．そのために ，年 2 回総括班会議と 年 1 回の全体研究集会を 開催する他，
年 1 回ニュースレ ターを 発行し ている．
今年度は平成 18 年 5 月 15・16 日に ，地球惑星科学連合大会において国際セッションを主催し た．海外からの招
待講演 8 件を含め，合計 60 件の口頭およびポ スター発表があり，活発な議論が 交わされた．また，計画の 3 年目に
あたり，領域の中間評価が 行なわれたが ，研究項目間の連携の成果など が 高い評価を得た ．

1-4 海半球ネット ワークデータの編集・公開
Boulder Real Time Technologies 社の Antelope というソフト ウェアを 用い, パラパト・ジャヤプ ラ（ インド ネシ
ア ）, ポナペ（ マイクロネシア ）, テジャン（ 韓国 ）, 犬山・石垣（ 日本 ）, パラオ（ パラオ ）の 7 観測点より地震波
形デ ータを 収集し ている. 超伝導重力計デ ータの 公開を継続し た. 海洋研究開発機構と共同で , 広帯域地震デ ータ,
GPS デ ータ, 電磁気デ ータの公開を継続し た.
1-5 データ解析に基づく地球の内部構造と内部過程の解明
これ までに得られた北太平洋域マントル３次元不均質電気伝導度構造の改訂を目的とし て, より長期の地磁気デー
タ（ 海半球地磁気観測点および 地磁気観測所デ ータ ）を用いた地磁気変換関数の解析を実施し た. 地磁気変換関数
は 地球内部の電磁感応の情報を 持つ量であり, これ までの電気伝導度構造推定に 用いられ ている GDS レ スポン ス
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（ 鉛直水平成分比 ）の他に , 低緯度域においても感度が 高いと期待され る観測点間水平成分比も求めた. 長期デ ータ
を用いたことにより, 周期 50 日までの変換関数が 安定し て求められた. 我々の３次元電気伝導度モデルから推定さ
れ る地磁気変換関数と観測値を比較し たところ, 鉛直水平成分比は両者が 調和的であったのに対し , 観測点間水平成
分比はそれらが 大きく異なる観測点があることがわかった. 今後は ，GDS レ スポン スの電磁感応理論の構築と, イ
ンバージョンによる３次元電気伝導度構造の再決定を行う.
後続波情報の活用と高精度理論波形計算に 特色のある波形 インバージョン 法を用い, 全マントルのＳＨ地震波速
度構造推定を実施し た. 観測データ中の位相情報・振幅情報に対する重みづけ手法に工夫を加え , インバージョンの
安定化に成功し た. アフリカ及び 太平洋の下の二大マントル上昇流域の低速度異常構造間に明確な相違を検出し た.
日本付近のスタグ ナント スラブ の微細構造の地域性を検出し た. これらの地域性はマントルダ イナミクスの制約に
有効であると考えられ る.
日本列島に展開された高密度観測網（ Hi-net ）のデータを 解析し ，内核・外核境界（ ICB ）がシャープ（ 2km 以内 ）
であること ，内核内に固体鉄の相変化など に 起因する速度の急激な変化があるとすれば ICB から 470km の深さの
可能性があることなど を明らかにし 公表し た．
2004 年スマト ラ地震により励起された球対称地球自由振動モード（ 0 S0 ）の振幅を , 世界各地に設置された高精度
に校正され ている超伝導重力計記録から測定すると２％程度の地域性が あった. 球対称性からのずれの原因は 回転
楕円体形状や地球回転と共に地球深部の奇数次（ ｌ＝５ ）の構造からの寄与であることが 判明し , 既存の全地球内
部構造モデルから予測し た振幅と比較すると南半球でずれが 大きく. 南半球の地球深部に未知構造があると推定さ
れた.

2. 固体・液体複合系とし ての地殻の物理の解明
2-1 活火山体下の固体・流体複合過程の観測的研究
火山を固液複合現象の実験場とし てとらえ ，観測的・実験的研究をおこなっている：
(1) 今までのわれわれの研究から火口直下の構造および 固液複合系振動シ ステムが 解明され つつある阿蘇火山で ，
将来の噴火に伴う火山性流体の移動をとらえるべく京大・九大・東北大と共同で組織的観測研究を行っている. 今年
度は ，(a) 阿蘇山での広帯域地震ネット ワークを整備・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 ．特に ，観測・解析リアルタ イム化のためのネット ワーク・ソ
フト ウェア整備を 行った．(b) 来るべき噴火に備えて GPS 観測を 継続し た．(c) 絶対重力を 含む，重力観測をおこ
なった ．(d) 噴気に伴う流体の移動を観測するため，火口周辺での短周期アレ イ観測をおこなった．(e) 火山地震学
（ “Volcano Seismology” ）に関するレビュー論文を著し た．
(2) 火山噴火の定量的モデル化のため，以下の研究を遂行し た．
(a) 実験： 昨年度に引き続き，マグ マ模擬物質，及び ，合成メルトを用いた破壊実験を行った．イスラエル工科大
学テクニオンの協力を受けて，合成メルト の高温での一軸圧縮試験，及び ，３点支持破壊試験を行い，歪み速度の
小さい場合には粘性流動を ，大きい場合には ，ほとんど エネルギ ーの損失なく破壊することを確認し た．また，所
内にマグ マ破壊試験装置が 完成し ，減圧破壊試験を開始し た．
(b) 理論： マグ マ中の気泡の膨張について，マグ マ溜まりの増圧過程と ，マグ マ破砕過程の２つの観点から ，理
論的解析を行った．
(c) 観測： 火山からの大気の音波の放出を ，固体・大気音響結合系とし て理解するため，京都防災研と共同で 桜
島火山の噴火に付随する圧力変動を検出目的とし てマイクロフォンを島内設置し ，観測を開始し た．

2-2 海溝付近に起こる固体・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って熱・物質がど のよ
うに運ばれ るかについての研究を ，南海ト ラフを主な対象とし て実施し ている．2002 年以後は ，紀伊半島・熊野沖
海域を中心に，地下からの熱放出量（ 熱流量 ）の測定を行っている．熊野沖海域の前弧海盆である熊野ト ラフでは ，
ほぼ 一様な熱流量が 測定され る中で ，1 点のみ有意に 高い値が 得られ ている．2006 年に 行われ た潜航調査により，
この点の近傍に活動的な泥火山があり，間隙流体の湧出を示唆する海底生物群集も存在することが 判明し た．観測
され た高熱流量も，泥火山におけ る堆積物・間隙流体の上昇にともな うものであると推定され る．この泥火山の活
動についてより詳し く調べるため，泥火山上に長期温度計測装置を設置し て堆積物中の温度プ ロファイルの連続観
測を実施するとともに ，周辺地域における熱流量測定を進めている．
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一方，付加体の成長にともな う堆積物の流動，および 排出され る間隙流体の流れが ，温度構造・表面熱流量に与
える影響について ，モデル計算を行っている．これらの流動の影響については ，従来，付加体のみを対象とし たモ
デルにより評価がなされていた ．今回，沈み込む海洋プレ ート も含めたモデルを用いて計算を行ったところ，これ
まで考えられていたよりも影響は小さく，南海ト ラフ海域の場合には無視できる程度であることが 明らかになった．
今後，付加体中の断層やすべり面に沿った局所的な間隙流体の流動に関し ても，温度構造への影響の評価を進める
予定である．

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
震源から伝搬するレ イリー波により大気側に発生する圧力変動を ，同じ 場所に設置し た広帯域気圧計と微圧力計
で測定し ，周期１０秒から５０秒の帯域で圧力と地動の周波数領域で伝達関数を求めた．密度成層大気下の，周波
数と波数の関数とし て拡張され た理論的伝達関数を求めた．観測され た伝達関数が ，理論予測ど おりの位相と振幅
であることを確かめた．
巨大地震の発生後に ，GEONET 観測網から衛星ーＧＰＳ 受信機間の電波伝搬遅延量を求め，電離層内を伝わる
長周期音波を ，全電子密度擾乱とし て検出し た．空間と時間を含む４次元ト モグ ラフィー法を開発し ，電離層内を
伝わる全電子密度擾乱の空間分布の時間変動を電波遅延量から 求めることに成功し た．
微気圧連続観測用にデータ伝送装置を新たに開発し ，これまで現地収録をしていた微気圧観測点に設置し 始めた．

アウト リーチ推進室
教授
助教授
助手
技術支援推進員

堀 宗朗 (併任), 纐纈一起 (併任), 中田節也 (室長 併任)，山岡耕春（ 併任 ）
新谷昌人（ 併任), 土井恵治（ 専任 平成 18 年 3 月まで ), 古村孝志（ 併任), 辻 宏道（ 専
任 平成 18 年 4 月から )
山中佳子（ 併任 ）
高橋麻依子

1. アウト リーチ推進室の概要
アウト リーチ (Public Outreach) とは「 研究開発を行う組織・機関が 一般社会に向けて教育・普及・啓発活動等の
働きかけを行うこと 」を意味する．地震研究所は，地震・火山現象を主対象とし た観測固体地球科学分野において ，
世界をリード する先端的研究を推進し ，これらの現象の新し い理解への道を切り開くことを目指し ている．同時に，
そこで得られた研究成果等を広く国民に還元し ていくことも本研究所の重要な使命と考えている．
地震研究所では，アウト リーチ活動を推進するために，教授会 メンバーからなるアウト リーチ推進室を平成 15 年
に発足させた．アウト リーチ推進室の基本的な役割は ，研究成果の組織的かつ効率的な還元と社会からの地震・火
山研究への要望の的確な把握である．これらを実現するために ，(1) ホームページや報道機関を通じ ての広報活動，
(2) 公開講座や自治体との協力による市民講座等を通じ た普及・啓発活動，(3) 防災担当者や報道関係者等の専門家
教育，(4) 防災関係省庁や自治体等との連携・技術移転の促進を実施し ている．

2. アウト リーチ推進室の活動状況
2-1. 所外対応
(1) 所外からの問合せ・協力依頼への 一元的な対応
一般からの問合せや報道からの取材，学校関係者等からの見学依頼など ，所外からの協力依頼については ，各教
員への個別の自由な取材等の確保に配慮し ながら，専任教員が 事務部の協力の下にこれを一元的に受け付け，依頼
内容を判断した上で，専任教員自らが 即座に対応するか，あるいは適切な教員に対応を依頼している．また，ホーム
ページ 上に設けた問合わせ用のページには ，平成 18 年 1 月から 12 月までに ，約 100 件の問合せが 寄せられている．
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(2) 報道発表
研究成果や研究計画についての所外への情報発信の手段とし ては，ホームページや書籍その他の出版物のほかに，
報道発表も重要な手段の一つである．報道発表についてもアウト リーチ推進室専任教員が 窓口となり，事務部の支
援を得ながら一元的に対応し た．
発表日

発表内容

平成 18 年 1 月 13 日

大都市圏地殻構造調査 北関東測線地下構造調査の実施について

平成 18 年 8 月 18 日

大都市圏地殻構造調査 「 和泉測線」における中央構造線の地下構造調査の実施について

平成 18 年 9 月 9 日

糸魚川―静岡構造線断層帯におけ る重点的な調査観測について

平成 18 年 10 月 6 日

2006 年浅間山構造探査の実施について

平成 18 年 10 月 6 日

大都市圏地殻構造調査 「 近江測線 」におけ る地殻構造調査の実施について

平成 18 年 11 月 2 日

南海ト ラフ東南海地震震源域におけ る海陸統合構造調査の実施について

(3) 新聞報道のモニター
商用クリッピング サービ スを利用し て，全国の主要紙を対象に ，地震・火山に関する新聞記事のモニターを 行っ
ている．調査し た範囲では ，平成 18 年において地震研究所に関係する新聞記事は 約 160 件あった．
2-2. 地震火山防災関係者との懇談の場
地震や火山噴火の現象に関する知見を広く国民に解説することは地震や火山の研究に携わる者の重要な使命のひ
とつである．また，地震研究所が 取り組んでいる研究活動について国民に知らせることもまた重要である．このよ
うな一般への情報提供については ，これ までも地震研究所は ，ホームページや書籍その他の出版物を通じ て行って
きたが ，地震研究所におけるさまざ まな取組みを 一般に伝えるためには仲介者である報道や行政機関との十分なコ
ミュニケーションが 不可欠である．そこで地震研究所では ，専門家が 多用する用語の解説や地震研究所が 取組む課
題など の話題提供を行う機会とし て「 地震火山防災関係者との懇談の場」を用意し ている．
「 懇談の場 」では話題提
供に併せて参加者間で自由に意見交換する時間を持ち，地震・火山現象についての専門的な内容をわかりやすく国
民に伝えるための具体的なノウハウなど について，共通の認識を持つことを目指す．平成 18 年に提供し た話題は以
下のとおりである．
日

時

話

題

話題提供者

2 月 23 日

耐震設計について

壁谷澤寿海教授

3 月 24 日

新研究棟の特徴・機能について

土井恵治助教授

4 月 28 日

NPO「 安全な社会研究会 」の発足について

堀宗朗教授

これからの地震研究所のアウト リーチ活動

辻宏道助教授

浅くならなかった最近の伊豆半島東方沖の地震活動

酒井慎一助手

強震動観測で見た伊豆半島東方沖の地震

古村孝志助教授

火山現象とし て見た伊豆半島東方沖の群発地震活動

森田裕一助教授

IT 強震計について
地震学 耳 講座第１回

鷹野澄助教授

地球科学の進歩と「 日本沈没

山岡耕春教授

9 月 15 日

地震研究所の地震観測デ ータ流通シ ステム

卜部卓助教授

10 月 27 日

いざ というときに 役立つ Web 上の地震情報

辻宏道助教授

人工地震を用いた浅間山の構造探査

青木陽介助手

スタグ ナント スラブを「 診る」ための海底地震・電磁気長期観測

塩原肇助教授

5 月 26 日

6 月 23 日
7 月 21 日

12 月 22 日

辻宏道助教授

2-3．訪問・見学の受入れ
地震研究所の訪問・見学の希望については地震研究所の研究活動等に支障をきたさない限り，原則とし て全て受
け入れている．平成 18 年の受入れ 状況は以下のとおりである．
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(1) 小中高校生の総合的な学習等

来訪者

日程

人員

福岡県立筑紫丘高等学校

3 月 22 日

47 名（ 1 年生 ）

研修旅行

愛知教育大学附属岡崎中学校

4 月 13 日

3 名（ 3 年生 ）

修学旅行

宮城県大和町立宮床中学校

5 月 11 日

7 名 (3 年生)

修学旅行

岐阜県安八郡安八町立登龍中学校

5 月 11 日

11 名（ 3 年生 ）

修学旅行

筑波大学附属駒場中学校

5 月 29 日

2名

修学旅行

早稲田実業中等部

7 月 12 日

1 名（ 3 年生 ）

卒業制作

岡山県立岡山朝日高校

7 月 13 日

20 名（ 2 年生 ）

修学旅行

鳥取県立鳥取東高等学校

7 月 13 日

20 名（ 2 年生 ）

研修旅行（ SSH ）

自修館中等教育学校

7 月 18 日

10 名（ 2 年生 ）

校外学習

長崎県立長崎北陽台高校

7 月 25 日

12 名（ 1 年生 ）

研修旅行

八王子市立恩方中学校

9 月 21 日

6 名 (1 年生)

校外学習

韓国・京畿科学高等学校

10 月 10 日

30 名（ 1 年生 ）

研修旅行

韓国・議政府科学高等学校

11 月 8 日

36 名

研修旅行

湘南学園高等学校

11 月 21 日

5 名（ 1 年生 ）

校外学習

長崎県立西陵高等学校

11 月 29 日

5 名（ 2 年生 ）

研究室訪問

(2) 外国の機関，その他一般の訪問・見学

来訪者

日程

人員

パキ スタン 上院外交委員会関係者

1 月 19 日

9人

視察

建築研究所研修生

1 月 20 日

9人

JICA 集団研修

中国地震局地震研究所関係者

3 月 10 日

3人

視察

ギ リシア・日本友好議員連盟議員団

5 月 16 日

6名

視察

防災科学技術研究所職員

5 月 29 日

3名

アウト リーチに関する意見交換

日・韓 PFI 推進交流会議委員

7 月 25 日

18 名

視察

インド ネシア報道関係者（ 外務省招聘)

8月1日

1名

視察

インド ネシア科学院関係者

8 月 29 日

3名

視察

米国地質調査所関係者

11 月 7 日

2名

視察

建築研究所研修生

12 月 20 日

15 名

JICA 集団研修

2-4．専門家教育

実施状況

防災担当者等専門家に対する研修（ 研修生等受入れや講師派遣 ）への協力はアウト リーチ活動の主要な活動のひ
とつである．平成 18 年の実施状況は以下のとおりである．
受講者

日程

講師

東京消防庁平成 18 年度区市派遣職員

3 月 28 日

土井恵治助教授
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2-5．公開講座・一般公開等の企画
(1) 一般公開・公開講義
平成 18 年 11 月 24 日，
「 知って，備える」をテーマに，一般公開・公開講義を開催し た．平日にもかかわらず，新
棟披露を兼ねた 1 号館の一般公開には約 400 名，安田講堂で開かれた公開講義には約 500 名の方々が 来場し ，最新
の地震学・火山学に関する展示や講義を堪能し た．公開講義の前半は ，
「 知って 」に対応し たもので ，山岡耕春教授
が，
『 映画「 日本沈没」に見る地球科学 30 年の進歩』について講演し た．この夏公開された「 日本沈没」の科学監修
を担当し た同教授は，日本が 沈むという極端なシナリオの下で映画に科学的な正確さを与えるための苦労話を紹介
し つつ，最新の地球科学の成果をやさし く語った．講義の後半は ，
「 備える 」に対応し たもので，昨今社会的にも関
心の高い『 建築構造物の耐震性能と耐震補強』について ，第一人者である壁谷澤寿海教授が ，学問的な背景を踏ま
えて解説し た．兵庫県三木市にある世界最大の振動台（ 防災科学技術研究所 ）を用いた実物大の建物破壊実験の話
は ，会場の耳目を集めていた．地震研究所 1 号館の一般公開では ，建物を支える地下の免震構造の見学，地震研究
所が 進めるプ ロジェクトの紹介の他，院生が 中心となって企画し た実験展示等を行った．中でも，空気圧で水槽の
底を上下させ ，津波の押し・引き波を再現できる津波発生装置，浅間山火山観測所職員が 40 年間撮り貯めてきた火
山の写真展が 人気を集めていた．地震研究所の公開講義は ，研究成果を広く社会・地域に知って頂くため 1992 年よ
り毎年開催し ており，今年で 15 回目となる（ 一般公開は 14 回目 ）．例年夏に実施し ているが ，今年は 1 号館の竣工
や旧本館の耐震工事の関係もあり，11 月の開催となった．夏休みではなかったことから ，例年より若い世代の参加
者は少なかったが ，それでも授業が 終わって駆けつけた生徒さん もおり，会場は老若男女でにぎ わった．一般公開・
公開講義の企画は ，アウト リーチ推進室及び 一般公開 WG（ 委員長：新谷昌人助教授，メンバー：広報委員会 ）で
行った．
(2) 常設展示の企画
新築され た地震研究所１号館のロビ ー，コミュニケーションラウンジを利用し て，来訪者に地震研究所の活動を
説明するための常設展示を企画し た．上記の一般公開とも連携させ，現在，津波発生装置，断層はぎ 取り資料，鯰
絵，ハイラ イト 研究ポ スター等を常時展示し ている．

2-6．所外の企画への協力
(1) 地震講演会「 地震研究は今 」
神奈川県温泉地学研究所との共同企画とし て，一般市民向けの講演会を ，平成 18 年 8 月 20 日に横浜市で 開催し
た．地震研究所及び 温泉地学研究所からそれぞれ 講師１名を立て，地震研究所からは古村孝志助教授が 大地震とそ
の揺れについて解説し た．250 名を超える参加があった．温泉地学研究所との共同企画は昨年に引続き 2 回目である．
(2) 日本に住む外国人のための地震防災セミナー
東京大学を始め首都圏域に多数いる海外からの留学生は必ずし も母国で地震を経験し ているわけではなく，また，
大学・大学院においても地震や地震防災についての知識を得る機会が決し て多いとは言えない．そこで，昨年に引続
き，東京大学留学生センターと協力し て，
「 日本に住む外国人のための地震防災セミナー 」を地震研究所で実施し た．
本セミナーでは留学生の語学力を 考慮し ，英語コースと日本語コースを設定し た ．10 月 21 日には日本語コース
［ 講師：古村孝志（ 地震研究所 ），武村雅之（ 鹿島建設 ），木村玲欧（ 名古屋大学 ）］，10 月 28 日には英語コース［ 講
師：岡田義光（ 防災科学技術研究所 ），Mulyo Harris Pradono(京都大学)，山岡耕春（ 地震研究所 ］）を開き，地震や
津波のし くみ，地震に強い建物と首都圏の地震，地震に対する備え等について講義を行った．このセミナーには東
京大学だけでなく首都圏の他大学の留学生の参加があり，2 日間で 延べ 38 名（ 英語コース 24 名，日本語コース 14
名 ）が 受講し た．
(3) その他
上記のほか ，所外からの要請に応じ て，セミナー等へ講師を派遣し た．
2-7. 映画を利用し たアウト リーチ活動
社会へのアウト リーチを効率的に進める上で，間に立つマスコミとの連携は重要である．平成 18 年 7 月から公開
され た映画「 日本沈没 」においても，その科学監修に地震研の教員が 協力し ている．アウト リーチ推進室では ，こ
の映画に 触発され て地震や火山活動等について 関心を 抱いた 一般の方々の疑問に 答え るため ，ホームページ 上に ，
「 日本沈没」と地球科学に関する Q&A コーナーを設置し た．現在までに 300 件を超える質問があり，これらの中か
ら約 100 の質問を選んで回答し ている．新聞等で紹介され たのを 機に多数のア クセスがあり，今までに約 10 万人が
Q&A コーナーを 訪問し ている．
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名称（ 主催者 ）

日程

講師

関東弁護士会連合会シンポジウム

2 月 27 日

古村孝志助教授

木造住宅教室 in 東京（ 既存建物耐震補強研究会

4月5日

平田直教授

東日本日商 LPG 会研修会

6月6日

山岡耕春教授

横須賀市教育研究所講演会

7 月 26 日

島崎邦彦教授

青少年のための科学の祭典（ 日本科学技術振興財団 ）

7 月 30 日〜8 月 1 日

栗田敬教授，辻宏道助教授

第 1 回世界医師会アジア−大洋州地域会議（ 日本医師会 ） 9 月 11 日

都司嘉宣助教授

東京恵比寿ロータリークラブ 講演会

9 月 12 日

平田直教授

読売防災セミナー

9 月 30 日

纐纈一起教授

東京都大田区池上地区地震防災塾

10 月 17 日

辻宏道助教授

新潟県燕市吉田商工会講演会

10 月 19 日

堀宗朗教授

静岡県高等学校理科研究発表会

11 月 25 日

加藤愛太郎助手

かわさき市民アカデ ミー講座（ 川崎市生涯学習財団 ）

11 月 30 日

中田節也教授

小学校での 防災のための科学講座 （ 和歌山県紀美野町 ） 12 月 11〜12 日

辻宏道助教授

国際地震・火山研究推進室
教授
助教授
技術職員

平田 直，加藤照之 (室長)，栗田 敬，中田節也
森田裕一，孫 文科
渡邊トキエ

1. 経緯と展望
地震研究所では ，特別教育研究経費によって平成 17 年 4 月 1 日から「 地震・火山に関する国際的調査研究 」事業
をスタートし た．この事業を推進するために地震研究所内に「 国際地震火山研究推進室」
（ 略称：国際室 ）を同日開
設し た．本事業では，先進諸国との連携を一層強化するために世界の一線級の研究者を客員教員・客員研究員とし
て招聘し ている．さらに今後は ，全国共同利用の機能も用いながら ，アジア太平洋地域に地震研究所の研究成果を
還元するなど の活動を積極的に推進し ，同地域におけ る地震火山研究の中核研究機関となることをめざし たいと考
えている．2004 年暮れに発生し たスマト ラ島沖の巨大地震・津波を契機とし た同地域の地震・津波災害からの復興
事業や，アジアに展開され る地震・地殻変動観測網に対する教育的側面からの支援，同地域で発生する地震・火山
活動など 迅速な対応が 求められ る国際的活動にも対応できる体制を作っていきたいと考えている．

2. 国際室の運営と業務
前記の事業を円滑に進めるため，国際室に教授 4 名，助教授 2 名と技術職員１名を置き，毎月 1 回定例の国際室会
議を開催し てその運営にあたっている．会議には大久保所長，中塚事務長，纐纈教授及び 事務職員２名がオブ ザー
バーとし て出席し ている．国際室では海外からの研究者招聘を主たる事業とし て実施し ているほか，大学間協定や
部局間協定に基づく研究者の派遣も行っている．また，東京大学に国際連携本部が 平成 17 年 4 月に創設されたこと
から ，この本部の部局窓口もつとめ，平成 19 年度開催予定の国際シンポジウムの準備にもあたっている．

2-1. 招聘事業
平成 18 年度に招聘し た外国人研究員のリストを表–国際室 1 および 表–国際室 2 に示す．招聘候補者の選考につい
ては，平成 17 年 5 月末に EOS に公募を掲載するなど 広く呼びかけ，応募のあった約 40 名の候補者に基づき 8 月に
選考会議を開催し ，平成 18 年度の招聘候補者を選定し た．候補者のリストを表–国際室 3 に示す．また，平成 18 年
度には地震研が 共同利用研であることの特性を生かすため，共同利用特別枠での招聘研究員の募集を開始し た．
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表–国際室 1: 平成 18 年度国際室による招聘研究者一覧（ 長期 ）
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表–国際室 2: 平成 18 年度国際室による招聘研究者一覧（ 短期 ）
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表–国際室 3: 平成 19 年度招聘予定研究者一覧（ 長期 ）
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ฃᢎຬ

Xuzhang Shen
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Chien-Ping Lee
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2-2. 派遣事業
平成 17 年 3 月に締結し た中国科学院研究生院との交流協定に基づき，研究交流を行っているが ，昨年度に引き続
き平成 18 年 4 月に中国側から講師の派遣依頼があったため，所内で派遣教員を選考し ，堀教授，山野助教授及び 篠
原助教授の 3 名を派遣し ，講義を行った．
2-3. APRU への対応
平成 19 年度に開催され る予定の第三回 APRU/AEARU 学術シンポジウム開催は ，東大と インド ネシア大学がホ
スト 大学となって行われ る予定である．地震研究所は東京大学側の担当部局となっているため開催の準備を行った．
まず，平成 18 年 4 月 21 − 22 日にサン フラン シ スコにおいて開催され た第二回シンポジウムにおいて 招致演説を
行った．さらに，東大国際連携本部と協力し つつ組織委員会，プ ログ ラム委員会を立ち上げ，平成 18 年 9 月 6 日に
第一回プ ログ ラム委員会を地震研究所で開催し た．この会議において ，開催場所をジャカルタのホテルニッコーと
し ，期間を平成 19 年 6 月 21 − 22 日とするなど の概略が 決められた．その後，会議のためのホームページを立ち上
げ るなど ，準備を進めている．
2-4. 国際共同研究の推進
平成 18 年度には インド ネシアバンド ン 工科大学と大学間協定を 結ぶ準備を 進めているほか ，既に 協定を 結んで
いる IPGP やヘルシンキ大学と具体的な共同研究に関する合意書の作成を行った．このほか ，インド ネシア科学院
LIPI からは日本学術振興会を通じ て共同研究の打診があり，平成 18 年 12 月はじ めに インド ネシアジャカルタにお
いてワークショップ を開催し て平成 19 年度から 2 年間の共同研究の企画立案を行った．地震研究所からは纐纈教授
と加藤教授が 共同研究に参加することになった．
2-5. 国際会議の開催
平成 18 年度には表–国際室 4 に示す 2 件の国際シンポジウムが 地震研究所主催で開催され た ．
表–国際室 4: 地震研究所が 平成 18 年に主催し た国際会議
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2-6. 表敬訪問の受入
アウト リーチ室とも連携し て海外からの表敬訪問を 受け入れている．平成 18 年 5 月 16 日にギ リシャから政府訪
問団の表敬訪問を受けたほか ，8 月 29 日には インド ネシア科学院 LIPI からの代表団の表敬訪問を受けた．
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八ヶ岳地球電磁気観測所
施設長
技術職員

歌田久司 (教授, 併任)
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 ）
八ヶ岳地球電磁気観測所における基準観測では機器の更新に伴う新旧機器の並行観測を開始するとともに，東海
地方の以下の各観測点における連続観測，および 機器の更新を実施し た．
a) 富士宮観測点：プ ロトン 磁力計による全磁力観測
b) 奥山観測点：プ ロトン 磁力計による全磁力観測
c) 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
d) 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
e) 舟ヶ久保観測点：プ ロトン 磁力計による全磁力観測
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， 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では，手石島観測点の復旧，初島，
浮橋，与望島の各観測点の機器更新を行い，従来から継続する網代，御石ヶ沢南，沢口，大崎，奥野，池，河津の各
観測点をあわせた計 11 点における連続観測を実施し た．同じ く伊東市周辺における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火山活動
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・紀伊半島など における観測を行ない，平成 17 年度からは ，
中部地方（ 石川，富山，福井，岐阜，長野各県 ）での観測を開始し ，平成 18 年度も継続し て実施し 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（ 全国大学と共同 ）
地震予知計画など 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 15 年には 三宅島におけ 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．平成 16 年には新潟−神戸歪集中帯をターゲットにし て，跡津川
断層周辺域，中越地震震源域における電磁気探査を実施し た．平成 17 − 18 年には，跡津川断層周辺域の補充観測，
ならびに ，活断層重点観測にもとづ く甲府盆地西縁域，諏訪湖周辺域での電磁気探査を実施し 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 18 年度は ，1 月にカンチャナブ リ観測点（ タイ ）の保守作業および 絶対観測を実施する．
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5. 所長裁量経費による観測シ ステムの更新
平成 17 年度および 18 年度に ，所長裁量経費によって本観測所の主力となる設備（ 地磁気全磁力および ３成分観
測 ）の更新を行なった．新システムは，全磁力および ３成分観測ともに磁力計は同一機種を２セットで構成する冗長
性をもたせ，収録装置を含む全シ ステムの電源を太陽電池から供給することにより雷など の影響を制限するなど の
特徴がある．今後はデータの連続性を確保するために旧システムとの並行観測をおよそ 1 年間実施する予定である．

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職員とそれを統括する担当教員で構成された組織（ 所内措置 ）である．

情報処理室
担当教員
技術職員

島崎邦彦 (教授, 併任)
井本良子, 工藤和子, 松嶋信代, 野口和子, 荻野スミ子, 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職員の組織であり，部門・セン ターに 配置され ている
技術職員 6 名で構成され ている．所属の技術職員は ，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うとともに ，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，技術報
告編集委員会や自己点検委員会の編集業務，古地震・古津波委員会の記象管理業務を分担し ている．各技術職員は
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
担当教員
技術職員
技術支援員

佐野 修 (教授, 併任)
松本滋夫, 望月裕峰, 坂上 実, 内田正之, 小山 茂 (八ヶ岳地球電磁気観測所)
松本繁樹

技術開発室は ，観測・実験装置の開発にともな う機器の試作，実地試験，改良作業等により，観測技術開発研究
を技術的側面から支える組織である．所属の技術職員は ，計画にもとづいて所内の各種委員会や研修など に参加し
て技術の向上にたえず努めるとともに ，各部門・センターが 実施する観測・実験研究活動に技術支援という形で協
力し ている．また技術開発室 (工作室) では ，
a) ユーザが 利用するための工作機械や電子計測機器の維持・保守，
b) ネジ・抵抗など , ユーザにとって共通性の高い部品の常備，
c) 金工・木工に関する依頼工作，
d) 技術的コン サルティング，
e) 工作機器利用法等の講習会の主催
など の研究支援を行った．
多数の工作例のなかから「 海底観測機器用チタン 合金部品の製作」を取り上げ，概説すると以下のとおりである．
海底観測機器の外周部品には耐腐食性からチタン 合金が 使用され るが ，この合金は ，その硬さや水素脆化特性のた
め機械工作が 難し い材料である．そこで工作室では ，非常に複雑な構造の部品を数ミクロンにも達する高い工作精
度で，し かも脆化を防ぎ ながら加工する手法を開発し た．今年度も多数の部品を製作することにより海底観測研究
を支えた．
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総合観測室
担当教員
技術職員

金沢敏彦 (教授, 併任)
橋本信一，平田安廣, 荻野 泉, 長田 昇, 坂 守, 芹澤正人, 八木健夫
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)
羽田敏夫, 小林 勝 (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), 増谷文雄 (霧島火山観測所)

総合観測室は ，総勢 17 名（ 内 10 名は観測所に勤務 ）の技術職員が 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の支援に加えて全国大学合同観測研究および 全国共同利用の支援を実施し ている．
主要な活動：
(1) 陸域におけ る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
・歪・応力蓄積・集中過程解明のための跡津川断層域観測網の構築・保守・デ ータ処理
・房総半島におけ る自然地震観測（ 大都市圏地殻構造調査研究 ）
・糸魚川-静岡構造線断層帯におけ る構造探査・自然地震観測（ 重点的調査観測 ）
・紀伊半島東部におけ る海陸共同構造探査における陸域部観測線の構築
・茨城沖地下深部構造探査におけ る日立市周辺の陸域部観測線の構築
・紀伊半島中部（ 和歌山県地域 ）におけ る稠密高精度微小地震観測
・硫黄鳥島（ 沖縄県 ）地震観測点の撤去
・八王子・筑波・鋸山の強震動基準観測点の維持・保守
・機動観測用 DAT レ コーダ ーの観測パラ メータ設定ソフト ウエアの開発
(2) 地殻変動観測研究の支援
・地殻変動連続観測所およびボアホールを利用し た傾斜・歪連続観測の保守・検定・高度化およびデ ータ処理
・検潮所の保守・検定・高度化
・宇佐美 24 号泉観測井・手石観測点の撤去
・光波測距（ 伊東光波基線観測網，富士宮自動光波基線観測網 ）
・１周波 GPS 連続観測（ 伊東周辺 ）
・岩手県釜石実験場におけ る高精度弾性波測定
(3) 海域におけ る地震観測研究の支援
・茨城・福島沖におけ る地下深部構造探査実験と稠密自然地震観測
・東南海・南海地震想定震源域，北海道南方沖，青森県東方沖，宮城沖（ 重点的調査観測 ）におけ る長期海底地震
観測および その海域の地下速度構造探査実験
・日向灘におけ る稠密自然地震観測
・WP-1 海底ボアホール 地震観測所（ フィリピン 海盆 ）の保守と周辺におけ る地下速度構造探査実験
・海底強震計の開発および 観測 (4) 火山体における観測研究の支援
・浅間山，霧島，伊豆大島，三宅島および 富士山における地震・地殻変動・電磁気観測網の維持・管理・観測および
デ ータ処理
・浅間山および 伊豆大島におけ る GPS 連続観測の実施
・浅間山におけ る重力観測，測量および 観測支援
・プ ロトン 磁力計（ 三宅島 ）の保守
・浅間山集中総合観測におけ る自然地震稠密観測および 人工地震による火山構造探査の支援
(5) 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
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2.5

科学研究費採択状況（ 平成 18 年度 ）
表 2.2. 平成 18 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

継続

特定領域

14080204

小屋口

継続

特定

16075203

金沢

敏彦 (教授)

継続

特定

16075204

歌田

久司 (教授)

継続

特定

16089204

藤井

敏嗣 (教授)

継続

特定

17037007

馬場

聖至 (助手)

継続

基盤Ａ
一般
基盤Ａ
一般
基盤Ａ
一般
基盤Ａ
一般
基盤 A
一般
基盤 A
一般
基盤 A
海外
基盤Ｂ
一般
基盤Ｂ
一般
基盤Ｂ
一般
基盤Ｂ
一般
基盤Ｂ
一般
基盤Ｂ
一般
基盤Ｂ
一般
基盤Ｂ
一般
基盤Ｂ
一般
基盤Ｂ
一般
基盤Ｂ
海外
基盤Ｂ
海外

15204039

鶴岡

弘 (助手)

15204040

川勝

均 (教授)

16201038

堀

17201038

加藤

照之 (教授)

18201034

金子

隆之 (助手)

18204039

新谷

昌人 (助教授)

18253003

中谷

正生 (助手)

16340124

渡辺

秀文 (教授)

16340125

吉田

真吾 (教授)

16340126

山野

誠 (助教授)

16340166

中田

節也 (教授)

16360272

壁谷沢

17310105

都司

嘉宣 (助教授)

17340128

森田

裕一 (助教授)

17340129

山岡

耕春 (教授)

17340167

中井

俊一 (助教授)

18340130

小屋口

17403006

飯高

隆 (助教授)

18403005

上嶋

誠 (助教授)

火山爆発とそれ に 伴 う流動現象の機構解
明
海底広帯域地震観測で スタグ ナント スラ
ブ を診る
海底電磁気機動観測で スタグ ナント スラ
ブ を診る
火山噴火罹災地の埋没過程の復元と 火山
噴火推移の解析に関する研究
電気伝導度異方性で見るフィリピン海上部
マントルダ イナミクス
地震環境としての日本列島：標準構造モデ
ル・基準波動場の構築
火山流体のモニタリング と 深部マグ マ上
昇 メカニズムの解明
地殻変動モニ タと 地震情報を 連成させた
列島確率モデルの構築
ＧＰＳブ イを用いた津波・波浪防災システ
ムの総合的研究
衛星データによる東アジア活火山観測・防
災ネット ワークの構築
量子標準に 基づ いた 次世代長期地殻変動
観測手法の開発
南アフ リカ大深度鉱山に おけ る超高周波
までの地震学 - 1cm から 200m まで 。
高精度重力・電磁気連続観測にもとづく火
道内マグ マ上昇機構の解明
高温高圧下に おけ る岩石の 電気特性と 力
学特性の同時測定
浅海域に おけ る熱流量測定による南海ト
ラフ地震発生帯の温度構造の研究
三宅島２０００ 年噴火に おけ るマグ マ水
蒸気爆発に関する地質岩石学的研究
地盤基礎構造物系の 地震時非線形挙動に
関する実証的研究
歴史地震の詳細震度分布図の作成と 断層
パラ メータの推定に関する研究
火山噴火準備過程に おけ るマグ マの 移動
現象に関する研究
フエ イズド アレ イに よる能動的地殻活動
モニタリング の研究
コアーマント ル 相互作用の 地球化学的検
証
噴煙の 人工衛星デ ータ及び 噴出物の 岩石
学的デ ータを 再現する噴火モデルの開発
チ リ海嶺沈み 込み帯の深部構造と 沈み 込
み帯での諸現象の解明
大陸縁辺の広域深部電気伝導度構造の 解
明

継続
継続
継続
新規
新規
新規
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
継続
新規
継続
新規

剛博 (教授)

宗朗 (教授)

寿海 (教授)

剛博 (教授)
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(千円)
20,300
118,500
18,000
34,400
1,400
7,280
4,940
15,470
13,910
19,630
18,330
34,840
1,600
1,900
3,500
2,100
2,000
2,200
1,400
2,800
3,000
2,300
3,400
2,300

継続

基盤Ｃ
一般
基盤Ｃ
一般

16540377

孫

17510145

古村

孝志 (助教授)

17510146

宮武

隆 (助教授)

17540391

市原

美恵 (助手)

17540393

武井

康子 (助教授)

17540394

加藤

尚之 (助教授)

17540395

島崎

邦彦 (教授)

17540431

佐藤

比呂志 (教授)

18540413

綿田

辰吾 (助手)

18540414

山中

佳子 (助手)

18540415

篠原

雅尚 (助教授)

18540416

大湊

隆雄 (助教授)

18631006

纐纈

一起 (教授)

継続

基盤Ｃ
一般
基盤Ｃ
一般
基盤Ｃ
一般
基盤Ｃ
一般
基盤Ｃ
一般
基盤Ｃ
一般
基盤Ｃ
一般
基盤Ｃ
一般
基盤Ｃ
一般
基盤Ｃ
一般
基盤Ｃ
企画
萌芽

17654086

清水

久芳 (助手)

継続

萌芽

17656145

堀

新規

萌芽

18656126

小國

健二 (助教授)

継続

若手Ｂ

16740249

竹内

希 (助手)

継続

若手Ｂ

16740252

西田

究 (助手)

継続

若手Ｂ

16740260

小山

崇夫 (助手)

継続

若手Ｂ

17740285

加藤

愛太郎 (助手)

継続

若手Ｂ

17740286

宮崎

真一 (助手)

新規

若手Ｂ

18710151

三宅

弘恵 (助手)

新規

促進費

18749003

野口 聡 (研究機関研
究員)

継続

継続
継続
継続
継続
継続
継続
新規
新規
新規
新規
新規

文科 (助教授)

宗朗 (教授)
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衛星重力ミッションのコサイスミック重力
及びジオ イド 変化へ応用に関する研究
広域震度分布の高精度シミュレーションに
基づ く関東直下の被害地震の震源モデ ル
推定
強震動シミュレーションのための震源物理
パラ メータの推定の研究
マグ マ破壊特性の定量化と 計測手法開発
を目指し た模擬物質の破壊実験
固液共存系の 動的ぬれ 特性とその 力学物
性への影響に関する研究
プレ ート 境界の 摩擦パラ メター推定に 関
する研究
統計モデ ルに よる地震活動監視シ ステム
実用化への研究
東北日本の インバージョンテクトニクス：
水平水歪の定量解析
地動と大気圧の同時観測による大気 地球音響結合の研究
津波地震の メカニズムの解明

1,200

海溝型地震観測のための 複数セン サーを
搭載する海底強震計の開発
空振・地震波形の同時解析による噴火ダ イ
ナミクスの研究
環太平洋の長周期地震動とその 都市災害
軽減のための国際共同研究の企画調査
地球ダ イナモモデルの計算法の開発：核―
マントル境界におけ る境界条件の検討
ＲＦＩＤタグ を 利用し た 地下構造物周辺
地盤の３次元地盤変形計測手法の考案
センサネット ワークを用いた実空間シミュ
レーションのための高機能センサノード の
開発
新世代地震計網デ ータ解析手法開発に よ
る次世代内部構造モデル推定
超長周期大気音波の分散測定

2,300

電磁気トモグ ラフィー法による３次元全地
球マントル構造モニタリング
クラスター的微小地震活動の発生 メカニ
ズ ムの 解明− 流体移動で 地震は 起きるの
か？
キネマティックＧＰＳを用いた余効すべり
加速過程の解明と 断層面の 摩擦特性の 推
定
地震動パラドックス解明のための最適震源
モデルの構築
結晶サ イズ 分布を 用いた 爆発的噴火から
非爆発的噴火の遷移条件の解明

400

1,100

900
1,000
600
900
2,800
1,400
2,400
2,300

1,100
3,200
500
500
500

1,100
400

600

1,600

1,300
800

表 2.3. 特別研究員奨励費

区分

課題番号

研究代表者

研究課題

新規

10239

生田

領野 (SPD)

新規

10242

田中

宏幸 (PD)

新規

10249

飯塚

毅 (SPD)

新規

10762

鈴木

絢子 (DC2)

継続

11020

行谷

佑一 (DC2)

継続

11162

鈴木

岳人 (DC2)

継続

11763

市川

浩樹 (DC1)

継続

11788

桑野

修 (DC1)

継続

11814

中村

祥 (DC1)

継続

11375

藤澤

和浩 (DC1)

継続

10492

門野 (三谷)

継続

11333

小園

継続

5801

HARCOUET, V. M. (山野

継続

5318

SCHEU, B. E. (中田

節也)

継続

5062

SALAH, M. K. (瀬野

徹三)

継続

4811

ALI, A. (中井

精密制御定常震源装置（ ＡＣＲＯＳＳ ）を
用いた地殻内部構造の能動的監視
宇宙線ミュオンラジオグラフィー／トモグラ
フィーによる火山噴火ダ イナミクスの解明
アカスタ花崗岩のタング ステン 及び クロム
同位体分析−後期隕石重爆撃説の検証
火星クレ ーターの形成過程に関する実験的
アプ ローチ
過去事例調査と 流体力学的・地震学的考察
に 基づ く津波の研究とその防災事業への応
用
多孔質圧電媒質の 破壊に 伴う水力学的・熱
的及び 電磁気学的現象の研究
地球・惑星内部でのマント ルや外核の対流
現象の数値計算による基礎的な研究。
実験的手法による地震にともな う電磁気シ
グ ナル発生 メカニズムの解明
深部低周波微動の定量的モデル 構築による
プレ ート 境界におけ る物理過程の解明
固液共存系におけ る地震波減衰の定量的評
価手法の構築
爆発的噴火の機構解明のためのマグ マ破砕
および 混相流の数値的研究
噴火タイプ の多様性に 関する火道流の数値
的研究
南海ト ラフ 沈み込み帯におけ る，地震発生
帯の温度構造と 力学的な性質についての研
究
マグ マ破砕の多様性を生み出す原因と条件：
多角的視点からのアプ ローチ
プレ ート 運動の決定と 日本付近で 起こる地
震の メカニズムの解明
タング ステン 同位体トレ ーサーを 用いたマ
ントル -コア相互作用の物質科学的検証

典子 (PD)

誠史 (DC1)
誠)

俊一)
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(千円)
2,300
1,200
3,000
1,000
900

900
900
900
900
900
326
900
900

1,200
800
1,200

2.6

奨学寄附金受入状況（ 平成 18 年度 ）
表 2.4. 平成 18 年奨学寄附金受入状況

研究担当者名

寄附者の名称

1
2
3
4
5
6
7
8

纐纈一起
島崎邦彦
壁谷澤寿海
纐纈一起
加藤尚之
古村孝志
加藤照之
岩崎貴哉

スターツ CAM 株式会社
東海旅客鉄道株式会社
ロング ホーム株式会社
(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
日立造船株式会社事業・製品開発セン ター
岩崎貴哉 (「 第 12 回大陸と縁辺域の深部地震探査に関する国

寄附金額
(千円)
600
1,000
2,000
700
300
300
500
335

9

岩崎貴哉

際シンポジウム 」の開催経費)
岩崎貴哉 (「 第 12 回大陸と縁辺域の深部地震探査に関する国

3,218

10
11
12

前野 深
佐藤比呂志
岩崎貴哉

際シンポジウム 」の開催経費)
前野 深 (平成 18 年度笹川科学研究助成金)
白山工業株式会社
岩崎貴哉 (「 第 12 回大陸と縁辺域の深部地震探査に関する国

370
100
2,357

13

纐纈一起

際シンポジウム 」の開催経費)
株式会社ティ・エム・ラボ ラト リー

2.7

大学院生・研究員等受入状況（ 平成 18 年度 ）
表 2.5. 平成 18 年大学院生・研究員等の受入状況

身分
大学院生

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
その他
計

人数
73 名

6名
2名
18 名
9名
16 名
5名
129 名

内訳
理学系 55 名：修士 25 名，博士 29 名，研究生 1 名
工学系 17 名：修士 10 名，博士 6 名，研究生 1 名
新領域 1 名：修士 0 名 博士 1 名

(うち外国人 8 名 ）
SPD:2 名，PD:2 名，外国人研究員:5 名
(うち日本学術振興会招へい研究者 2 名)

55

80

第3章
3.1

研究活動

各教員等の研究成果

各教員等が 2005 年 1 月 ∼2006 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
堀 宗朗
(a) M. Hori, K. Oguni and H. Sakaguchi, Proposal of FEM implemented with particle discretization for analysis of
failure phenomena, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 53, 3, 681–703, 2005.
堀宗朗・井上純哉・市村強・中村光・若井明彦・海老澤健正・山口直也, 防災担当者の技術力向上のための耐震
設計の共通化と地震応答の統合的可視化, 土木学会論文集, 794, I-72, 171–188, 2005.
佐伯昌之・高坂朋寛・堀 宗朗, 1 周波 GPS 受信機と無線 LAN を用いた多点変位計測システムの開発, 応用力学
論文集, 8, 2005.
若井淳・Hom Nath GHARTI・小国健二・堀宗朗, 破壊問題に適し た数値解析手法とその地震現象への適用, 応
用力学論文集, 2005.
T. Iinuma, T. Kato and M. Hori, Inversion of GPS velocity and seismicity data to yield changes in stress in the
Japanese Islands, Geophys. J. Int., 160, 417–434, 2005.
M. Saeki, J. Inoue, K.H. Khor, T. Kousaka, H. Honda, K. Oguni and M. Hori, Hierarchical localization algorithm
based on inverse Delaunay tessellation, Lecture Notes in Computer Science, 3868, 180–195, 2006.
M. Saeki and M. Hori, Development of an accurate positioning system using low-cost L1 GPS receivers, ComputerAided Civil and Infrastructure Engineering, 2006.
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部 卓, 2004 年浅間山噴火に先行する特異な長周期地震活動, 2004 年浅間火山の噴火に関する総合的調査
（ 平成 16 年度科学研究費補助金成果報告書 ）, 11–21, 2005.

海半球観測研究センター
川勝 均
(a) Ramesh, D. S., H. Kawakatsu, S. Watada, X. Yuan, Receiver function images of the central Chugoku region in
the Japanese islands using Hi-net data, Earth Planets Space, 57, 271–280, 2005.
Takagi, N., S. Kaneshima, H. Kawakatsu , M. Yamamoto, Y. Sudo, T. Okura, S. Yoshikawa, T. Mori, Apparent
migration of tremor source synchronized with the change in the tremor amplitude observed at Aso volcano,
Japan, J. Vol. Geothermal Res., 154, 181–200, 2006.
Vanacore, E., F. Niu, H. Kawakatsu, Observations of the mid-mantle discontinuity beneath Indonesia from S to
P converted waveforms, Geophys. Res. Lett., 33, L04302, do, 2006.
Kawakatsu, H, Sharp and seismically transparent inner core boundary region revealed by an entire network
observation of near-vertical PKiKP, Earth Planets Space, 58, 855–863, 2006.
Kawakatsu, H., and M. Yamamoto, Volcano Seismology, in “Earthquake Seismology” edited by H. Kanamori,
Treatise of Geophysics, Elsevier, in press, 2006.
(b) 田中聡， 川勝均， 大林政行, NECESSArray 計画 −中国大陸からみる地球内部ダ イナミクス−, 月刊地球,
28, 9, 592–596, 2006.
歌田 久司
(a) Kuvshinov, A., H. Utada, D. Avdeev, and T. Koyama, 3-D modelling and analysis of Dst C -responses in the
North Paciﬁc Ocean region, revisited, Geophys. J. Int., 160, 2, 505–526, 2005.
Kasaya, T., Goto, T., Mikada, H., Baba, K., Suyehiro, K., and Utada, H., Resistivity image of the Philippine Sea
Plate around the 1944 Tonankai Earthquake zone deduced by marine and land MT surveys, Earth Planets
Space, 57, 209–213, 2005.
Asari S., H. Shimizu and H. Utada, Variability of the topographic core-mantle torque calculated from core surface
ﬂow models, Phys. Earth Planet. Inter., 154, 85–111, 2006.
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Hae, R., E. Ohtani, T. Kubo, T. Koyama and H. Utada, Hydrogen diﬀusivity in wadsleyite and water distribution
in the mantle transition zone, Earth Planet. Sci. Lett., 155, 1–15, 2006.
Ichiki, M., K. Baba, M. Obayashi and Hisashi Utada, Water content and geotherm in the upper mantle above
the stagnant slab: Interpretation of electrical conductivity and seismic P-wave velocity models, Phys. Earth
Planet. Inter., 155, 1–15, 2006.
Kuvshinov, A., A. Junge, and H. Utada, 3-D modelling the electric ﬁeld due to ocean tidal ﬂow and comparison
with observations, Geophys. Res. Lett., 33, L06314, do, 2006.
Iyemori, T., Mandea, M., and Utada, H, Ground magnetic observations: New technologies and the role in
understanding the Earth System - Preface, Earth Planets Space, 58, 6, 695–695, 2006.
Shimizu, H, Koyama, T., Koyama, S. and Utada, H, A geomagnetic total intensity anomaly originated from
lightning-induced isothermal remanent magnetization: case of Yatsugatake magnetic observatory, central
Japan, Earth Planets Space, in press, 2006.
Koyama, T., H. Shimizu, H. Utada, M. Ichiki, E. Ohtani, and R. Hae, Water Content in the Mantle Transition
Zone Beneath the North Paciﬁc Derived From the Electrical Conductivity Anomaly, AGU Geophys. Monogr.
Ser., 168, 171–179, 2006.
塩原 肇
(a) D. Suetsugu, H. Shiobara, H. Sugioka, G. Barruol, E. Schindele, D. Reymond, A. Bonneville, E. Debayle, T. Isse,
T. Kanazawa and Y. Fukao, Probing South Paciﬁc Mantle Plumes With Ocean Bottom Seismographs, EOS
(Trans. Am. Geophys. Union), 86, 44, 429–435, 2005.
D. Suetsugu, M. Shinohara, E. Araki, T. Kanazawa, K. Suyehiro, T. Yamada, K. Nakahigashi, H. Shiobara, H.
Sugioka, K. Kawai and Y. Fukao, Mantle discontinuity depths beneath west Philippine basin from receiver
function analysis of deep-sea borehole and seaﬂoor broadband waveforms, Bull. Seism. Soc. Am., 95, 5,
1947–1956, 2005.
Tibi, R., D. A. Wiens, H. Shiobara, H. Sugioka, and P. J. Shore, Depth of the 660-km discontinuity near the
Mariana slab from an array of ocean bottom seismographs, Geophys. Res. Lett., 33, L02313, doi:10.102,
2006.
T. Isse, K. Yoshizawa, H. Shiobara, M. Shinohara, K. Nakahigashi, K. Mochizuki, H. Sugioka, D. Suetsugu, S. Oki,
T. Kanazawa, K. Suyehiro and Y. Fukao, Three-dimensional shear wave structure beneath the Philippine
Sea from land and ocean bottom broadband seismograms, J. Geophys. Res., 111, B06310, doi:10.102, 2006.
Isse, T., D. Suetsugu, H. Shiobara, H. Sugioka, K. Yoshizawa, T. Kanazawa, and Y. Fukao, Shear wave speed
structure beneath the South Paciﬁc superswell using broadband data from ocean ﬂoor and islands, Geophys.
Res. Lett., 33, L16303, doi:10.102, 2006.
(b) 塩原 肇・金沢敏彦・深尾良夫, 機動的広帯域・長期海底地震観測で地球内部を覗く, 月刊地球, 51, 181–187, 2005.
山野 誠
(a) Goto, S., M. Yamano and M. Kinoshita, Thermal response of sediment with vertical ﬂuid ﬂow to temperature
variation at the surface, J. Geophys. Res., 110, B01106, do, 2005.
Goto, S., H. Hamamoto and M. Yamano, Climatic and environmental changes at southeastern coast of Lake Biwa
over past 3000 years, inferred from borehole temperature data, Phys. Earth Planet. Inter., 152, 314–325,
2005.
Yamano, M. and S. Goto, Long-term monitoring of the temperature proﬁle in a deep borehole: temperature
variations associated with water injection experiments and natural groundwater discharge, Phys. Earth
Planet. Inter., 152, 326–334, 2005.
Hamamoto, H., M. Yamano and S. Goto, Heat ﬂow measurement in shallow seas through long-term temperature
monitoring, Geophys. Res. Lett., 32, L21311, do, 2005.
Cermak, V., J. Safanda, L. Bodri, M. Yamano and E. Gordeev, A Comparative study of geothermal and meteorological records of climate change in Kamchatka, Stud. Geophys. Geod., 50, 675–695, 2006.
(b) 山野誠・濱元栄起, 南海ト ラフ沈み込み帯の熱流量分布と温度構造, 月刊地球, 号外 51, 74–80, 2005.
佐柳敬造・木下正高・上嶋誠・三ケ田均・山野誠・長尾年恭, 孔内長期温度電位差計の開発および 試験観測，東
海大学海洋研究所研究報告, 東海大学海洋研究所研究報告, 26, 1–10, 2005.
(c) Yamano, M. and S. Goto, Reconstruction of the thermal environment evolution in urban areas from underground
temperature distribution, RIHN International Symposium on ”Human Impacts on Urban Subsurface Environments”, Kyoto, Japan, Oct. 18-20, 40–44, 2005.
馬場 聖至
(a) Evans, R.L., G. Hirth, K. Baba, D. Forsyth,, A. Chave, and R. Mackie, Geophysical evidence from the MELT
area for compositional controls on oceanic plates, Nature, 478, 249–252, 2005.
Baba, K., Electrical structure in marine tectonic settings, Surveys in Geophysics, 26, 6, 701–731, 2005.
Baba, K., and A. D. Chave, Correction of seaﬂoor magnetotelluric data for topographic eﬀects during inversion,
J. Geophys. Res., 110, B12105, doi:10.1029/2004JB003463, 2005.
Kasaya, T., T. Goto, H. Mikada, K. Baba, K. Suyehiro, and H. Utada, Resistivity image of the Philippine Sea
Plate around the 1944 Tonankai earthquake zone deduced by Marine and Land MT surveys, Earth Planets
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Space, 57, 209–213, 2005.
Ichiki, M., K. Baba, M. Obayashi, and H. Utada, Water content and geotherm in the upper mantle above the
stagnant slab: Interpretation of electrical conductivity and seismic P-wave velocity models, Phys. Earth
Planet. Inter., 155, 1–15, 2006.
Baba, K., A. D. Chave, R. L. Evans, G. Hirth, and R. L. Mackie, Mantle dynamics beneath the East Paciﬁc Rise
at 17S: Insights from the Mantle Electromagnetic and Tomography (MELT) experiment, J. Geophys. Res.,
111, B02101, doi:10.1029/2004JB003598, 2006.
Baba, K., P. Tarits, A. D. Chave, R. L. Evans, G. Hirth, and R. L. Mackie, Electrical structure beneath
the northern MELT line on the East Paciﬁc Rise at 15 °45 ′S, Geophys. Res. Lett., 33, 22, L22301,
doi:10.1029/2006GL027528, 2006.
Toh, H., K. Baba, M. Ichiki, T. Motobayashi, Y. Ogawa, M. Mishina, and I. Takahashi, Two-dimensional electrical
section beneath the eastern Japan Sea, Geophys. Res. Lett., 33, 22, L22301, doi:10.1029/2006GL027435,
2006.
(b) 馬場聖至・藤浩明, 日本海東縁の上部マントル電気伝導度構造, 「 日本海長震度掘削実現をめざし て 」シンポジ
ウム報告書, 66–70, 2005.
Baba, K., N. Seama, T. Goto, M. Ichiki, K. Schwalenberg, H. Utada, and K. Suyehiro, Electrical structure of the
upper mantle in the Mariana subduction system, IFREE Report 2003-2004, 2005.
Baba, K., On seaﬂoor magnetotelluric study using separate instruments for electric and magnetic ﬁeld measurement, IFREE Report 2003-2004, 2005.
市原 美恵
(a) Yoneda, A., and M. Ichihara, Shear viscoelasticity of ultrasonic couplers by broadband reﬂectivity measurements,
Journal of Applied Physics, 97, 5, 054901, 2005.
3. Taddeucci, J., Spieler, O., Ichihara, M., Dingwell, D.B., and Scarlato, P., The ﬂow and fragmentation of
viscoelastic media under diﬀusion-driven bubble growth: an analogue experiment for explosive volcanism,
Earth Planet. Sci. Lett., 243, 3-4, 771–785, 2006.
Nishimura, T., Ichihara, M., and Ueki, S., Investigation of the Onikobe geyser, NE Japan, by observing the
ground tilt and ﬂow parameters, Earth Planets Space, 58, e21–e24, 2006.
Yokoo, A., Ichihara, M., Goto, A., and Taniguchi, H., Atmospheric pressure waves in the ﬁeld of volcanology,
Shock Waves, 15, 5, 295–300, 2006.
Ichihara, M., and E. E. Brodsky, A limit on the eﬀect of rectiﬁed diﬀusion in volcanic systems, Geophys. Res.
Lett., 33, 2316, doi:10.102, 2006.
(b) 市原美恵・後藤章夫・谷口宏充・大島弘光・井口正人, 無人火山探査車ＭＯＶＥ搭載シ ステムの仕様と 試験結
果, 特定領域「 火山爆発のダ イナミックス」平成１６年度研究成果報告書, 265–273, 2005.
市原美恵・後藤章夫・谷口宏充・大島弘光・井口正人, 水中爆発実験 2001 2005 の結果報告, 特定領域「 火山爆
発のダ イナミックス 」平成１７年度研究成果報告書, 273–284, 2006.
(c) Ichihara, M., K. Tanaka, H. Oshima, A. Goto, and H. Taniguchi, Wave generation and formation in the air by
underwater explosions, 25th International Symposium on Shock Waves-ISSW25, Bangalore, India, Jul.17-22,
Society for Shock-Wave Research, 1137-3a, 2005.
清水 久芳
(a) Kurata, M., H. Tsunakawa, Y. Saito, H. Shibuya, M. Matsushima, and H. Shimizu, Mini-magnetosphere over the
Reiner Gamma magnetic anomaly region on the Moon, Geophys. Res. Lett., 32, 24, Art. No. L, 2005.
Shimizu, H, J.P. Poirier and J.L. Le Mouel, On crystallization at the inner core boundary, Phys. Earth Planet.
Inter., 151, 37–51, 2005.
Shimizu, H., T. Koyama, S. Koyama, and H. Utada, A geomagnetic total intensity anomaly originated from
lightning-induced isothermal remanent magnetization: case of Yatsugatake magnetic observatory, central
Japan, Earth Planets Space, 2006(in pr.
Asari S, H. Shimizu, H. Utada, Variability of the topographic core-mantle torque calculated from core surface
ﬂow models, Phys. Earth Planet. Inter., 154, 85–111, 2006.
Ono, S., A. R. Oganov, T. Koyama, and H. Shimizu, Stability and compressibility of the high-pressure phases of
Al2O3 up to 200 GPa: Implications for the electrical conductivity of the base of the lower mantle, Earth
Planet. Sci. Lett., 246, 326–335, 2006.
竹内 希
(a) Takeuchi, N., Finite Boundary Perturbation Theory for the Elastic Equation of Motion, Geophys. J. Int., 160,
1044–1058, 2005.
To, A., Romanowicz, B., Capdeville, Y. and Takeuchi, N., 3D eﬀects of sharp boundaries at the borders of the
African and Paciﬁc Superplumes: Observation and modeling, Earth Planet. Sci. Lett., 233, 137–153, 2005.
Cao, A, Romanowicz, B. and Takeuchi, N., An observation of PKJKP: inferences on inner core shear properties,
Science, 308, 1453–1455, 2005.
Kawai, K., N. Takeuchi and R.J. Geller, Complete synthetic seismograms up to 2 Hz for transversely isotropic
spherically symmetric media, Geophys. J. Int., 164, 411–424, 2006.
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(c) Yamada, R., Yamada, I., Kobayashi, N., Takeuchi, N., Shiraishi, H., Tanaka, S., Fujimura, A. and Mizutani,
H., Characteristics of a seismometer for the LUNAR-A penetrator, 36-th Lunar and Planetary Science
Conference, League City, Mar 14-18, 2005, 2005.
Takeuchi, N. and Kobayashi, M., Small scale upwellings in the mid-mantle detected by DSM waveform inversion,
International Workshop on Geodynamics: Observation, Modeling, and Computer Simulation, Part 1: Reproducing Core-Mantle Dynamics & Predicting Crustal Activity through Advanced Computing, Tokyo, Oct
14-16, 2004, 2005.
Takeuchi, N., Evidence for two layered convection constrained by seismological heterogeneity spectra, International workshop on the post-perovskite phase transition in the earth’s deep mantle, Tokyo, Oct 3-4, 2005,
2005.
Kawai, K., Takeuchi,N. and Geller, R.J., Studying D”Structure Using Waveform Inversion, International Workshop on the Post-Perovskite Phase Transition in the Earth’s Deep Mantle, Tokyo, Oct 3-4, 2005, 2005.
竹内 希, 月震コーダ 波形解析によるグ ローバル月震活動解析の提案, 第 27 回太陽系シンポジウム, 神奈川, 2005
年 12 月 12-13 日, 41–44, 2006.
竹内 希, 月・惑星内部構造探査の展望と課題, 第 27 回太陽系シンポジウム, 神奈川, 2005 年 12 月 12-13 日, 53–56,
2006.
山田 竜平・山田 功夫・白石 浩章・小林 直樹・竹内 希・村上 英紀・田中 智・藤村 彰夫, 月探査用短周期地震計
を用いた月震観測, 第３９回月・惑星シンポジウム, 神奈川, 2006 年 8 月 7-9 日, 2006.
綿田 辰吾
(a) Rameshi, D. S., H. Kawakatsu, S. Watada, and X. Yuan, Receiver function images of the central Chugoku region
in the Japanese island using Hi-net data, Earth Planets Space, 57, 4, 271–280, 2005.
Nishida, K., Y. Fukao, S. Watada, N. Kobayashi, M. Tahira, N. Suda, K. Nawa, T. Oi, and T. Kitajima, Array
observation of background atmospheric waves in the seismic band from 1 mHz to 0.5 Hz, Geophys. J. Int.,
162, 3, 824–840, 2005.
Watada S, T. Kunugi , K. Hirata , H. Sugioka , K. Nishida , S. Sekiguchi , J. Oikawa , Y. Tsuji , H. Kanamori ,
Atmospheric Pressure Change Associated with the 2003 Tokachi-Oki Earthquake, Geophys. Res. Lett., 33,
L24306, doi:10.102–2006GL0279, 2006.
(b) 綿田辰吾 、及川純 、八木原, 特定領域「 火山爆発 」研究報告書, 2005.
綿田辰吾, 功刀卓, 日本列島傾斜計アレ イからみた破壊継続時間, 月刊地球, 号外, 56, 95–99, 2006.
綿田辰吾, 大湊隆雄, 振動台を用いた気圧測定装置の加速度応答, 地震研究所技術研究報告, 12, 19–23, 2006.
綿田辰吾, 「 微気圧・広帯域地震同時アレ イ観測による長周期地震動例起源とし ての大気圧変動の研究」, 平成
（ ２ ））研究成果報告書, 2006.
１５年度〜平成１６年度科学研究費補助金（ 基盤研究（ C ）
(c) 綿田辰吾・及川純・井口正人・八木原寛, 諏訪之瀬島火山の空振観測, 特定領域「 火山爆発のダ イナミックス 」
平成 16 年度シンポジウム, 東京, 3 月 2 日〜4 日, 71–72, 2005.

アウト リーチ推進室
辻 宏道
(b) 辻宏道, 図説測地学の基礎（ 書評 ）, 測量 2006 年 7 月号, 56, 7, 27–27, 2006.
辻宏道, あっ!地震だ !!, ジュニアサ イエンティスト 2006 年 9 月号, 21, 1, 4–9, 2006.
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3.2

各教員等の学会等での活動

各教員等が 2005 年 1 月 ∼2006 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
堀 宗朗
(a) U.S.-Japan Workshop on utilization of earthquake shaking talbe, San Fransisco, USA, 20 Feb, 2005.
EURODYN 2005, Paris, France, 5 Sep, 2005.
VIII Int. Conf. on Computational Plasticity, Barcelona, Spain, 6 Sep, 2005.
The International Symposium on Management System for Disaster Prevention (ISMD 2006), Kochi, Japan, 10
Mar, 2006.
(b) 日本計算数理工学会, 理事, 2001.4–2010.3.
Japanese Association of Computational Mechanics, 運営委員, 2002.12–2010.3.
土木学会応用力学論文集, 英文論文編集者, 2003.4–2007.3.
土木学会地震工学研究発表会論文集, 英文論文編集者, 2003.4–2007.3.
土木学会調査研究企画委員会, 第 1 部門委員, 2003.6–2005.6.
土木学会巨大災害への対応検討特別委員会, 副幹事長, 2003.11–2005.6.
土木学会応用力学委員会確率小委員会, 委員長, 2004.4–2007.3.
土木学会防災教育の対応特別委員会, 委員, 2005.4–2006.3.
土木学会調査企画研究部会, 幹事長, 2005.4–2007.3.
(c) 地盤工学会学会誌論文賞, 6 月 1 日, 2005.
栗田 敬
(a) 25th Course of the International School of Geophysics, Erice, Italy, 12 Sep, 2005.
10th Symposium of SEDI, Praha, Czech Republic, 12 Jul, 2006.
(b) SEDI, Advisery Comittee member, 2000.8–2006.7.
eEarth by European Geosciences Union, Editorial Board, 2006.4–2008.4.
島崎 邦彦
(a) Hokudan International Symposiuim on Active Faulting, Hokudan-cho, AwajiI Island, Hyogo, Japan, 18 Jan, 2005.
4th International Tectonic Meeting, Tokyo, Japan, 24 Mar, 2005.
Earthquakes in Urban Areas, Oxnard, USA, 1 Jun, 2006.
4th International Workshop on Statistical Seismology, Hayama, Japan, 10 Jan, 2006.
Earthquake and Shaking Probabilities, Erice, Italy, 20 Oct, 2006.
(b) Pure and Applied Geophysics, 編集委員, 1993.1–2005.3.
（ 財 ）震災予防協会, 理事, 2001.6–2007.5.
日本測地学会, 評議員, 2003.4–2005.3.
（ 社 ）日本地震学会, 監事, 2004.5–2006.5.
（ 社 ）日本地震学会, 会長, 2006.5–2008.5.
小国 健二
(a) World Congress on Engineering Asset Management, Gold Coast, Australia, 11 Jul, 2006.
EWSN2006 (European Workshop on Sensor Network), Zurich, Switzerland, 14 Feb, 2006.
WCCM-VII (7th World Congress on Computational Mechanics), Los Angeles, USA, 19 Jul, 2006.
Asia-Paciﬁc Workshop on Structural Health Monitoring, Yokohama, Japan, 5 Dec, 2006.
(b) 土木学会/固体の破壊現象に関する小委員会, 委員, 2001.4–2007.3.
土木学会/地下構造物の合理的な地震対策研究小委員会, 委員, 2003.7–2006.6.
土木学会/国民の防災意識向上に関する特別委員会, 幹事, 2004.7–2006.6.
土木学会/応用力学委員会 計算力学小委員会, 委員, 2004.8–2006.6.
土木学会応用力学論文集編集委員会, 副査, 2007.2–2009.3.
土木学会/社会基盤セン シング 技術研究小委員会, 小委員長, 2007.4–2009.3.
武井（ 小屋口 ） 康子
(a) AGU fall meeting, San Francisco, USA, 7 Dec, 2005.
Interpreting Upper Mantle Images Workshop, Woods Hole, USA, 18 May, 2006.
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AGU fall meeting, San Francisco, USA, 12 Dec, 2006.
(b) 地震学会, 代議員, 2003.4–.
地球惑星連合, 情報局長, 2005.5–2006.5.
地震学会, 男女共同参画委員会コア メンバー, 2006.11–.
(c) 第１回日本学術振興会賞, 3 月 22 日, 2005.3.22.
山科 健一郎
平賀 岳彦
三浦 弥生
(a) 30th Synposium on Antarctic Meteorites, Tokyo, Japan, 6 Jun, 2006.
(b) 日本地球化学会, 和文誌「 地球化学 」編集委員会, 委員, 2006.1–2007.12.
(e) オーブ ライト 隕石の酸素同位体比, 代表, 日下部実（ 岡山大学固体地球研究センター ）, 2 名, 千円, 2002.4–2006.3.
隕石母天体の角礫岩化にともなう物質分化過程の解明, 分担, 三澤啓司（ 国立極地研究所 ）, 38 名, 1,475,000 円,
2003.4–2008.3.
西田 究
(a) AGU, San francisco, USA, 7 Dec, 2005.
(b) 日本地震学会 、広報委員, 2004.4–2007.3.
地惑連合合同大会運営委員会, 情報局員, 2006.6–2007.5.
山中 佳子
(b) 日本地震学会, 代議員, 2000.10–2007.3.
日本地震学会災害調査委員会, 委員, 2006.4–2007.3.
(c) NewHotPaper 選定, 11 月 0 日, 2005.

地球ダ イナミクス部門
本多 了
(a) 2005 AGU Fall Meeting, San Francisco, United States of America, 7 Dec, 2005.
2006 AGU Fall Meeting, San Francisco, United States of America, 11 Dec, 2006.
(b) 社団法人日本地震学会学会賞若手学術奨励賞選考委員会, 委員, 2004.7–2005.5.
社団法人日本地震学会学会賞若手学術奨励賞選考委員会, 委員, 2005.7–2006.7.
(e) 科学研究費（ 特定領域研究 ）マントル下降流による熱・物質輸送と地球進化過程の数値モデ リング , 分担, 浜野
洋三（ 代表：東大・大学院理 ）
・小河正基（ 東大・大学院総合 ）
・岩森光（ 東大・大学院理 ）
・柳澤孝寿（ 海
洋研究開発機構 ）
・吉田晶樹（ 海洋研究開発機構 ）, 6 名, 千円, 2004.4–2009.4.
小屋口 剛博
(a) International workshop on volcanic explosion ”Strategy for promoting researches on volcanic explosion”, Kobe,
Japan, 17 Jan, 2005.
AGU Fall meeting, San Francisco, U.S.A., 7 Dec, 2005.
AGU Fall meeting, San Francisco, U, 15 Dec, 2006.
(b) Journal of Volcanological and Geothermal Research, 編集委員, 2002.4–.
(e) 火山噴火のモデ リング および その日本および カムチャツカ地域の火山への応用, 代表, Oleg Melnik （ モスクワ
大学 ）ほか , 10 名, 4651 千円, 2005.9–2007.8.
噴火様式の多様性についての基礎的研究, 分担, 寅丸敦志（ 金沢大理 ）, 名, 千円, .
変形に伴う部分溶融体の構造変化についての実験的研究, 分担, 渡邊了（ 富山大理 ）, 名, 千円, .
火山爆発と蒸気爆発, 分担, 谷口宏充（ 大阪府教育セン ター ）, 名, 千円, .
瀬野 徹三
(a) Symposium Marine Geosiences, Yokohama, Japan, 7 Sep, 2005.
Asian Academic Seminar Great earthquakes in the plate subduction zones, Nagoya, Japan, 27 Sep, 2005.
(b) 地学雑誌, 編集委員, 2003.4–2006.3.
日本地震学会, 代議員, 2004.4–2005.3.
日本地震学会, 代議員, 2005.4–2006.3.
(e) 九州南部の地震の解析, 代表, 大倉敬宏（ 京大阿蘇 ）, 1 名, 万円, 2003.4–2005.3.
日本列島の変形, 代表, 山崎雅（ 極地研 ）, 1 名, 万円, 2003.4–2005.3.
プレ ート 境界生成に関する研究, 代表, S. Kirby (U. S. Geol. Survey), 1 名, 千円, 2005.1–2006.12.
スマト ラ地震の津波に関する研究, 代表, 平田賢治 (JAMSTEC), 1 名, 千円, 2005.12–2006.3.
中井 俊一
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(b) 日本地球化学会, 評議員，幹事, 2004.1–2006.12.
(e) 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・熊谷英
憲・西尾嘉朗・兼岡一郎・中井俊一・折橋裕二・三浦弥生, 10 名, 万円千円, 2002.4–2006.3.
火成活動から見た西南日本弧の中新世テクトニクス, 分担, 新正裕尚（ 東京経済大 ）, 名, 万円千円, 2003.4–2005.3.
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, 代表, 巽好幸 (海洋科学技術セン ター固体地球統合
フロンティア研究シ ステム), 12 名, 千円, 2003.4–2005.3.
ウェッジマントル起原の捕獲岩に含まれ る流体から沈み込み帯の物質循環系を探る, 分担, 山本順司 (京大院理),
3 名, 319 千円, 2004.4–2005.3.
海洋プレ ート の屈曲部で 生じ るマグ マの活動源を 探る, 分担, 山本順司 (京大・地球熱学研究施設), 2 名, 千円,
2006.4–2007.3.
高感度 XAFS 法によるウランの状態分析法の開発〜マグ マの年代測定に利用され る 238U/230Th 放射非平衡の
起源の解明〜, 分担, 高橋嘉夫 (広島大・院理), 3 名, 千円, 2006.4–2007.3.
安田 敦
(b) 日本火山学会, ホームページ 委員, 2004.7–2008.3.
日本火山学会, 理事, 2004.7–2008.3.
(e) 衛星デ ータによるグ ローバル火山監視, 分担, 金子隆之（ 代表：東大地震研 ）, 6 名, 千円, 2003.4–2005.3.
火山噴火罹災地の埋没過程の復元と火山噴火推移の解析に関する研究, 分担, 藤井敏嗣（ 代表：東大地震研 ）, 5
名, 千円, 2004.4–2008.3.
マグ マへの イオウの溶解度に及ぼ す酸化還元状態の変動の影響に関する実験的研究, 分担, 高橋嘉夫（ 代表：広
島大・院理 ）他, ４名, 千円, 2004.4–2005.3.
スラブ 融解 メルトとマントルウエッジかんらん 岩の反応にともな う元素分配, 分担, 新正裕尚（ 東経大・経営 ）
他, 3 名, 千円, 2004.4–2006.3.
宇宙からのリアルタ イム火山観測： 東アジアへの適用とその高度化, 分担, 金子隆之（ 代表：東大・地震研，
Martin J. Wooster（ ロンド ン 大学キング スカレッジ ）, 3 名, 千円, 2004.4–2006.3.
ケイ酸塩ガ ラス中の溶存水種の顕微赤外分光分析法の確立, 分担, 山下茂（ 代表：ISEI ）, 2 名, 312 千円, 2005.4–
2006.3.
火口近傍の監視・計測プ ラット ホームの開発, 分担, 本多嘉明（ 代表：千葉大学 ）他, 14 名, 千円, 2006.4–2007.3.
衛星画像デ ータによる火山の赤外観測, 分担, 金子隆之（ 東大地震研 ）他, 6 名, 千円, 2006.4–2007.3.
衛星データによる東アジア活火山観測・防災ネット ワークの構築, 分担, 金子隆之（ 東大地震研：代表 ）他, 3 名,
千円, 2006.4–2010.3.
三部 賢治
(a) AGU Fall Meeting, San Francisco, USA, 7 Dec, 2005.
19th General Meeting of the International Mineralogical Association, Kobe, Japan, 26 Jul, 2006.
折橋 裕二
(a) The 16th Goldschmidt Conference, Melborune, Australia, 31 Aug, 2006.
(e) カルカッタ西方の原生代岩石とネパールの 17 億年岩石の関連性に関する研究, 分担, 瀧上 豊（ 関東学園大 ）代
表ほか , 3 名, 2400 千円, 2003.4–2006.3.
火成活動から見た西南日本弧の中新世テクトニクス, 分担, 新正裕尚（ 東京経大 ）代表・中井俊一（ 東大・地震
研）
・他, 6 名, 650 千円, 2003.4–2006.3.
海嶺沈み込み帯の火成作用・テクト ニクスと地下構造の解明, 分担, 岩森 光（ 東大・理 ）代表・平田 直・飯
高 隆（ 東大・地震研 ）ほか , 6 名, 1303 千円, 2004.4–2005.3.
ハワ イホット スポット・ロ イヒ海山活動初期マグ マの化学組成分析, 分担, 松本拓也（ 大阪大・理 ）代表, 2 名,
385 千円, 2004.4–2005.3.
スラブ 溶融 メルトとマントルウェッジかんらん 岩の反応に伴う元素分配, 分担, 新正裕尚（ 東京経大・経 ）代表・
安田 敦（ 東大・地震研 ）, 3 名, 315 千円, 2004.4–2005.3.
沈み込み帯におけ る物質移動時定数の解明, 分担, 木村 学（ 東大・理 ）, 2 名, 391 千円, 2005.4–2006.3.
スラブ メルトとマントルかんらん 岩の反応機構の解明：天然の岩石と高圧実験からの制約, 分担, 新正裕尚（ 東
京経大・経 ）代表・安田 敦（ 東大・地震研 ）, 3 名, 2400 千円, 2005.4–2007.3.
島弧におけ る大規模珪長質火成活動の継続時間と活動変遷：西南日本白亜紀花崗岩類の例, 分担, 中島 隆（ 代
表：産総研 ）, 2 名, 343 千円, 2006.4–2007.3.
西南日本ー韓半島の中生代ー新生代花崗岩類の成因と 大陸成長機構の解明, 分担, 岩森 光（ 代表：東大・院
理 ）, 2 名, 257 千円, 2006.4–2007.3.
付加作用の時定数の解明と沈み込み帯の物質フラックス, 分担, 木村 学（ 東大・院理 ）, 2 名, 257 千円, 2006.4–
2007.3.
超背弧地域におけ る玄武岩質マグ マの成因解明：第４のマグ マ生成場とし て, 代表, 中井俊一・本多 了・三部
賢治・飯高 隆（ 地震研 ）, 5 名, 2800 千円, 2006.4–2007.3.
西南日本ー韓半島の白亜紀ー第三紀花崗岩類の成因と大陸成長機構, 分担, 岩森 光（ 代表：東大・院理 ）, 2 名,
千円, 2006.4–2009.3.
付加体形成のダ イナミクスと沈み込み帯地震発生断層解剖, 分担, 木村 学（ 代表：東大・院理 ）ほか , 名, 千円,
2006.4–2009.3.
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インド 洋中央海嶺ロド リゲ スセグ メント 地球科学総合探査（ JAMSTEC 白鳳丸 KH06-4 次航海), 分担, 玉木賢
策（ 代表：東大・工 ）
・浦 環（ 東大・工 ）
・蒲生俊敬（ 東大・海洋研 ）ほか , 約 40 名, 千円, The Great Dodo
Cruise On-board Cruise Report, 2006.12–2007.1.

地球計測部門
大久保 修平
(b) 国際測地学協会 (IAG)Sub-commission 2.1, Chair, 2003.9–2007.7.
学術会議地球物理学研究連絡委員会, 委員, 2003.10–2005.9.
学術会議固体地球物理学研究連絡委員会, 委員, 2003.11–2005.9.
学術会議固体地球物理学研究連絡委員会測地学専門委員会, 委員長, 2003.11–2005.9.
AGU Fall Meeting, Convenor, 2005.6–2005.12.
日本学術会議, 連携会員, 2006.8–2008.9.
日本学術会議 IUGG 小委員会, 幹事, 2006.8–2008.9.
日本学術会議 IAG 小委員会, 委員長, 2006.10–2008.9.
(e) 十勝沖地震にともな う重力観測, 分担, 大島弘光・小山順二（ 北大院理 ）, 6 名, 78 万円, 2003.9–2005.3.
山下 輝夫
(a) Workshop on New trends in seismic vulnerability and risk, Orleans, France, 1 Dec, 2005.
Journee scientiﬁque en hommage a Keiiti Aki, Paris, France, 31 Mar, 2006.
EGU General Assembly, Vienna, Austria, 4 Apr, 2006.
Western Paciﬁc Geophysicsl Meeting, Beijing, China, 26 Jul, 2006.
(b) Acta Geophysica Polonica, member of editorial board, 1994.1–2005.12.
Journal of Geophysical Research - Solid Earth, Associate Editor, 2000.1–2005.12.
日本地震学会, 代議員, 2001.1–2007.5.
(e) リソスフェアの短波長不均質構造の物理的解釈, 分担, 河原純, 名, 千円, 2004.4–2006.3.
新谷 昌人
(d) 特許, 微小距離投げ 上げ 式絶対重力計 (特許第 3689737 号), 新谷昌人, 2005.6.24.
特許出願, 加速度計の 物理振子の 支持構造及び 加速度計 (特願 2006-59449), 関谷健之・新藤雄吾・新谷昌人,
2006.3.6.
(e) レ ーザー干渉型歪み地震計の開発, 分担, 山田功夫 (名大・環境) 、深尾良夫, 3 名, 16,400 千円, 2003.4–2005.3.
絶対ひずみ計測による跡津川断層クリープ 活動の実時間モニター, 代表, 新谷昌人・高森昭光 (地震研) 、大橋正
健・三代木伸二 (宇宙線研) 、竹本修三・東敏博・百瀬秀夫 (京大院理) 、伊藤潔・森井亙・赤松純平 (京大防
災研), 10 名, 2,190 千円, 2004.4–2006.3.
宮武 隆
(a) 2nd International Workshop: Strong ground motion prediction and earthquake tectonics in Urban areas, Tokyo,
Japan, 27 Oct, 2005.
AGU Fall meeting, San Francisco, U.S.A, 8 Dec, 2005.
AGU Fall meeting, San Francisco, U.S.A., 13 Dec, 2006.
(b) 日本地震学会, 代議員, 2003.4–2005.5.
(e) 2003 年度〜2004 年度科学研究費（ 基盤 (C)(1))「 断層摩擦構成則から生じ る強震動の研究ー高精度震源近似式
の作成ー 」, 代表, 工藤一嘉（ 東京大学地震研究所 ）吉見雅行（ 産業総合研究所 ）中村洋光（ 鉄道総合研究
所 ）, 4 名, 3900 千円, 断層摩擦構成則から生じ る強震動の研究ー高精度震源近似式の作成ー, 2003.4–2005.3.
孫 文科
(a) Dynamic Planet 2005, Cairns, Australia, 23 Aug, 2005.
AGU 2006 Joint Assembly, Baltimore, Maryland, USA, 24 May, 2006.
Western Paciﬁc Geophysics Meeting (WPGM), Beijing, China, 25 Jul, 2006.
AGU 2006 Fall Meeting, San Francisco, USA, 13 Dec, 2006.
(b) Journal of Geodesy and Geodynamics, Editor, 2001.12–2009.12.
IAG ICCT Work Group, member, 2003.4–2007.
IAG SSG, member, 2003.4–2007.
(e) 米国アラスカ州南部における後氷期地殻隆起の総合測地観測と粘弾性構造の推定, 分担, 三浦 哲（ 東北大学・大
学院理学研究科 ）, 10 名, 19110 千円, 2005.4–2009.12.
古屋 正人
(a) Americsicalal Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco, USA, 9 Dec, 2005.
American Geophysical Union, Fall Meeting, San Francisco, USA, 14 Dec, 2006.
(b) 日本測地学会, 評議員, 2004.4–2006.3.
日本測地学会, 評議員, 2004.4–2006.3.

94

European Space Agency FRINGE2005 Workshop Scientiﬁc Committee, member, 2005.4–2005.12.
日本火山学会「 火山 」, 編集委員, 2006.4–.
日本測地学会 測地学会誌, 編集委員, 2006.4–2009.3.
Envisat Symposium 2007 Scientiﬁc Committee, Member, 2006.7–2007.5.
(e) 宇宙測地・リモート センシング 技術による地殻変動研究の発展 (研究集会), 代表, 橋本学 (京都大学防災研究所)
ほか , 68 名, 572 千円, 宇宙測地・リモート センシング 技術による地殻変動研究の発展, 2007.1–2007.1.
高森 昭光
(e) 絶対ひずみ計測による跡津川断層クリープ 活動の実時間モニター, 分担, 新谷昌人 (地震研) 、大橋正健・三代木
伸二 (宇宙線研) 、竹本修三・東敏博・百瀬秀夫 (京大院理) 、伊藤潔・森井亙・赤松純平 (京大防災研), 10 名,
2190 千円, 2004.4–2006.3.
垂直型レ ーザー干渉計の基礎研究, 分担, 三代木伸二・内山隆・大橋正健・黒田和明 (宇宙線研)，新谷昌人 (地
震研)，寺田総一 (産総研)，辰巳大輔 (国立天文台), 8 名, 36,400 千円, 2004.4–2007.3.
低周波機械系の温度補償法の研究, 分担, 高橋竜太郎（ 自然科学研究機構国立天文台 ）, 2 名, 416 千円, 2005.4–
2006.3.
神岡での重力波観測（ ）, 分担, 黒田和明・大橋正健・三代木伸二・内山隆・石塚秀喜・山本一広・早河秀章・
徳成正雄・阿久津朋美・鎌ヶ迫将悟・中川憲保・桐原裕之 (宇宙線研)，安東正樹 (東大理)，新谷昌人 (地震
研)，田越秀行・高橋広毅 (阪大理)，神田展行 (大阪市大)，辰巳大輔 (国立天文台)，新富孝和・春山富義・
鈴木敏一・佐藤伸明・都丸隆行 (高エネ研)，寺田総一 (産総研), 25 名, 千円, 2005.4–2006.3.
能動防振用小型高感度加速度計の研究開発, 代表, 高橋竜太郎（ 自然科学研究機構国立天文台 ）, 2 名, 1500 千
円, 2006.4–2007.3.

地震火山災害部門
壁谷澤 寿海
(a) International Symposium on Earthquake Engineering (ISEE) Commemorating Tenth Anniversary of the 1995
Kobe Earthquake, Kobe/Awaji, Japan, 14 Jan, 2005.
2nd International Conference of Concrete & Development, Tehran, Iran, 1 May, 2005.
International Workshop on Retroﬁt of Conceret Buildings, Tehran, Iran, 4 May, 2005.
The First NEES/E-Defense Workshop on Collapse Simulation of Reinforced Concrete Building Structure, Berkeley, USA, 6 Jul, 2005.
100th Anniversary Earthquake Conference, San Francisco, USA, 20 Apr, 2006.
NEES/E-Defense Plenary Meeting, Kobe, Japan, 29 Sep, 2006.
The Second NEES-EDEFENSE Workshop on Collapse Simulation of Reinforced Concrete Building Structures
October 30 – November 1, Kobe and Miki, Japan, 1 Nov, 2006.
KOCED symposium on shake table, Pusan, Korea, 8 Dec, 2006.
(b) 日本コン クリ−ト 工学協会 ISO/TC71 対応国内委員会, 委員, 1995.4–2006.3.
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, 委員, 2002.4–2006.3.
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, 2002.4–2006.3.
日本建築学会構造委員会耐震設計小委員会, 委員, 2002.4–2006.3.
大都市大震災特別軽減化研究プ ロジェクト RC 建物委員会, 委員長, 2002.4–2007.3.
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, 2002.8–2007.3.
日本建築学会構造委員会鉄筋コン クリ−ト 構造委員会耐震性能評価指針（ 英語版 ）作成小委員会, 主査, 2003.4–
2006.3.
コン クリ−ト 工学協会関東支部, 理事, 2003.4–2005.3.
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 基礎部材の構造性能評価小委員会, 委員, 2003.4–
2007.3.
日本地震工学会, 理事, 2003.6–2005.5.
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, 2003.10–2005.9.
阪神淡路 10 周年地震工学シンポジウム組織委員会実行委員会, 幹事, 2003.12–2005.3.
日本建築学会東海地震等巨大災害への対応特別調査委員会建築構造物小委員会, 委員, 2004.4–2006.3.
防災科学技術研究所三次元震動破壊実験施設利用委員会, 委員, 2004.12–2006.11.
日本地震工学会地震災害対応委員会, 主査, 2005.10–2007.3.
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, 委員, 2006.4–2008.3.
日本建築学会構造委員会耐震設計小委員会, 委員, 2006.4–2008.3.
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 クリート 構造計算規準改定小委員会, 委員,
2006.4–2009.3.
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 クリート 構造計算規準改定小委員会耐震壁
WG, 主査, 2006.4–2009.3.
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日本地震工学会, 理事, 2006.6–2008.5.
(e) 大都市大震災軽減化特別プ ロジェクト 震動台活用による構造物の耐震性向上 (鉄筋コン クリ−ト 建物実験),
代表, 松森泰造（ 防災科学技術研究所 ）
・倉本洋（ 豊橋技術科学大学 ）
・勅使川原正臣（ 建築研究所 ）
・勝俣
英雄（ 大林組 ）
・田中仁史（ 京都大学 ）
・鈴木紀雄（ 鹿島建設 ）
・長谷川俊昭（ 清水建設 ）他, 20 名, 6400 万
円, 鉄筋コン クリート 建物の三次元動的破壊 メカニズムの解明, 2002.4–2006.3.
大都市大震災軽減化特別プ ロジェクト
震動台活用による構造物の耐震性向上研究, 代表, 壁谷澤寿海 (地震
研), 倉本洋 (豊橋技科大), 松森泰造, 陳少華 (防災科研), 勝俣英雄・白井和貴 (大林組), 田中仁史・河野進 (京
大), 福山洋・斉藤大樹 (建研), 五十嵐克哉・鈴木紀雄・田上淳 (鹿島) 他, 20 名, 5,500,000 千円, 大都市大震
災軽減化特別プ ロジェクト
震動台活用による構造物の耐震性向上研究, 2002.4–2007.3.
地盤基礎構造物系の地震時非線形挙動に関する実証的研究, 代表, 工藤 一嘉, 真田 靖士, 3 名, 2900 千円, 地盤基
礎構造物系の地震時非線形挙動に関する実証的研究, 2004.4–2007.3.
普及型地震計による層間変形計測システムに関する研究, 代表, 青柳 隆之, 2 名, 1000 千円, 普及型地震計による
層間変形計測シ ステムに関する研究, 2004.4–2005.3.
鉄筋コン クリ−ト 壁の耐震補強に関する研究, 代表, 真田靖士, 五十嵐俊一（ 構造品質補強研究所株式会社 ）, 3
名, 4500 千円, 鉄筋コン クリ−ト 壁の耐震補強に関する研究, 2004.4–2006.3.
地盤基礎構造物系の地震時非線形挙動に関する実証的研究, 代表, 工藤一嘉, 真田靖士 (地震研), 3 名, 9,900,000
千円, 地盤基礎構造物系の地震時非線形挙動に関する実証的研究, 2004.4–2007.3.
強度や剛性が 低下する既存建物の耐震性能評価, 代表, Dihn Van Thuat, 2 名, 1,200,000 千円, 強度や剛性が 低下
する既存建物の耐震性能評価, 2004.4–2005.3.
RC 耐震壁および CB 壁の補強方法の開発に関する研究, 代表, 真田靖士 (地震研), 五十嵐俊一 (構造品質保証研
究所), 10 名, 4,800,000 千円, RC 耐震壁および CB 壁の補強方法の開発に関する研究, 2004.4–2007.3.
纐纈 一起
(a) Japan-US Joint Symposium for Natural Disaster Mitigation, Kobe, Japan, 24 Jan, 2005.
International Symposium on Earthquake Engineering Commemorating Tenth Anniversary of the 1995 Kobe
Earthquake, Awaji, Japan, 15 Jan, 2005.
APRU/AEARU Research Symposium, Kyoto, Japan, 31 Aug, 2005.
2nd International Workshop on Strong Ground Motion Prediction and Earthquake Tectonics in Urban Areas,
Tokyo, Japan, 26 Oct, 2005.
APRU/AEARU Research Symposium, San Francisco, USA, 21 Apr, 2006.
Seismological Society of America Annual Meeting, San Frabcisco, USA, 20 Apr, 2006.
SCEC-ERI Joint Workshop, Oxnard, USA, 2 Jun, 2006.
International Workshop on Long-Period Ground Motion Simulation and Velocity Structures, Tokyo, Japan, 15
Nov, 2006.
AGU Fall Meeting, San Francisco, USA, 15 Dec, 2006.
(b) 日本地震学会強震動委員会, 委員, 1996.4–2008.4.
土木学会巨大地震災害への対応検討特別委員会, 地震動部会委員, 2004.2–2006.10.
(社) 日本地震学会, 代議員, 2004.5–2008.4.
(社) 日本地震学会論文賞選考委員会, 委員, 2004.5–2006.4.
土木学会原子力土木委員会, 活断層評価部会委員, 2005.10–2007.3.
Journal of Seismology, Associate Editor, 2005.11–2008.12.
(e) Seismic Kanto プ ロジェクト , 代表, 鷹野澄・山中佳子・翠川三郎（ 東工大 ）
・他, 約 20 名, 千円, 2000.1–2007.3.
大都市圏大震災軽減化特別プ ロジェクト「 I. 地震動（ 強い揺れ ）の予測 」, 分担, 京大防災研・防災科技研, 約
50 名, 千円, 2002.4–2007.3.
科研費基盤研究 (C)「 三次元グ リーン 関数を 用いた震源過程の高分解能解析 」, 代表, 宮武隆・山中佳子, 3 名,
千円, 2003.4–2005.3.
南海ト ラフの巨大地震に対する メタン ハ イド レ ート 開発の地震時安全性評価, 代表, 海洋技術セン ター・CRC
ソリューションズ , 10 名, 千円, 2003.8–2005.3.
糸魚川−静岡構造線断層帯における重点的調査観測, 分担, 三宅弘恵・泉谷恭男（ 信州大 ）
・山中浩明（ 東工大 ）,
名, 千円, 2005.7–2010.3.
宮城県沖地震における重点的調査観測, 分担, 三宅弘恵・古村孝志・岡田知巳（ 東北大 ）
・海野徳仁（ 東北大 ）,
名, 千円, 2005.11–2010.3.
科研費基盤研究 (C)「 環太平洋の長周期地震動とその都市災害軽減のための国際共同研究の企画調査 」, 代表,
古村孝志・三宅弘恵・翠川三郎 (東工大)・久田嘉章 (工学院大)・工藤一嘉 (日大)・藤原広行 (防災科技研)・
佐藤俊明 (大崎総研), 8 名, 千円, 2006.4–2007.3.
科学技術振興調整費「 統合化地下構造データベースの構築」, 分担, 三宅弘恵・引間和人, 名, 千円, 2006.7–2011.3.
古村 孝志
(a) 2nd International. Workshop on Strong Ground Motion Prediction and Earthquake Tectonics in Urban Areas,
Tokyo, Japan, 27 Oct, 2005.
APRU/AEARU Research Symposium 2005 Earthquake Hazards around the Paciﬁc Rim, Kyoto, Japan, 31 Aug,
2005.
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COE Workshop on Predictability of the Evolution and Variation of the Multi-scale Earth System, Tokyo, Japan,
2 Sep, 2005.
20th Memorial Symposium on the Great Michoacan, Mexico Earthquake in 1985, Mexico City, Mexico, 6 Sep,
2005.
2006 IASPEI General Assembly, Santiago, Chili, 4 Oct, 2005.
250th Anniversary of the 1755 Lisbon Earthquake, Lisbon, Portugal, 3 Nov, 2005.
4th APEC Cooporation Earthquake Simulation Workshop, Maui, USA, 5 Apr, 2006.
CREST Workshop on Earthquake and Tsunami Simulation, Tokyo, Japan, 24 Oct, 2006.
International workshop on Long-period ground motion simulation and velocity structure, Tokyo, Japan, 14 Nov,
2006.
(b) (社) 日本地震学会, 理事, 2004.4–2005.3.
（ 社) 日本地震学会, 広報委員長, 2004.4–2005.3.
（ 社) 日本地震学会強震動委員会, 幹事, 2004.4–2005.3.
（ 社) 日本地震学会大会企画委員会, 委員, 2004.4–2005.3.
（ 社) 日本地震学会, 広報委員長, 2005.4–2006.3.
（ 社) 日本地震学会強震動委員会, 幹事, 2005.4–2006.3.
（ 社) 日本地震学会大会企画委員会, 委員, 2005.4–2006.3.
日本地球惑星科学連合, プ ログ ラム副局長, 2005.10–2006.3.
日本地球惑星科学連合, プ ログ ラム局長, 2006.4–2007.3.
（ 社) 日本地震学会, 理事, 2006.4–2008.3.
（ 社) 日本地震学会強震動委員会, 幹事, 2006.4–2008.3.
（ 社) 日本地震学会広報委員会, 委員, 2006.4–2008.3.
日本学術会議地球惑星科学委員会国際対応分科会 IASPEI 小委員会, 委員, 2006.9–2008.9.
（ 社) 日本地震学会 IASPEI 委員会, 幹事, 2006.10–2008.3.
(e) 3 次元不均質場での 波動伝播と 強震動のシ ミュレ ーション , 代表, 20 名, 0 千円, Annual Report of the Earth
Sumulator Center April 2004-March 2005, 2004.4–2005.3.
都司 嘉宣
(a) APRU research symposium on ”EarthquakeHazards around the Paciﬁc Rim - Prediction and Disaster Prevention”,
Kyoto, 日本 、京都大学, 1 Sep, 2005.
(b) 歴史地震研究会, 会長, 2000.4–2008.3.
歴史地震研究会, 会長, 2006.4–2007.10.
(e) 2004 年インド ネシア国スマト ラ島津波国際調査団による現地調査, 代表, 谷岡勇市郎（ 北大理 ）、榊山 勉（ 電
中研 ）、松富英夫（ 秋田大 ）、Husni(インド ネシア気象庁 ）, 17 名, 15,000 千円, 2005.1–2005.2.
2004 年インド ネシア国スマト ラ島津波国際調査団による現地調査, 代表, 谷岡勇市郎（ 北大理 ）、榊山 勉（ 電
中研 ）、松富英夫（ 秋田大 ）、Husni(インド ネシア気象庁 ）, 17 名, 15,000 千円, 2005.1–2005.2.
2004 年インド 洋津波によるタイ国海岸調査, 代表, 行谷佑一（ 地震研学生 ）、松本浩幸（ JAMSTEC) 、岩崎伸一
（ 防災科研 ）,K.Wattana(タイ国気象庁 ）, ７名, 千円, 2005.2–2005.3.
平成 17 年度科学研究費（ 基盤（ B)（ １ ））
「 歴史地震の詳細震度分布図の作成と断層パラ メータの推定に関す
る研究, 代表, 纐纈一起（ 東大地震研 ）、佐藤孝之（ 東大史料編纂所 ）、中西一郎（ 京都大学理 ）、草野顕之
（ 大谷大学文学部日本史 ）, ５人名, 7,000 千円, 2005.4–2007.3.
飯田昌弘
三宅 弘恵
(a) AGU Fall Meeting, San Francisco, USA, 05-09 Dec, 2005.
2nd International Workshop on Strong Ground Motion Prediction and Earthquake Tectonics in Urban Areas,
Tokyo, Japan, 25-27 Oct, 2005.
SSA Anuual Meeting, San Francisco, USA, 18-22 Apr, 2006.
SCEC-ERI Joint Workshop, Oxnard, USA, 01-03 Jun, 2006.
ESG2006, Grenoble, France, 29 Aug - 01 Sep, 2006.
(b) 日本地震学会選挙管理委員会, 委員, 2005.7–2006.5.
日本地震工学会会誌編集委員会, 委員, 2006.1–2007.5.
日本地震学会大会・企画委員会, 委員, 2006.4–2007.3.
日本地震学会, 代議員, 2006.5–2008.5.
(e) 平成 14 年度原子力安全基盤調査研究「 動力学的断層モデルに基づく強震動予測」, 分担, 入倉孝次郎（ 代表：京
大）
・ほか , 5 名, 8,960 千円, 2004.4–2005.3.
文部科学省受託研究「 大都市大震災軽減化特別プ ロジェクト I．地震動（ 強い揺れ ）の予測 「 大都市圏地殻構
造調査研究 」」, 分担, 平田直（ 代表 ）ほか・東大地震研・京大防災研・防災科研, 名, 千円, 2004.4–2007.3.
文部科学省受託研究「 糸魚川−静岡構造線断層帯における重点的調査観測」, 分担, 岩崎貴哉（ 代表 ）ほか , 名,
千円, 2005.7–2010.3.
平成 17 年度原子力安全基盤調査研究「 長大断層で 発生する地震の動力学的強震動予測に 関する研究 」, 分担,
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入倉孝次郎（ 代表：地域地盤環境研究所 ）
・ほか , 15 名, 19,000 千円, 2005.9–2007.2.
平成 18 年度科学研究費（ 基盤（ A ）
（ 海外 ））
「 南アフリカ大深度鉱山におけ る超高周波までの地震学―１ｃｍ
から２００ｍまで 。」, 分担, 中谷正生（ 代表 ）ほか , 15 名, 33,500 千円, 2006.4–2009.3.
平成 18 年度科学研究費（ 基盤（ C ）
（ 企画 ））
「 環太平洋の長周期地震動とその都市災害軽減のための国際共同
研究の企画調査 」, 分担, 纐纈一起（ 代表 ）ほか , 9 名, 3,200 千円, 2006.4–2007.3.
平成 18 年度科学技術振興調整費（ 重点課題解決型研究 ）
「 統合化地下構造デ ータベースの構築 」, 分担, 藤原広
行 (代表：防災科研) ほか , 名, 千円, 2007.4–2010.3.
真田 靖士
(a) First NEES/E-Defense Workshop on Collapse Simulation of Reinforced Concrete Building Structures, Berkeley,
U.S.A., 7 Jul, 2005.
3rd Korea-Japan Workshop on New Direction for Enhancement of Structural Performance, Seoul, South Korea,
27 Oct, 2005.
(b) 日本建築学会，図書委員会，文献抄録小委員会，第 1 部会, 幹事, 2003.4–2006.3.
日本建築学会関東支部，構造専門研究委員会, 委員, 2003.4–2006.3.
日本建築学会関東支部，構造専門研究委員会，鉄筋コン クリート WG, 委員, 2003.4–2006.3.
日本建築学会，構造委員会，鉄筋コン クリート 構造運営委員会，新プレキャスト 構造小委員会，構造実験に基
づ くプレキャスト 造建物の性能評価法 WG, 委員, 2003.4–2005.3.
防災科学技術研究所，大都市大震災軽減化特別プ ロジェクト 耐震性の飛躍的向上「 震動台活用による耐震性
向上研究 」鉄筋コン クリート 建物実験委員会, 委員, 2004.1–2006.3.
日本建築学会，イラン・バム地震被害調査団, 団員, 2004.1–2005.3.
日本地震工学会，イラン・バム地震被害調査団, 団員, 2004.1–2005.3.
日本建築学会，構造委員会，プレ ストレ ストコン クリート 構造運営委員会，PC 耐震設計小委員会, 委員, 2005.4–
2006.3.
日本建築学会，パキ スタン 地震被害調査団, 団員, 2005.4–2006.3.
(e) 平成 15-17 年度科学研究費（ 基盤 (B)(2) ）
「 偏心を有する不整形建築物のねじれ 地震応答性状の評価と予測に関
する研究 」, 分担, 中埜良昭（ 代表：東大・生産研 ）, 2 名, 千円, 2004.1–2006.3.
平成 16-17 年度科学研究費（ 基盤 (B)(2) ）
「 地盤基礎構造物系の地震時非線形挙動に関する実証的研究」, 分担,
壁谷澤寿海（ 代表：東大・地震研 ）ほか , 4 名, 千円, 2004.4–2006.3.
平成 16-17 年度科学研究費（ 基盤 (B)(2) ）
「 巨大地震によるやや長周期（ 1-20 秒 ）地震動の生成メカニズムの解
明と石油タン ク・免震構造物等耐震安全性評価 」, 分担, 工藤一嘉（ 代表：東大・地震研 ）ほか , 10 名, 千
円, 2004.4–2006.3.
平成 16-17 年度科学研究費（ 基盤 (C)(2) ）
「 繊維補強セ メント 複合材料を用いた超小型模型試験体による簡易震
動実験手法の開発 」, 分担, 境有紀（ 代表：筑波大・機能工学系 ）ほか , 4 名, 千円, 2004.4–2006.3.
平成 17 年度科学研究費（ 萌芽 ）
「 途上国支援を 目的とする補強材を 要さない組積造建築の高耐震化技術の開
発 」, 代表, 中埜良昭（ 東大・生研 ）
・中村友紀子（ 新潟大・工学部 ）, 3 名, 千円, 2005.4–2006.3.

地震予知研究推進センター
平田 直
(a) 2005 Joint Assembly, New Orleans, USA, 27 May, 2005.
AGU, San Francisco, USA, 6 Dec, 2005.
Earthquakes in Urban Areas: Joint Workshop Southern California Earthquake Center & Earthquake Research
Institute, Oxnard, California, USA, 2 Jun, 2006.
Conference of Earthquake Early Warning System, Taipei, Taiwan, 15 Aug, 2006.
AGU, San Francisco, USA, 13 Dec, 2006.
(b) Earth, Planets and Space, Editor, 2002.4–2006.3.
日本地震学会欧文誌運営委員会, 委員, 2004.4–2005.3.
社団法人日本地震学会, 代議員, 2004.4–2006.3.
日本地震学会欧文誌運営委員会, 委員, 2005.4–2006.3.
(e) 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 (防災研 ）、佐藤比呂志 (地震研 ）, 20 名, 1,375 百万
円, 2002.9–.
加藤 照之
(a) 1st International Conference on Urban Disaster Reduction, Kobe, Japan, 18 Jan, 2005.
Indo-Japan Joint Workshop on Tsunami, Hyderabad, India, 18 Mar, 2005.
Dynamic Planet 2005, Cairns, Australia, 25 Aug, 2005.
STS Forum 2005, Kyoto, Japan, 12 Sep, 2005.
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International Workshop on the Restoration Program from Giant Earthquakes and Tsunamis, Tokyo, Japan, 14
Dec, 2005.
APRU/AEARU Research Symposium, San Francisco, USA, 21 Apr, 2006.
Symposium on Scientiﬁc Applications of GPS in Active Geosphere Investigations, Bangkok, Thailand, 14 Oct,
2006.
Workshop LIPI-JSPS on Earthquake Joint Project Indonesia-Japan, Jakarta, Indonesia, 5 Dec, 2006.
2006 AGU Fall Meeting, San Francisco, USA, 12 Dec, 2006.
(b) 日本測地学会誌, 編集委員, 2003.4–2005.3.
日本地震学会, 代議員, 2003.5–2005.5.
日本測地学会, 評議員, 2004.4–2006.3.
日本測地学会, 合同大会プ ログ ラム委員, 2004.4–2006.3.
日本測地学会, 合同大会連絡会委員, 2004.4–2006.3.
日本測地学会, 地球惑星科学関連学会連絡会委員, 2004.4–2005.5.
日本測地学会誌, 編集委員, 2005.4–2007.3.
日本測地学会, 合同大会プ ログ ラム委員, 2005.4–.
日本地球惑星科学連合, 国際委員会副委員長, 2005.10–.
日本学術会議地球惑星科学委員会 IAG 小委員会, 委員, 2006.10–.
(c) 第３４回日本産業技術大賞・審査委員会特別賞, 4 月 13 日, 2005.4.13.
「 GPS 仮想基準点方式に基づ く地殻変動実時間監視シ ステ
(e) 平成 12-14 年度科学研究費補助金（ 基盤研究 B(2) ）
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, 1520 万円千
円, 2002.4–2005.3.
科学研究費補助金（ 基盤研究 (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 ），宮崎真一（ 東大震 ），田部井隆雄（ 高知大理 ），小竹美子（ 東大震 ）, 約 10 名, 1150 万円千円,
2002.4–2005.3.
平成 12-14 年度科学研究費補助金（ 基盤研究 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：東大震 ），雷興林（ 産総研 ），馬勝利（ 中国地震局 ）, 4 名, 万円千円, 2002.4–2005.3.
科学研究費補助金（ 基盤研究 (B) ）
「 西南日本横断地殻変動プ ロファイリング 」, 分担, 田部井隆雄（ 代表：高知
大理 ）ほか , 約 10 名, 万円千円, 2002.4–2005.3.
GPS を用いた東アジアのテクトニクスの研究, 代表, Pil-Ho Park （ 韓国国立天文台 ）Xiong Xiong （ 中国科学院
武漢測地地球物理学研究所 ）Xiong Xiong （ 中国科学院武漢測地地球物理学研究所 ）Xiong Xiong （ 中国
科学院武漢測地地球物理学研究所 ）Xu Houze（ 中国科学院武漢測地地球物理学研究所 ）Xiong Xiong （ 中
国科学院武漢測地地球物理学研究所 ）, 7 名, 7,500（ 申請中 ）千円, 2005.2–2008.1.
平成 17-20 年度科学研究費補助金「 GPS ブ イを用いた津波・波浪防災シ ステムの総合的研究 」, 代表, 越村俊一
（ 東北大・工 ）
・永井紀彦（ 港空研 ）
・清水勝義（ 港空研 ）, 6 名, 9,500(H17) 千円, 2005.4–2009.3.
文部科学省科学技術振興調整費「 スマト ラ型巨大地震・津波被害の軽減策」, 代表, 佐竹健治（ 産総研 ）
・山岡耕
春（ 東大震 ）
・今村文彦（ 東北大・工 ）
・家村浩和（ 京大・工 ）ほか, 約２０名, 150,000 千円, 2005.4–2008.3.
文部科学省科学技術振興調整費「 災害軽減科学技術の国際連携への 提言 」, 分担, 亀田弘行（ 防災科研 ）
・藤田
英輔（ 防災科研 ）, 約２０名, 30,000 千円, 2005.4–2006.3.
佐藤 比呂志
(a) IASPEI 2005, サンチアゴ , チリ, 4 Oct, 2005.
2nd International Workshop on Strong ground motion prediction and earthquake tectonics in urban areas, 東京,
日本, 25 Oct, 2005.
European Geoscience Union General Assembly 2006, Viena, Austria, 4 Apr, 2006.
Earthquakes in Urban Areas, Joint workshop Southern Californa Earthquake Center and Earthquake Research
Institute, Oxnard, California, USA, 1 Jun, 2006.
The 12th International Symposium on Deep Seismic Proﬁling of the continents and Their Margins, Hayama,
Japan, 29 Sep, 2006.
8th SEGJ International Symposium - Imaging and Interpretation-, Kyoto, Japan, 27 Nov, 2006.
American Geophysical Union Fall Meeting, San Fransico, USA, 13 Dec, 2006.
(b) 地質学雑誌, 編集委員, 1999.10–2005.10.
日本地震学会, 代議員, 2002.4–2005.3.
(c) 日本地理学会賞（ 特別賞 ）:活断層調査研究グループ の メンバーとし て, 3 月 28 日, 2005.3.28.
・伊藤谷生（ 千葉大 ）
・笠原
(e) 大都市圏地殻構造探査:大阪-鈴鹿測線, 代表, 平田 直・岩崎貴哉・纐纈一起（ 震研 ）
敬司（ 防災科技研 ）
・伊藤 潔（ 京都大 ）など , 20 名, 316,000 千円, 2004.4–2005.3.
平成 16 年（ 2004 年 ）新潟県中越地震に関する緊急研究・テーマ３：地下構造調査等による震源断層・強震動生
・岩田知孝（ 京大 ）
・横倉隆伸（ 産総研 ）
・今給黎哲郎（ 国土地理
成機構の解明, 代表, 小川康雄（ 東工大 ）
院 ）など , 20 名, 55000 千円, 2004.11–2005.3.
山岡 耕春
(a) APRU/AEARU Research Symposium on Earthquake Disaster Reduction, Kyoto, Japan, 31 Aug, 2005.
2nd International Symposium on Active Geophysical Monitoring of the Earth’s Lithosphere, Novosivirsk, Russia,
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12 Sep, 2005.
American Geophysical Union Fall meeting, San Francisco, USA, 7 Dec, 2005.
International workshop on the restoration Program from Giant Earthquakes and Tsunamis, Tokyo, Japan, 14
Dec, 2005.
International Symposium on Proposals toward international collaboration for disaster reduction, Tokyo, Japan,
16 Dec, 2005.
(b) 地震学会 地震予知検討委員会, 委員, 2004.4–2006.3.
地震学会 災害調査委員会, 委員, 2004.10–.
吉田 真吾
(a) APRU/AEARU Research Symposium, Kyoto, Japn, Aug.31, 2005.
AOGS 2006, Singapore, Singapore, 13 Jul, 2006.
(b) 社団法人日本地震学会, 代議員, 2003.4–2005.3.
社団法人日本地震学会，地震予知検討委員会, 委員, 2003.4–2007.3.
社団法人日本地震学会，
「 地震 」編集委員会, 委員, 2004.4–2006.3.
日本地球惑星科学連合，企画委員会, 副委員長, 2005.4–2007.3.
(e) 研究集会「 地震発生の素過程 」, 代表, 吉岡直人 他, 20 名, 万円, 2003.4–.
飯高 隆
(a) American Geophysical Union, SanFrancisco, United State of America, 7 Dec, 2005.
12th International Symposium on Deep Structure of the Continents and their Margins, Hayama, Kanagawa,
Japan, 26 Sep, 2006.
American Geophysical Union, SanFrancisco, United State of America, 14 Dec, 2006.
(b) 社団法人 日本地震学会 , 代議員, 2003.4–2005.3.
社団法人 日本地震学会 , 代議員, 2005.4–2007.3.
(e) 島弧及びその周辺域の S 波内部減衰構造に関する研究, 分担, 吉本和生 (横浜市立大・理), 2 名, 269 千円, 2005.4–
2006.3.
加藤 尚之
(a) 4th Taiwan-Japan International Workshop on Hydrological and Geochemical Research for Earthquake Prediction,
Tainan, Taiwan, 13 Sep, 2005.
2nd Asia Oceania Geosciences Society, Singapore, Singapore, 21 Jun, 2005.
International Symposium Spatial and Temporal Fluctuations in the Solid Earth, Sendai, Japan, 23 Jul, 2005.
Asian Academic Seminar Great Earthquakes in the Plate Subduction Zones, Nagoya, Japan, 30 Sep, 2005.
2nd International Workshop Strong Ground Motion Prediction and Earthquake Tectonics in Urban Areas, Tokyo,
Japan, 25 Oct, 2005.
2nd Asia Oceania Geosciences Society, Singapore, Singapore, 13 Jul, 2006.
(b) 日本地震学会 学会情報誌編集委員会, 委員長, 2004.4–2006.3.
日本地震学会, 理事, 2004.4–2006.3.
日本地震学会, 代議員, 2006.4–2008.3.
(e) 平成 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」, 代表, 加藤照之
（ 東大・地震研 ），雷興林（ 産業技術総合研究所 ），馬勝利（ 中国地震局 ）, 4 名, 4,300 千円, 2002.4–2005.3.
平成 17 年度科学研究費（ 基盤（ C ））
「プレ ート 境界の摩擦パラ メター推定に 関する研究 -数値シミュレ ーショ
ンと観測デ ータの融合による- 」, 代表, 宮崎真一（ 東大・地震研 ），松澤暢（ 東北大・理 ）, 3 名, 3,100 千
円, 2005.4–2007.3.
上嶋 誠
(a) IAGA Scientiﬁc Assembly, Toulouse, France, 22 Jul, 2005.
7th China International Geo-Electromagnetic Workshop, Chengdu, China, 11 Oct, 2005.
18th workshop on Electromagnetic Induction in the Earth, El Vendrell, Spain, 21 Sep, 2006.
(b) Earth Planet Space, Editor, 2005.4–2009.3.
(e) NTT 回線を用いた地電位差変化観測による地震予知・火山噴火予知の基礎研究, 代表, NTT アクセス網研究所，
各大学研究者, 20 名, 千円, 1994.4–2009.3.
中国東北部におけ る電磁気観測, 代表, 趙國澤・湯吉（ 中国国家地震局 ）
・歌田久司（ 地震研 ）, 約 10 名, 千円,
2004.4–2006.3.
歪集中帯におけ る電磁気構造探査, 代表, 大志万直人・吉村令慧（ 京大 ）ほか , 約 30 名, 千円, 2004.4–2009.3.
中越地震震源域における電磁気構造探査, 分担, 小川康雄・本蔵義守（ 東工大）ほか , 約 20 名, 千円, 2004.11–2005.3.
糸魚川静岡構造線におけ る電気伝導度構造の解明, 分担, 小川康雄 (東工大)・大志万直人・吉村令慧 (京大 ）ほ
か , 約 10 名, 千円, 2005.4–2010.3.
大陸縁辺の広域深部電気伝導度構造の解明, 代表, 市來雅啓・長尾大道 (JAMSTEC)・山口覚 (神戸大)・藤浩明
(富山大)・超國澤・湯吉 (中国国家地震局), 6 名, 2,300 千円, 2006.4–2009.3.
波多野 恭弘
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加藤 愛太郎
(a) AGU, SanFrancisco, USA, 11 Dec, 2006.
蔵下 英司
(a) 2005 AGU Fall Meeting, San Francisco, USA, 7 Dec, 2005.
IRIS 18th Annual workshop, Tucson, USA, 8 Jun, 2006.
12th International Symposium on Deep Seismic Proﬁling of the Continents and their Margins, Hayama, Japan,
25 Sep, 2006.
(b) 日本地震学会, 選挙管理委員, 2004.10–2005.5.
宮崎 真一
(a) MYRES 2, Varbania, Italy, 5 Jul, 2006.
Western Paciﬁc Geophysical Meeting 2006, Beijing, China, 24 Jul, 2006.
AGU Fall Meeting 2006, San Francisco, USA, 13 Dec, 2006.
(c) 日本測地学会坪井賞, 4 月 5 日, 2006.4.5.
(e) Integrating space-geodetic data through spatio-temporal ﬁltering: application in secular, episodic, and seasonal
deformation analysis, 分担, Danan Dong (ジェット 推進研究所) 宗包浩志 (国土地理院) 松坂茂 (国土地理
院), 4 名, 千円, 2005.9–2008.8.
中谷 正生
(a) 6th International Symposium on Rockburst and Seismicity in Mines, Perth, Australia, 11 Mar, 2005.
Chapman Conference on Radiated Energy and the Physics of Earthquake Faulting, Portland, Maine, USA, 17
Jun, 2005.
Japanese-German Frontiers of Science Symposium, 2005, Shonan, Japan, 3 Nov, 2005.
AGU, SanFrancisco, USA, 9 Dec, 2005.
Japanese -American Frontiers of Science Symposium, Shonan, Japan, 12 Dec, 2005.
Japan Geoscience Union Meeting, Chiba, Japan, 16 May, 2006.
AGU, SanFrancisco, USA, 11 Dec, 2006.
European Geosciences Union, Vienna, Austria, 6 Apr, 2006.
European Geosciences Union, Vienna, Austria, 7 Apr, 2006.
AOGS, Singapore, Singapore, 13 Jul, 2006.
AGU, SanFrancisco, USA, 13 Dec, 2006.
AGU, SanFrancisco, USA, 13 Dec, 2006.
(b) 地球惑星科学関連合同大会, レオロジーと 物質移動コンビ ーナー, 2004.9–2005.3.
日本地球惑星科学連合大会, レ オロジ ーと 物質移動代表コンビ ーナー, 2005.4–2006.9.
日本地球惑星科学連合大会, レ オロジ ーと 物質移動コンビ ーナー, 2006.10–2007.9.
(c) 文部科学技術大臣表彰若手科学者賞「 摩擦滑りの物理化学に関する実験的・理論的研究」, 4 月 20 日, 2005.4.20.
(e) 地震滑りによる摩擦発熱量の直接測定, 科研費基盤（ B)・一般 1534014, 地震滑りによる摩擦発熱量の直接測定,
代表, 飯尾 能久（ 京都大学・防災研究所 ）, 小笠原 宏（ 立命館大学・理工学部 ）, 佐野 修（ 東京大学・
地震研究所 ）, 山内 常生（ 名古屋大学・環境科学研究科 ）, 5 名, 1610 万円, 2003.4–2006.3.
粘土鉱物剪断の微視的 メカニズム, 分担, 西川 治（ 金沢大学 ）, 2 名, 2003.5–2005.3.
南アフリカ大深度鉱山におけ る超高周波までの地震学 1cm から 200m まで , 代表, 吉田真吾（ 東大地震研 ）, 三
宅弘恵（ 東大地震研 ）, 五十嵐俊博（ 東大地震研 ）, 加藤愛太郎（ 東大地震研 ）, 佐野修（ 東大地震研 ）, 飯
尾能久（ 京大防災研 ）, 川方祐則（ 立命館大理工 ）, 小笠原宏（ 立命館大理工 ）, 井出哲（ 東大理 ）, 佐藤隆
司（ 産総研地質情報 ）, 矢部康夫（ 東北大理 ）, 雷興林（ 産総研地質情報 ）, 大槻憲四郎（ 東北大理 ）, 平松
良浩（ 金沢大自然科学 ）, 15 名, 4154 万円, 2006.4–2009.3.
小河 勉

地震地殻変動観測センター
岩崎 貴哉
(a) 12th Int. Symp. Deep Seismic Proﬁling of the Continents and Their Margins, Hayama, Japan, 26 Sep, 2006.
(b) 日本地震学会, 代議員, 2004.4–2006.3.
日本地震学会将来検討委員会, 委員, 2004.4–2006.3.
国立極地研究所地学専門委員会, 委員, 2004.9–2006.9.
(e) 総合集中観測による内陸域の歪・応力蓄積・集中過程の解明, 代表, 平田直（ 東大地震研 ），飯高隆（ 東大地震
研 ），勝俣啓（ 北大理 ），海野徳仁（ 東北大理 ），岡田智巳（ 東北大理 ），山崎文人（ 名大環 ），鷺谷威（ 名
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大環 ），飯尾能久（ 京大防災研 ），伊藤潔（ 京大防災研 ），松本聡（ 九大理 ），松島健（ 九大理 ），宮町宏樹
（ 鹿児島大理 ）, 50 名, 26,470 千円, 2004.4–2005.3.
総合集中観測による内陸域の歪・応力蓄積・集中過程の解明, 代表, 平田直（ 東大地震研 ），飯高隆（ 東大地震
研 ），勝俣啓（ 北大理 ），海野徳仁（ 東北大理 ），岡田智巳（ 東北大理 ），山崎文人（ 名大環 ），鷺谷威（ 名
大環 ），飯尾能久（ 京大防災研 ），伊藤潔（ 京大防災研 ），松本聡（ 九大理 ），松島健（ 九大理 ），宮町宏樹
（ 鹿児島大理 ）, 50 名, 44,470 千円, 2005.4–2006.3.
糸魚川-静岡構造線断層帯における重点的な調査観測, 代表, 池田安隆（ 東大・理 ），平田直・佐藤比呂志・纐纈
一起（ 東大・地震研 ），伊藤谷生（ 千葉大・理 ）
・鈴木安宏（ 名大・環境 ），遠田晋二・桑原保人（ 産総研 ），
笠原啓司（ 防災科研 ）, 30 名, 135,952（ 地震研分 ） 2005.4–2006.3.
紀伊半島東部における海陸共同構造探査，代表, 平田直（ 東大地震研 ），飯高隆（ 東大地震研 ），蔵下英司（ 東
大地震研 ），加藤愛太郎（ 東大地震研 ），金田義行（ 海洋技術開発機構 ），中山貴史（ 東北大理 ），長谷見
晶子（ 山形大 ），馬場久紀（ 東海大 ），山崎文人（ 名大環 ），伊藤潔（ 京大防災研 ），宮町宏樹（ 鹿児島大
理 ）, 30 名, 38000 千円, 2006.4–2008.3.
金沢 敏彦
(a) OCEANS ’06 IEEE Asia Paciﬁc, Swissotel, The Stamford, Singapore, May 17, 2006.
SSC06（ International Workshop on Scientiﬁc Use of Submarine Cable and related Technologies), Dublin, Ireland,
Feb 9, 2006.
(b) 社団法人日本地震学会, 代議員, 2005.5–2007.5.
(c) 海洋調査技術学会技術賞, 11 月 9 日, 2006.11.9.
・
(e) 東南海・南海地震に関する調査研究−予測精度向上のための観測研究−, 代表, 金田義行（ 海洋研究開発機構 ）
安藤雅孝（ 名大 ）
・藤本博巳（ 東北大 ）他, 約 15 名, 総額約 1,650,000 千円, 2003.11–2008.3.
地震研究所特定共同研究 A「 海域部総合観測によるプレ ート 境界域におけ るひずみ・応力集中機構の解明 」,
代表, 北大・東北大・千葉大・九大・鹿児島大, 20 名, 千円, 2004.4–2008.3.
平成 16 年度科学研究費（ 特別研究促進費（ ２ ））
「 2004 年紀伊半島南東沖の地震の余震に関する調査研究」, 代表,
東京大学地震研究所・北海道大学・東北大学・九州大学・海洋研究開発機構, 12 名, 14,000 千円, 2004.9–2005.3.
科学研究費（ 特定領域研究 (2))「 スタグ ナント・スラブ：マントルダ イナミクスの新展開 計画研究ウ：海底
広帯域地震観測で スタグ ナント スラブ を診る 」, 代表, 東京大学地震研究所 、海洋研究開発機構, 10 名, 総
額約 407,700 千円, 2004.9–2008.3.
日本海溝・千島海溝周辺の海溝型地震に関する調査研究, 代表, 高波鐵夫（ 北大 ）、長谷川昭・海野徳仁（ 東北
大 ）、小原一成（ 防災科技研 ）ほか , 15 名, 総額約 1,000,000 千円, 2004.10–2009.3.
次世代 イン ラ イン 型シ ステムの検討−海底ケーブ ル・イン ラ イン 式海底地震計の開発, 代表, 佐野修・歌田久
司・森田裕一・塩原肇・篠原雅尚・酒井慎一・望月公廣・山田知明（ 地震研 ）, 8 名, 総額約 74,000 千円,
2006.7–2010.3.
佐野 修
(b) 地学雑誌・岩石物性研究特集号編集委員会, 編集委員, 2005.4–2006.1.
地学雑誌・地盤岩盤と間隙水特集号編集委員会, 編集委員, 2005.4–2006.6.
IODP 国内科学計画委員会 技術開発専門部会, 技術開発専門部会委員, 2005.4–2007.3.
地震予知総合研究振興会, 運営委員会委員, 2005.4–.
酒井慎一
(a) AGU Fall Meeting, San Francisco, USA, 6 Dec, 2005.
「 地震 」編集委員会，委員, 2005.4–2007.3.
(b) 日本地震学会，
篠原 雅尚
(a) AGU 2005 Fall Meeting, San Francisco, USA, 5 Dec, 2005.
AGU 2006 Fall Meeting, San Francisco, USA, 11 Dec, 2006.
(b) （ 社 ）日本地震学会, 選挙管理委員会委員長, 2005.7–2006.5.
（ 社 ）日本地震学会, 選挙管理委員会委員, 2006.8–2007.5.
(e) 2004 年紀伊半島南東沖の地震の余震に関する調査研究, 分担, 金沢敏彦（ 代表：東大地震研 ）
・金田義行（ 海洋
研究開発機構 ）ほか , 12 名, 千円, 2004.9–2005.3.
佃 為成
(b) 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, 2001.10–2006.3.
(e) 平成 16 年度地震研究所特定研究 (A)「 内陸直下地震の予知 」, 代表, 佃 為成（ 東大地震研 ）
・山崎晴雄（ 東京都
立大 ）
・植木岳雪（ 産業総合研究所 ）塚原弘昭・角野由夫・秋山知生（ 信州大理 ）
・竹内 章・渡邊 了・笠
見弘昌・森谷辰輝（ 富山大理 ）長尾年恭・佐柳敬造（ 東海大 ）後藤恵之輔（ 長崎大 ）山中千博・江本 豊
（ 大阪大 ）, 15 名, 260 千円, 平成 16 年度地震研究所特定研究 (A)「 内陸直下地震の予知 」, 2004.4–2005.3.
平成 17 年度地震研究所特定研究 (A)「 内陸直下地震の予知 」, 代表, 佃 為成（ 東大地震研 ）
・山崎晴雄（ 東京
都立大 ）
・植木岳雪（ 産業総合研究所 ）塚原弘昭・角野由夫・秋山知生（ 信州大理 ）
・竹内 章・渡邊 了・
前川拓也・道家涼介・高山典子（ 富山大理 ）長尾年恭・佐柳敬造（ 東海大 ）後藤恵之輔（ 長崎大 ）山中千
博・江本 豊（ 大阪大 ）, 16 名, 290 千円, 平成 17 年度地震研究所特定研究 (A)「 内陸直下地震の予知 」,
2005.4–2006.3.
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平成 18 年度地震研究所特定研究 (A)「 内陸直下地震の予知 」, 代表, 佃 為成（ 東大地震研 ）
・山崎晴雄（ 東京都
立大 ）
・植木岳雪（ 産業総合研究所 ）塚原弘昭・角野由夫・小林 亘・宮本達矢・渡辺創太（ 信州大理 ）
・竹
内 章・渡邊 了・道家涼介（ 富山大理 ）長尾年恭・佐柳敬造（ 東海大 ）後藤恵之輔（ 長崎大 ）山中千博・
江本 豊（ 大阪大 ）, 15 名, 31 千円, 2006.4–2007.3.
萩原弘子
(a) AGU 2005 Fall Meeting, San Francisco, USA, 5 Dec, 2005.
American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco, USA, 13 Dec, 2006.
五十嵐 俊博
(a) International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior, Santiago, Chile, 3 Oct, 2005.
American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco , USA, 9 Dec, 2005.
American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco, USA, 15 Dec, 2006.
(b) 日本地震学会広報委員会, 委員, 2001.12–2007.3.
望月

公廣

山田 知朗
(a) AGU 2005 Fall Meeting, San Francisco, USA, 6 Dec, 2005.
(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 (1989.3-2005.3 ）, 委員,, 1989.3–2006.3.
日本災害情報学会理事会 (1999.4- ), 理事, 1999.4–2008.3.
日本地震学会代議員会（ 2000.10-2006.12 ）, 代議員, 2000.10–2006.12.
日本災害情報学会, 会長, 2005.6–2008.5.
(c) 防災功労者防災担当大臣表彰, 2005.9.6, 2005.
鷹野 澄
(b) 日本地震学会, 代議員, 2005.5–.
(e) ＩＴ強震計研究会, 代表, 玉置晴朗（ 株式会社数理設計研究所 ）ほか , 80 名, 2006.6–2010.3.
中川 茂樹
(a) AGU, サン フランシ スコ, 米国, 8 Dec, 2005.
(b) 地惑連合合同大会運営委員会, 情報局員, 2005.7–2006.5.
地球惑星科学連合大会運営委員会, 情報局長, 2006.6–2007.5.
鶴岡 弘
(a) The 4th International Workshop on Statistical Seismology, Shonan Village campus, JAPAN, 13 Jan, 2006.
(e) 2001 年以前の低周波微動活動の解明, 分担, 須田直樹, 2 名, 2005.4–2007.3.
日本列島標準三次元構造モデルの構築, 分担, 平原和朗（ 京大 ）, 26 名, 7732 千円, 2006.4–2007.3.
広帯域地震観測による阿蘇山火山性微動のリアルタイム・モニタリング , 分担, 山本希（ 東北大 ）, 2 名, 2006.4–
2007.3.

火山噴火予知研究推進センター
藤井 敏嗣
(a) The 4th International Symposium on ”Volcanoes of the World”, Jeju Stone Park, Bukjeju County, Korea, 2 Jun,
2006.
American Geophysical Union, Fall meeting, SanFrancisco, U.S,A., 14 Dec, 2006.
(b) 財団法人震災予防協会, 理事, 2001.6–2007.5.
International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior, Vice President, 2003.8–2007.7.
海洋研究開発機構地球内部変動研究セン ター外部評価委員会, 評価委員, 2006.4–2006.7.
東北大学理学研究科・理学部外部評価委員会, 評価委員, 2006.4–2007.3.
日本火山学会, 会長, 2006.7–2008.6.
日本火山学会, 理事, 2006.7–2008.6.
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中田節也
(a) Continental Scientiﬁc Drilling 2005: A decade of progress and opportunities for the future, Potsdam, Gemany,
30 Mar, 2005.
A George PL Walker symposium on Advances in Volcanology, Reykholt, Iceland, 16 Jun, 2006.
Cities on Volcanoes 4, Quito, Equador, 25 Jan, 2006.
Mutnovsky Volcano ICDP workshop, Petropavlovsk, Russia, 24 Sep, 2006.
(b) Award nomination committee, IAVCEI, member, 2003.7–2007.6.
財団法人震災予防協会, 評議員, 2004.6–2006.5.
特定非営利活動法人 日本火山学会／理事会／理事, 副会長，各賞選考委員長, 2004.7–2006.6.
Bulletin of Volcanology, Associate editor, 2005.12–2008.11.
土木学会／地盤工学委員会火山工学研究賞委員会, 委員, 2006.4–2007.3.
Cities on Volcanoes 5 conference, 実行委員長, 2006.5–2007.11.
特定非営利活動法人日本火山学会, 副会長／理事, 2006.7–2008.6.
Science Committee of IAVCEI 2008, Member, 2006.11–2008.8.
(e) 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（ 産業技術総合研究所 ），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, 千円, 1999.4–2005.3.
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, 万円千円, 2002.4–2005.3.
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 」, 分担, 中川光
弘（ 北大 ），谷口宏充（ 東北大 ），三宅康幸（ 信州大 ），鎌田浩毅（ 京都大 ）ほか , 約 30 名, 千円, 同上,
2004.4–2005.3.
日本・ロシア共同研究「 火山噴火のモデ リング および その日本および カムチャッカ地域の火山への応用 」, 分
担, 小屋口剛博（ 地震研 ），O. Melnik (Moscow State University), O.Dirksen (IVS, Russian Academy of
Science)，安井真也（ 日大・文理 ）, 10 名, 千円, 2005.12–2007.6.
地震研究所特定共同研究 B「 長期的火山活動評価の定量化 」, 分担, 中川光弘（ 北大・理 ）ほか , 25 名, 千円,
2006.4–2007.3.
武尾 実
(a) AGU2002 Fall Meeting, San Francisco , USA, 6 Dec, 2005.
International Workshop: The Physics of Fluid Oscillations in Volcanic Systems, Lancaster, England, 7 Sep, 2006.
(b) 日本地震学会, 海外渡航旅費助成金審査委員, 2004.4–2006.3.
日本地震学会, 代議員, 2004.4–2006.3.
日本火山学会, 理事, 2004.4–2006.3.
日本地震学会, 男女共同参画委員会委員, 2006.4–2008.3.
日本地震学会, 代議員, 2006.4–2008.3.
(e) KM2O-Langevin 方程式理論に基づ く地震波動の解析手法の開発, 代表, 岡部靖憲（ 東大院・情報理工学系研究
科 ），松浦真也（ 東大院・情報理工学系研究科, 5 名, 千円, 2002.4–.
渡辺 秀文
(b) 地球惑星科学関連学会連絡会, 会長, 2004.5–2005.5.
特定非営利活動法人 日本火山学会, 会長, 2004.7–2006.6.
日本地球惑星科学連合, 評議員, 2005.5–2006.6.
(e) 富士山臨時稠密地震観測, 代表, 全国の関連研究者, 約 25 名名, 千円, 2002.9–2005.4.
浅間山の構造探査, 分担, 全国の関連研究者, 約 50 名名, 千円, 2006.10–2006.10.
森田 裕一
(b) 日本火山学会, 理事，庶務委員長, 2006.4–.
大湊 隆雄
(a) The Physics of Fluid Oscillation in Volcanic Systems, Lancaster, UK, 7 Sep, 2006.
AGU Fall Meeting, San Fransisco, USA, 14 Dec, 2006.
(b) 日本火山学会, 財務委員, 2006.7–2007.6.
卜部 卓
(b) 日本地震学会, 代議員, 2003.5–2005.5.
日本地震学会, 代議員, 2005.5–2007.5.
青木 陽介
(a) American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco, California, United States of America, 9 Dec, 2005.
(b) 日本火山学会, 大会委員, 2004.10–2006.12.
地球惑星科学合同大会運営機構, コンビ ーナー V055 活動的火山, 2004.10–2005.5.
日本地球惑星科学連合, コンビ ーナー 059 活動的火山, 2005.10–2006.12.
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金子 隆之
(b) 日本火山学会, 他学会連絡担当, 2004.4–.
(e) 宇宙からのリアルタイム火山観測： 東アジアへの適用とその高度化, 代表, Martin J. Wooster（ ロンド ン 大学
キング スカレッジ ），安田敦（ 東大・地震研 ）, 3 名名, 7400 千円, 2002.4–2006.3.
衛星デ ータに よるグ ローバル 火山監視：リアルタ イムのデ ータ処理を目指し て, 代表, Martin J. Wooster（ ロ
ンド ン 大学キング スカレッジ ），安田敦（ 東大・地震研 ），高木幹雄（ 芝浦工大 ），安川雅紀（ 東大・生産
研 ），丹波澄雄（ 弘前大 ）, 6 名, 5000 千円, 2003.4–2005.3.
小山 崇夫
(a) IAGA 2005, Toulouse, France, 20 Jul, 2005.
前野 深
(a) 17th International Sedimentological Congress, Fukuoka, Japan, 29 Aug, 2006.
及川 純
(a) AGU 2005 Fall Meeting, San Francisco, USA, 6 Dec, 2005.
(b) 日本地球惑星科学連合財務委員会, 委員, 2005.4–2007.3.
(e) 広帯域音波観測に基づく火山爆発に伴う空気振動の研究, 分担, 綿田辰吾（ 東大地震研）, 2 名, 千円, 2003.4–2006.3.
火山流体のモニタリングと深部マグ マ上昇メカニズムの解明, 分担, 川勝 均 (代表：東大・地震研)・大湊 隆
雄 (東大・地震研)・須藤 靖明（ 京大・理 ）
・大倉 敬宏（ 京大・理 ）
・宇津木 充（ 京大・理 ）
・金嶋 聰
（ 九大・理 ）
・橋本 武志（ 北大．理 ）
・山本 希（ 東北大．理 ）, 9 名, 千円, 2003.4–2007.3.
浅間山における集中観測, 分担, 武尾 実（ 東大地震研 ）
・大湊隆雄（ 東大地震研 ）
・青木陽介（ 東大地震研 ）
・森
田裕一（ 東大地震研 ）
・他, 12 名, 千円, 2005.4–2006.3.
諏訪之瀬島人工地震探査, 分担, 井口正人（ 京大 ）
・為栗 健（ 京大 ）
・他, 20 名, 千円, 2005.10–2006.3.
広帯域高感度圧力計を用いた爆発的噴火に伴う長周期圧力変動発生機構の研究, 分担, 綿田辰吾 (代表：東大・
地震研)・井口正人 (京大・防災研)・為栗建 (京大・防災研), 4 名, 千円, 2006.4–2007.3.

海半球観測研究センター
川勝 均
(a) European Geosciences Union, General Assembly 2005, Vienna, Austria, 25 Apr, 2005.
American Geophysical Union, Fall Meeting, San Francisco, USA, 8 Dec, 2005.
Japan Geoscience Union Meeting, Makuhari, Japan, 16 May, 2006.
Western Paciﬁc Geophysical Meeting, Beijing, China, 27 Jul, 2006.
International Conference Montessus de Ballore, Santiago, Chile, 7 Nov, 2006.
American Geophysical Union, Fall Meeting, San Francisco, USA, 12 Dec, 2006.
(b) 日本地震学会, 代議員, 2002.4–2007.3.
歌田 久司
(a) IAGA General Assembly 2005, Toulouse, France, 20 Jul, 2005.
International symposium on marine sciences -new observation data and interpretation-, Yokohama, Japan, 6 Sep,
2005.
AGU 2005 Fall Meeting, San Francisco, USA, 8 Dec, 2005.
International session on ”Deep Mantle Slab” at Japan Geoscience Union Meeting, Chiba, Japan, 15 May, 2006.
(b) 日本学術会議地球電磁気学研究連絡委員会地磁気観測小委員会, 委員（ 副委員長 ）, 1999.4–2006.9.
日本学術会議地球物理学研究連絡委員会グ ローバル地球物理観測小委員会, 委員, 2002.4–2005.9.
日本学術会議地球物理学研究連絡委員会, 委員, 2003.10–2005.9.
日本学術会議地球電磁気学研究連絡委員会, 委員長, 2003.10–2005.9.
地球電磁気・地球惑星圏学会, 会計監査委員, 2004.4–2006.3.
日本学術会議地球物理学研究連絡委員会海底ケーブ ル観測小委員会, 委員長, 2004.4–2005.9.
Earth Planets Space, Guest Editor, 2005.1–2006.6.
地球電磁気・地球惑星圏学会, 副会長, 2005.4–2007.3.
海洋研究開発機構・深海調査計画委員会, 委員, 2005.4–2006.3.
International Ocean Network (ION), IAGA Liaison, 2005.8–2009.8.
Tectonophysics, Guest Editor, 2005.10–2006.9.
日本学術会議 IAGA 小委員会, 委員, 2006.10–2008.9.
(e) 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, 代表, A.D. Chave（ WoodsHole 海洋研究所 ），A.
Flosadottir（ NOAA PMEL ）, 5, 1991.4–.
日本海ケーブ ルによる電位差観測, 代表, N. A. Palshin, and R.D. Medzhitov（ P.P.Shirshov 海洋研究所 ）, 6,
1994.4–.
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中国東北部におけ る電磁気観測, 代表, 趙 國澤 （ 中国地震局地質研究所 ）, 5, 1998.4–.
ロシア沿海州におけ る地球電磁気観測, 代表, V. Nikiforov (ウラジオスト ク太平洋海洋研究所 ）, 5, 2000.4–.
太平洋域ネット ワーク観測による地球内部の構造とダ イナミクスの解明, 代表, 末次大輔（ 海洋研究開発機構 ）,
１５名, 20,000 千円, 2004.4–2008.3.
太平洋のマント ル 電気伝導度に 関する研究, 代表, A.D. Chave (Woods Hole Oceanographic Institution), 5 名,
2004.10–2006.9.
塩原 肇
(a) AGU, San Francisco, USA, 9 Dec, 2005.
AGU, San Francisco, USA, 15 Dec, 2006.
山野 誠
(a) RIHN International Symposium on ”Human Impacts on Urban Subsurface Environments”, Kyoto, Japan, 20
Oct, 2005.
6th International Workshop on Heat Flow and the Structure of the Lithosphere, Bykov, Czech Republic, 7 Jun,
2006.
(b) 地球惑星科学関連学会連絡会, 庶務渉外担当幹事, 2003.5–2005.4.
IODP 国内科学計画委員会, 地球内部専門部会委員, 2003.6–2006.3.
日本地球惑星科学連合, 教育問題検討委員会委員, 2005.7–2007.5.
日本地球惑星科学連合, 男女共同参画委員会委員, 2006.5–2008.4.
「 浅海域におけ る熱流量測定による南海ト ラフ地震発生帯の温度構造の研究 」, 代
(e) 科学研究費（ 基盤 (B)(2) ）
・芦寿一郎（ 東大・海洋研 ）
・木下正高（ JAMSTEC ）
・松林修（ 産総研 ）, 5 名,
表, 日比谷紀之（ 東大・理 ）
16,500 千円, 2004.4–2007.3.
「 都市の 地下環境に 残る人間活動の 影響 」, 分担, 谷口真人（ 代表：総合地球環境学研究所 ）ほか , 約 30 名,
2005.4–2010.3.
馬場 聖至
(e) 海底電位磁力計による沈みこみ・前弧・島弧・背弧系（ 中部マリアナ海域 ）の横断探査, 分担, 島伸和（ 代表：
神戸大 ）, 7 名, 千円, 2003.4–2007.3.
1 億 3 千万年前の白亜紀太平洋プレ ート 上で活動する新し い海底火山の形成過程解明, 分担, 阿部なつ江（ 代表：
IFREE/JAMSTEC ）, 7 名, 千円, 2005.4–2008.3.
市原 美恵
(a) International workshop ”strategy for promoting researches on volcanic explosion”, Kobe, Japan, 12 Jan, 2005.
International workshop ”the physics of ﬂuid oscillations in volcanic systems”, Lancaster, UK, 8 Sep, 2006.
2006 Fall Meeting, American Geophygical Union, San Francisco, USA, 13 Dec, 2006.
清水 久芳
(a) IAGA Scientiﬁc Assembly, Toulouse, France, 19 Aug, 2005.
10th Symposium on Study of the Earth’s Deep Interior, Prague, Czech Repblic, 10 Jul, 2006.
(b) 地球電磁気・地球惑星圏学会, 2006 年合同大会プ ログ ラム委員, 2005.8–2006.7.
(e) 月周回衛星 SELENE プ ロジェクト , 分担, 滝澤悦貞 (宇宙航空研究開発機構)・綱川秀夫（ 東工大 ）, 約 200 名名,
千円, 1997.4–2010.3.
竹内 希
(a) EGU General Assembly, Vienna, Austria, 28 Apr, 2005.
AGU Fall Meeting, San Francisco, U.S.A., 8 Dec, 2005.
(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, 2001.7–2005.5.
日本地球惑星科学連合大会運営委員会, 委員, 2005.5–.
(c) 日本地震学会若手学術奨励賞, 3 月 28 日, 2005.3.28.
(e) 波形インバージョンによる地球内部不連続面凸凹構造の推定, 分担, ゲラーロバート（ 代表：東大・理 ）, 2 名, 0
千円, 波形インバージョンによる地球内部不連続面凸凹構造の推定, 2002.4–2005.3.
地震環境とし ての日本列島：標準構造モデル・基準波動場の構築, 分担, 鶴岡弘 (代表：東大・地震研 ）ほか , 7
名, 0 千円, 2003.4–2007.3.
スタグ ナント スラブ・マントルダ イナミクスの新展開, 分担, 深尾良夫（ 代表：東大・地震研 ）ほか , 約 40 名, 0
千円, 2004.4–2009.3.
広帯域地震波形データを用いた波形インバージョンによる異方性構造推定の詳細化, 分担, ゲラーロバート（ 代
表：東大理 ）, 2 名, 0 千円, 2005.4–2008.3.
綿田 辰吾
(a) 2005 American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco, USA, 5 Dec, 2005.
(b) Earth, Planets and Space/運営委員会, 委員, 2003.9–2006.3.
日本地震学会, 理事, 2004.4–2006.3.
日本地震学会／欧文誌運営委員会, 委員長, 2004.4–2006.3.
合同大会運営機構, 情報局長, 2004.7–2005.6.
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日本地球惑星科学連合大会運営委員会, 委員, 2005.7–2006.6.
日本地震学会, 代議員, 2006.5–2008.4.
(e) 高地におけ る連続微気圧観測, 代表, 木挽俊彦（ 国立天文台 ）, 2 名, ４０千円, 2004.4–2005.3.
高地におけ る連続微気圧観測, 代表, 瀧田（ 東大・宇宙線研究所 ）ほか , ３名, 0 千円, 2004.4–2005.3.
微気圧アレ ー観測の新展開による常時大気自由振動の検出, 分担, 深尾良夫（ 代表：海洋開発機構 ）、西田究 、
小林直樹（ 東工大・理 ）, ４名, 0 千円, 2005.4–2007.3.
神岡山頂における気圧観測ー 3 次元気圧デ ータによる精密重力補正, 分担, 今西祐一（ 代表：海洋研 ）、森井亙
（ 京大防災研 ）, ３名, 0 千円, 2006.4–2008.3.
広帯域高感度圧力計を 用いた 爆発的噴火に 伴う長周期圧力変動発生機構の研究, 代表, 及川純 、井口正人（ 京
大・防災研 ）、為栗健（ 京大・防災研 ）, ４名, 884 千円, 2006.4–2007.2.

アウト リーチ推進室
辻 宏道
(a) Geophysical Information for Teachers (GIFT) Workshop: Earthquakes And Tsunamis, San Francisco, USA, 14
Dec, 2006.
American Geophysical Union Fall Meeting 2006, San Francisco, USA, 14 Dec, 2006.
(b) 日本地震学会, 普及行事委員会委員, 2006.4–.
日本測地学会, 評議員, 2006.4–2008.3.
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第4章
4.1

業務活動・研究支援活動

各教員（ 助手 ）の業務活動

各教員（ 助手 ）が 2005 年 1 月 ∼2006 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
平賀 岳彦
三浦 弥生
(b) ハラス メント 相談員, 2001.4–.
技術報告編集委員会, 2002.4–.
苦情処理委員会, 2005.12–.
西田 究
(b) CERT 委員会, 2002.4–2004.3.
山中 佳子
(b) 古地震記象委員会, 2001.4–2004.3.
CERT 委員会, 2001.4–2005.3.
古地震・古津波委員会, 2004.4–2005.3.

地球ダ イナミクス部門
三部 賢治
(b) CERT 委員会, 2004.4–2005.3.
折橋 裕二
(b) 図書委員会, 2001.4–2006.3.
環境安全委員会, 2002.4–2004.3.
一般公開実行委員会, 2003.4–2004.3.
広報委員会, 2005.4–.

地球計測部門
古屋 正人
(b) 学術報告委員会, 2001.4–2004.3.
CERT 委員会, 2003.4-.
高森 昭光
(b) 自己点検委員会, 2003.10–2006.3.
広報委員会, 2005.4–2006.3.
一般公開実施ワーキンググループ , 2005.4–2005.7.

地震火山災害部門
飯田 昌弘
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三宅 弘恵
(b) 広報委員会, 2005.4–2007.3.
学術報告委員会, 2005.4–2007.3.
アカデ ミック・ハラスメント 相談員，2006.4–2008.3
真田 靖士
(b) 談話会委員会, 2004.4–2006.3.

地震予知研究推進センター
波多野 恭弘
加藤 愛太郎
蔵下 英司
(b) CERT 委員会, 2001.4–2005.3.
宮崎真一
(b) 広報委員会, 2005.4–2007.3.
中谷 正生
(b) 談話会委員会, 2002.4–2006.3.
安全衛生管理室，室員，12 日/年，2006.4–2007.3.
(c) 金曜セミナー世話人, 全所業務, 単独, 延べ 30 日/年, 2002.4–2004.3.
地震発生の素過程グループ 雑務, 推進セン ター業務, 推進セン ター職員３名, 延べ 5 日/年, 2003.4–2007.3.
共同利用岩石破壊実験設備管理・保守，地震予知研究推進セン ター業務，30 日/年，2002.2–2007.3.
共同利用岩石破壊実験補助，地震予知研究推進セン ター業務，20 日/年，2002.2–2007.3.
玉掛け クレ ーン 技能取得，延べ 4 日，2005.12.
第 1 種圧力容器取扱主任資格取得，延べ 2 日，2005.12.
小河 勉

地震地殻変動観測センター
萩原弘子
(c) 地震予知連絡会への資料作成, 地震地殻変動観測セン ター業務, 地震地殻変動観測セン ター職員 1 名, 36[時間/
回]*４回, 1986.11–2007.3.
地震予知連絡会会報への原稿作成, 地震地殻変動観測セン ター業務, 地震地殻変動観測セン ター職員 1 名, 延べ
10 日, 1991.11–2007.3.
地震観測システムの維持, 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職員 3 名、委託業者 2 名,
延べ 20 日, 1993.4–2007.3.
地震データの検測, 地震地殻変動観測センター業務, 地震地殻変動観測セン ター職員 1 名、総合観測室職員 9 名,
4[時間／日]*240 日, 1993.11–2007.3.
地震予知連絡会への資料作成, 地震地殻変動観測セン ター業務, 地震地殻変動観測セン ター職員 1 名, 36[時間/
回]*４回, 2005.4–2007.3.
地震データの検測, 地震地殻変動観測センター業務, 地震地殻変動観測セン ター職員 1 名、総合観測室職員 9 名,
[時間／日]*240 日, 2005.4–2007.3.
五十嵐 俊博
(b) 談話会委員会, 2002.4–2006.3.
望月 公廣
(b) 広報委員会, 2002.4–2004.3.
山田 知朗
(b) CERT 委員会, 2001.4–.

地震予知情報センター
109

中川 茂樹
(b) 所内 CERT 委員会, 2005.10–.
鶴岡 弘
(b) 所内 CERT 委員会, 2004.4–2005.3.
所内 CERT 委員会, 2005.4–2006.3.
古地震・古津波委員会, 2005.4–2006.3.

火山噴火予知研究推進センター
青木 陽介
(b) OA 化委員会, 2004.4–2007.3.
談話会委員会, 2004.4–2006.3.
学術報告委員会, 2004.4–2007.3.
金子 隆之
小山 崇夫
前野 深
(b) 広報委員会, 2006.7–
及川 純
(b) 一般公開実行委員会, 2003.4–2004.3.
(c) 火山体構造探査での観測点設置・データ処理, 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
ター職員 10 名, 10 日/年, 1994.4–2004.3.
浅間火山の地震観測網の整備, 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 ター職員 2 名,
3 週間/年, 1996.4–2004.3.
富士山人工地震探査の実施準備および 実施, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 火山センター職員 9 名，技術
部 9 名，他大学職員 35 名, のべ 25 日, 2002.1–2004.3.
霧島火山群におけ る地震観測網整備, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 火山セン ター職員３名, 延べ 40 日,
2004.4–2006.3.
浅間山 GPS 観測網整備, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, 火山センター職員３名, 延べ 20 日, 2004.4–2006.3.

海半球観測研究センター
馬場 聖至
市原 美恵
清水 久芳
(b) 図書委員会, 1999.4–.
学術報告委員会, 2001.4–.
ホームページ 委員会, 2002.4–.
竹内 希
(b) 自己点検委員会, 2002.4–2004.3.
部屋割検討委員会, 2005.4–.
(c) 海半球デ ータの編集・公開, 海半球セン ター業務, 海半球セン ター職員２名 、非常勤職員１名, 延べ３６５ 日,
1999.7–.
綿田 辰吾
(b) CERT 委員会, 2003.4–2006.3.
退官者の送別会実行委員会, 2004.1–2004.3.
(c) 海半球デ ータセン ターの 管理, 海半球観測研究セン ター業務, 海半球観測研究セン ター職員２名, １ 時間/日,
2001.9–.
, 2004.4–.
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4.2

各技術職員の業務活動等

各技術職員が 2005 年 1 月 ∼2006 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

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, １人, 2006.1–2006.12.
「 技術研究報告 」編集, 技術研究報告編集委員会業務, ３人, 2006.1–2006.12.
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, １人, 2006.1–2006.12.
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, １人, ３日/年, 2006.1–2006.12.
火山噴火予知研究推進セン ター科研費管理（ 10 件 ）, 火山噴火予知研究推進センター業務, １人, 2006.1–2006.12.
工藤 和子
(a) 災害部門ＨＰ更新・災害部門研究会・災害部門会議支援, 部門業務, 単独, 1994.4–2007.3.
科学研究費（ 12 件 ）
・共同研究費（ 1 件 ）
・受託研究費（ 3 件 ）
・特定事業費（ 1 件 ）の出張事務経理事務等支援,
部門業務, 単独, 1994.4–2007.3.
災害部門 (10 件) の出張事務・物品購入備品管理, 部門業務, 単独, 1994.4–2007.3.
地震研究所技術研究報告の編集, 地震研究所技術研究報告編集委員会業務, 10 名, 2006.4–2007.3.
(f) 平成１６年度地震研究所職員研修会, 地震研究所, 2005.1.26.
平成１７年度地震研究所職員研修会, 地震研究所, 2006.1.25.
松嶋 信代
(a) 海半球観測研究セン ターの研究支援, 海半球観測研究セン ター業務, 単独, 1997.4–2006.12.
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, 1997.4–2006.12.
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, 1997.4–2006.12.
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, 1997.4–2006.12.
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, 1997.4–2006.12.
海半球観測研究セン ター二国間協力事業支援, 海半球観測研究セン ター業務, 単独, 2004.4–2006.9.
特定領域「 スタグ ナント・スラブ 」事務局業務, 歌田久司教授関連業務, 単独, 2 時間/日, 2004.4–2006.12.
野口 和子
(a) 所内ホームページ 担当, HPWG 委員会業務, 単独, NA, 2006.4–2007.3.
古地震気象の整理, デ ータベース化, 管理, 貸出.WWSSN フィルムの管理, デ ータベース化貸出. 資料室管理., 古
地震・古津波記録委員会業務, 単独, NA, 2006.4–2007.3.
計算機環境の整備，計算機消耗品の管理・補充. 地震予知情報センター運営支援・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, NA, 2006.4–2007.3.
(f) 平成 16 年度地震研究所職員研修会, 地震研究所, 2005.1.26.
荻野 スミ子
(a) 反射法地震探査のホームページ 作成, 研究室業務, 2002.1–.
地震研究所ホームページ 作成 新着情報・セミナー地震研について 、共同利用, 全所業務, 情報処理室, 2002.4–.
反射法地震探査 香川県及び 徳島県西部, 研究室業務, 合同観測, 8 日間, 2002.8–.
糸-静構造線 地殻構造探査探査 , 研究室業務, 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 , 2 日間, 2002.11–.
地質調査, 佐藤研業務, 2003.2.12-2003.2.14, 2003.2–.
反射法地震探査 秋田県大曲市, 佐藤研業務, 2003.9.2-2003.9.5, 2003.4–.
反射法地震探査 宮城県 河南町, 佐藤研業務, 2003.10.14-200310.17, 2003.4–.
大都市圏地殻構造調査小田原ー山梨測線測量, 推進セン ター業務, ３名, 2/10-2/13, 2006.2–2007.3.
山下研究室事務支援, 単独, 2006.4–2007.3.
加藤（ 尚 ）研究室事務支援, 単独, 2006.4–2007.3.
宮武研究室事務支援業務, 単独, 2006.4–2007.3.
地震研究所ホームページ 作成, 2006.4–2007.
佐藤研究室ホームページ 作成, 推進セン ター業務, 単独, 2006.4–2007.3.
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(g) 木村治夫・佐藤比呂志・伊藤谷生・宮内祟裕・松多信尚・河村知徳・石山達也・岡田真介・加藤直子・楮原京子・
小田晋・野田克也・井川猛, 国府津ー松田断層帯松田北断層におけ る浅層反射法地震探査, 活断層研究 ,
25, 85–92, 2005.
Naoko Kato,To,oo Echigo,Hiroshi Sato,Masaaki Tateishi,Sumiko Ogino,Shin’ichi Sakai,Shigeru Toda Shin Koshiya
Tanio Ito Tsuyoshi Toyoshima Toshifumi Imaizumi Hajime Kato and Shintaro Abe, Geologic fault model
based on the hight-resolution seismic reﬂection proﬁle and aftershock distribution associated with the 2004
Mid-Niigata Prefecture earthquake(M6.8),central Japan, Earth Planets Space, 57, 447–452, 2005.
佐藤比呂志・児島悠司・村上明広・伊藤谷生・金田行・大西正純・岩崎隆哉・於保幸正・荻野スミ子・, 西南日本
外帯の地殻構造：2002 年四国ー瀬戸内海横断地殻構造探査の成果, 地震研究所彙報, ８０ , ５３–７１, 2006.
渡邊 ト キエ
(a) 地震予知計画経費及び 地震研特定共同研究 (A)「 古地震 」関係 actif プ ロジェクト 実施事務局業務, 地球流動破
壊部門島崎邦彦教授関連業務, 単独, 1 時間/日, 1994.4–2006.12.
「 日本全国空中写真 」整備・管理・貸出，HP デ ータ更新，空中写真室・地震地質資料室管理, 全所（ 共同利用 ）
業務, 単独, 1 時間/日, 1994.4–2006.12.
「 国際地震・火山研究推進室」運営事務，客員招聘・派遣事務，APRU/AEARU 国際シンポジウム関連業務, 地
震研究所業務, 単独, 6 時間/日, 2006.4–2006.12.
文科省科学技術振興調整費補助金「 スマト ラ型巨大地震・津波被害の軽減策 」事務局業務・国際会議準備, 地
震研究所業務, 3 名, 1 時間/日, 2006.4–2006.12.
技術職員研修運営委員会の準備，委員会業務，研修運営委員 6 名，延べ 10 日間，2006.1–2006.12.
(f) 平成 16 年度地震研究所技術職員研修会, 地震研究所, 2005.1.26.
平成 17 年度地震研究所技術職員研修会, 地震研究所, 2006.1.25.
(g) 渡邊トキエ・岡田真介, 地震研究所「 地震地質資料室 」所蔵の空中写真の整理作業および 空中写真一覧表 −
その (1)4 万分の 1 空中写真一覧 −, 地震研究所技術研究報告, 12, 51–174, 2006.

技術開発室
松本 滋夫
(a) 絶対重力測定のための調査と準備（ 伊豆大島 ）, 地球計測部門, 単独, 延べ 3 日, 2005.1–2005.2.
初期応力測定のための測定装置埋設の技術指導（ 土岐市定林寺 ）, 技術開発室＋東濃地震科学研究所, 単独, 2
日, 2005.2–2005.2.
重力測定のための下見調査（ 京大宮崎観測所 ）, 地球計測部門, ３名, １日, 2005.2–2005.2.
初期応力測定のためのオーバーコアリング 作業及び ASR 測定の技術指導, 技術開発室, 単独, 2 日, 2005.3–2005.3.
絶対重力・相対測定（ 熊本県阿蘇山 ）, 地球計測部門, 2 名, 6 日, 2005.3–2005.3.
絶対重力計比較観測（ つくば ）, 地球計測部門＋国土地理院＋京大大学院理学研究科＋産業技術総合研究所, 3
名＋ 7 名, 5 日, 2005.4–2005.4.
地殻活動総合観測装置埋設・設置技術指導（ 土岐市定林寺 ）, 技術開発室, 単独, 3 日, 2005.4–2005.4.
絶対重力・相対重力測定（ 伊豆大島 ）, 地球計測部門, 3 名, 延べ 10 日, 2005.5–2005.6.
岩盤多機能試験機の説明会（ 大林組技術研究所 ）, 技術開発室, 6 名, 1 日, 2005.6–2005.6.
絶対重力・相対重力測定（ 御前崎周辺と豊橋 ）, 地球計測部門, 2 名, 7 日, 2005.7–2005.7.
絶対重力測定（ 浅間火山観測所 ）, 地球計測部門, 2 名, 延べ 3 日, 2005.7–2005.11.
FRP ロッド 送り込み装置の説明発表会（ 長野県伊那 ）, 技術開発室, 単独, 1 日, 2005.7–2005.7.
絶対重力・相対重力測定（ 宮崎県京大宮崎観測所・熊本県京大阿蘇火山研究所 ）, 地球計測部門, 3 名, 8 日,
2005.11–2005.11.
初期応力測定の新機種設置の打ち合せ（ 名古屋大学 ）, 技術開発室, 単独, 1 日, 2005.12–2005.12.
絶対重力測定のための下見調査（ 宮城県女川 ）, 地球計測部門, 2 名, 2 日, 2005.12–2005.12.
初期応力測定のための測定装置埋設および オーバーコアリング の指導（ 神岡鉱山 ）, 技術開発室＋防災科学技
術研究所, 単独, 延べ 5 日, 2006.1–2006.2.
絶対重力測定（ 静岡県伊東市 ）, 地球計測部門, 2 名, 3 日, 2006.1–2006.2.
絶対重力測定（ 長野県松代市 ）, 地球計測部門, 2 名, 3 日, 2006.2–2006.2.
歪計埋設・設置（ 岩手県釜石鉱山 ）, 地震地殻変動観測セン ター, 3 名, 4 日, 2006.2–2006.3.
歪計埋設・設置（ 滋賀県大津市逢坂山 ）, 技術開発室＋京都大学防災研究所, 単独, 3 日, 2006.3–2006.3.
土壌水分計の設置（ 浅間火山観測所 ）, 地球計測部門, 2 名, 1 日, 2006.4–2006.4.
絶対重力・相対重力測定（ 静岡県伊東市 ）, 地球計測部門, 2 名, 4 日, 2006.4–2006.4.
絶対重力・相対重力測定（ 宮城県石巻市女川と 仙台市東北大学青葉山セン ター ）, 地球計測部門, 2 名, 6 日,
2006.5–2006.5.
絶対重力・相対重力測定，北海道（ 有珠，えりも ，厚岸 ）, 地球計測部門＋北海道大学有珠火山観測所＋防災
科学技術研究所, 2 名＋ 6 名, 12 日, 2006.6–2006.6.
絶対重力計 FG5# 212 の調整（ 浅間火山観測所 ）, 地球計測部門, 2 名, 1 日, 2006.8–2006.8.
絶対重力・相対重力測定（ 伊豆大島 ）, 地球計測部門, 3 名, 6 日, 2006.9–2006.9.
絶対重力・相対重力測定（ 三宅島 ）, 地球計測, 2 名, 5 日, 2006.9–2006.10.
絶対重力計 FG5# 212 の撤収（ 浅間火山観測所 ）, 地球計測部門, 2 名, 1 日, 2006.10–2006.10.
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初期応力測定のため深度 400m と 500m への測定装置埋設・設置および オーバーコアリングの技術指導（ 静岡県
菊川市，内田小学校 ）, 技術開発室＋名古屋大学地震火山・防災センター, 単独, 延べ 13 日, 2006.10–2006.12.
デジタル式地殻活動総合観測装置 400m 中空用と 500m 孔底部用の検査立会い（ 長野県伊那市 ）, 技術開発室＋
名古屋大学地震火山・防災セン ター, 単独, 延べ 4 日, 2006.12–2006.12.
(g) 菅野貴之・孫 文科・松本滋夫・大久保修平・渡辺秀文, 伊豆大島における絶対重力観測−ネット ワークによる
遠隔監視−, 日本測地学会第 104 回講演会予稿集, 97–98, 2005.
平岡喜文・本田昌樹・大久保修平・孫 文科・松本滋夫・菅野貴之・福田洋一・東 敏博・杉原光彦・上田和永・
水島茂喜, 絶対重力計 FG5 の相互比較, 日本測地学会第 104 回講演会予稿集, 165–166, 2005.
植木真人・大久保修平・大島弘光・前川徳光・孫 文科・松本滋夫・小山悦郎, 浅間火山 2004 年 9 月 1 日噴火前
後の重力変化, 火山, 50, 5, 377–386, 2005.
風間卓仁・菅野貴之・小山悦郎・松本滋夫・孫 文科・大久保修平, 地下水流動にともな う重力変化：観測・理
論・数値計算, 日本測地学会第 106 回講演会予稿集, 35–36, 2006.
望月 裕峰
(a) 富士川地殻変動デ ータ処理, 地震地殻変動観測セン ター業務富士川地殻変動デ ータ補正, 地震地殻変動観測セ
ン ター 1 名 、計 2 名, 5 時間/日, 2004.12–2005.10.
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, 地震予知研究推進セン ター職員 3-4 名,
延べ 20 日, 2005.4–2005.12.
二軸圧縮試験機の実験補助, 地震予知研究推進センター業務, 大学院生 1 名、職員 1 名, 延べ 5 日, 2005.4–2005.12.
共同利用・岩石高温高圧実験補助, 地震予知研究推進セン ター業務, 地震予知研究推進セン ター職員 2-3 名、他
大学等 2-3 名, 延べ 5 日, 2005.4–2005.12.
岩石高温高圧実験装置の修理・点検立会い・補助, 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
職員 3 名 、業者 2 名, 延べ 2 日, 2005.12–2005.12.
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, 地震予知研究推進セン ター職員 1-2 名，
大学院生 1 名, 延べ 38 日, 2006.4–2006.12.
共同利用・岩石高温高圧実験補助, 地震予知研究推進セン ター業務, 地震予知研究推進セン ター職員 1-2 名，大
学院生 1 名，他大学等 2-3 名, 延べ 4 日, 2006.4–2006.12.
岩石高温高圧実験装置の修理・点検立会い・補助, 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
職員 3 名，業者 2 名, 延べ 2 日, 2006.11–2006.12.
坂上 実
(a) 下多賀観測点の整備立会い及び 打ち合わせ, 強震計観測業務, 強震計観測室職員 1 名, 1 日, 2004.5–2005.5.
大阪地区・名古屋地区の強震観測点のデータ回収および 保守点検と機器交換の打合せ , 強震観測業務, 強震観測
室職員 1 名, 3 日, 2005.1–2005.1.
足柄平野強震観測網の保守点検, 他, 強震観測業務, 強震観測室職員１名, 2 日, 2005.2–2005.2.
三宅島臨時強震観測点（ 5ヵ所 ）のデータ回収及び 強震計の撤去, 他, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名他 2 名,
4 日, 2005.2–2005.2.
小田原市集中局の地中地震計 2ヵ所（ 10 ｍ・100 ｍ ）の交換作業, 他, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名他 1 名
業者 5 名, 4 日, 2005.3–2005.3.
新潟県川口町の臨時強震観測点のデ ータ回収及び 強震計撤去, 他, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名他 1 名, 2
日, 2005.3–2005.3.
名古屋地区強震観測点のデータ回収と機器交換の打合せ, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名, 3 日, 2005.3–2005.3.
福岡県西方沖地震での福岡市内 3ヵ所及び 玄海島 5ヵ所の臨時余震観測点設営と余震観測, 強震観測業務, 強震
観測室職員 1 名他 3 名, 4 日, 2005.3–2005.3.
福岡県西方沖地震での福岡市内 3ヵ所及び 玄海島 5ヵ所の臨時余震観測点のデ ータ回収と保守点検, 強震観測業
務, 強震観測室職員 1 名他 1 名, 4 日, 2005.4–2005.4.
糸静観測点設営計画の観測点候補地の予備調査, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名他 3 名, 2 日, 2005.5–2005.5.
小千谷市学校建築の水平加力実験, 実験装置の建屋への取付けと 実験業務, 強震観測室職員 1 名他 5 名, 4 日,
2005.5–2005.5.
新潟市及び 周辺地域の平野部の微動観測, 強震観測室職員 1 名他 18 名, 微動観測業務, 7 日, 2005.6–2005.6.
福岡県西方沖地震の福岡市及び 玄海島での臨時観測点 8ヵ所のデ ータ回収，強震計の撤去，他, 強震観測業務,
強震観測室職員 1 名他 1 名, 4 日, 2005.6–2005.6.
松本市における糸静観測点設営計画の現地調査, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名他 1 名, 2 日, 2005.7–2005.7.
三宅島建築学会研修所の観測機材・資材の撤去作業, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名他 1 名, 3 日, 2005.7–2005.7.
松本市糸静観測点設営計画の土地借用申請手続, 他, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名他 1 名, 2 日, 2005.8–2005.8.
宮城県沖地震の現地被害及び 震度計設置場所の調査, 被害調査と 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名他 2 名, 2
日, 2005.8–2005.8.
三宅島建築学会研修所施設の返却立会と観測資材の撤去, 強震観測業務, 強震観測室職員１名, 3 日, 2005.9–2005.9.
松本市糸静観測点設営計画のボ ーリング 掘削の現場説明及び 掘削近隣住宅への挨拶, 強震観測業務, 強震観測
室職員１名他１名, 3 日, 2005.10–2005.10.
伊豆大島強震観測点の移設問題への 現地説明, 他, 強震観測業務, 強震観測室職員１ 名他１ 名, 2 日, 2005.10–
2005.10.
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松本市糸静観測点設営のボーリング掘削の現地立会, 他, 強震観測業務, 強震観測室職員１名他１名, 3 日, 2005.10–
2005.10.
松本市糸静観測点設営のボーリング 掘削の現地立会及び 検層立会，他, 強震観測業務, 強震観測室職員１名他１
名, 延べ 10 日, 2005.11–2005.11.
北大弟子屈観測所の強震計撤去及び 北大厚岸観測施設への強震計設置場所調査，他, 強震観測業務, 強震観測室
職員１名他北大 2 名, 3 日, 2005.11–2005.11.
松本市糸静観測点設営計画の地震計埋設及び 強震計設置作業（ 2ヵ所：100 ｍ.200 ｍ ），現地竣工検査．, 強震観
測業務, 強震観測室職員 1 名他業者 6 名, 延べ 10 日, 2005.12–2005.12.
実大 6 層の三次元震動破壊実験の実験準備，試験加振．本加振及び 加振後のひび 割れ 調査作業他, 震動破壊実
験業務, 強震観測室職員 1 名と他 7 機関 30 名ほど , 17 日, 2006.1–2006.1.
既存強震観測点の保守点検作業, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名, 3 日, 2006.1–2006.1.
既存焼津及び 伊豆半島地域観測点の保守点検作業, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名, 4 日, 2006.2–2006.2.
既存足柄平野観測網の保守点検及び 観測打合せ作業, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名, 3 日, 2006.3–2006.3.
松本市内地中埋設を含む 2ヵ所の観測点設営作業, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名他業者 6 名, 6 日, 2006.3–
2006.3.
伊東市宇佐美地区 2ヵ所の臨時強震観測点の保守点検とデ ータ回収作業, 他, 強震観測業務, 強震観測室職員 1
名, 2 日, 2006.4–2006.4.
臨時強震観測点のデ ータ回収と 既存観測点の保守点検作業, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名, 3 日, 2006.5–
2006.5.
既存西湘総合観測点の保守点検作業, 他, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名, 2 日, 2006.6–2006.6.
福井平野での共同強震観測点の器機交換作業（ 福大・東工大・地震研 ）, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名他
業者 2 名, 5 日, 2006.6–2006.6.
既存御前崎・焼津観測点の台風大雨時における観測点被害の復旧と観測点整備作業, 強震観測業務, 強震観測室
職員 1 名, 5 日, 2006.7–2006.7.
既存強震観測点の落雷破損による復旧作業, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名, 3 日, 2006.8–2006.8.
既存足柄平野 7 観測点の器機交換作業, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名他業者 3 名, 5 日, 2006.9–2006.9.
実大 3 層の三次元震動破壊実験の実験準備，試験加振．本加振及び 加振後のひび 割れ 調査作業他, 震動破壊実
験業務, 強震観測室職員 1 名他 5 機関 20 名, 14 日, 2006.9–2006.10.
実大 3 層の三次元震動破壊実験の実験準備，試験加振．本加振及び 加振後のひび 割れ 調査作業他, 震動破壊実
験業務, 強震観測室職員 1 名他 4 機関 17 名, 16 日, 2006.10–2006.11.
新潟県小千谷市立小千谷小学校での 微動観測作業, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名他 3 機関 8 名, 2 日,
2006.11–2006.11.
既存駿河湾及び 伊豆半島強震観測点の落雷破損の復旧と保守点検作業, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名, 延
べ 6 日, 2006.11–2006.11.
諏訪盆地内での強震観測点設営打合せ作業, 強震観測業務, 強震観測室職員 1 名他機関 1 名, 2 日, 2006.12–2006.12.
(f) 東京大学地震研究所技術職員研修会, 東京大学地震研究所, 2006.1.25.
(g) 坂上 実, 東京大学地震研究所におけ る強震観測の変遷と現状, 記念シンポジウム「 日本の強震観測 50 年 」−
歴史と展望-講演集, 第 265 号,
21–28, 2005.
坂上 実・田中康久・行谷裕一, 2004 年新潟県中越地震の直後における臨時余震観測および 被害調査の概要に
ついて, 地震研究所技術研究報告, 2005.
三宅弘恵・田中康久・坂上実・纐纈一起・石垣祐三, 2005 年福岡県西方沖地震による玄界島の強震動再現：経験
的グ リーン 関数法による広帯域強震動ミュレ ーション , 日本地震学会 2005 年度秋季大会予稿集,B009, 2005.
田中康久・三宅弘恵・坂上実・纐纈一起, 2005 年福岡県西方沖地震の余震観測と界島の強震動再現, 日本地球惑
星科学連合 2005 年大会予稿集,X113-P021, 2005.
工藤一嘉・松島信一・畑山健・福喜多輝・早川崇・神原浩・坂上実, 2004 年新潟県中越地震の震源域におけ る余
震・微動観測とその記録を用いた分析 (その 1) 余震・微動観測の概要, 日本地球惑星科学連合 2005 年大会
予稿集, S079-002, 2005.
松島信一・工藤一嘉・畑山健・神原浩・早川崇・福喜多輝・坂上実，, 2004 年新潟県中越地震の震源域における
余震・微動観測とその記録を用いた分析（ その２ ）余震記録に基づ く本震時の強震動の推定, 日本地球惑
星科学連合 2005 年大会予稿集, S079-002., 2005.
畑山健・工藤一嘉・松島信一・神原浩・早川崇・福喜多輝・坂上実 , 2005 ，2004 年新潟県中越地震の震源域にお
ける余震・微動観測とその記録を用いた分析 (その 3) 余震記録を用いたサ イト 増幅特性の評価, 日本地球
惑星科学連合 2005 年大会予稿集, S079-P002., 2005.
早川崇・福喜多輝・神原浩・松島信一・畑山健・工藤一嘉・坂上実, 2005 ，2004 年新潟県中越地震の震源域にお
ける余震・微動観測とその記録を用いた分析 （ その４ ）微動記録に基づ く地盤震動特性の考察, 日本地球
惑星科学連合 2005 年大会予稿集, S079-P003, 2005.
坂上 実, 松本市牛伏寺断層周辺および 松本盆地におけ る強震観測点の設置計画について, 地震研究所技術研
究報告, 4–7, 2006.
田中康久・三宅弘恵・坂上実・壁谷澤寿海・纐纈一起, 2004 年新潟県中越地震の小千谷市・川口町における余震
強震観測, 日本地球惑星科学連合 2006 年大会予稿集,S111-P003, 2006.
三宅弘恵・坂上実・纐纈一起・泉谷恭男, 糸魚川−静岡構造線断層帯におけ るボアホール 強震観測, 日本地球惑
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星科学連合 2006 年大会予稿集，S111-P004, 2006.
実, 2004 年新潟県中越地震直後におけ る臨時余震観測および 被害調査の概要, 東京大学地震研究所職員
技術研修会（ 1/24-26 ）, 2005.1.24.
坂上 実, 松本市牛伏寺断層周辺および 松本盆地におけ る強震観測点の設置計画について , 東京大学地震研究
所職員技術研修会（ 1/22-24 ）, 2006.1.22.

(i) 坂上

内田 正之
(a) 三角基台用ネジ 製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 5 日, 2003.5–2005.5.
U 軸バ イト 取付治具製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 15 日, 2004.5–2005.6.
ウェーブガ イド 部品製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 2 日, 2005.4–2005.4.
チタン 球上部アダプ ター製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 15 日, 2005.4–2005.5.
松本市糸静観測点の神田地区観測点及び 島立地区観測点の看板製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 2005.4–.
ポータブ ル地震計固定用冶具製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 2 日, 2005.5–2005.5.
工作講習会, 技術開発室業務, 職員 1 名, 2 日, 2005.5–2005.5.
ウェーブガ イド ・発信子端・電極の製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 6 日, 2005.6–2005.6.
プ ロトン 磁力計セン サー用ポール・架台製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 4 日, 2005.6–2005.6.
チタン 球上部アダプ ター製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 10 日, 2005.6–2005.6.
GPS 台座・GPS ピ ラー台座製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 4 日, 2005.7–2005.7.
試験片用型枠の製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 10 日, 2005.7–2005.7.
工作講習会, 技術開発室業務, 職員 1 名, 2 日, 2005.7–2005.7.
合成マグ マ破壊実験試料型の製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 2 日, 2005.8–2008.8.
U 軸加工用工具ホルダ ーの製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 10 日, 2005.8–2005.9.
ガ ラスサンプ ル磨き用型の製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 3 日, 2005.9–2005.9.
ガ ラス角サンプ ル磨きホルダ ー製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 3 日, 2005.10–2005.10.
O リング 溝付冶具製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 2 日, 2005.10–2005.10.
超音波探触子用フレ ームの製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 8 日, 2005.10–2005.10.
乾式一面破壊応力測定プ ローブ 改造加工, 技術開発室業務, 職員 1 名, 10 日, 2005.11–2005.12.
高感度ビデオホルダ ーの製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 3 日, 2005.11–2005.11.
低周波変形実験用冶具の製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 10 日, 2005.11–2005.12.
松本市糸静観測点の神田地区観測点及び 島立地区観測点の看板製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 5 日, 2005.12–
2005.12.
学生実験用地震計部品製作, 技術開発室業務, 職員 2 名, 延べ 10 日, 2006.1–2006.1.
O リング 溝付冶具製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 3 日, 2006.1–2006.1.
部分溶融試料端バッファ製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 3 日, 2006.1–2006.1.
変形装置部品製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 3 日, 2006.1–2006.1.
ボアホール 内三軸受信子サポート 部品他製作, 技術開発室業務, 職員 2 名, 延べ 10 日, 2006.1–2006.2.
傾斜計設置台製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 2 日, 2006.1–2006.1.
変位計固定冶具製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 5 日, 2006.3–2006.3.
破砕実験装置部品製作, 技術開発室業務, 職員 2 名, 延べ 20 日, 2006.3–2006.4.
低周波変形試験用模擬試料部品製作, 技術開発室業務, 職員 2 名, 延べ 12 日, 2006.3–2006.3.
チタン 球上部アダプ ター製作, 技術開発室業務, 職員 2 名, 延べ 15 日, 2006.4–2006.5.
地震計ケース台座製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 7 日, 2006.5–2006.5.
セン サーホルダ ー製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 6 日, 2006.5–2006.5.
磁気セン サー用三脚部品製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 5 日, 2006.6–2006.6.
変位計取付冶具製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 6 日, 2006.6–2006.6.
車載用 GPS アン テナ取付冶具製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 1 日, 2006.7–2006.7.
鉛直ステージ 部品製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 10 日, 2006.7–2006.7.
変形試験試料断面観察用冶具の製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 10 日, 2006.7–2006.7.
管用ネジ 変換ジョイント , 技術開発室業務, 職員 1 名, 3 日, 2006.7–2006.7.
GPS 用アンテナポール 製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 2 日, 2006.8–2006.8.
チェンバー設置用架台製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 4 日, 2006.8–2006.8.
低周波変形試験装置冶具製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 2 日, 2006.8–2006.8.
微小穴径アクリルパイプ 製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 3 日, 2006.9–2006.9.
GPS アンテナ取付部品製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 2 日, 2006.9–2006.9.
チタン 球上部アダプ ター製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 20 日, 2006.9–2006.10.
テーパーネジ 変換コネクター製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 2 日, 2006.10–2006.10.
チェンバー設置架台製作, 技術開発室業務, 職員 1 名, 3 日, 2006.11–2006.11.
坑内 AE 観測セン サーカップ リング 装置製作, 技術開発室業務, 職員 2 名, 延べ 50 日, 2006.11–2006.12.
小山 茂
(a) 富士山 MT 観測, 地震予知推進セン ター業務, 国内大学２名, 延べ５日, 2003.5–.
地磁気絶対観測, 八ヶ岳地球電磁気観測所業務, 地震予知推進セン ター職員１名, 延べ３日, 2003.10–.
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三宅島 MT 観測, 地震予知推進セン ター業務, 国内大学３名, 延べ９日, 2003.10–.
地磁気東海・伊豆観測点の保守（ 記録ＲＯＭ交換・器械の修理 ）, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独及び 地
震予知研究推進セン ター職員１名, 延べ３６日, 2005.1–2005.12.
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/月）×１２, 2005.1–2005.12.
八ヶ岳地球電磁気観測所の公用車の管理 , 八ヶ岳地球電磁気観測所業務 , 単独 , １（ 時間/月 ）×１２, 2005.1–
2005.12.
八ヶ岳地球電磁気観測所のデータ処理・伊豆・東海記録用ＲＯＭデ ータ処理, 八ヶ岳地球電磁気観測所業務 , 単
独 , ５（ 時間/月 ）×１２, 2005.1–2005.12.
地磁気絶対観測, 八ヶ岳地球電磁気観測所業務, 地震予知研究推進セン ター職員１名, 延べ４日, 2005.3–2005.3.
紀伊半島広帯域ＭＴ観測, 地震予知研究推進セン ター業務, 京都大学８名, 延べ５日, 2005.9–2005.9.
歪集中帯での広帯域ＭＴ観測（ 富山・岐阜・長野県 ）, 地震予知研究推進センター業務, 地震予知研究推進セン
ター職員１名・富山大学２名, 延べ５日, 2005.10–2005.10.
磁力計設置（ 大鹿村 ）, 地震予知研究推進セン ター業務, 地震予知研究推進セン ター職員１名・京都大学１名,
延べ２日, 2005.11–2005.11.
糸静線活断層重点観測（ 広帯域ＭＴ ）, 地震予知研究推進セン ター業務, 東工大（ 小川 ）他数名・地震予知研究
推進セン ター職員１名, 延べ４日, 2005.11–2005.11.
電磁気ＣＡ研究会準備・進行手伝い, 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職員３名, 延
べ３日, 2005.12–2005.12.
地磁気東海・伊豆観測点の保守（ 記録ＲＯＭ交換・器械の修理 ） , 地震予知研究推進セン ター業務 , 単独及び
地震予知研究推進セン ター職員１名 , 延べ３６日, 2006.1–2006.12.
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/月）×１２, 2006.1–2006.12.
八ヶ岳地球電磁気観測所の公用車の管理 , 八ヶ岳地球電磁気観測所業務 , 単独 , １（ 時間/月 ）×１２, 2006.1–
2006.12.
八ヶ岳地球電磁気観測所のデータ処理・伊豆・東海記録用ＲＯＭデ ータ処理 , 八ヶ岳地球電磁気観測所業務, 単
独, ５（ 時間/月 ）×１, 2006.1–2006.12.
ポナペ島（ ミクロネシア連邦 ）地磁気観測, 海半球観測研究センター業務, ＪＡＭＳＴＥＣ職員２名, 延べ９日,
2006.3–2006.3.
地磁気絶対観測 , 八ヶ岳地球電磁気観測所業務, 地震予知研究推進センター 職員１名, 延べ４日, 2006.3–2006.3.
手石島（ 伊東市 ）磁力計整備, 地震予知研究推進センター 業務, 地震予知研究推進セン ター職員１名, 延べ４日,
2006.7–2006.10.
歪集中帯での広帯域ＭＴ観測 （ 白川村磁力計設置・ネット ワークＭＴ ）, 地震予知研究推進セン ター 業務, 地
震予知研究推進セン ター職員１名, 延べ５日, 2006.10–2006.10.
糸静線活断層重点観測（ 広帯域ＭＴ ） , 地震予知研究推進セン ター 業務, 東工大（ 小川 ）他数名・地震予知研
究推進セン ター職員１名 , 延べ６日, 2006.11–2006.11.
福島県鹿島地磁気観測点の撤収, 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職員２名, 延べ３
日, 2006.12–2006.12.
(f) 平成１６年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2005.1.26.
平成１７年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2006.1.25.

総合観測室
橋本 信一
(a) 海底地震計の組み立て作業, 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職員数名，総合観測室
職員数名, 延 120 日, 2005.1–2005.12.
海底地震計の分解, 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職員数名，総合観測室職員数
, 延 15 日, 2005.1–2005.12.
名，業者数名
海底地震計用電源電池の廃棄処理に係る処置作業, 地震地殻変動観測センター業務, 単独, 延 25 日, 2005.1–2005.12.
青森沖における海底地震計の設置作業, 地震地殻変動観測センター業務, 教員 3 名，総合観測室職員 2 名，他大
学教員・学生数名, 延 2 日, 2005.3–2005.3.
福岡沖における海底地震計の組立及び 設置作業の補助, 地震地殻変動観測センター業務 , 教員 3 名，総合観測
室職員 2 名，他大学教員・学生数名, 2.0 日, 2005.3–2005.3.
フォークリフト 取扱いに関する講習の受講, 地震地殻変動観測セン ター業務
, 単独, 延 2 日, 2005.7–2005.7.
大都市大災害軽減化特別プ ロジェクトにおけるテレ メータ観測点 1 点の新設, 大都市圏地殻構造調査研究推進
室業務, 教員 1 名，総合観測室職員 1 名, 1.0 日, 2005.7–2005.7.
鋸山観測所における地殻変動観測機器の点検整備, 地震地殻変動観測セン ター業務 , 総合観測室職員 2 名, 1.0
日, 2005.8–2005.8.
根室沖における海底地震の設置作業, 地震地殻変動観測セン ター業務 , 教員 2 名，総合観測室職員 2 名，他大
学教員・学生数名, 延 3 日, 2005.12–2005.12.
海底地震計用電源電池の溶接，組立及びパーツの製作, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 延 110 日, 2006.1–
2006.12.
海底地震計の組立及び 分解, 地震地殻変動観測セン ター業務, 観測セン ター職員数名，総合観測室職員 2 名, 延
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35 日, 2006.1–2006.12.
使用済み海底地震計用電源電池の廃棄に係る処理作業, 地震地殻変動観測センター業務, 単独, 延 40 日, 2006.1–
2006.12.
クレ ーン 特別教育講習会, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 2 日, 2006.2–2006.2.
玉掛け技能特別講習, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 3 日, 2006.3–2006.3.
広島地震観測所に設置された OBS 用電源電池溶接機のテスト 及び 電池組立，製作の講習, 地震地殻変動観測セ
ン ター業務, 総合観測室職員 4 名, 3 日, 2006.3–2006.3.
ヘリコプ ターによる東南海，南海の長期型海底地震計設置, 地震地殻変動観測センター業務, 教員 3 名，総合観
測室職員 1 名，研究員 2 名, 2 日, 2006.8–2006.8.
茨城沖海中発破, 地震地殻変動観測センター業務, 教員 2 名，総合観測室職員 2 名，他大学教員 1 名，学生 2 名,
9 日, 2006.10–2006.10.
北海道，青森沖海底地震計設置, 地震地殻変動観測センター業務, 総合観測室 1 名，研究員 2 名，他大学研究員
1 名, 5 日, 2006.10–2006.10.
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, 延べ 38 日間, 2005.1–2005.12.
地殻変動連続観測デ ータ（ 220CH) の収集状況の確認・保守作業 , 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独または
総合観測室職員 2 名, １時間*190 日, 2005.1–2005.12.
観測点工事の業者発注，物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, 2 時間*30 日間, 2005.1–2005.12.
伊豆伊東市周辺光波測量, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室職員 4 名, 延べ 6 日, 2005.3–2005.3.
技術報告編集委員, 委員会業務, 3 時間*4 日間, 2005.3–2005.5.
地殻変動連続観測デ ータの 1 次処理と 資料作成, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 4 時間*20 日, 2005.6–
2005.11.
衛星テレ メータ観測点の設置・保守, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室職員 3 名, 延べ 9 日, 2005.7–
2005.8.
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*10 日, 2005.8–2005.12.
地殻変動連続観測デ ータ（ 200CH) の収集状況の確認とデ ータファイルの整理 , 地震地殻変動観測セン ター業
務, 単独または総合観測室職員 2 名, １.5 時間*220 日, 2006.1–2006.12.
地殻変動連続観測デ ータ収集シ ステムの整備と維持管理および 保守, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, １
時間*30 日, 2006.1–2006.12.
地殻変動連続観測デ ータの 1 次処理と 資料作成, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 4 時間*20 日, 2006.1–
2006.12.
地殻変動連続観測点・総合観測井の観測計器・機器等の整備・修理・保守作業, 地震地殻変動観測センター業務,
単独または総合観測室職員 2 名, 延べ 18 日間, 2006.1–2006.12.
地殻変動連続観測点工事の業者発注，物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*30 日間, 2006.1–2006.12.
釜石鉱山内への歪計設置作業, 地震地殻変動観測セン ター業務, 観測セン ター教員 1 名 、総合観測室職員 2 名,
4 日, 2006.2–2006.3.
技術研究報告編集委員会ホームページ 更新ほか , 委員会業務, 3 時間*3 日, 2006.5–2006.6.
初島光波反射点および 手石島・宇佐美地殻変動連続観測点廃止に伴う計器等の撤収作業と 関係機関への報告,
地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室職員 2 名, 3 日, 2006.7–2006.7.
紀伊半島沖における OBS 設置とエアガン 発震および 回収作業, 地震地殻変動観測セン ター業務, 地震地殻変動
観測セン ター教員 1 名・研究員 3 名 、総合観測室職員 1 名 、他 1 名, 8 日, 2006.7–2006.7.
跡津川断層自然地震観測機材の撤収作業, 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
測室職員 2 名 、地震予知研究推進セン ター教職員 3 名 、他大学教員・院生２名, 4 日, 2006.8–2006.8.
茨城県沖 OBS 回収作業, 地震地殻変動観測セン ター業務, 地震地殻変動観測セン ター教員・院生各 2 名 、総合
観測室職員 3 名 、他大学教員・院生各 1 名, 7 日, 2006.10–2006.10.
(f) 平成 16 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2005.1.26.
平成 17 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2006.1.25.
(g) 中尾 茂・平田安廣・渡辺 茂, ボ ード マ イコンを 用いた 光波観測テレ メタ装置, 測地学会誌, 51, 3, 159–164,
2005.
井口正人・平田安廣他 39 名, 口永良部島火山におけ る人口地震探査−探査の概要と初動の走時について− , 京
都大学防災研究所年報, 48, 2005.
竹田豊太郎・小山悦郎・平田安廣, 岩手火山周辺における傾斜観測と水準測量, 1999 年岩手火山集中総合観測報
告, 47–59, 2006.
荻野 泉
(a) 衛星テレ メータ観測点の保守・点検・修復工事・高度化．, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 延べ 90 日,
2005.1–2005.12.
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，立会い，完成検査等 ）,
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地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 延べ 20 日, 2005.1–2005.12.
釜石観測点保守，工事立会い等, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 延べ 15 日, 2005.1–2005.12.
跡津川大学合同観測点調査，設置，保守等, 地震地殻変動観測センター業務, 総合観測室 4 名, 延べ 50 日, 2005.1–
2005.12.
和歌山地震観測所及び 観測点維持・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 30 日, 2005.1–
2005.12.
広島地震観測所維持, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室 3 名, 延べ 3 日, 2005.1–2005.12.
観測機器整備・点検・維持, 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 20 日, 2005.1–2005.12.
2004 年度職員研修会発表「 ヘ リコプ ターに よる新潟県中越地震の余 震観測 」, 総合観測室業務, 単独, 1 日,
2005.1–.
衛星テレ メータ取り扱い講習, 地震地殻変動観測セン ター業務, 観測セン ター 3 名，推進セン ター 2 名, 延べ 2
日, 2005.5–.
長田 昇
(a) 富士山稠密地震観測網の維持・管理, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター職員 3 名, 延べ 10 日間,
2005.1–2005.4.
富士山稠密地震観測網の地震波形読み取り, 火山噴火予知研究推進センター業務, センター職員２名, ４（ 時間/
日 ）＊１８０日, 2005.1–2005.12.
富士山臨時地震観測点の撤収, 火山噴火予知研究推進センター業務, セン ター職員５名, 延べ７日, 2005.4–2005.5.
浅間山西麓の 水準測量, 火山噴火予知研究推進セン ター業 務, セン ター 職員２名 、他大学 2 名, 延べ６日間,
2005.5–2005.6.
草津白根山地震観測設備の 変更工事, 火山噴火予知研究推進セン ター 業務, セン ター職員１ 名, 延べ６ 日間,
2005.7–2005.10.
浅間山山頂臨時地震観測網の 撤去, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター 職員１０ 名, 延べ５ 日間,
2005.8–2005.8.
浅間山南麓に地震観測点を新設, 火山噴火予知研究推進センター業務, セン ター職員５名, 延べ５日間, 2005.10–
2005.11.
浅間山稠密地震観測網の地震波形読み取り, 火山噴火予知研究推進センター業務, センター職員２名, ４（ 時間/
日 ）＊１５０日, 2006.1–2006.12.
霧島観測所の研究資料整理・保管, 火山噴火予知研究推進センター業務, センター職員２名, 延べ３日間, 2006.2–.
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, センター職員２名, 延べ１０日間, 2006.4–
2006.11.
浅間山中腹の地震観測点改修, 火山噴火予知研究推進セン ター業務, セン ター職員５名, 延べ５日間, 2006.9–.
センター内の地震観測計器維持・管理, 火山噴火予知研究推進センター業務, セン ター職員１名, 延べ２０日間,
2006.9–2006.10.
浅間山におけ る人工地震探査, 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, 2006.10–.
(f) 平成 17 年度 メン タルヘル スケア講習会, 東京大学, 2005.12.5.
平成 17 年度地震研究所職員研修会, 東大地震研究所, 2006.1.23.
(g) 山本眞紀・武尾 実・大湊隆雄・及川 純・青木陽介・植田寛子・中村 祥・辻 浩・小山悦郎・長田 昇・卜
部 卓, 2004 年浅間山噴火に先行する特異な長周期地震活動, 火山, 50, 5, 393–400, 2005.
浅間火山における 2004 年水準測量の結果と上下変動にもとづく圧力源の推定, 小野幸治・村瀬雅之・木股文昭・
宮島力雄・太田雄策・仮屋新一・西前健一・柏木雅生・森 済・青山 裕・寺田暁彦・小山悦郎・竹田豊太
郎・長田 昇・渡辺秀文, 2004 年浅間火山の噴火に関する総合調査, 37–40, 2005.
坂守
(a) 職員研修運営及び 連絡業務, 職員研修委員会業務, 職員研修委員全員, 1[時間/日]*4 日+3 日間, 2005.1–2005.3.
地震予知観測点一覧のデ 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,
2005.1–2005.12.
共同利用・共同研究の支援（ 観測機器の整備，貸出し ）, 全所業務, 単独, 共同実験 1 件・貸出し 12 件, 2005.1–2005.12.
糸魚川-静岡構造線周辺域の一元化デ ータ収録及び メンテナン ス, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独, 0.5[時
間/回]*48 週, 2005.1–2005.12.
地震観測用衛星シ ステム立ち上げ 及び 実習, 地震予知研究推進セン ター業務, 総合観測室職員 4 名+地震予知研
究推進セン ター職員 4 名, 3 日間, 2005.5–2005.5.
総合集中観測による内陸域の歪・応力蓄積・集中過程の解明・DAT 及び LS8200 観測点設置・維持管理及び 撤収,
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, 総合観測室職員 5 名+地震観測センター・推
進セン ター等職員 5 名+学生 2 名・他大学 1 名・他研究所 1 名, 延べ 17 日, 2005.7–2005.9.
跡津川観測データ再生処理（ 東大，京大分 ）, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独及び 総合観測室職員 2 名+
地震予知研究推進セン ター職員 1 名, 延べ 19 日, 2005.9–2005.11.
2005 年新潟県中越地震余震観測 DAT 観測点及び LS8200 設置・回収, 地震予知研究推進セン ター業務, 総合観
測室職員 3 名+地震予知研究推進セン ター職員 4 名, 延べ 6 日, 2005.10–2005.11.
和歌山自然地震の臨時観測（ DAT レコーダ ーの設置 ）, 地震予知研究推進センター業務, 総合観測室職員 2 名+
地震予知研究推進セン ター職員 2 名+地震地殻変動観測セン ター職員 1 名, 延べ 4 日, 2006.1–2006.1.
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共同利用・共同研究の支援（ 観測機器の整備，貸出し ）, 全所業務, 単独, 共同実験 1 件・貸出し 12 件, 2006.1–2006.12.
地震予知観測点一覧のデ 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,
2006.1–2006.12.
和歌山自然地震の臨時観測（ HDD ＆電池交換 ）, 地震予知研究推進センター業務, 総合観測室職員 3 名+地震予
知研究推進セン ター職員 1 名, 延べ 3 日, 2006.2–2006.2.
和歌山自然地震の臨時観測（ DAT 一部撤収・HDD ＆電池交換・新規設置 ）, 地震予知研究推進セン ター業務,
総合観測室職員 3 名+地震予知研究推進センター職員 1 名+地震地殻変動観測センター職員 1 名, 延べ 4 日,
2006.3–2006.3.
跡津川断層におけ る自然地震の臨時観測（ DAT レコーダ ーの設置 ）, 地震予知研究推進セン ター業務, 総合観
測室職員 3 名+地震予知研究推進セン ター職員 3 名+外国研究員 1 名+学生 1 名, 延べ 4 日, 2006.6–2006.6.
跡津川断層におけ る自然地震の臨時観測（ HDD ＆電池交換 ）, 地震予知研究推進セン ター業務, 総合観測室職
員 2 名+地震予知研究推進セン ター職員 2 名, 延べ 4 日, 2006.7–2006.7.
茨城県沖海底地震探査に伴う陸上発破・DAT5 臨時観測点の調査, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室
職員 1 名+地震地殻変動観測セン ター職員 1 名, 延べ 2 日, 2006.8–2006.8.
跡津川断層におけ る自然地震の臨時観測（ DAT レコーダ ーの撤収 ）, 地震予知研究推進セン ター業務, 総合観
測室職員 3 名+地震予知研究推進セン ター職員 2 名+地震地殻変動観測セン ター職員 1 名+他大学（ 職員+
学生 ）3 名, 延べ 4 日, 2006.8–2006.8.
茨城県沖海底地震探査に 伴う陸上発破・DAT5 の臨時観測（ レ コーダ ーの 設置 ）, 地震地殻変動観測セン ター
業務, 総合観測室職員 4 名, 延べ 3 日, 2006.9–2006.9.
茨城県沖海底地震探査に伴う陸上発破・DAT5 の臨時観測（ HDD ＆電池交換 ）, 地震地殻変動観測センター業
務, 総合観測室職員 2 名, 延べ 2 日, 2006.9–2006.9.
茨城県沖海底地震探査に 伴う陸上発破・DAT5 の臨時観測（ レ コーダ ーの 撤収 ）, 地震地殻変動観測セン ター
業務, 総合観測室職員 4 名+地震地殻変動観測セン ター職員 1 名, 延べ 3 日, 2006.10–2006.10.
2006 紀伊半島東部海陸合同探査実験（ 観測測線地図作製 ）, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室職員
1 名+地震地殻変動観測セン ター職員 1 名, 延べ 3 日, 2006.11–2006.11.
2006 紀伊半島東部海陸合同探査実験（ LS8200 レ コーダ ーの設置・回収 ）, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総
合観測室職員 2 名+地震地殻変動観測センター職員 1 名+地震予知研究推進センター職員 4 名+他研究機関
職員 4 名, 延べ 5 日, 2006.11–2006.11.
茨城県沖海底地震探査に伴う陸上発破・DAT5 観測デ ータの 再生処理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独,
延べ 7 日, 2006.11–2006.12.
(f) 地震研究所全体研修, 東京大学地震研究所, 2005.1.26.
芹澤 正人
(a) 海底地震計組立, 地震地殻変動観測セン ター業務, 観測セン ター職員複数名＋総合観測室職員複数名, 延べ 30
日, 2003.4–.
海底地震計組立, 地震地殻変動観測セン ター業務, 観測セン ター職員複数名＋総合観測室職員複数名, 延べ 30
日, 2003.4–.
鋸山観測所観測デ ータ回収, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室職員 1 名, 1[日/月]*4 回, 2003.4–.
大大特観測点保守, 大大特推進室業務, 単独, 15 分/日（ 通年 ）＋延べ２日間, 2005.4–2006.3.
地震予知連絡会事務, 全所業務, 技術職員 2 名, 1 週間*年 4 回, 2005.4–2006.3.
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, 1 時間/月（ 通年 ）, 2005.4–2006.3.
総合観測室サーバ 管理, 総合観測室業務, 単独, 30 分/日（ 通年 ）, 2005.4–2006.3.
跡津川観測点監視シ ステム開発, 地震予知推進セン ター, 単独, 1 時間/日（ 通年 ）, 2005.6–2006.3.
跡津川 DAT 観測, 地震予知推進セン ター業務, 技術職員 4 名＋教員 2 名, 4 日間, 2005.9–2005.9.
新潟県中越地震余震域臨時観測, 地震予知推進センター, 技術職員 3 名＋教員 3 名, 延べ 6 日間, 2005.10–2005.11.
和歌山自然地震の臨時観測（ HDD ＆電池交換 ）, 地震予知研究推進センター業務, 総合観測室職員 3 名+地震予
知研究推進セン ター職員 1 名, 延べ 3 日, 2006.2–2006.2.
和歌山自然地震の臨時観測（ DAT 一部撤収・HDD ＆電池交換・新規設置 ）, 地震予知研究推進セン ター業務,
総合観測室職員 3 名+地震予知研究推進センター職員 1 名+地震地殻変動観測センター職員 1 名, 延べ 4 日,
2006.3–2006.3.
地殻変動観測点保守, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室職員 3 名, 延べ 4 日 (担当分), 2006.4–2007.3.
地震予知連絡会事務担当, 地震予知連絡会事務局業務, 総合観測室職員 1 名+情報処理室職員 1 名, 1 週間*年 4
回, 2006.4–2007.3.
大都市大震災軽減化特別プ ロジェクト 房総半島自然地震観測点保守, 大大特推進室業務, 総合観測室職員 3 名＋
地震地殻変動観測セン ター教員 1 名, 延べ 6 日, 2006.4–2007.3.
大都市大震災軽減化特別プ ロジェクト 房総半島自然地震観測ネット ワーク監視, 大大特推進室業務, 総合観測室
職員 1 名＋地震地殻変動観測セン ター教員 1 名, 5[時間/月]*12ヶ月, 2006.4–2007.3.
総合観測室サーバ 管理, 総合観測室業務, 総合観測室職員 1 名, 1[時間/日], 2006.4–2007.3.
常設地震観測点保守, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室職員 1 名, 延べ 4 日, 2006.4–2007.3.
デ ータ共同利用受付, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室職員 1 名, 1 時間/月（ 通年 ）, 2006.4–2007.3.
DAT レ コーダ ー用 PC 制御ソフトウェア開発, 総合観測室業務, 総合観測室職員 1 名, 3[時間/日]*5ヶ月, 2006.8–
2006.12.
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茨城県沖海底地震探査に伴う陸上発破・DAT5 の臨時観測（ HDD ＆電池交換 ）, 地震地殻変動観測セン ター業
務, 総合観測室職員 2 名, 延べ 2 日, 2006.9–2006.9.
茨城県沖海底地震探査に 伴う陸上発破・DAT5 の臨時観測（レ コーダ ーの設置 ）, 地震地殻変動観測セン ター
業務, 総合観測室職員 4 名, 延べ 3 日, 2006.9–2006.9.
茨城県沖海底地震探査に 伴う陸上発破・DAT5 の臨時観測（レ コーダ ーの撤収 ）, 地震地殻変動観測セン ター
業務, 総合観測室職員 4 名+地震地殻変動観測セン ター職員 1 名, 延べ 3 日, 2006.10–2006.10.
八木 健夫
(a) 海底地震計の組立作業, 地震地殻変動観測セン ター業務, 教員数名＋地震地殻変動観測セン ター職員数名＋総
合観測室職員数名, 延べ 200 日間, 2006.1–2006.11.
海底地震計の分解整備と 観測デ ータの 取出し , 地震地殻変動観測セン ター業務, 地震地殻変動観測セン ター数
名＋総合観測室職員数名, 延べ 40 日間, 2006.1–2006.12.
地震研究所職員研修会の準備, 委員会業務, 研修運営委員 6 名, 延べ 10 日間, 2006.1–2006.12.
初島観測点の観測機器整備, 地震地殻変動観測センター業務, 教員 1 名＋総合観測室職員 3 名, 1 日, 2006.2–2006.2.
海底地震観測機器整備の立会い, 地震地殻変動観測センター業務, 教員数名＋総合観測室職員数名, 延べ 6 日間,
2006.4–2006.11.
茨城沖構造探査のための白鳳丸出航前準備作業, 地震地殻変動観測セン ター業務, 教員数名＋総合観測室職員 1
名＋他大学教員数名, 延べ 2 日間, 2006.9–2006.9.
茨城沖の海底地震計回収作業, 地震地殻変動観測セン ター業務, 教員 2 名＋総合観測室職員 3 名＋他大学教員・
学生数名, 7 日間, 2006.10–2006.10.
えりも沖の海底地震計設置作業, 地震地殻変動観測セン ター業務, 教員 4 名＋総合観測室職員 1 名＋他大学教
員・学生数名, 4 日間, 2006.11–2006.11.
(f) クレ ーン 運転業務特別教育, 石川島技術教習所, 2006.1.20.
玉掛け特別教育, 石川島技術教習所, 2006.2.23.
田上 貴代子
(a) 和歌山観測所デ 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, 2005.1–2005.12.
和歌山地震観測所観測点保守、点検, 地震地殻変動観測センター業務, 総合観測室職員 2 名及び 単独, 延べ 20 日,
2005.1–2005.12.
地震波形読取 、収録 、保管, 地震地殻変動観測セン ター業務, 和歌山観測所職員 2 名及び 単独, 4 時間/日× 220
日, 2005.1–2005.12.
和歌山地震観測所ホームページ 更新, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 3 時間/回× 18 回, 2005.1–2005.12.
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, 2005.1–2005.12.
和歌山地震観測所施設見学者への説明、応対等, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 2 時間/回× 5 回, 2005.1–
2005.12.
職員研修会, 全所業務, 技術職員全員, 3 日, 2005.1–2005.1.
無線局再免許申請及び 廃局申請, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 2 時間/回× 5 回, 2005.1–2005.12.
ＤＡＴ記録再生（ 跡津川前半，後半 ）, 地震予知推進セン ター業務, 総合観測室職員３名, 延べ 10 日, 2005.1–
2005.10.
跡津川断層域を中心とする合同自然地震観測地震記録読取り, 地震予知推進セン ター業務, 総合観測室職員３
名+地震予知推進セン ター職員 3 名, 延べ 7 日, 2005.2–2005.2.
平成 17 年度電波の利用状況調査, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 4 時間, 2005.7–2005.7.
2005 年跡津川断層構造探査ＤＡＴ観測点バッテリー交換及び 回収、LS8200 設置及び 回収, 地震予知推進センター
業務, 総合観測室職員 4 名+地震予知推進センター職員、他機関職員、学生 5 名, 延べ 11 日, 2005.8–2005.9.
和歌山自然地震の臨時観測（ DAT レコーダ ー設置 ）, 地震予知研究推進センター業務, 総合観測室職員 2 名+地
震予知研究推進セン ター職員 2 名＋地震地殻変動観測セン ター職員 1 名, 延べ 4 日, 2006.1–2006.1.
和歌山地震観測所のデ 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, 2006.1–2006.12.
和歌山地震観測所観測点の保守, 地震地殻変動観測セン ター業務, 地震地殻変動観測セン ター職員 2 名又は 単
独, 延べ 21 日, 2006.1–2006.12.
地震波形デ ータ読取, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 5 時間/日× 200 日, 2006.1–2006.12.
和歌山地震観測所ホームページ 更新, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 3 時間/回× 18 回, 2006.1–2006.12.
和歌山地震観測所事務全般及び物品管理, 地震地殻変動観測センター業務, 単独, 週/2 時間× 52 週, 2006.1–2006.12.
和歌山地震観測所来所者の応対, 説明, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 2 時間/回× 3 回, 2006.1–2006.12.
無線局再免許申請業務（ 関東総合通信局, 近畿総合通信局 ）, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 延べ 3 日,
2006.1–2006.1.
無線局廃局業務, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 1 時間/回× 4 回, 2006.1–2006.12.
技術職員研修会, 全所業務, 技術職員全員, 延べ 3 日, 2006.1–2006.1.
和歌山自然地震の臨時観測（ HDD ＆電池交換 ）, 地震予知研究推進セン ター業務, 総合観測室職員 3 名＋地震
予知研究推進セン ター職員 1 名, 延べ 3 日, 2006.2–2006.2.
和歌山自然地震の臨時観測（ DAT 一部撤収，HDD ＆電池交換，新規設置 ）, 地震予知研究推進セン ター業務,
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総合観測室職員 3 名＋地震予知研究推進セン ター職員 1 名+地震地殻変動観測セン ター職員 1 名, 延べ 4
日, 2006.3–2006.3.
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, 地震地殻変動観測セン ター職員全員, 延べ 2
日, 2006.5–2006.5.
和歌山自然地震の臨時観測（データ再生処理 ）, 地震予知研究推進センター業務, 単独, 延べ 6 日, 2006.6–2006.6.
跡津川断層におけ る自然地震の臨時観測（ DAT デ ータの再生処理，前半+後半 ）, 地震予知研究推進セン ター
業務, 総合観測室職員 3 名, 延べ 11 日, 2006.9–2006.12.
茨城県沖海底地震探査に伴う陸上発破の DAT5 臨時観測（レ コーダ ーの設置 ）, 地震地殻変動観測セン ター業
務, 総合観測室職員 4 名, 延べ 3 日, 2006.9–2006.9.
茨城県沖海底地震探査に伴う陸上発破の DAT5 臨時観測（レ コーダ ーの撤収 ）, 地震地殻変動観測セン ター業
務, 総合観測室職員 4 名+地震地殻変動観測セン ター職員 1 名, 延べ 3 日, 2006.10–2006.10.
2006 紀伊半島東部海陸合同探査実験（ LS8200 レ コーダ ーの 設置及び 回収 ）, 地震地殻変動観測セン ター業務,
総合観測室職員 2 名+地震地殻変動観測センター職員 1 名+地震予知研究推進センター職員 4 名+他研究機
関食 8 印 4 名, 延べ 5 日, 2006.11–2006.11.
井上 義弘
(a) 総合観測室全体会議, 総合観測室業務, 全員, ２日, 2003.4–.
広島観測所地震波形読み取り, 観測セン ター業務, 職員 2 名, /年間, 2005.1–2005.12.
広島観測所観測点保守, 観測セン ター業務, 単独 1 名, 延べ 6 日, 2005.1–2005.12.
海底地震計用電池製作（ 2 直 3 直合せて 1644 組製作 ）, 観測セン ター業務, 単独 1 名, 延べ 150 日/年, 2005.1–
2005.12.
海底地震計用電池製作（ 2 直、3 直合わせて 1830 組製作）, 観測センター業務, 単独, 延べ 200 日/年, 2006.1–1996.12.
広島観測所観測点保守, 観測セン ター業務, 総合観測室職員単独〜3 名, 延べ 7 日, 2006.1–2006.12.
広島観測所地震波形読み取り, 観測セン ター業務, 総合観測室職員, 2 名/年間, 2006.1–2006.12.
三浦 勝美
(a) 東海沖から南海沖にかけて設置された海底地震計データ解析のための広域地震観測網 128 点の読み取り処理．,
観測セン ター業務, 単独, 6[時間/日]*180 日, 2005.1–2005.12.
観測所のテレ メータおよび 処理システムの保守・管理., 観測センター業務, 2 人, 4[時間/月]*12 月, 2005.1–2005.12.
事務処理，庁舎内外の清掃など の雑務．, 観測セン ター業務, 単独, 6[時間/月]*12 月, 2005.1–2005.12.
両子山観測点撤去に伴う現地での調整作業．, 観測セン ター業務, 2 人, 延べ 2 日, 2005.1–2005.1.
両子山観測点撤去に伴う事務処理等の付随作業．, 観測セン ター業務, 2 人, 延べ 24 時間, 2005.1–2005.1.
権現山観測点の無線局検査に伴うデ ータ取得および 事務処理．, 観測セン ター業務, 2 人, 延べ 12 時間, 2005.2–
2005.2.
観測セン ター会議, 観測セン ター業務, 観測セン ター職員全員, 延べ 6 日, 2005.3–2005.9.
中野原観測点撤去に伴う現地での調整作業．, 観測セン ター業務, 2 人, 延べ 2 日, 2005.10–2005.12.
中野原・権現山・三崎の 3 観測点の撤去に伴う事務処理等の付随作業．, 観測セン ター業務 2 , 2 人, 延べ 60 時
間, 2005.10–2005.12.
東海沖から南海沖にかけて設置され た海底地震計デ ータ解析のための広域地震観測網 128 点の読み取り処理,
観測セン ター業務, 単独, 6[時間/日]*219 日, 2006.1–2006.12.
観測所のテレ メータおよび 処理システムの保守・管理., 観測センター業務, 2 人, 4[時間/月]*12 月, 2006.1–2006.12.
事務処理，庁舎内外の清掃など の雑務．, 観測セン ター業務, 単独, 6[時間/月]*12 月, 2006.1–2006.1.
北条観測点撤去（ 予定 ）に伴う事務処理作業．, 観測セン ター業務, 2 人, 2[時間/日]*3 日, 2006.4–2006.4.
嘉納山観測点テレ メータの 有線化（ 予定 ）に 伴 う事務処理作業．, 観測セン ター業務, 2 人, 2[時間/日]*3 日,
2006.8–2006.8.
嘉納山観測点撤去に伴う事務処理作業．, 観測セン ター業務, 2 人, 2[時間/日]*7 日, 2006.9–2006.12.
北条観測点テレ メータの有線化に伴う事務処理作業．, 観測センター業務, 2 人, 2[時間/日]*5 日, 2006.10–2006.10.
白木観測点テレ メータの有線化に伴う事務処理作業．, 観測センター業務, 2 人, 2[時間/日]*3 日, 2006.10–2006.10.
三浦 禮子
(a) 跡津川観測デ ータの DAT 記録再生, 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, 総合観
測室職員 3 名 、地震予知研究推進セン ター職員１名, 単独延べ 10 日, 2005.1–2005.11.
職員研修会, 全所業務, 技術職員全員, 延べ 3 日, 2005.1–2005.1.
広島観測所デ ータ処理システムの保守、記録の監視と保管
, 地震地殻変動観測セン ター業務, 広島観測所職
員 2 名 、総合観測室職員 1 名, 1[時間/日]*200 日, 2005.1–2005.12.
広島観測所観測デ ータ処理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室職員 2 名, 3[時間/日]*120 日, 2005.1–
2005.12.
広島地震観測所のホームページ 更新, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 3[時間/月]*12 回, 2005.1–2005.12.
地震地殻変動観測センター会議、事務講習会, 地震地殻変動観測センター, 関係者全員, 延べ 7 日, 2005.1–2005.9.
2004 年新潟県中越地震の地震波形処理, 地震地殻変動観測セン ター 、地震予知研究推進セン ター, 単独及び 総
合観測室 2 名他, 延べ 10 日, 2005.1–2005.1.
広島地震観測所の 事務, 物品管理, 地震地殻変動観測セン ター 業 務, 総合観測室職員 3 名, 1[時間/月]*12 回,
2005.1–2005.12.
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職員研修会, 全所業務, 技術職員全員, 延べ 3 日, 2006.1–2006.1.
広島観測所デ ータ処理システムの保守 、記録の監視と保管, 地震地殻変動観測センター業務, 広島観測所職員 2
名, 1[時間/日]*100 日, 2006.1–2006.12.
広島観測所のホームページ 更新, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 3[時間/月]*12 回, 2006.1–2006.12.
広島観測所観測デ ータ処理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 広島観測所職員 2 名, 3[時間/日]*120 日, 2006.1–
2006.12.
広島衛星テレ メータ観測点保守、点検, 地震地殻変動観測センター業務, 広島観測所職員 2 名、総合観測室 1 名,
延べ 4 日, 2006.2–2006.12.
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, 観測センター職員全員, 延べ 2 日, 2006.5–2006.5.
広島観測所のペン 書き可視記録（ 古記録 ）の験測値をデ ータベース化, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独,
3[時間/日]*80 日, 2006.6–2006.12.
跡津川観測デ ータの DAT 記録再生, 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, 総合観
測室 3 名, 延べ 10 日, 2006.9–2006.10.
茨城県沖海底地震探査に伴う陸上発破の DAT5 観測点撤収, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室 4 名 、
地震地殻変動観測セン ター職員 1 名, 延べ 3 日, 2006.10–2006.10.
羽田敏夫
(a) 台湾南部臨時自然地震観測 DAT 観測点設置, 地震予知研究推進セン ター業務, 学生 1 名+民間業者（ 台湾含
む ）7 名, 延べ 8 日, 2005.1–2005.3.
地震地殻変動観測センター会議 観測計画打合せ 事務講習会など , 地震地殻変動観測センター業務, 関係者全員,
延べ 6 日, 2005.1–2005.9.
DAT 記録コピ ー及び 再生処理（ 跡津川観測 中越観測 ）, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独及び 総合観測室
職員 2 名+地震予知研究推進セン ター職員 1 名, 延べ 60 日, 2005.1–2005.11.
衛星テレ メータ観測点の保守 既設観測点廃止に伴う機器撤収 施設撤去手続き, 地震地殻変動観測セン ター業
務, 単独及び 総合観測室職員 1 名, 延べ 23 日, 2005.1–2005.12.
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, 単独及び 総合観測室職員 1 名, 年間平均 1 時間/日× 240 日, 2005.1–2005.12.
DAT レ コーダ ー点検 関連機材の整備 管理, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独, 延べ 30 日, 2005.1–2005.12.
職員研修会, 研修運営委員会業務, 技術職員全員, 延べ 3 日, 2005.1–2005.1.
伊豆伊東市周辺光波測量, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室職員 3 名, 延べ 6 日, 2005.3–2005.3.
房総半島構造探査（ 大都市圏調査 ）自然地震観測点新設及び 既設点保守, 地震予知研究推進センター業務, 単独
及び 総合観測室職員 1 名, 延べ 5 日, 2005.4–2005.5.
長野県白馬村近傍での臨時地震観測, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独及び 総合観測室職員 1 名, 延べ 2 日,
2005.4–2005.4.
新潟県柏崎近傍での臨時地震観測, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 延べ 2 日, 2005.6–2005.7.
跡津川断層域を中心とする合同地震観測 衛星テレ メータ観測点設置場所選定 土地貸借交渉, 地震予知研究推進
セン ター業務, 地震予知研究推進セン ター職員 1 名, 延べ 4 日, 2005.6–2005.6.
跡津川断層域を中心とする合同自然地震観測 土地貸借契約事務手続き, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独,
延べ 10 日, 2005.6–2005.10.
2005 年跡津川断層構造探査 DAT 観測点及び LS8200 設置 交換, 地震予知研究推進セン ター業務, 総合観測室職
員 3 名+地震予知研究推進セン ター職員，他大学職員，学生 8 名, 延べ 10 日, 2005.7–2005.8.
跡津川断層域を中心とする合同自然地震観測 地震記録読み取り, 地震予知研究推進セン ター業務, 総合観測室
職員 2 名+地震予知研究推進セン ター職員 3 名, 延べ 30 日, 2005.7–2005.10.
跡津川断層域を中心とする合同自然地震観測 衛星テレ メータ観測点設置, 地震予知研究推進セン ター業務, 総
合観測室職員 2 名+民間業者 1or2 名, 延べ 11 日, 2005.8–2005.10.
2005 年新潟県中越地震余震観測 DAT 観測点及び LS8200 設置 回収, 地震予知研究推進セン ター業務, 総合観測
室職員 2 名+地震予知研究推進セン ター職員 4 名, 延べ 6 日, 2005.10–2005.11.
DAT レ コーダ ー点検 関連機材の整備 管理, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独, 延べ 30 日, 2006.1–2006.12.
職員研修会, 研修運営委員会業務, 技術職員全員, 延べ 3 日, 2006.1–2006.1.
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 記録の読取り 監視 整理 保管, 地震地殻変動観測セン
ター業務, 単独及び 総合観測室職員 1 名, 年間平均 2 時間/日× 240 日, 2006.1–2006.12.
衛星テレ メータの IP 化機器交換及び 廃止観測点の機器回収 整備, 地震地殻変動観測センター業務, 単独及び 総
合観測室職員 1 名, 延べ 60 日, 2006.5–2006.12.
跡津川断層域を中心とする合同自然地震観測 地震記録読み取り, 地震予知研究推進セン ター業務, 総合観測室
職員 2 名, 延べ 10 日, 2006.5–2006.7.
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, 関係者全員, 延べ 2 日, 2006.5–2006.5.
2006 年跡津川断層構造探査 DAT 観測点設置 交換 回収, 地震予知研究推進セン ター業務, 総合観測室職員 5
名+地震予知研究推進セン ター職員，他大学職員，学生 7 名他, のべ 11 日, 2006.6–2006.8.
跡津川観測 DAT 記録コピ ー及び 再生処理, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独及び 総合観測室職員 2 名+地
震予知研究推進セン ター職員 1 名, 延べ 30 日, 2006.7–2006.9.
房総半島構造探査（ 大都市圏調査 ）自然地震観測点保守, 地震予知研究推進セン ター業務, 総合観測室職員 2 名,
延べ 3 日, 2006.8–2006.8.
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茨城沖 DAT 観測機材準備 機器設置, 地震予知研究推進セン ター業務, 単独及び 総合観測室職員 3 名, 延べ 5 日,
2006.9–2006.9.
茨城沖海底地震計回収, 地震地殻変動観測センター業務, 総合観測室職員 3 名+地震地殻変動観測センター職員，
他大学職員，学生 6 名＋乗組員, 延べ 7 日, 2006.10–2006.10.
跡津川断層域を中心とする合同自然地震観測 衛星テレ メータ観測点保守, 地震予知研究推進セン ター業務, 総
合観測室職員 2 名, 延べ 3 日, 2006.12–2006.12.
小林 勝
(a) 衛星観測点の 保守, 観測機材の 整備, 地震地殻変動観測セン ター, 単独及び 総合観測室職員２名, 延べ 25 日,
2005.1–2005.12.
技術職員研修, 研修運営委員会, 地震研究所, 関係職員全員, 延べ 4 日, 2005.1–2005.6.
信越観測所デ ータ収録システムの保守, 波形監視, データ処理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室職員
2 名, 2 時間× 170 日, 2005.1–2005.12.
地殻変動デ ータ処理 (弥彦, 寺泊, 鋸山), 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 1 時間× 20 日, 2005.1–2005.12.
地震地殻変動観測セン ター会議, 観測計画打合せ , 事務打合せなど , 地震地殻変動観測セン ター, 関係職員全員,
延べ 6 日, 2005.3–2005.9.
房総半島構造探査（ 大都市圏調査 ）自然地震観測点場所捜し , 観測点点検, 地震予知観測セン ター業務, 総合観
測室職員 2 名, 延べ 3 日, 2005.4–2005.4.
総合集中観測による内陸域の歪・応力蓄積・集中課程解明 観測点設置・点検, 地震地殻変動観測セン ター業
務, 地震予知推進セン ター業務, 総合観測室職員 4 名, 延べ 29 日, 2005.6–2005.11.
佐和田・川上観測点の撤収, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室職員 2 名, 延べ 3 日, 2005.10–2005.10.
総合集中観測による内陸地域の歪・応力蓄積・集中課程の解明 波形監視, データ処理, 地震地殻変動観測セン
ター業務, 地震予知推進セン ター業務, 総合観測室職員 2 名, 5 時間× 20 日, 2005.11–2005.12.
職員研修会 、研修運営委員会及び 研修に関わる作業, 地震研究所, 関係職員, 延べ１０日, 2006.1–2006.12.
跡津川断層を 中心とする合同地震観測の波形監視及びデ ータ処理, 地震予知研究推進セン ター業務, 総合観測
室職員２名, ５時間×１７０日, 2006.1–2006.12.
信越地震観測所デ ータ収録システムの保守 、波形監視、データ処理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測
室職員２名, １時間×１８０日, 2006.1–2006.12.
跡津川断層地域を中心とする合同自然地震観測衛星テレ メータ観測点保守, 地震予知研究推進セン ター, 総合
観測室職員３名, 延べ２１日, 2006.3–2006.12.
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, 関係者全員, 延べ２日, 2006.5–2006.5.
衛星テレ メータＩＰ化機器交換、観測点保守及び 観測器材の整備, 地震地殻変動観測センター業務, 単独及び 総
合観測室職員１名, 延べ２５日, 2006.5–2006.12.
房総半島構造探査（ 大都市圏調査 ）自然地震観測点保守, 地震予知研究推進セン ター業務, 総合観測室職員２
名, 延べ３日, 2006.8–2006.8.
渡辺 茂
(a) 富士川観測所事務処理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 2 日/年, 2000.1–2006.12.
富士川観測所庁舎管理・観測機器維持・管理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 年間, 2000.1–2006.12.
富士川観測所地殻変動観測デ ーターの処理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 年間, 2000.1–2006.12.
富士川観測所担当エリアの地震データーの読み取り, 地震地殻変動観測センター業務, 単独, 年間, 2000.1–2006.12.
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, 年間, 2000.1–2006.12.
鋸山観測所観測計器維持・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 6 名, 2005.1–2005.6.
網代・河津・内浦観測点観測機器維持・管理, 地震地殻変動観測センター業務, 総合観測室 2 名, 2 日, 2005.1–2005.1.
網代・内浦・伊東観測点観測機器維持・管理, 地震地殻変動観測センター業務, 単独, 延べ 10 日, 2005.2–2005.12.
地震予知連絡会所内検討会, 地震地殻変動観測セン ター業務, 関係者, 1 日, 2005.2–2005.2.
伊東周辺光波測量, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室 4 人, 6 日, 2005.3–2005.3.
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, 観測セン ター全員, 延べ 5 日, 2005.3–2005.9.
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, 2 日, 2005.4–2005.8.
衛星装置設置・立ち上げ 実習, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室 3 名, 2 日, 2005.4–2005.4.
富士山周辺 GPS 観測点撤収, 地震地殻変動観測セン ター 業務, 総合観測室・火山セン ター職員等３名, 1 日,
2005.5–2005.5.
総合集中観測による内陸域の歪・応力蓄積・集中過程の解明 観測点設置・維持管理及び 撤収, 地震地殻変動
観測セン ター，地震予知推進セン ター業務, 総合観測室職員 5 名+地震観測セン ター・推進セン ター等職
員 5 名+学生 2 名・他大学 1 名・他研究所 1 名, 延べ 17 日, 2005.7–2005.9.
小田原観測点計器維持・管理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 1 日, 2005.9–2005.9.
事務処理説明会, 所内, 関係者, 2 日, 2005.9–2005.9.
和歌山観測所観測計器維持・管理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 3 日, 2005.10–2005.10.
油壷観測所点計器維持・管理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 2 日, 2005.11–2005.11.
地殻変動連続観測データの収集状況及び 観測計器動作状況の確認, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独・総合
観測室職員 2 人, 年間, 2006.1–2006.12.
地震観測点移転に関し ての打合せ, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 延べ 4 日, 2006.1–2006.6.

123

伊豆地震観測点維持・管理・設置, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独・総合観測室職員 2 人・観測セン ター
1 人, 延べ 4 日, 2006.1–2006.2.
網代・内浦・伊東観測点観測機器維持・管理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 単独, 延べ 7 日, 2006.2–2006.12.
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, 1 日, 2006.3–2006.3.
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, 観測セン ター全員, 2 日, 2006.5–2006.5.
跡津川断層自然地震観測, 地震地殻変動観測センター，地震予知推進セン ター業務, 総合観測室職員 2 名+地震
観測セン ター・推進セン ター等職員 4 名, 5 日, 2006.6–2006.6.
秋山地殻変動観測計器撤収, 地震地殻変動セン ター業務, 単独, 1 日, 2006.7–2006.7.
自動光波基線網・初島反射点機材撤収, 地震地殻変動観測センター業務, 総合観測室職員 2 名, 1 日, 2006.7–2006.7.
手石島地殻変動観測点・計器撤収, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室職員 2 名, 1 日, 2006.7–2006.7.
新規地震観測点調査・設置・借地等事務処理, 地震地殻変動観測センター業務, 単独, 延べ 8 日, 2006.8–2006.12.
鋸山観測所観測計器維持・管理, 地震地殻変動観測セン ター業務, 総合観測室職員 2 名, 3 日, 2006.9–2006.9.
深部地震波構造探査のための茨城県沖海中発破作業（ 観測航海乗船 ）, 地震地殻変動観測セン ター業務（ 地震
予知のための新たな観測研究計画第２次 ）, 観測セン ター職員２名，他大学職員１名，大学院生２名，火
薬取扱者３名，甲板作業員数名, 延べ 10 日, 2006.9–2006.10.
(f) 平成 16 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2006.1.25.
(g) 中尾 茂・平田安廣・渡辺 茂, ボ ード マ イコンを用いた 光波観測テレ メタ装置, 測地学会誌, 51, 3, 159–164,
2005.
小山 悦郎
(a) 雲仙普賢岳地電位観測点立ち上げ , 火山セン ター業務, 火山セン ター教官１名地震予知セン ター助手１名, ２日
間, 2003.1–.
浅間火山観測所日常業務、観測機器維持管理、建物維持管理、これらに関わる事務処理, 火山センター業務、観
測所業務, 単独 、火山セン ター教官と 職員 、事務職員, 適時, 2005.1–2005.12.
三宅島地磁気観測点保守, 火山セン ター業務, 火山セン ター教官２名, 延べ６日間, 2005.2–2005.11.
伊東光波測量, 地震地殻変動セン ター業務, 総合観測室職員４名, ６日間, 2005.3–2005.3.
浅間山周辺臨時地震観測点作り、土地選定、借地交渉、借地書類作成、観測機器設置, 火山センター業務, 単独、
総合観測室職員１名, 延べ２０日間, 2005.3–2005.12.
浅間山水準測量, 浅間山集中観測, 他大学教官 、技術職員９名, ４日間, 2005.5–2005.5.
浅間山重力観測, 浅間山集中観測, 地震研教官 、総合観測室職員 、他大学教官 、他大学技術職員 、６名, 延べ１
０日間, 2005.6–2005.6.
浅間山地磁気観測手伝い, 浅間山集中観測, 地震研教官 、他大学教官 、技術職員６名, 延べ１０ 日間, 2005.6–
2005.10.
地震研究所職員研修会 、準備・実行, 地震研究所職員研修委員会業務, 単独・地震研教官２名・地震研究所職員
５名, 延べ１０日間, 2005.6–2006.1.
無人ヘリ実験観測の手伝い, 火山セン ター業務, 火山センター教官５名、他大学教官他８名 、ヘリオペレ ーター
２名, 延べ６日間, 2005.9–2005.10.
広報活動 、軽井沢町にて講演, 観測所業務, 単独, １時間, 2005.9–2005.9.
旧観測装置撤去, 観測所業務, 職員・解体業者３名, １０日間, 2006.1–2006.1.
三宅島地磁気観測点保守, 火山セン ター業務, 地震研究所教官２名, ７日間, 2006.1–2006.12.
浅間火山観測所日常業務、観測機器維持管理 、建物維持管理 、これらに関わる事務処理, 火山セン ター業務, 単
独・火山セン ター教官。総合観測室職員・事務職員, 適時, 2006.1–2006.12.
ヘリによる浅間山火口観測, 火山セン ター業務, 職員・気象庁職員３名, ４時間, 2006.2–2006.2.
霧島火山観測所旧観測装置撤去, 火山セン ター業務, 総合観測室職員３名, ３日間, 2006.2–2006.2.
浅間山火口観測, 火山セン ター業務, 火山セン ター教官・多機関職員, 延べ４日間, 2006.2–2006.9.
浅間山構造探査前準備 、借地測量、関係機関へ書類作成 、宿交渉など , 火山センター業務, 単独・総合観測室職
員, 延べ１５日間, 2006.3–2006.10.
浅間火山観測所見学者の対応, 観測所業務, 単独, 延べ２０日, 2006.4–2006.12.
浅間山重力観測手伝い, 観測所業務, 単独・地震研教官２名・地震研技術職員・学生, 適時, 2006.6–2006.10.
岩手山臨時観測機器撤収手伝い, 火山セン ター業務, 単独・地震研教官１名, 延べ５日間, 2006.6–2006.6.
浅間山構造探査, 火山セン ター業務, 地震研教官 、技術職員 、学生・他大学教官 、技術職員・気象庁職員約８０
名, 延べ８日, 2006.10–2006.10.
地震研究所一般公開手伝い, 地震研究所業務, 地震研究所教職員, 延べ５日, 2006.11–2006.11.
(f) 地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2005.1.26.
東京大学地震研究所職員研修会, 地震研究所, 2006.1.25.
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, 火山セン ター業務, 単独, 20 時間/月, 1994.6–
2006.12.
小諸火山化学研究施設の公用車・備品・消耗品の維持・管理・補充, 火山セン ター業務, 単独・又は小諸教員 1
名, 4 時間/月, 1998.4–2006.12.
小諸火山化学研究施設の 維持・管理・営繕・清掃, 火山セン ター 業 務, 単独・又は 小諸教員 1 名, 4 時間/月,
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1998.4–2006.12.
火山噴火予知連資料作成, 火山センター業務, 火山センター教員と総合観測室職員数名, 8 時間〜3 日/年, 2000.1–
2006.11.
浅間山地震観測点 TKA の復旧（ ケーブ ル修理，電源保守，ケーブ ル張り替え，地震計交換 ）, 火山セン ター業
務, 単独・又は火山セン ター教員 2 名，小諸教員 1 名, 延べ 7.5 日, 2000.6–2005.6.
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・又は火山セン ター職員 1 名，総合観測室職員 2 名，小諸教員 1 名, 1 回〜数
回/月, 2001.9–2006.12.
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,
火山セン ター・総合観測室業務, 単独・又は 小諸職員 1 名（ 新設時は 観測セン ター職員 4 名 ）, 数回/日,
2001.11–2006.12.
浅間山 GPS 観測の実施と保守, 火山セン ター業務, 火山セン ター教員 2 名, 延べ 5 日, 2002.8–2006.7.
富士山臨時地震観測の VSAT 設置・保守・撤収等, 火山センター業務, 火山セン ター教員 4 名と総合観測室職員
3 名と COE1 名, 延べ 34 日, 2002.9–2005.4.
浅間山地震観測点 MAE，FJM，SAN，KUR の雷害保守
, 火山セン ター業務, 火山セン ター教員 3 名，総合観測室 1 名，小諸教員 1 名, 延べ 22 日, 2004.8–2006.10.
浅間山山頂アレ イ観測の設置・撤収, 火山セン ター業務, 火山セン ター教員 5 名，総合観測室職員 2 名，情報処
理室職員 1 名，小諸教員 1 名，学生 2 名, 延べ 4 日, 2004.8–2005.8.
浅間山臨時地震観測点 AVO2，HOT2，ASS2，ONI2 のデ ータ回収・ジャイロによる方位測定・撤収, 火山セン
ター業務, 火山セン ター教員 2 名, 延べ 5 日, 2004.11–2005.7.
浅間山集中総合観測におけ る自然地震観測臨時点 17 点の新設・保守．, 火山セン ター業務, 単独・又は総合観
測室職員 1 名，火山セン ター教員 3 名，小諸教員 1 名, 延べ 75 日, 2005.3–2006.12.
霧島地震観測点霧島南の ISDN 化にともな う高千穂西地震観測点のリーチ DSL 化．, 火山セン ター業務, 火山
セン ター教員 1 名，総合観測室職員 1 名, 延べ 2 日, 2005.8–2005.9.
浅間山中域地震観測点 ISH のテレ メータ方式を ISDN 化する．, 火山セン ター業務, 小諸教員 1 名，火山セン
ター教員 1 名, 延べ 3 日, 2005.9–2005.11.
浅間山気象庁地震観測点 B 点に無線 LAN による地震観測点を新設．, 火山セン ター業務, 火山セン ター教員 2
名，小諸教員 1 名, 延べ 4 日, 2005.9–2005.11.
浅間山構造探査発破点の選定．, 火山センター業務, 単独・又は火山センター教員 2 名, 延べ 5 日, 2005.9–2005.11.
霧島地震観測点高千穂南の VSAT 準備と地震観測設備の新設, 火山センター業務, 火山センター教員 1 名，総合
観測室職員 1 名, 延べ 5 日, 2006.1–2006.2.
浅間山人工地震構造探査の準備と参加と 後処理．, 火山セン ター業務, 単独・又は 地震研教職員と 学生と 他大
学・他機関の教職員および 関係業者 80 名, 延べ 72 日, 2006.2–2006.11.
浅間山地震観測点 TKA のテレ メータ変更テ ストと 移設の準備．, 火山セン ター業務, 火山セン ター教員 1 名，
総合観測室職員 1 名，小諸教員 1 名, 延べ 8 日, 2006.4–2006.12.
浅間山東山腹におけ る電気比抵抗観測, 火山セン ター業務, 他大学教員 3 名, 延べ 1 日, 2006.6–2006.6.
浅間山火山灰収集のため設置し てあった容器の撤収, 火山セン ター業務, 火山セン ター教員 1 名，地震研研究員
1 名, 延べ 1 日, 2006.6–2006.6.
職員研修運営委員会の会議, 研修運営委員会業務, 研修運営委員 8 名, 延べ 1 日, 2006.6–2006.9.
沖縄県硫黄鳥島に設置されていた地震観測設備の撤去, 総合観測室業務, 総合観測室職員 1 名，他機関職員 1 名,
延べ 1 日, 2006.7–2006.7.
浅間山地震観測点 MAE にミュオンを新設．, 火山セン ター業務, 地震研教職員 5 名，学生 2 名，他大学教職員
4 名, 延べ 1 日, 2006.8–2006.8.
浅間山地震観測点 MAE，SAN のテレ メータ方式を無線 LAN 化する．, 火山セン ター業務, 火山セン ター教員
3 名，総合観測室職員 2 名，小諸教員 1 名，学生 2 名, 延べ 8 日, 2006.9–2006.10.
VSAT 衛星移行におけ る講習と立会, 総合観測室業務, 小諸教員 1 名，総合観測室職員 1 名，関係業者数名, 延
べ 2 日, 2006.10–2006.10.
(f) 平成 16 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2005.1.26.
平成 17 年度地震研究所職員研修会, 東京大学地震研究所, 2006.1.25.
労働安全衛生法による不整地運搬車技能講習, コマツ教習所, 2006.6.17.
(i) 辻 浩・小山悦郎, 浅間山集中総合観測における臨時自然地震観測点の設置, 平成 17 年度地震研究所職員研修
会, 2006.1.23.
増谷 文雄
(a) 霧島火山観測所の衛星地震観測シ ステムの維持管理, 霧島火山観測所，地震センター，火山センター, 単独又は
地震，火山観測セン ター数名, 5 日/年, 2006.1–2006.12.
霧島火山観測所官用車の維持管理車検，定期点検等含む, 霧島火山観測所, 単独, 5 時間/月, 2006.1–2006.12.
浅間山の噴火, 浅間山火山体構造探査, 電磁気観測の観測機材の後方支援，諏訪瀬島の機材等支援, 霧島火山観
測所，火山セン ター, 単独, １０件/年 １件/２日程度, 2006.1–2006.12.
霧島火山観測所に 微気圧計１ 台維持管理, 火山セン ター・霧島火山観測所, 火山セン ター・数名, 延べ５ 日,
2006.1–2006.12.
観測所の物品購入, 火山セン ター, 数名, 年ー１５件, 2006.1–2006.12.
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第5章
5.1

教育・社会活動

各教員の教育・社会活動

各教員が 2005 年 1 月 ∼2006 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
堀 宗朗
(b) 東京水産大学, 非常勤講師, 構造力学 I ＆ II, 2002.4–2005.3.
中央大学大学院土木工学科, 非常勤講師, 地震防災工学, 2004.4–2007.3.
中央大学大学院土木工学科, 非常勤講師, 計算応用力学, 2006.4–2010.3.
(c) Hom Nath Gharti, 東京大学工学系研究科社会基盤工学専攻, 修士, ネパール , 2003.10–2005.9.
(e) 実大三次元震動破壊実験橋梁分科会, 委員, 2004.4–2007.3.
沖縄地震防災検討委員会, 委員, 2005.10–2006.3.
(f) 文京区区民セミナー, 文京区区役所, 11.23, 2005.
目黒区区民セミナー, 目黒区区役所, 12.10, 2005.
国土セ イフティネット ワーク, 横浜, 02.07, 2006.
栗田 敬
(a) 東京大学・理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星科学実験, 2000.10–2007.3.
東京大学・理学部・地学科, 惑星地質学, 2002.4–2005.9.
(b) 上智大学・理工学部・物理学科, 非常勤講師, 地球物理学, 2004.4–2006.9.
京都大学・理学系研究科・地球科学, 地球惑星科学集中講義, 2006.1–2006.2.
(d) 鈴木絢子, Experimental study on the formation process of Martian craters, 理学系研究科, 修士, 指導, 2003.4–
2005.3.
佐藤広幸, Chaotic terrain formation in relation Chaotic terrain formation in relation to the ground water discharge
on Mars, 理学系研究科, 修士, 指導, 2003.4–2005.3.
市川浩樹, Cell pattern of thermal convection induced by internal heating, 理学系研究科, 修士, 指導, 2003.4–
2005.3.
伊藤紗葵, Morphology of Martian lava ﬂows, 理学系研究科, 修士, 指導, 2004.4–2006.3.
石川悠, Subsurface structure of Mars deduced by the crater degradation, 理学系研究科, 修士, 指導, 2004.4–2006.3.
大島智洋, A new class of aeolian structure on Mars, 理学系研究科, 修士, 指導, 2004.4–2006.3.
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 」, 1999.10–2007.3.
(b) 早稲田大学理工学部社会環境工学科, 非常勤講師, 地震学概論, 1996.4–2007.3.
大学評価・学位授与機構, 学位審査会専門委員, 理学専門委員会, 2001.4–2006.3.
早稲田大学理工学研究科建築学専攻, 非常勤講師, 地震学特論, 2004.4–2007.3.
(d) 石辺岳男，Spatial distribution of shallow crustal earthquakes and a source region of a large earthquake, 理学系
研究科，博士，指導，2004.4–2007.3.
(e) 地震予知連絡会, 委員, 1993.4–2007.3.
地震防災対策強化地域判定会, 委員, 1995.4–2007.3.
地震調査研究推進本部地震調査委員会, 委員, 1995.8–2008.3.
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, 1995.12–2008.3.
強震観測事業推進連絡会議, 委員, 1999.6–2007.3.
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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, 2000.4–2005.3.
地震予知連絡会, 副会長, 2001.4–2007.3.
地震予知連絡会強化地域部会, 部会長, 2001.4–2005.3.
科学技術・学術審議会, 専門委員（ 研究計画・評価分科会 ）, 2001.6–2005.1.
中央防災会議, 専門委員（ 東南海 、南海地震等に関する専門調査会 ）, 2001.10–2007.6.
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, 2002.6–2008.3.
交通政策審議会, 委員, 2003.3–2007.3.
独立行政法人評価委員会, 臨時委員（ 科学技術・学術分科会 ）, 2003.4–2007.2.
交通政策審議会気象分科会, 委員長代理, 2003.6–2007.3.
科学技術・学術審議会, 臨時委員（ 研究計画・評価分科会 ）, 2003.7–2007.1.
中央防災会議, 専門委員（ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会 ）, 2003.10–2006.1.
地震予知連絡会中日本部会, 部会長, 2005.4–2007.3.
地震予知連絡会東日本部会, 委員, 2005.4–2007.3.
地震予知連絡会西日本部会, 委員, 2005.4–2007.3.
地震調査委員会長期評価部会活断層評価手法等検討分科会, 主査, 2005.4–2008.3.
研究開発課題外部評価委員会（ 評価対象課題：アジア・太平洋地域における国際地震・火山観測に関する研究 ）,
委員長, 2007.1–2007.3.
(f) 地震はど こまでわかるようになったか , 東京大学駒場キャン パス, 01.08, 2005.
地震津波の基礎知識と東南海・南海地震, 御浜町中央公民館, 02.04, 2005.
地震列島とし ての日本, 青学会館，東京, 02.16, 2005.
地震発生の仕組みと 発生への心構えー都市型地震に備えてー, 足立区生涯学習セン ター, 02.23, 2005.
地震について , 国立病院東京災害医療セン ター, 03.14, 2005.
最近の地震から何を学ぶか？, 長崎ブ リックホール ，長崎市, 08.05, 2005.
全国の地震発生危険度についてー地震動予測と自然災害ー, 都道府県会館，東京都, 10.14, 2005.
地震と共存する社会に向けて, 熊本県立劇場, 11.01, 2005.
主要 98 活断層帯の評価を終えて, こまば エミナースホール , 11.11, 2005.
災害時必要な基礎知識：地震について , 災害医療セン ター研修室, 03.06, 2006.
地震惚け日本人ー長期評価の十年ー, 名古屋大学環境総合館レ クチャーホール , 04.17, 2006.
東海地震・神奈川県西部地震・伊豆東方の現況について , 伊東市サン ハト ヤホテルシアターホール , 07.07, 2006.
三浦半島の地震ー発生の メカニズ ムと共存ー, 横須賀市総合高校 SEA ホール , 07.26, 2006.
地震災害の防災・減災・備えを考える, 静岡市し ずぎ んホールニューフォニア８Ｆホール , 09.09, 2006.
関東大震災と旧相模川橋脚, 茅ケ崎市役所分庁舎６Ｆコミュニティーホール , 10.15, 2006.
地震について , 立川市国立病院機構災害医療セン ター研修室, 11.06, 2006.
地震について , 立川市国立病院機構災害医療セン ター研修室, 12.18, 2006.
小国 健二
(a) 社会基盤学科, 物理数学の解法, 2004.12–2005.2.
社会基盤学専攻, 固体波動特論 (Wave Propagation in Solids), 2004.12–2005.2.
工学部・社会基盤学科, 情報社会基盤論, 2005.4–2008.10.
工学系研究科・社会基盤学専攻, 土木工学の非線型解析 (Nonlinear Analysis in Civil Engineering), 2005.10–2008.2.
工学部・社会基盤学科, 物理数学の基礎, 2005.10–2008.2.
(c) Kok How Khor, 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻, 修士, マレ ーシア, 2005.4–2007.3.
Huang Li Pin, 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻, 博士, 中華人民共和国, 2005.10–2008.9.
(d) M.L.L. Wijerathne, Stress Field Tomography based on 3D Photoelasticity, 東京大学大学院工学系研究科社会基
盤学専攻, 博士, 指導, 2002.10–2005.9.
犬飼洋平, 計測に基づく避難行動マルチエージェントシミュレ ータの開発, 東京大学大学院工学系研究科社会基
盤学専攻, 修士, 指導, 2003.4–2005.3.
本多弘明, セン サネット ワークの位置決め手法の開発, 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻, 修士, 指
導, 2004.4–2006.3.
加納いづ み, リアルタ イム地震速報を 用いた 先読み制御の精密機器筐体制振への適用可能性の検討, 東京大学
大学院工学系研究科社会基盤学専攻, 修士, 指導, 2005.4–2007.3.
許国豪, 情報の移流拡散に関する基礎的研究, 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻, 修士, 指導, 2005.4–
2007.3.
(f) パキ スタン 地震被害の概要–復興支援への科学技術–, 東京大学生産技術研究所, 12.14, 2005.
武井（ 小屋口 ） 康子
(a) 教養過程, 全学ゼミ、地震火山観測入門, 2000.4–.
理学部地球惑星科学, ３年実験演習, 2001.4–.
地球惑星科学, 固液共存系物理化学, 2005.10–2005.12.
地球惑星科学, 地球レ オロジー, 2006.4–2006.7.
(e) 科学技術・学術審議会, 専門委員 、測地学分科会, 2005.3–2007.3.
山科 健一郎
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(a) 理学系研究科, 火山科学 3, 2005.4–2005.9.
(b) 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, 1994.5–2006.
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, 2001.9–2006.
気象庁東京管区気象台, 非常勤講師, 地震活動予測，噴火活動予測, 2005.11–2005.12.
平賀 岳彦
三浦 弥生
西田 究
山中 佳子
(e) 地震予知連絡会, 臨時委員, 2004.1–2007.3.
(f) 三河地震の震源過程, 名古屋大学環境学研究科レ クチャールーム, 01.13, 2005.
名古屋大学大学院「 地震観測論 」, 名古屋大学, 04.24, 2006.
地震学会夏の学校「 リアルタイム地震学 」, 砥部市, 08.06, 2006.

地球ダ イナミクス部門
本多 了
(a) 理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球ダ イナミクス I, 2004.10–2005.3.
理学部・地球惑星科学科, 地球ダ イナミクス, 2004.10–2005.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻, ジオダ イナミックモデ リング セミナー, 2005.4–2006.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 地球ダ イナミクス I, 2005.10–2006.3.
理学部・地球惑星科学科, 地球ダ イナミクス, 2005.10–2006.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻, ジオダ イナミックモデ リング セミナー, 2006.4–2007.3.
理学部・地球惑星科学科, 地球惑星物理学特別演習, 2006.4–2006.9.
(b) 北海道大学大学院理学研究科・地球惑星科学専攻, 非常勤講師, ジオダ イナミック・モデル , 2005.4–2005.9.
(f) スタグ ナント スラブ 一般講演会「 地球を実験する〜数値シミュレ ーション〜 」, 福岡市, 11.12, 2005.
小屋口 剛博
(a) 教養学部, 全学ゼミ「 地震・火山観測入門 」, 1998.4–.
理学部地球環境学科, 火山・マグ マ学, 2006.4–.
大学院理学系研究科・地球惑星科学専攻, 火山学基礎論, 2006.4–.
教養学部, 全学ゼミ「 火山とは何か 」, 2006.9–2007.3.
ASNET（ 大学院理学系研究科 ）, アジアの自然災害, 2006.9–2007.3.
(b) 京都大学理学系研究科, 非常勤講師, 集中講義, 2005.10–2006.3.
(c) 王鵬, 理学系研究科地球惑星物理学専攻, 修士, 中国, 1994.4–.
(d) 落合清勝, 火山噴煙のダ イナミックスの数値的研究, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 博士, 指導, 1999.4–2007.3.
中西無我, 溶岩ド ーム噴火におけ る火道中のマグ マ上昇の数値的研究, 新領域創成科学研究科複雑理工学専攻,
博士, 指導, 2001.4–2005.3.
岩室嘉晃, 火道の 脱ガ ス過程に 関する数値モデルの開発, 新領域創成科学研究科複雑理工学専攻, 博士, 指導,
2003.4–2006.3.
小園誠史, 一次元定常火道流の解析的研究：噴火タイプ の多様性の成因, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 博士,
指導, 2004.4–2007.3.
瀬野 徹三
(a) 理学系研究科, 物理地質学基礎論, 2005.4–2005.5.
理学系研究科, 物理地質学基礎論, 2006.10–2006.10.
(b) 建築研究所国際地震工学セン ター, 非常勤講師, プレ ート テクトニクスと地震, 2005.1–2005.2.
神戸大学理学部, 非常勤講師, プレ ート テクトニクスと地震 , 2005.9–.
建築研究所国際地震工学セン ター, 非常勤講師, プレ ート テクト ニクスと地震, 2006.3–2006.3.
(c) Mohamed K. Salah, 地球ダ イナミクス部門, その他, エジプト , 2005.8–2007.8.
(f) 前弧マントルの蛇紋岩化の地域性：チリ型-マリアナ型，前弧スリバーの衝突に対し て持つ意味, 東大海洋研究
所, 03., 2005.
上部マントル粘性緩和不均一と歪み集中帯, 宇治市, 11., 2005.
衝突の本質とはなにか？-伊豆，アルプ ス，ヒマラヤ-, つくば 市, 03.06, 2006.
Delamination of the subducting lithosphere and exhumation of ultrahigh-pressure metamorphic rocks, 筑波郡谷
和原村つくば セミナーハウス, 03.23, 2006.
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Serpentinized mantle forearcs: Implications for exhumation of HP/UHP belts and plate boundary formation, 松
山市, 05.26, 2006.
Serpentinized mantle forearcs: Implications for exhumation of HP/UHP belts and plate boundary formation, 東
広島市, 05.29, 2006.
Dehydration of warming serpentinized forearc mantle: implications for exhumation of HP/UHP metamorphic
belts and plate boundary formation, Dublin, 07.13, 2006.
Conditions for a crustal block to be taken oﬀ from the subducting slab: Implications for collision, Oxford, 07.18,
2006.
沈み込むプレ ート から地殻が 引き剥が され る条件：衝突に対し て持つ意味, 福岡市, 10.10, 2006.
沈み込むプレ ート から地殻が 引き剥が され る条件：衝突に対し て持つ意味, 熊本市, 10.13, 2006.
沈み込むプレ ート から地殻が 引き剥が され る条件：衝突に対し て持つ意味, 鹿児島市, 10.13, 2006.
中井 俊一
(a) 大学院理学系研究科地球惑星科学専攻, 物質循環学 II, 2005.4–2005.7.
理学部地学科, 層序・年代学（ 一部分担 ）, 2005.4–2005.7.
理学部地学科, 化学地質学（ 一部分担 ）, 2005.4–2005.7.
大学院理学系研究科化学専攻, 分析化学特論 I（ 分担 ）, 2005.10–2005.11.
大学院理学系研究科地球惑星科学専攻, 層序・年代学（ 一部分担 ）, 2006.4–2006.7.
大学院理学系研究科地球惑星科学専攻, 物質循環学 (一部分担 ）, 2006.10–2007.2.
(b) お茶の水女子大学理学部, 非常勤講師, 地球環境科学, 2005.10–2006.2.
お茶の水女子大学理学部, 非常勤講師, 地球環境科学, 2006.10–2007.2.
(c) Ali Arshad, 研究生, パキ スタン , 2002.4–.
金 兌勲, 大学院理学系研究科化学専攻, 博士, 大韓民国, 2003.4–2007.9.
YuVin Sahoo, 地震研究所研究員, その他, India, 2004.4–2007.3.
Ali Arschad, 学術振興会外国人特別研究員, その他, パキ スタン , 2004.11–2006.11.
(d) 後反克典, 加速器質量分析法による伊豆島弧火山岩試料中の 10Be の定量, 理学系化学専攻, 修士, 指導, 2003.4–
2005.3.
渡邊裕美子, Development of U-Th radioactive disequilibrium analyses for carbonate minerals and its application
to methane seeps and fault fracture zones, 理学系研究科大学院化学専攻, 博士, 指導, 2003.4–2006.3.
(f) U-Th 年代測定法の原理と問題点, 「 14C 年代測定−最新の暦年較正曲線− 」講演会, 東京大学総合博物館, 07.16,
2005.
安田 敦
(a) 理学研究科・地球惑星科学専攻, 火山科学セミナー, 1991.4–2007.3.
理学研究科・地球惑星科学専攻, 火山科学論文講読セミナー, 2005.4–2007.3.
(b) 岡山大学固体地球研究セン ター, 客員助教授, 2004.4–2005.3.
千葉大学大学院自然科学研究科, 非常勤講師, 鉱物学特論, 2005.8–2005.8.
三部 賢治
折橋 裕二
(f) Zircon geochemistry and geochronology using LA-ICPMS: Approach to a felsic magmatism, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, China, 07.08, 2005.
進路探求ウィーク：地球上で起こる多種多様な火成活動について , 兵庫県立柏原高校, 10.06, 2005.
南米・パタゴ ニア北部，超背弧地域に産するソムン クラ台地玄武岩類の成因：マントル遷移層直上部，含水ウォ
ズ リア イト の脱水・溶融モデル , 東京工業大学大学院理工学研究科, 02.17, 2006.
Petrogenesis of Somuncura plateau basalt in an extra-back arc province: melting of hydrous wadsleyite beneath
northern Patagonia, Korea Polar Research Institute, Incheon , Korea, 11.01, 2006.

地球計測部門
大久保 修平
(d) 田中愛幸, Computing Global Postseismic Deformation in a Spherically Symmetric, Non-Rotating, Viscoelastic
and Isotropic (SNRVEI) Earth without Artiﬁcial Assumptions, 国土地理院, 博士, 指導, 2003.4–2006.3.
(e) 三宅島火山活動検討委員会, 委員長, 2000.10–2006.3.
公共工事活用技術評価委員会, 委員, 2001.6–2005.3.
科学技術・学術審議会測地学分科会, 専門委員, 2001.8–2007.1.
地震防災対策強化地域判定会, 委員, 2004.4–2005.3.
地殻活動研究委員会, 委員, 2004.5–2006.3.
深海調査研究推進委員会, 委員, 2005.4–2007.3.
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三宅村安全確保対策専門家会議, 委員, 2005.4–2007.3.
地震調査推進本部政策委員会, 委員, 2005.5–2007.5.
地球科学技術総合推進機構, 評議員, 2005.6–2007.3.
火山都市国際会議島原大会実行委員会, 顧問, 2006.4–2007.12.
(f) 重力でさぐ る宇宙と地球, 日本科学未来館, 02.19, 2006.
山下 輝夫
(a) 理学系研究科地球惑星科学専攻, 固体地球科学特論 I, 2006.9–2006.12.
(b) 茨城大学・理学部・地球生命環境科学科, 非常勤講師, 固体地球物理学特論 VI, 2005.7–2005.7.
パリ地球物理研究所, 客員教授, 2005.9–2006.4.
(e) 科学技術・学術審議会測地分科会地震部会, 臨時委員, 2001.4–2005.1.
地震調査研究推進本部政策委員会, 委員, 2002.4–2005.5.
日本学術会議固体地球物理学研究連絡委員会, 委員, 2004.4–2006.11.
科学技術・学術審議会測地分科会地震部会, 臨時委員, 2005.10–.
SPICE mid-term review meeting, external reviewer, 2006.2–2006.2.
日本学術会議, 連携会員, 2006.8–.
(f) 阪神・淡路大震災で与えられた地震学上の教訓・課題, 東京大学駒場キャンパス, 01.08, 2005.
新谷 昌人
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球内部シ ステム観測論, 2004.10–2005.3.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学実験 (地震観測), 2005.10–2006.3.
理学部・地球惑星物理学科, 地球観測実習, 2006.4–2006.9.
理学部・地球惑星物理学科, 地球惑星物理学実験 (地震観測), 2006.10–2007.3.
(d) 増田正孝, ねじれ 秤を 用いた カシ ミール 力の 精密測定, 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻, 博士, 補助,
2002.4–2005.10.
(f) 三省堂サ イエン スカフェ「レ ーザーで 地球を測る 」, 三省堂書店神田本店, 12.02, 2005.
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（ 2004. 冬学期 ）
, 2004.10–2005.3.
大学院理学系研究科・地球惑星科学専攻, 強震動地震学, 2004.10–2005.3.
東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻, 地震波動論 II, 2006.10–2007.3.
(b) 静岡大学理学部, 非常勤講師, 震源過程論, 2004.6–2005.3.
孫 文科
(a) 理学研究科地球惑星科学専攻, 地球観測実習（ 共同 ）, 2005.4–2005.9.
学部・大学院共通講義, 地球力学, 2005.10–2006.2.
学部・大学院共通講義, 地球力学, 2006.10–2007.2.
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(b) 自然科学研究機構国立天文台, 客員研究員, 2005.4–2006.3.
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違反是正計画支援委員会, 委員, 2006.4–2008.3.
構造計算調査委員会, 委員, 2006.4–2007.3.
耐震性サンプ ル調査委員会, 委員, 2006.4–2007.3.
建築基準・審査指針等検討委員会, 委員, 2006.6–2007.5.
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(b) 国立天文台, 理科年表編集委員, 2001.4–2008.3.
防災科学技術研究所, 客員研究員, 2002.4–2006.3.
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Hugo Cruz Jumemez, 特別研究員, その他, メキシコ, 2006.4–2006.10.
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江戸・東京を襲った過去の地震について, 東京日比谷・帝国ホテル・光の間, 11.15, 2006.
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(c) Yannis Panayotopoulos, 理学系研究科, 修士課程, ギ リシャ, 2003.4–2005.3.
Yannis Panayotopoulos, 理学系研究科, 博士, ギ リシャ, 2005.4–2008.3.
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地震発生率と的中率, 東京都千代田区, 07.01, 2005.
地下からのサインを読みと る - 地震に備える心構え -, 横浜市, 02.03, 2006.

萩原弘子
五十嵐 俊博
(a) 理学系研究科地球惑星科学専攻, 地震学セミナー, 2002.4–2007.3.
望月

公廣

山田 知朗

地震予知情報センター
阿部 勝征
(a) 東京大学理学系研究科地球惑星科学専攻, 地震発生物理学 , 2005.4–2005.9.
(e) 地震予知連絡会（ 国土地理院, 1975.4-84.7,1991.4- ）, 委員, 1975.4–2007.3.
日本学術会議海洋物理学研究連絡委員会津波小委員会 (1989.3- ), 委員, 1989.3–2006.3.
地震予知研究協議会（ 地震研究所, 1990.9-97.8,01.4- ）, 委員, 1990.9–2007.3.
財団法人東京防災指導協会調査研究専門委員会 (1992.7- ), 委員, 1992.7–2006.6.
地震防災対策強化地域判定会（ 気象庁, 1995.4- ）, 会長代理, 1995.4–2007.3.
地震調査研究推進本部地震調査委員会（ 総理府, 文部科学省， 1995.8- ）, 委員長代理, 1995.8–2007.3.
東濃地震科学研究所運営委員会（ 財団法人地震予知総合研究振興会，1997.4- ）, 委員, 1997.4–2006.3.
財団法人地震予知総合研究振興会評議員会 (1997.6- ), 評議員, 1997.6–2007.5.
国会等移転審議会専門委員会 (総理府，内閣府，1999.4- ), 委員, 1999.4–2007.3.
地震調査研究推進本部政策委員会成果を社会に活かす部会 (総理府，文部科学省，1999.11- ), 委員, 1999.11–2007.3.
地震被害に関する検討委員会（ 国土庁，内閣府，2000.12- ）, 委員, 2000.12–2006.3.
総合資源エネルギ ー調査会（ 経済産業省，2001.1.6- ）, 委員, 2001.1–2007.3.
原子力安全・保安部会地盤・構造設計小委員会（ 経済産業省，2001.1.6- ), 委員長, 2001.1–2007.3.
地震調査委員会長期評価部会海溝型分科会（ 文部科学省，2001.4- ）, 委員, 2001.4–2006.3.
中央防災会議東南海・南海地震等に関する専門調査会（ 内閣府 ）, 委員, 2001.9–2006.3.
中央防災会議首都直下地震対策専門調査会（ 内閣府 ）, 委員, 2003.9–2006.3.
中央防災会議日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会（ 内閣府 ）, 委員, 2003.10–2006.3.
中央防災会議首都直下地震対策専門調査会地震ワーキンググループ（ 内閣府 ）, 委員, 2003.10–2006.3.
環境防災総合政策研究機構（ 特定非営利活動法人 ）, 副理事長, 2004.2–2006.3.
緊急地震速報検討委員会（ 気象庁 ）, 委員長, 2004.4–2007.3.
自然科学基盤調査研究検討会（ 独立行政法人原子力安全基盤機構 ）, 委員, 2004.4–2006.3.
地震調査研究推進本部政策委員会予算小委員会（ 文部科学省 ）, 委員, 2004.4–2007.3.
集中豪雨時等におけ る情報伝達及び 高齢者等の避難支援に関する検討会（ 内閣府 ）, 委員, 2004.4–2005.3.
津波避難ビ ル等に係わるガ イド ライン 検討委員会（ 内閣府 ）, 委員, 2004.10–2005.9.
航空・鉄道事故調査委員会（ 国土交通省 ）, 委員, 2004.11–2006.11.
緊急地震速報の本運用開始に係る検討会（ 気象庁 ）, 委員, 2005.4–2007.3.
中央防災会議, 委員, 2007.1–2009.1.
(f) 防災講演会, 東京, 01.11, 2005.
市民フォーラム講演, 埼玉, 01.29, 2005.
害救援ボ ラン ティア推進委員会上級講座, 東京, 03.06, 2005.
座談会講演, 東京, 06.02, 2005.
懇話会講演, 東京, 06.08, 2005.
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講演, 東京, 06.20, 2005.
講演, 東京, 11.17, 2005.
災害救援ボ ランティア推進委員会東大講座, 東京, 11.20, 2005.
鷹野 澄
(b) お茶の水女子大学理学部情報科学科, 非常勤講師, コンピュータネット ワーク, 1991.4–2006.3.
(e) 高度即時的地震情報伝達網実用化プ ロジェクト 運営委員会, 委員, 2003.4–2006.3.
地震調査研究推進本部調査観測デ ータ流通・公開推進専門委員会, 委員, 2004.3–.
(f) 高速広域Ｌ２網によるリアルタイム地震観測波形デ ータ交換シ ステムの構築, 仙台, 01.18, 2006.
IT 強震計でみた震度 1 の揺れ , 東京, 06.17, 2006.
利用者が 必要とする緊急地震速報利活用シ ステムとは？, 東京, 12.08, 2006.
中川 茂樹
(b) 共立女子大学, 非常勤講師, 情報処理 I・II, 2006.4–2007.3.
鶴岡 弘
(b) 東京工業大学, 非常勤講師, 宇宙地球物理学実験, 2004.4–2005.3.
東京工業大学, 非常勤講師, 宇宙地球物理学実験, 2005.4–2006.3.
東京工業大学, 非常勤講師, 宇宙地球物理学実験, 2006.4–2007.3.

火山噴火予知研究推進センター
藤井 敏嗣
(c) Marco Magnani, 理学系研究科, D3, イタリア, 2001.4–2005.9.
(d) 長島理香，流紋岩質噴出物の含水融解実験 —神津島火山マグ マ溜りの物理条件に 関する制約に 向けて—，理
学系研究科, 修士, 指導, 2004.4–2006.3.
(e) 文部科学省学術・科学技術審議会（ 測地学分科会 ）, 臨時委員, 2001.2–2007.1.
東京都防災顧問, 2001.4–2007.3.
科学技術・学術審議会, 専門委員（ 研究計画・評価分科会 ）, 2001.9–2006.1.
気象庁火山噴火予知連絡会, 会長, 2003.5–2007.4.
内閣府中央防災会議, 専門委員, 2003.7–2007.3.
日本学術会議, 連携会員, 2006.9–2010.9.
(f) 第２３回震災予防協会主催講演会「 富士山、その生い立ちと未来―火山の地下の様子を理解する― 」, パシフィ
コ横浜・アネックスホール , 02.03, 2005.
持続可能な社会の実現と理科教育, 茅ヶ崎市民文化会館, 08.26, 2005.
地震．火山研究の最前線, 岩手県立水沢高等学校, 11.01, 2005.
中田節也
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 火山科学 I, 2004.10–2005.3.
理学系研究科, 火山科学１, 2005.10–2006.3.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 火山科学１, 2006.4–2006.9.
(d) 黒川 将, Magma history of Unzen volcano, investigated using conduit drilling sample (USDP-4), 理学系研究科,
修士, 指導, 2003.4–2006.3.
野中美雪, Emplacement process of the 1991-1995 lava dome at Unzen volcano, Japan, 理学系研究科, 修士, 指導,
2003.4–2006.3.
(e) 火山噴火予知連絡会, 委員, 2003.5–2005.4.
日本学術会議地球物理学研究連絡会, 委員, 2003.11–2005.3.
三宅島火山活動検討委員会, 委員, 2004.4–2006.7.
火山噴火予知連絡会, 委員, 2005.4–2007.3.
日本学術会議地球物理学研究連絡会, 委員, 2005.4–2005.9.
科学技術・学術審議会測地学分科会火山部会, 委員, 2005.4–2007.3.
JICA 火山砂防研修コースカリキュラム委員会, 委員, 2005.4–2007.3.
長野県防災会議, 専門委員, 2005.4–2006.3.
宮崎県防災会議専門部会, 専門委員, 2005.8–2006.7.
Committee for Safety Guide on Volcanic Hazards for Nuclear Power Plants, consultant, 2006.3–2008.12.
長野県防災会議, 専門委員, 2006.6–2007.3.
原子力規格委員会耐震設計分科会, 委員, 2006.6–2007.3.
日本学術会議地球惑星科学委員会国際対応分科会委員, 連携会員, 2006.10–2010.9.
(f) 火山活動の経緯と特徴, 三宅島, 11.09, 2006.
火山と災害, 川崎市, 11.30, 2006.
武尾 実
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(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地震学セミナー, 1988.4–2006.3.
教養学部, 全学自由研究ゼミナール , 2002.4–2006.3.
理学部・地球惑星物理学科, デ ータ解析法 I, 2002.10–2005.3.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, デ ータ解析法 I, 2002.10–2005.3.
理学部・地球惑星物理学科, 地球物理実験, 2002.10–2006.3.
理学部・地球惑星科学科, 特別演習 I Ｉ, 2005.4–2005.9.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 時系列デ ータ解析, 2005.10–2006.3.
教養学部, 全学体験ゼミナール , 2006.4–2006.9.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地震学セミナー, 2006.4–2007.3.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 時系列デ ータ解析, 2006.10–2007.3.
理学部・地球惑星科学科, 地球惑星物理学特別研究, 2006.10–2007.3.
(d) 松澤孝紀, Numerical Simulations of the Interaction between Seismic Slip and Frictional Melting, 東京大学大学
院・理学系研究科・地球惑星科学専攻, 博士, 指導, 2001.4–2005.3.
中村 祥, The frequency structure and characteristics of the deep low frequency termor occurring in Western
Shikoku, 東京大学大学院・理学系研究科・地球惑星科学専攻, 修士, 指導, 2003.4–2005.3.
山本眞紀, A unique seismic activity preceding the eruption at Asama volcano in 2004, 東京大学大学院・理学系
研究科・地球惑星科学専攻, 修士, 指導, 2003.4–2005.3.
(e) 火山噴火予知連絡会, 委員, 2002.4–2008.3.
火山噴火予知連絡会, 委員, 2002.4–2008.3.
渡辺 秀文
(a) 地球惑星科学専攻, 火山科学３, 2005.6–2005.7.
地球惑星科学専攻, 火山科学１, 2005.12–2006.1.
地球惑星科学専攻, 火山学基礎論, 2006.7–2006.7.
(b) JICA「 火山学・総合土砂災害対策コース 」, 講師, 噴火予測, 2005.5–2005.5.
JICA「 火山学・総合土砂災害対策コース 」, 講師, 噴火予測, 2006.5–2006.5.
(e) 火山噴火予知連絡会, 委員, 1987.4–2007.3.
火山噴火予知連絡会, 幹事・伊豆部会長, 1994.6–2007.3.
震災予防協会評議員会, 評議員, 1995.6–2007.5.
科学技術・学術審議会（ 測地学分科会火山部会 ）, 専門委員, 2001.4–2005.1.
気象研究所評議委員会, 委員, 2002.1–2007.3.
長野県防災会議, 専門委員, 2002.5–2005.3.
国際協力事業団「 火山学・砂防工学集団研修コース 」カリキュラム委員会, 委員, 2004.4–2005.3.
科学技術・学術審議会（ 測地学分科会 ）, 臨時委員, 2005.3–2009.1.
国際協力事業団「 火山学・総合土砂災害対策コース 」カリキュラム委員会, 委員, 2005.4–2007.10.
火山活動評価ワーキンググループ , 委員, 2007.1–2007.3.
(f) 火山活動とその予測，平成 17 年度専攻課程講習会「 地震・津波・火山 」, 東京都千代田区, 02.17, 2006.
火山活動と噴火予測，平成 18 年度江東区文化センター講座「なぜなに地震科学研究所」, 江東区文化センター,
09.28, 2006.
森田 裕一
(a) 理学系大学院地球惑星物理学専攻, 地球観測実習, 2000.4–2005.3.
理学部地球惑星物理学科, 地球物理学実験（ 地震観測 ）, 2002.9–2006.3.
大学院地球惑星物理専攻, 地球観測論, 2006.4–2007.3.
(b) JICA[火山・砂防防災コース 」, 講師, Geophysical observations around volcanoes, 2005.5–2005.5.
JICA[火山・砂防防災コース 」, 講師, Geophysical observations around volcanoes, 2006.4–2006.4.
大湊 隆雄
卜部 卓
(a) 理学系研究科地球惑星科学専攻, 情報処理実習, 2005.4–2005.9.
青木 陽介
(b) 国土交通大学校, 非常勤講師, 地球変形力学, 2005.5–2005.6.
国土交通大学校, 非常勤講師, 地球変形力学, 2006.5–2006.6.
金子 隆之
小山 崇夫
前野 深
及川 純

139

海半球観測研究センター
川勝 均
(a) 理学系大学院・地球惑星科学専攻, 地球内部シ ステム観測論, 2004.10–2005.3.
理学部・地球惑星物理学科, ４年演習, 2004.10–2005.3.
理学系大学院・地球惑星科学専攻, 固液共存物理化学, 2005.10–2006.3.
理学系大学院・地球惑星科学専攻, 地震波波動論 I, 2006.4–2006.9.
(b) 東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻, 非常勤講師, 集中講義, 2004.4–2005.3.
名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻, 非常勤講師, 集中講義, 2005.4–2005.9.
(d) 山本 希, Volcanic ﬂuid system inferred from broadband seismic signals, 海半球観測セン ター, 博士, 指導,
2004.4–2005.3.
川上慶高, 地震脈動のアレ イ解析, 海半球観測研究セン ター, 修士, 指導, 2004.4–2006.3.
歌田 久司
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球内部シ ステム観測論, 2004.10–2005.3.
理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球電磁気学 I, 2004.10–2005.3.
地球惑星科学専攻, 地球電磁気学 I, 2005.9–2006.3.
(b) 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, 2000.4–2009.3.
国土交通省国土交通大学校, 講師, 地磁気観測とその 応用, 2004.4–2009.3.
岡山大学地球物質科学研究セン ター, 客員教授, 2006.4–2007.3.
(c) Shi, Xue-Ming, 海半球観測研究セン ター, 国費特別研究員, 中国, 2003.10–2005.9.
(d) 高橋優志, Controlled Source Electromagnetic Monitoring of an Active Volcano, 理学系研究科地球惑星科学専攻,
博士, 指導, 2001.4–2006.3.
浅利晴起, Geomagnetic Observations and Decadal Core Dynamics, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 博士, 指導,
2002.4–2006.3.
大木聖子, Whole Mantle Vp/Vs Tomography, 理学系研究科地球惑星科学専攻, 博士, 指導, 2003.4–2006.3.
(e) アジア・太平洋国際地震・火山観測網運営協議会, 委員, 2005.4–2006.3.
海洋研究開発機構・深海調査研究実施計画調整部会, 部会長, 2006.4–2007.3.
(f) スーパーサ イエン スハイスクール 秋の学校 in 陸別, 北海道陸別町, 10.21, 2006.
塩原 肇
(a) 理学系研究科地球惑星科学専攻, 地球内部シ ステム観測論, 2004.10–2005.3.
理学系研究科地球惑星科学専攻, 地球観測実習, 2005.4–2005.9.
理学系研究科地球惑星科学専攻, 海洋底地球科学 I, 2005.10–2006.3.
山野 誠
(a) 理学系研究科・地球惑星科学専攻, 地球物理数学, 2005.4–2006.9.
(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, 1999.9–2007.2.
(c) Harcouet, Virginie, 日本学術振興会外国人特別研究員, その他, フラン ス, 2005.11–2007.6.
(d) 濱元栄起, 長期温度計測による浅海域におけ る地殻熱流量測定 ー南海ト ラフ 沈み込み帯への適用ー, 理学系
研究科, 博士, 指導, 2002.4–2006.3.
馬場 聖至
市原 美恵
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, 2005.4–2006.3.
理学研究科・地球惑星物理学専攻, 地球電磁気学 I (講義補助), 2005.10–2006.3.
(d) 浅利晴紀, Geomagnetic observations and decadal core dynamics, 地震研究所, 博士, 補助, 2002.4–2006.3.
竹内 希
(b) 建築研究所 国際地震工学部, 講師, Mathematics for Seismology, 1999.10–2006.11.
(d) 河合研志, Waveform inversion for localized seismic structure and preliminary application to the D” layer, 理学
系研究科地球惑星物理学専攻, 博士, 補助, 2003.4–2005.3.
綿田 辰吾
(b) 国土交通大学校, 非常勤講師, 地球物理学, 2005.1–2005.1.
国土交通大学校, 非常勤講師, 地球物理学, 2006.1–2006.1.
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国土交通大学校, 非常勤講師, 地球物理学, 2007.1–2007.2.
(e) 防災科学技術研究所, 客員研究員, 2004.4–2005.3.

アウト リーチ推進室
辻 宏道
(b) 国土交通大学, 非常勤講師, GPS 測量概論及び 詳論, 2006.7–2006.7.
(e) 温泉地学研究所普及書作成委員会, 委員, 2006.4–2007.3.
(f) 青少年のための科学の祭典 地震 メカニズ ムの解説, 東京, 07.30, 2006.
地震研究所におけ るアウト リーチの現状と課題, 山上会館, 09.25, 2006.
大田区池上地区地震防災塾, 東京都大田区, 10.17, 2006.
地図と地震と地球の話, 和歌山県紀美野町 野上小学校 、毛原小学校他, 12.05, 2006.
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第6章

6.1

平成 18 年度の共同利用・COE 関連の研究実施
状況

平成 18 年度の共同利用関連の研究実施状況
表 6.1. 客員教授

課題番号
2006-V-01

氏名
谷岡勇市
郎

所属・職名
北海道大学・助教授

担当教員
山岡耕春

研究課題
津波解析に よる関東地震
発生過程の研究

消耗品費
専任教授並

旅費
500

2006-V-02

長尾年恭

東海大学・教授

上嶋誠

電磁気学的観測量と 地殻
変動・微小地震活動との相
互関係の研究

専任教授並

500

2006-V-03

三田彰

慶應義塾大学・教授

堀宗朗

専任教授並

200

2006-V-04

鵜川元雄

防災科学技術研究
所固体地球研究部
門長

武尾実

構造物の 地震応答モニタ
リング用センサネットワー
クの 開発に 関する基礎的
研究
富士山の 低周波地震発生
機構の研究

専任教授並

200

2006-V-05

筒井智樹

秋田大学・助教授

森田裕一

地震学的な 活火山構造探
査手法の 高精度化に 関す
る研究

専任教授並

500

2006-V-06

野上健治

東京工業大学・助教
授

藤井敏嗣

地球化学的手法に よ る火
山活動度評価に 関する研
究

専任教授並

100

2006-V-07

宮町宏樹

鹿児島大学南西島
弧地震火山観測所
長

藤井敏嗣

専任教授並

500

2006-V-08

TARITS
Pascal

西ブ ル タ ー ニュ大
学・教授

歌田久司

全国連携に よる火山噴火
予知基礎研究とし ての 活
火山の 構造探査と 観測手
法の研究
マント ル 電気伝導度に 関
する研究

専任教授並

100

2006-V-09

Qi-fu
CHEN

中国国家地震局地
球科学研究所・教授

川勝均

中国東北部の 地殻構造に
関する研究

専任教授並

100

2006-V-10

ISMAIL–
ZADEH
Alik T.

ロ シ ア 科 学 ア カデ
ミー・教授

本多了

マント ル 対流の 数値計算
法の研究

専任教授並

100

計

2,800
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
2006-V-01

代表者名
谷岡勇市
郎

研究概要 （ 所内セミナー等の題目 ）
地震予知研究推進センターにおいて開催され る企画部会議に出席し ，地震予知に関係
する研究課題の実現方法，成果の評価方法 、将来の地震予知研究の方向性等について
議論を 重ねた 。昭和関東地震の震源モデルについて津波波形解析を行い 、測地・強震
波形データから得られた震源モデルとの整合性を評価し た。(金曜日セミナー：津波か
らみる大地震の発生様式 10 月 6 日)

2006-V-02

長尾年恭

電磁気学的地震前兆現象の研究．特に従来，前駆的に観測され たと主張され ている電
磁気異常が 真に地震前兆と言えるかの検証および ，各種地電流・地磁気デ ータからの
異常の抽出をフラクタル次元解析や主成分解析等を中心に実施し た．さらに抽出され
た前駆的異常と地殻変動を始めとする力学的現象との比較研究を 実施し た ．(談話会，
前駆的電磁気異常は真に地震前兆なのか？ 2007 年 1 月 26 日)

2006-V-03

三田彰

MEMS セン サと 情報・通信機器の技術開発により，航空をはじ めさまざ まな分野で ，
多数のセン サノード で計測されたデ ータを 自律的に処理・伝送するセン サネット ワー
クが 開発研究され ている．建築構造物や都市基盤施設の地震応答のモニタも，このよ
うなセンサネット ワークの計測に適し ており，従来に比べ，格段に安価で高精度・高分
解能のモニタリングが 期待される．しかし ，構造物が 巨大であり，計測環境が屋外，ま
た，電源の限界等，実用は難し い．一つの 解決策が 機動的モニタリングである．使い
捨てのセン サを 開発し ，適宜構造物に撒くことで上記の課題を一挙に解決する．常時
のモニタリングには限界があろうが ，巨大地震発生後，起こりうる余震に対し ての構
造物の安全性を確保するためには ，機動的モニタリングは重要である．機動的モニタ
リング の実現には ，極めて自律性の高いセン サネット ワーク技術を開発する必要があ
る．次世代の地震工学の課題に計測技術の革新が挙げられており，センサネットワーク
技術はその一つの候補である．し かし ，セン サ工学や情報工学と伝統的地震工学には
壁が あり，他分野で開発され た計測技術を転用するだけに留まっている感もあ る．こ
の現状を打破するには ，独自の計測技術を研究開発する必要があり，機動的モニタリ
ングを実現するセン サネット ワーク技術はその第一歩とし て格好の課題である．地震
研究所で行われ る地震や火山噴火の機動的観測の手順やシ ステムは ，機動的モニタリ
ング を実現する上で ，極めて参考になる．また，ネット ワークの自律性はセン サの位
置を高精度で決定することが 必要であり，建築構造物や都市基盤施設が 屋外にあるこ
とを考慮すると ，GPS やレ ーザ等の地球観測技術の利用は期待できる．上記を背景と
し ，建築構造物や都市基盤施設の地震応答を機動的にモニタリング するための，セン
サネットワークの開発の考案を試みる．基礎的研究として，極めて自律性の高いセンサ
ネット ワーク技術の考案と実証を行う．(構造物のモニタリング−基礎から応用まで−
6/14 ，21，28 10:15〜12:15 3 回の集中講義)

2006-V-04

鵜川元雄

富士山の低周波地震の発生機構を 推定するため 、低周波地震の波形をコン パ イルし 、
その スペクトル分析を進めた 。2006 年 4 月 2 日に発生し た富士山の深部低周波地震に
ついて 、これ までにない良好な記録を得ることが 出来 、この解析を進め 、その発生機
構を検討を行っている。また 、2003 年までの臨時観測で得られた走時データを整理し 、
富士山直下の地震波速度構造の検討も進めている。

2006-V-05

筒井智樹

火山噴火予知のための基礎デ ータとし て，火山体の地震波速度および 地震波反射面の
解明を系統的に行っている．2003 年に富士山で実施し た人工地震探査で取得し たデ ー
タを 反射法解析し ，山体内部 深部の構造を推定し た．山体内部ではかつて噴火を起
こし た古い山体に対応する反射面を見いだし 、深部ではマグ マと関連する低周波地震
発生域に対応する反射面を見いだし た（ 合同学会で発表 ）．また，2006 年 10 月に実施
し た浅間山人工地震探査では観測点間隔 50m の稠密アレ ー観測を実施し ，2004 年噴火
前のマグ マ貫入域の解明を目指し た解析を行っている．
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2006-V-06

野上健治

火山灰には水溶性の形でフッ素，塩素，硫酸が 含まれており，これらはマグ マ から放
出され る火山ガ ス起源である．これらの成分の量比は火山活動の消長に応じ て変化す
ることから，水溶性成分 の分析による火山活動の化学的観測が 多くの火山で行われて
きた ．し かし ，火山ガ スを構成する酸性ガ スの化学的性質，特 に水に対する溶解度は
大きく異なるため，火山の地下の熱水系もまた水溶性成分に影響を及ぼ す因子の一つ
である．この観点から，水溶性成分に対する地下の水環境等の影響を 2000 年の三宅島
噴火や 2006 年の桜島昭和火口噴火の火山灰の水溶性成分の量比 の変化など から 検討
し た．

2006-V-07

宮町宏樹

2006 年 10 月 13 日に実施された浅間火山構造探査ではデ ータ の取得に従事し 、得られ
た波形デ ータの初動部分の片振幅分布を 明らかにし た 。その 結果 、以下のことが 推定
された：
（ 1 ）火山体を通過する地震波の初動 振幅は急激に小さくなる傾向が 見られた 、
（ 2 ）爆破震源の薬量（ 250kg と 300kg ）による初動振幅の差は見られない 、また 、距離
8 10km の初動振 幅は爆破点近傍の振幅の 1/1000 程度まで小さくなる、
（ 3 ）す べて
の測線で 、明瞭な初動振幅は少なくとも距離 15km まで確認できた。初動振幅の減衰の
原因については 、走時解析から 推定され る速度構造との対比によって明らかにされ る
であろう。2004 年に実施され た口永良部島構造探査では 、薬量 100kg で 距離 12km ま
で明瞭な初動が観測でき 、また 、薬量 10 20kg の小発破でも 、地震計の設置条件が 良
ければ 、距離 8km まで観測され ている。今回の浅間山構造探査では 、山体裾野での薬
量 250kg 以上の中発 破が 実施され たが 、山体直上での小薬量発破が 山体東側測線には
有効であった可能性がある。
（ 浅間火山構造探査による初動振幅の分布 、
［ 発表予定 ］）
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表 6.3. 特定共同研究 (A)

課題番号
2006-A-01

代表者名
深尾良夫

担当教員
歌田久司

Project 名
地球深部の構造とダ イナミクス

歌田久司

所属機関
海洋研究開
発機構
地震研

2006-A-02

旅費
300

歌田久司

2006-A-03

加藤照之

地震研

加藤照之

海底ケーブ ルネット ワークによる地球
物理学的研究
GPS による総合的観測研究

2006-A-04

飯尾能久

京大防災研

加藤尚之

2006-A-05

大久保修平

地震研

大久保修平

2006-A-06

金沢敏彦

地震研

2006-A-07

上嶋

地震研

金沢敏彦, 篠原雅
尚
上嶋誠

2006-A-08

地震研

岩崎貴哉, 飯高隆

2006-A-09

岩 崎 貴 哉,
飯高隆
佐藤比呂志

地震研

佐藤比呂志

2006-A-10

佃

地震研

2006-A-11

茂木

佃 爲 成, 加 藤 照
之, 大 久 保 修 平,
中井俊一
上嶋誠

2006-A-12

島崎邦彦

地震研

2006-A-13

纐纈一起

地震研

2006-A-14

吉田真吾

地震研

2006-A-15

加藤尚之

地震研

2006-A-16

笠原敬司

2006-A-17

0
240

日本列島周辺域の応力場・ひずみ場に
関する研究
サブダ クション・ゾ ーン 陸側の重力変
化の追跡
海域部総合観測によるプレ ート 境界域
におけ るひずみ・応力集中機構の解明
マルチスケール 比抵抗構造探査

140

総合集中観測による内陸域の歪・応力
蓄積集中過程の解明
反射法地震探査による活断層の地下構
造と長期間地殻変動
内陸直下地震の予知

500

地殻活動に関連する電磁気観測

210

島崎邦彦, 佐藤比
呂志, 都司嘉宣
古村孝志, 山中佳
子
吉田真吾

古地震

410

地震発生の素過程

480

地殻活動予測シミュレ ーション

140

防災科研

加藤尚之, 加藤照
之, 堀宗朗, 山下
輝夫
ト 部卓, 鷹野澄

地殻活動モニタリング 手法の高度化

290

海野徳仁

東北大院理

鷹野澄, 佃爲成

地殻活動総合デ ータベースの開発

2006-A-18

藤本博巳

東北大院理

佐野修

新たな観測・実験技術の開発

190

2006-A-19

渡辺秀文

地震研

森田裕一

火山体構造探査

180

2006-A-20

渡辺秀文

地震研

渡辺秀文

特定火山集中総合観測

140

2006-A-22

梅田康弘

京大防災研

佐藤比呂志

2006-A-23

笠原敬司

防災科研

平田直

2006-A-24

伊藤谷生

千葉大理

佐藤比呂志

2006-A-25

纐纈一起

地震研

纐纈一起

2006-A-26

井出

東大院理

宮武隆

2006-A-27

山中浩明

東工大総合
理工

古村孝志

大都市圏地殻構造調査研究・大深度弾
性波探査（ １ ）制御震源探査
大都市圏地殻構造調査研究・大深度弾
性波探査（ ２ ）自然地震探査
大都市圏地殻構造調査研究・断層モデ
ル等の構築（ １ ）内陸活断層モデル化
の研究
大都市圏地殻構造調査研究・断層モデ
ル等の構築（ ２ ）プレ ート 間地震モデ
ル化の研究
大都市圏地殻構造調査研究・断層モデ
ル等の構築（ ３ ）動的モデ ルパラ メー
タの研究
大都市圏地殻構造調査研究・断層モデ
ル等の構築（ ４ ）地下構造モデル化の
研究

誠

爲成

透

哲

北大院理

計

地震破壊過程と強震動

0
0
500

270
310

0

0

0
0
0

0

0

0

4,300
単位：千円
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表 6.4. 特定共同研究 (B)

課題番号
2005-B-01

代表者名
鍵山恒臣

所属機関
京大・院理

担当教員
森田裕一

2006-B-01

大島弘光

北大・院理

森田裕一

2006-B-03

平原和朗

京大・院理

2006-B-04

新谷昌人

地震研

川 勝 均, 鶴 岡
弘
新谷昌人

2006-B-05

田部井隆雄

高知大・理学

大久保修平

2006-B-06

金子隆之

地震研

2006-B-07

本多嘉明

2006-B-08

中川光弘

千葉大・環境
リモ ート セ
ンシング
北大・院理

青 木 陽 介, 古
屋正人
安田敦

2006-B-09

佐野雅己

東大・理学系

中 田 節 也, 吉
本充宏
栗田敬

2006-B-10

翠川三郎

東工大・総合
理工

纐 纈 一 起, 鷹
野澄
小計
合計

Project 名
カルデ ラの構 造と 活動そ
し て 現在− Out of range
への挑戦
新世代無線通信デ ータ 伝
送シ ステムの開発
日本列島標準三次元構造
モデルの構築
地下深部に おけ る高精度
観測・精密計測
フィリピン海プレート北端
部の運動モデルの構築
衛星 リモート セン シング
による火山活動の解析
火口近傍の監視・計測プ ラ
ット ホームの開発

消耗品費
0

旅費
900

1,063

845

191

541

585

666

621

815

820

1,139

967

339

長期的火山活動評価の 定
量化
地球現象に おけ る不均質
構造形成原理の探究
Seismic Kanto プ ロジェク
ト に よる強震動総合研究
の新展開

729

757

540

189

114

162

5,630

6,353
11,983
単位：千円
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表 6.5. 一般共同研究

課題番号
2006-G-01

代表者名
三尾典克

所属機関
東大新領域
創成科学研
究科物質系
専攻

担当教員
新谷昌人

Project 名
地殻変動観測機器用の
光ファイバ ー リン ク式
レ ーザー光源の 絶対波
長安定化の研究
広帯域地震観測による
阿蘇山火山性微動の リ
アルタイム・モニタリン
グ
短周期地震アレ イ連続
観測による阿蘇山火山
性微動の 発生機構と 火
山ガ ス流の解明
阿蘇火山に おけ る
1HZGPS 観測

消耗品費
336

旅費
0

2006-G-02

山本

希

東 北 大・院
理

鶴岡

弘

272

194

2006-G-03

金嶋

聰

九 州 大・院
理

川勝

均

165

204

2006-G-04

大倉敬宏

京 大・院 理
附属地球熱
学研究施設

及川

純

219

110

2006-G-05

杉本

健

京 大・院 理
附属地球熱
学研究施設

中田節也

USDP-3 コ アを 用 いた
雲仙火山の 噴火史の 解
明

96

152

2006-G-06

佐伯昌之

東 京 理 科
大・理 工・
土木工学科

小国健二

１周波 GPS 受信機と無
線ネット ワー クに よる
変位計測シ ステムの 高
度化

256

95

2006-G-07

藤

浩明

富山大・理

歌田久司

永年変化を 含む太平洋
広域地球磁場参照モデ
ルの作成

187

155

2006-G-08

里村幹夫

静岡大・理

加藤照之

東海地震想定震源域に
おける稠密 GPS 観測に
基づ くスロー イベント
の詳細解明

127

182

2006-G-09

山本順司

京 大・地 球
熱学研究施
設

中井俊一

海洋プレ ート の 屈曲部
で 生じ るマグ マの活動
源を探る

156

153

2006-G-10

中島

隆

産業技術総
合 研 究 所・
地質情報研
究部門

折橋裕二

島弧におけ る大規模珪
長質火成活動の 継続時
間と活動の変遷：西南日
本白亜紀花崗岩類の例

343

0

2006-G-11

松島

健

九 州 大・院
理・地 震 火
山観測研究
セン ター

渡 辺 秀 文,
及川 純

伊豆鳥島火山の 噴火ポ
テンシャルの研究

75

302

2006-G-12

藤井郁子

気象庁地磁
気観測所調
査課

歌田久司

電 磁 気学 的に み たフィ
リピン 海の 上部マント
ル大規模構造

118

32

2006-G-13

小林茂樹

九 州 東 海
大・工 学
部・リ モ ー
ト セン シン
グ 学科

大久保修平

重力測定に よる日奈久
断層周辺の 地下構造の
推定

105

117

147

2006-G-14

山本圭吾

京大防災研
究所附属火
山活動研究
セン ター

及川

純

稠密地震観測デ ータを
用いた 三宅島火山の地
震学的構造解析

44

128

2006-G-15

佐藤博明

神戸大・理

藤井敏嗣

新富士火山 3000ybp 以
降の噴火機構

175

70

2006-G-16

須田直樹

広 島 大・院
理

鶴岡

弘

2001 年以前の低周波微
動活動の解明

32

167

2006-G-17

高橋嘉夫

広 島 大・院
理

中井俊一

114

135

2006-G-18

岩森

光

東 大・院 理

折橋裕二

高 感 度 XAFS 法 に よ
るウ ラン の 状態 分析
法 の 開 発 〜 マグ マ の
年代測定に 利用され る
238U/230Th 放 射 非 平
衡の起源の解明〜
西南日本− 韓半島の中
生代− 新生代花崗岩類
の成因と 大陸成長機構
の解明

257

0

2006-G-19

鈴木康弘

名 大 大 学
院・環 境 学
研究科

岩崎貴哉

地形学的手法による糸
魚川-静岡構造線断層帯
の活動性の検討

46

220

2006-G-20

木村

学

東大・院理・
地球惑星科
学専攻

折橋裕二

付加作用の 時定数の解
明と 沈み込み 帯の 物質
フラックス

257

0

2006-G-21

小川康雄

東 工 大・火
山流体研究
セン ター

上嶋

伊豆大島火山の繰り返
し 比抵抗構造探査

54

153

3,434

2,569
6,003

小計
合計

誠

単位：千円
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表 6.6. 研究集会

課題
2006-W-01

代表者名
川崎一朗

2006-W-02

大村

誠

2006-W-03

佐野

修

2006-W-04

熊澤峰夫

2006-W-05

千田

2006-W-06

西上欽也

昇

所属機関
京都大学防
災研究所
高知女子大・
生活科学部・
環境理学科
東京大学地
震研究所
名古屋大学 、
静岡大学・理
学部

担当教官
加藤照之

研究集会名 (開催場所 ）
地殻変動連続観測の未来

古屋正人

新世代の干渉 SAR

佐野

修

佐野

修

地殻応力の 絶対量計測に
関する研究集会
地殻深部の 能動的監視観
測の 実用戦略とその 基礎
研究

大分大学教
育福祉学部
京都大学防
災研究所
地震防災研
究部門

島崎邦彦
山下輝夫

地震・津波の地形地質学的
研究の最前線
リソスフェアにおける短波
長不均質構造の解明-地震
発生場の 構造特性の 解明
に向けて-

計

開催予定日
H18.6 月 中
旬
H18.9 月 下
旬の 2 日間

旅費
777

H19.3 月 8-9

619

H18.8-H19.2
の 間 1-2 日
間の 集 会を
2 回予定
H19.1.13

735

H18.12
月
後半または
19.1 月 前 半
の 2 日間

676

714

439

3,960
単位：千円

6.2

平成 18 年度の COE 関連の研究実施状況

◎研究機関研究員・産学連携研究員・学術研究支援員
1.
石瀬素子 (地震火山災害部門)
任用期間 2006 年 5 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:「 深部反射法地震探査等の大深度弾性波探査と断層モデル等の構築 」に関わる研究
2.
加藤直子 (地震予知研究推進セン ター)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:「 深部反射法地震探査等の大深度弾性波探査と断層モデル等の構築 」に関わる研究
3.
金幸隆 (地震予知研究推進セン ター)
任用期間 2006 年 10 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:「 糸魚川−静岡構造線断層帯におけ る重点的な調査観測 」に関わる研究
4.
木村治夫 (地震予知研究推進セン ター)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:「 深部反射法地震探査等の大深度弾性波探査と断層モデル等の構築 」に関わる研究
5.
齊藤竜彦 (地震火山災害部門)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:「 地震波動伝播と津波発生伝播のシミュレ ーション 」に関わる研究
6.
高橋徹 (地震火山災害部門)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:「 深部反射法地震探査等の大深度弾性波探査と断層モデル等の構築 」に関わる研究
7.
田力正好 (地震予知研究推進セン ター)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2006 年 6 月 29 日
研究内容:「 糸魚川−静岡構造線断層帯におけ る重点的な調査観測 」に関わる研究
8.
中東和夫 (地震地殻変動観測セン ター)
任用期間 2006 年 1 月 16 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:「 東南海・南海地震等海溝型地震に関する調査研究 」におけ る紀伊半島沖及び 日本海溝付近の長期
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

観測型海底地震計アレ ーのデ ータ解析
田尻清太郎 (地震火山災害部門)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2006 年 5 月 31 日
研究内容:「 新工法壁式構造の耐震性能の検証 」遂行のための実験補助及び 解析補助
木村淳 (地震予知研究推進セン ター)
任用期間 2006 年 9 月 20 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:科学技術振興調整費「 スマト ラ型巨大地震・津波被害の軽減策 」における各分担研究に関するイン
ターネットを用いたデ ータの収集・整理・解析と分析
浅利晴紀 (海半球観測研究セン ター)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2006 年 11 月 14 日
研究内容:科学研究費補助金「 海底電磁気機動観測で スタグ ナント スラブを診る 」における３次元グ ローバル
電磁気ト モグ ラフィーコード の高度化及び 周辺解析プ ログ ラム開発支援
金裕錫 (地震火山災害部門)
任用期間 2005 年 9 月 1 日〜2006 年 3 月 31 日
研究内容:科学研究費補助金「 地盤基礎構造物系の地震時非線形挙動に関する実証的研究」遂行のための実験
補助および 解析補助
SAHOO, Yu Vin (地球ダ イナミクス部門)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:タング ステンと銀の化学的精製法の開発 、実試料への 適用
津野靖士 (地震火山災害部門)
任用期間 2005 年 10 月 1 日〜2006 年 3 月 31 日
研究内容:アレ ー微動デ ータの整理・解析し 、地下構造モデル作成の共同作業及び 地震動シミュレ ーションを
行う
中西無我 (地球ダ イナミクス部門)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:科学研究費補助金「 火山爆発とそれに伴う流動現象の機構解明」における非定常１次元火道モデル
の開発及びデ ータベースの構築
新堀賢志 (火山噴火予知研究推進セン ター)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:ヴェスヴ ィオ火山における野外調査 、試料採取 、各種化学分析および これらの情報を基にし た研究
新村裕昭 (地球ダ イナミクス部門)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:火山爆発とそれに伴う流動現象の機構解明
濱元栄起 (海半球観測研究セン ター)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2006 年 8 月 20 日
研究内容:科学研究費補助金「 浅海域における熱流量測定による南海ト ラフ地震発生帯の温度構造の研究」に
おいて 、海域におけ る地殻熱流量測定・長期温度計測及びデ ータの収集・整理と解析に従事
前野深 (地球ダ イナミクス部門)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2006 年 6 月 30 日
研究内容:特定領域「 火山爆発のダ イナミックス 」におけ る伊豆大島火山観測実験の事前準備のための調査 、
資料作成 、機器調整 、デ ータ整理等
菅野貴之 (地球計測部門)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:「 重力観測におけ る地震・火山活動の研究 」における重力観測 、デ ータ解析
高崎健二 (火山噴火予知研究推進セン ター)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:衛星赤外画像デ ータを利用し ての火山の熱異常など の解析研究 、研究に必要な衛星デ ータの処理解
析シ ステムやアーカ イブ シ ステム 、受信設備のセット アップ を行う
高嶋晋一郎 (地球流動破壊部門)
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:低周波地震発生の物理的メカニズ ム解明のための現象整理・モデル実験・シミュレ−ションの遂行、
所内での低周波地震研究セミナーグ ループ の立ち上げ・運営
野口聡 (火山噴火予知研究推進セン ター)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:噴出物に関するデ ータ収集を行い 、噴火の規模や特徴など の地質学的解析研究を行う
山崎健一 (地震予知研究推進セン ター)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:伊豆半島 、東海地方 、伊豆諸島など における電磁気連続観測デ ータの解析
飯沼卓史 (地球流動破壊部門)
任用期間 2005 年 10 月 1 日〜2006 年 3 月 31 日
研究内容:大大特委託業務：総合避難シミュレ ーションシ ステムのための数値解析プ ログ ラム開発
岩國真紀子 (地震予知研究推進セン ター)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:「 東アジアにおけるＧＰＳを用いたテクトニクスの研究」における日本、韓国、中国の GPS データ
を総合的に解析し 、アムールプレ ート の形状と周囲のプレ ート との相対運動を精密に推定する
加藤直子 (地震予知研究推進セン ター)
任用期間 2005 年 10 月 12 日〜2006 年 3 月 31 日
研究内容:「 大都市圏地殻構造調査研究 」及び「 断層モデル 等の構築 」に関わる研究
1) 反射法デ ータの解析とその地質学的解釈 2) 既存反射法デ ータの再解析とその地質学的解釈 3) 大都市地殻
構造探査に関わる成果のコン パイル及び 地質構造モデルの構築
金幸隆 (地震予知研究推進セン ター)
任用期間 2005 年 12 月 1 日〜2006 年 3 月 31 日
研究内容:大都市圏地殻構造探査研究及び 断層モデル等の構築の共同研究に従事する
金裕錫 (地震火山災害部門)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 15 日
研究内容:大大特研究題目：
「 学校校舎の耐震補強と SR 基礎に関する実大振動実験の計画と予備解析」遂行の
ための実験補助及び 解析補助
木村淳 (地震予知研究推進セン ター)
任用期間 2005 年 12 月 1 日〜2006 年 3 月 31 日
研究内容:大都市圏地殻構造探査研究及び 断層モデル等の構築の共同研究に従事する
桑野亜佐子 (地震地殻変動観測セン ター)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
研究内容:文科省委託研究「 東南海・南海地震等海溝型地震に関する調査研究 」における南海ト ラフ及び 日本
海溝付近の長期観測型海底地震計アレ ーのデ ータ解析
小林励司 (地震火山災害部門)
任用期間 2005 年 4 月 1 日〜2006 年 3 月 31 日
研究内容:大都市圏地殻構造調査研究計画において 、地殻構造探査研究及び 断層モデル等の構築の共同研究に
従事する
田力正好 (地震地殻変動観測セン ター)
任用期間 2005 年 7 月 15 日〜2006 年 3 月 31 日
研究内容:「 糸魚川−静岡構造線断層帯における重点的調査観測」における反射法・重力探査デ ータの解析と
その地質学的解釈 、本調査観測に関わる成果のコン パ イルおよび 地質構造モデルの構築等
中東和夫 (地震地殻変動観測セン ター)
任用期間 2005 年 4 月 1 日〜2006 年 1 月 15 日
研究内容:「 東南海・南海地震等海溝型地震に関する調査研究 」におけ る紀伊半島沖及び 日本海溝付近の長期
観測型海底地震計アレ ーのデ ータ解析

◎研究支援推進員
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

中西香苗 (火山噴火予知研究推進セン ター)
任用期間 2006 年 2 月 1 日〜2006 年 3 月 5 日
職務内容:ＥＭＰＭ 、蛍光Ｘ線分析装置による火山岩試料の分析、岩石試料の整理・調整及びデータベース管理
木田みゆき (地震予知情報セン ター)
任用期間 2005 年 6 月 1 日〜2006 年 3 月 31 日
職務内容:ＳＥ業務補助 、利用者への対応・通知作成・ＨＰ掲載 、資料作成・更新等
玄蕃教代 (火山噴火予知研究推進セン ター)
任用期間 2006 年 7 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
職務内容:ＥＭＰＭ 、蛍光Ｘ線分析装置による火山岩試料の分析、岩石試料の整理・調整及びデータベース管理
加藤君子 (地球ダ イナミクス部門)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
職務内容:ICP 質量分析計 、XRF の試料準備 、装置の メンテナン ス
佐藤摩紀 (地震予知情報セン ター)
任用期間 2006 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
職務内容:ＳＥ業務補助 、利用者への対応・通知作成・ＨＰ掲載 、資料作成・更新等
高橋麻依子 (アウト リーチ推進室)
任用期間 2006 年 1 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
職務内容:アウト リーチ業務に係る資料作成補助及び 訪問者（ 見学者 ）対応等
中尾綾子 (アウト リーチ推進室)
任用期間 2005 年 4 月 1 日〜2005 年 12 月 31 日
職務内容:研究事務及び ホームページに関する技術支援
松本繁樹 (技術開発室)
任用期間 2006 年 1 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日
職務内容:技術開発室におけ る観測・実験用器具等の設計・製作業務支援等

◎外国人招へい研究員
1.
シュー・ユアン ザ (客員助教授)
周 元沢 (中国 中国科学院 助教授)
2006.1.10〜2006.9.9
下部マントル最上部構造のアレ イ地震学的研究
2.
ラヴァレ ー・ダ ニエル (外国人研究員)
Lavallée Daniel(米国 カリフォルニア大学サン タバーバラ校 研究員)
2006.1.23〜2006.4.22
震源の複雑性と強震動
3.
アルバレ ード ・フランシ ス・チャールズ (客員教授)
Albaréde Francis Charles(フラン ス リヨン 高等師範学校 教授)
2006.3.20〜2006.6.20
自然界におけ る非放射壊変起源の同位体変動の理論的実験的検討
4.
タリス・パスカル (客員教授)
Tarits Pascal(フラン ス 西ブ ルターニュ大学 教授)
2006.4.01〜2006.7.31
マントルの電気伝導度に関する研究
5.
クリスト ワ・チェン カ・ベルコワ (客員助教授)
Christova Cenka Velkova (ブ ルガ リア ブ ルガ リア科学アカデ ミー 助教授)
2006.4.06〜2006.7.31
2004 年新潟県中越地震の震源断層域における応力解析
6.
チェン・キフ (客員教授)
陳 棋福 (中国 中国地震局予知解析セン ター 教授)
2006.8.31〜2006.11.30
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7.

8.

9.

中国北東部の地殻構造の研究
マクガ イア・ジェフリー・ジョセフ (客員助教授)
McGuire Jeﬀrey Joseph (米国 ウッズホール海洋研究所 アソシエ イト 研究員)
2006.9.19〜2006.12.18
地震の破壊と地殻の変形の研究
ダレシオ・マシューアダ ム (外国人研究員)
d’Alessio Matthew Adam (米国 地質調査所 博士研究員)
2006.10.3〜2007.3.31
日本の沈み込み域の繰り返し 地震を用いた摩擦の解明
イスマイル−ザデ ィ・アリ (客員教授)
Ismail-Zade Ali(ロシア ロシア科学アカデ ミー 研究部門長)
2006.12.1〜2007.2.28
マントル対流の数値計算法の研究
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第7章
7.1

資料

平成 18 年に行われた地震研究所談話会

第 835 回平成 18 年 1 月 27 日 (金)
1. 火山噴火のモデル 化におけ るマグ マ破壊実験の 意義について（ 2005 年度日本火山学会賞研究奨励賞受賞講
演 ）, ○市原美恵
2. 2004 年浅間山噴火の解釈−地震振幅, 空振振幅, 噴出物量の関係について−, ○大湊隆雄
3. 対話型検測シ ステム win の機能強化（ １ ）, ○中川茂樹・針生義勝（ 防災科研 ）
・卜部卓・鶴岡弘・酒井慎一
4. パキ スタン 北部地震による建築物被害の概要, ○真田靖士
5. 波形インバージョンによる３次元速度構造モデルの構築, 引間和人・○纐纈一起
6. 粉体高速すべりのレ オロジ ー, ○波多野恭弘
第 836 回平成 18 年 2 月 24 日 (金)
＊＊＊通常講演＊＊＊＊
1. 堆積物に残され た過去 6000 年間の三陸海岸大槌地域の津波と地殻変動の履歴, ○原口強（ 大阪市立大学大学
院理学研究科 ）
・島崎邦彦
2. 強震動計算のための動力学破壊伝播シミュレ ーション , ○青地秀雄（ BRGM ）
・井出哲（ 東大理 ）
・宮武隆
3. 再考?1944 年東南海地震?, ○山中佳子
＊＊＊ H17 年度所長裁量経費報告＊＊＊
4. 信頼性の高い地殻応力測定法の開発について , ○佐野修・中谷正生
5. 衛星デ ータによる火山の赤外観測シ ステムの開発, ○金子隆之・安田敦・高崎健二・青木陽介・古屋正人
6. 次世代の海底ケーブ ル地震観測研究のためのシステム開発, ○金沢敏彦・歌田久司・佐野修・塩原肇・篠原雅
尚・森田裕一・酒井慎一・山田知朗
7. 地震観測網の高度化および 最適化, ○金沢敏彦・観測セン ター
8. 建物用 IT 強震計シ ステムの開発と今後の展望, ○鷹野澄・伊藤貴盛（ 応用地震計測（ 株 ））
9. 跡津川断層におけ る応力集中過程の解明を めざし て, ○飯高隆・加藤愛太郎・蔵下英司・岩崎貴哉・平田直
10. 神岡レ ーザー伸縮計の長期連続観測のための施設整備, ○新谷昌人・高森昭光・大橋正健・三代木伸二・内山
隆（ 宇宙線研究所 ）
11. 防災研究フォーラムの活動, ○山岡耕春・藤田英輔（ 防災科研 ）
12. SMAC・DC 型強震計記録のフィルム化と画像化, ○工藤一嘉，古地震・古津波記録委員会
13. 海半球セン ターの外部評価と将来計画について ，○川勝均
第 837 回平成 18 年 3 月 24 日 (金)
＊＊＊最終講演＊＊＊
1. 強震動研究の４要素に携ることが 出来て，○工藤一嘉
＊＊＊お別れ 記念講演＊＊＊
2. 地震研究所におけ るアウト リーチ活動，○土井恵治
＊＊＊通常講演＊＊＊
3. 大分県南部沿岸域の湖沼堆積物に記録され た過去 3000 年間の巨大津波，○松岡裕美（ 高知大学理学部 ）
・岡
村眞（ 高知大学理学部 ）
・千田昇（ 大分大学教育福祉科学部 ）
・島崎邦彦
4. 溶岩流試料に基づ く富士火山，古富士-新富士期のマグ マ分化シ ステムの検討，○安田敦・金子隆之・吉本充
宏・藤井敏嗣・中田節也・嶋野岳人（ 東北大学 ）
5. 水平動成分を利用し た海底地震計の位置・方位同時インバージョン 決定法，○望月公廣・米島慎二 (シュルン

154

6.
7.

8.
9.
10.

ベルジェ株式会社)
2004 年スマトラ地震時の Hi-Net 傾斜計記録の長周期成分の地域性について，○綿田辰吾・功刀卓（ 防災科研 ）
2004 年スマト ラ地震の長周期歪地震波形の解析，○中西一郎・池上裕（ 京大理 ）
・小久保一哉（ 気象庁精密地
震観測室 ）
・露木貴裕・中村浩二（ 気象庁地震火山部 ）
・堀川晴夫（ AIST ）
・森井亙（ 京大防災研 ）
・新谷昌人・
高森昭光（ 東大震研 ）
・坪川恒也（ 国立天文台水沢 ）
・高波鐵夫（ 北大理 ）
・綿田辰吾（ 東大震研 ）
・坪井誠司
（ JAMSTEC ）
貞観十年（ 868 ）
、応永廿年（ 1413 ）播磨地震の震央位置，○中西一郎（ 京大理 ）
・都司嘉宣
隠岐（ 島根県 ）の歴史地震史料：宝永地震（ 1707 ），寛保津波（ 1741 ），○中西一郎（ 京大理 ）
・都司嘉宣・榊
原信也（ 隠岐郡海士町教育委員会 ）＊＊平成 17 年度所長裁量経費報告＊＊
断層帯における微小破壊現象の検出，○中谷正生・吉田真吾・佐野修・三宅弘恵（ 地震研 ）
・井出哲（ 東大理・
S. Stanchits・G. Dresen (GFZ Potsdam)・柳谷俊・當眞正智・飯尾能久（ 京大防災研 ）
・小笠原宏（ 立命館理
工）
・矢部康男（ 東北大理 ）

第 838 回平成 18 年 4 月 21 日 (金)
＊＊＊通常講演＊＊＊
1. Stress ﬁeld in subduction zone by inversion of earthquake focal mechanisms - the Vanuatu and Izu-Bonin
Wadati-Benioﬀ zones as examples，○ Cenka Christova
2. GPS-音響結合方式による海底地殻変動計測手法の開発，○生田領野・安藤雅孝・田所敬一・奥田隆・杉本慎
吾（ 名古屋大 ）
3. 折りたたみ振り子傾斜計の開発，○高森昭光・新谷昌人・Alessandro Bertolini(ピサ大学)・Riccardo DeSalvo(カ
リフォルニア工科大学)
4. 負の応力降下量と破壊伝播，○宮武隆・木村武志・安田拓美
5, LaCoste 型広帯域地震計の試作〜学部３年生学生実験より〜 ，○新谷昌人・武尾実・森田裕一・中村翔・井出
哲 (地球惑星)
6. 富士火山のマグ マ供給シ ステム，○藤井敏嗣・安田敦
＊＊平成 17 年度所長裁量経費報告＊＊
7. 小型オーバーハウザー磁力計を用いたベクトル磁力計の作製と性能評価，○清水久芳・歌田久司
8. 八ヶ岳地球電磁気観測所地磁気観測シ ステム，○歌田久司・清水久芳・小山茂・小山崇夫・上嶋誠・小河勉・
馬場聖至
9. 地震研究所火山観測網の整備，○森田裕一・火山噴火予知研究推進セン ター
10. プレ ート 間結合推定高度化のためのＧＰＳと 小繰り返し 地震の同時インバージョン 手法の開発，○五十嵐俊
博・宮崎真一
11. 高速すべりの摩擦法則：離散要素法シミュレ ーションによるアプ ローチ，○波多野恭弘
第 839 回平成 18 年 5 月 26 日 (金)
1. 地震発生予測のための局所的不均一体モデルのモンテカルロシ ミュレ ーション ，○若井淳・堀宗朗・小国健二
2. 浅くならなかった最近の伊豆半島東方沖の地震活動，○酒井慎一
3. 海溝付近で起きる謎の超長周期微動，○山中佳子
4. Scaling laws for mantle plumes; from a point source to Rayleigh-Benard convection，○熊谷一郎・J.Vatteville・
A.Davaille（ IPGP,France ）
・岩田心・栗田敬
5. 中部地方におけ るネット ワーク MT 法観測（ 序報 ），○上嶋誠・小河勉・ 小山茂・山口覚（ 神戸大理 ）
・村上
英記（ 高知大理 ）
・藤浩明（ 富山大理工 ）
・吉村令慧・ 大志万直人（ 京大防災研 ）
・丹保俊哉（ 立山カルデラ砂
防博物館 ）
・歪集中帯地殻比抵抗研究グループ
＊＊平成 17 年度所長裁量経費報告＊＊
6. 新館免震建屋地盤系の強震観測計画，○壁谷澤寿海・坂上実・纐纈一起・古村孝志・壁谷澤寿一
第 840 回平成 18 年 6 月 23 日 (金)
＊＊＊受賞記念講演＊＊＊
1. GPS 観測データを 用いた長基線キネマティック測位の高度化と震源過程の研究に対する新たな展開，
（ 日本測
地学会賞坪井賞受賞講演 ）○宮崎真一
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＊＊＊通常講演＊＊＊
2. マリアナでの長期海底地震観測：二重深発面の確認と深部構造の イメージング，○塩原 肇・望月公廣・金沢
敏彦・杉岡裕子・大木聖子・深尾良夫・末広 潔（ 海洋研究開発機構 ）
3. Fault slip in a bimaterial poroelastic medium，○山下輝夫
4. 沈み込むプレ ート から地殻が 引き剥が され る条件，○瀬野徹三
5. 衝突の 2 類型（ ヒマラヤ型とアルプ ス型 ）と伊豆の衝突，○瀬野徹三
6. 八ヶ岳地磁気観測所内磁気異常の時間変化：雷誘導磁化の影響，○清水久芳・小山崇夫・小山茂・歌田久司
7. 核−マントル電磁結合と数十年スケールコア流体運動，○浅利晴紀・清水久芳・歌田久司
8. IT 強震計でみた地震研建物の震度１の揺れ ，○鷹野澄・伊藤貴盛（ 応用地震計測 ）
9. 新館免震建屋と旧館建屋の揺れモニタリング 計画，○鷹野澄・伊藤貴盛（ 応用地震計測 ）
・壁谷澤寿海・坂上
実・纐纈一起・古村孝志
第 841 回平成 18 年 7 月 21 日 (金)
1. 伊豆ーボ ニン 弧の火山活動の時空間分布と斜め沈み込みの数値モデル ，○本多 了・吉田武義（ 東北大院 ）
・
青池 寛（ JAMSTEC ）
2. 波形インバージョンによるグローバル内部構造モデルから示唆され る６７０ｋｍ不連続面の性質，○竹内 希
3. ３．14：00- 常時地球自由振動の励起源の空間分布推定，○西田究
4. 含水条件におけ るマントル遷移層構成鉱物と 超塩基性 メルト 間の元素分配，三部賢治・○折橋裕二・中井俊
一・藤井敏嗣
5. ７月１７日ジャワ地震の震源過程速報，○山中佳子・行谷 佑一
第 842 回平成 18 年 9 月 15 日 (金)
1. IT 強震計でみた建物の揺れ（ その２ ），○鷹野澄・伊藤貴盛（ 応用地震計測 ）
2. インド ネシア・ジャワ島中部地震による建築物被害の概要，○真田靖士
3. 応力テン ソル逆解析によって推定し た千島弧・東北弧会合部付近の大平洋スラブ 内応力場：十勝スラブ 断裂
の可能性，○平田直・Cenka Christva・加藤愛太郎
4. 地殻応力測定機器開発の現状と今後の可能性，○佐野修
5. ト ラップ 波を用いた跡津川断層破砕帯構造の抽出（ 序報 ），○加藤愛太郎・飯高隆・新井隆太・平田直・岩崎
貴哉
第 843 回平成 18 年 10 月 27 日 (金)
・後藤秀作（ 産業技術総合研
1. 日本海溝海側斜面における高熱流量，○山野誠・木下正高（ 海洋研究開発機構 ）
究所 ）
2. チャネル情報管理シ ステムの開発〜スタンド アロン 版〜，○中川茂樹・鷹野澄・鶴岡弘・酒井慎一
3. 1944 年東南海地震の津波，○山中佳子
4. 屈折法・広角反射法地震探査によるマリアナ島弧の地殻構造，○蔵下英司・Simon Klemperer (Stanford University)・Andrew Calvert (Simon Fraser University)・高橋成実（ JAMSTEC ）
5. WIN シ ステム用リアルタイムモニターツールの開発および 地震研におけ る即時的地震情報の受信について，
○鶴岡弘
6. 利用者指向の緊急地震速報利活用シ ステム（ １ ）利用レ ベル 別にみた２次情報の種類と精度，○鷹野澄
7. 利用者指向の緊急地震速報利活用シ ステム（ ２ ）被害予測の高精度化に必要なものは何か？，○鷹野澄
第 844 回平成 18 年 11 月 17 日 (金)
1. AE measurements in South African Gold Mines - Designs for sensor-borehole coupling，○ Masao Nakatani
(ERI)・Yasuo Yabe (Tohoku Univ.)・J oachim philipp (GMuG mbh, Germany)・Sergei Stanchits (GFZ potsdam,
Germany)・南アフリカ金鉱山における半制御地震発生実験国際共同グループ
2. 高粘性マグ マの破砕基準：Griﬃth 理論に基づく衝撃波管実験の解釈，○小屋口剛博・Bettina Scheu・三谷典子
3. 房総半島直下の 3 次元速度構造：新し いフィリピン 海プレ ート の形状，○萩原弘子・五十嵐俊博・平田直・酒
井慎一
4. 房総半島におけ るレシーバ 関数解析，○五十嵐俊博・萩原弘子・平田直
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第 845 回平成 18 年 12 月 22 日 (金)
1. スタグ ナント スラブ を「 診る 」ための海底地震・電磁気長期観測：第 1 期観測の速報，○塩原 肇・馬場聖
至・志藤あずさ・川勝 均・金沢敏彦・歌田久司・後藤忠徳・杉岡裕子・笠谷貴史・伊藤亜妃・Adam Claudia
（ 海洋研究開発機構 ）
・一北岳夫（ テラテクニカ ）
2. タング ステン 同位体トレ ーサーを用いたコア−マントル相互作用の検証，○中井俊一・賞雅朝子・Ali Arshad・
Sahoo YuVin 、羽生 毅（ 海洋研究開発機構 ）
3. 東海スロースリップ イベントに対応する地磁気全磁力の変化について ，○山崎健一・上嶋誠・小河勉・小山茂
4. GEONET4 次元電離層ト モグ ラフィーによる地震起源の電離層擾乱伝播の時空間構造：２００３十勝沖地震
の場合，○綿田辰吾・大林政行（ 海洋開発機構 ）
・小沢慎三郎（ 国土地理院 ）
5. JERS SAR による伊豆大島火山の地殻変動と数値地図の同時推定と ALOS SAR による検証，○古屋正人
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7.2

平成 18 年に行われた「 金曜日セミナー」

1 月 20 日
2月3日
2 月 10 日
2 月 17 日
2 月 24 日
3月3日
3 月 10 日
4 月 14 日

4 月 28 日
5 月 12 日
5 月 19 日
6月2日

6月9日
6 月 16 日
7月7日
7 月 28 日
9 月 29 日
10 月 6 日
10 月 13 日
10 月 20 日

古屋 正人（ 地震研，地球計測 ）干渉 SAR による塩テクトニクスの実測 -キャニオンランズ国立公園五十嵐 俊博（ 地震研，観測セン ター ）相似地震・レシーバー関数で見た日本列島の地震発生場
O. Melnik (Moscow State University) Mathematical modelling of conduit ﬂows during lava dome
building eruptions
鵜川 元雄（ 防災科研・地震研客員 ）硫黄島カルデ ラの大規模地殻変動
Daniel Lavallee On The Random Nature Of Earthquake: From The Source To The Ground Motion
吉田 真吾（ 着任セミナー ） 地震発生予測
金嶋 聡（ 九大 ）マントル深部の対流に伴う変形はど のように診えるか？ - 下部マントルの小規模不
均質観測からの考察 ー
Dr. Ben Holtzman (Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University) Creeping towards an
observational view of plate boundary dynamics,coupling rheology and seismic anisotropy in partially
molten upper mantle
Steve Tait (IPGP) A Physical Model for why only some eruptions form collapse calderas
Francis Albarede (Universite Claude Bernard - Ecole Normale Superieure de Lyon) The contrasting
record of mantle geochemical heterogeneities by mid-ocean ridges and hot spot basalts
Gillaume Richard （ Yale University ）Deep mantle slabs and the deep Earth s water cycle
Philippe Herre Leloup (Universite Claude Bernard - Ecole Normale Superieure de Lyon) What do we
know on the rate of deformation and stresses in deep fault zones? The example of the Ailao Shan Red River shear zone (Southeast Asia).
大湊 隆雄 （ 着任セミナー ） 火山の地震から 、何が 見えたか 、何が 見えるか
佐伯 和人 （ 大阪大学 ） 分光地質探査で開く新世代の月の科学
辻 宏道 （ アウト リーチ推進室 ）アウト リーチは誰のもの？―これからの地震研究所のアウト リー
チ活動‐
Gerd Manthei (Gesellschaft fur Materialprufung und Geophysik) Determination of wave attenuation
in rock salt in the frequency range 1-100 kHz using located acoustic emission events
George Helﬀrich (University of Bristol) A depleted swell root under the Cape Verde hot spot
谷岡 勇市郎（ 北大・地震研客員 ） 津波からみる大地震の発生様式
平賀岳彦（ 着任セミナー ） Grain boundaries in rocks: The most active zones in the polycrystalline
Earth
Kristine Larson (University of Colorado) High-Rate GPS: What Have We Learned Since Denali?
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東京大学地震研究所年報 2006 について
東京大学地震研究所年報 2006 は ，2006 年の地震研究所の活動概要，2005 年 1 月〜2006 年 12 月の教員等の教育・
研究活動，教員の社会活動，教員（ 助手 ）の業務活動，技術員の研究支援活動等を掲載し たもので す．なお，2006
年度に地震研究所に在籍し ていた教員，技術員等を対象に 情報を掲載し ています．
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