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３－１.　地震火山・防災研究センター２０１０年度年次報告会要旨 

 

名古屋大学地震火山観測研究グループ 今年度の成果 

○山中佳子・中道治久・寺川寿子・渡辺俊樹・奥田 隆・堀川信一郎・山崎文人・柴山由里

子・黒田育実 

 

 この 3 年間、名大地震観測について 1．名大として近い将来、成果が出せる観測、2．東海３

県で地震火山活動があったときの拠点となれる観測、3．尐人数の研究者による管理体制ででき

る程度の観測点数、という観点から見直しを行ってきている。またグループとしての研究テーマ

として御嶽山周辺の地震火山活動の解明と低周波微動の解明に焦点を絞ってきた。その結果、今

年度は以下のような成果が得られた。▼御嶽山直下での地震活動の検出（歪み集中帯プロジェク

ト）▼名大震源決定でのマグニチュードと気象庁マグニチュードとの相違の原因（歪み集中帯プ

ロジェクト）▼御嶽山周辺で見られた減衰域（大藪君卒論）・低周波微動の地震計アレイでの同

定、およびその活動の特徴（吉田さん修論）▼低周波微動発生場の応力場の特徴（三宅君卒論） 

 また、新燃岳噴火に関連し新燃岳東麓に地震計アレイを展開し、防災科技研、九州大学などと

の共同研究を行っている。今回の噴火について準リアルタイムでの理解がどこまでできるかが試

されており、今後の火山の防災減災を考える上では重要な問題である。 

 ここ数年でメンバーがほぼ総入れ替えとなったが、教員、技術職員、非常勤との連携が取れ始

め、センターの地震火山観測研究体制ができつつある。  

 

御嶽山における最近の地震活動の推移とその特徴 

○山崎文人・山中佳子・渡辺俊樹・中道治久・寺川寿子・奥田 隆・堀川信一郎・黒田育実・

柴山由里子 

 

 御嶽山南東麓で 1976 年 2 月頃より始まった群発地震活動は、その活動域内で発生した 1984

年 9 月の長野県西部地震(M6.8)のトリガーとなったと考えられているが、この活動はその後、東

から北に拡大し、35 年間の長期にわたる今日なお継続している。しかし、この群発地震活動と

1979 年 10 月の噴火活動とその後の小規模噴火とには直接的関連性が認められておらず、御嶽山

山頂から半径 6〜8 km の範囲内では群発地震が殆ど発生していない。一方、山頂直下浅部では

小規模ではあるが火山性地震活動が存在し、その消長や活動域の変化が御嶽山の火山噴火活動の

指標として注目されている。今回は最近の地震活動の変化消長、特徴的活動について触れる。 

 これらの地震活動の詳細を把握すべく、定常・臨時観測網等によって長期高密度観測を実施す

るとともに、2009 年、2010 年の夏期〜秋期にかけて山体を囲む形で 11 点からなる臨時稠密観

測網を展開し、山体直下の火山性地震等についてのより高い検知度、決定精度による観測を実施

した。それらの結果、一元化処理震源と比べてより多数の地震を決定し得たが、震源の深さは系
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統的に 3 km 程度浅く、またマグニチュードは系統的に 0.3 程度大きく求められている。マグニ

チュードの観測点補正値を求めた結果、御嶽山山体に近いほど大きな値となる傾向が認められる

一方、周辺域では一元化処理結果とほぼ同等の値となっていることが判明した。 

 2010 年 8 月に御嶽山山頂直下の浅部においてやや顕著な火山性地震活動が認められたが、こ

の期間には臨時稠密観測網の他に王滝頂上および八合目にも臨時観測点を設置しており、とりわ

け震源の深さ決定精度の良いデータを得ることができた。この期間の震源の深さは概ね－1 km

から 3 km の範囲で、その震央分布は山頂直下の狭い範囲に限定され、柱状に地震活動が発生し

ている事が結論づけられる。 

 

大都市圏強震動総合観測ネットワーク：2010 年の観測状況と今後の展開 

○飛田 潤 

  

大都市圏強震動総合観測ネットワークは、東海地域の様々な機関による強震観測ネットワーク

をオンライン／オフラインで統合したスーパーネットワークであり、主に 2000 年ころ以降の観

測記録をデータベース化している。参加機関は自治体（計測震度ネットや防災用ネットワーク）、

ライフライン機関（電力、ガスなど）、研究機関、大学などであり、2011 年 1 月現在で観測点

は約 600 地点（オフライン観測点を含む）である。 

 2010 年 1～12 月に愛知・岐阜・三重・静岡のいずれかで震度を観測した 73 地震で約 1800 記

録が得られた。今年は東海地域と周辺で大きな地震がなく、記録数も尐ない。 

 自治体計測震度網の機器更新が進行しており、今年度でほぼ完了する。それに伴い、新システ

ムによるデータの受信体制を準備するとともに、旧機材の譲渡を受けてその活用を検討中である。

発表では、これらの現状をまとめて紹介する。 

 

活断層認定をめぐる諸問題 

○鈴木康弘 

  

近年「都市圏活断層図」（国土地理院）や三重県・岐阜県活断層図（鈴木・杉戸ほか）など、

縮尺 2.5 万分の１の詳細活断層地図の作成が進み、地震本部も「活断層基本図」を整備する計画 

を持っている。これは中越地震や岩手宮城内陸地震などにおいて、活断層の存在が事前に不明（も

しくは周知不足）であったために、地震発生予測が十分行えなかった反省に基づいている。ここ

でひとつ重要な事実は、1995 年以後の活断層地形判読法はそれ以前とは異なっていることであ

る。活断層認定は研究者間でも議論になり、また原発耐震等においてもしばしば問題になるが、

その背景については十分に分析されていない。本発表においては、①活断層の定義、②リニアメ

ント調査と変動地形学的認定法の相違、③1990 年代以降の活断層認定法の変化について検討し、

活断層認定をめぐる問題の所在を議論する。地表の観察から全ての震源断層の存否がわかるとい
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うのは勿論言い過ぎであるが、地震時の地表変位が如何に現れ、その痕跡が如何に残り、如何に

消滅するかは地形学的な課題である。  

 

地形学的手法に基づくモンゴル、ブルナイ断層の最近 2 回の地震時変位量と活動時

期 

○杉戸信彦・鈴木康弘ほか 

 

 ブルナイ断層は、ユーラシア大陸の中央に位置し、バイカルからヒマラヤにかけてのテクトニ

クスに大きく貢献する、ほぼ東西走向の長大な左横ずれ断層である。その最新活動は 1905 年ブ

ルナイ地震（Mw8.4）であり、地震に伴っては長さ 300 km 以上にわたって、最大 10 m 以上の

左横ずれ変位を示す地表地震断層が出現した。ブルナイ地震の地表地震断層は現在でも明瞭に残

されており、また累積的な変位を示す段丘崖等も多くの地点に認められる。発表者らは、

CORONA偵察衛星画像や航空写真の判読作業を実施してブルナイ断層沿いの変位地形をマッピ

ングし、断層中部の約 200 km 区間について現地調査を実施した。本発表では、後期完新世に形

成されたと考えられる地形面と断層変位地形、変位基準の概略を記載し、地震時変位量や断層変

位の回数を地形学的に検討する。その後、得られた結果をまとめ、活動時期も含め大地震発生繰

り返しパターンについて議論を行う。  

 

超伝導重力計の保守について 

○奥田 隆・宮島力夫・山田功夫 

 

 名古屋大学地震火山・防災研究センターでは、犬山観測所の地震計用坑道に超伝導重力計を設

置している。重力測定は、重力の絶対値を測定する絶対重力測定と、重力の時間的変化や異なる

場所での重力の差だけを測定する相対重力測定とがある。相対重力計はラコスト重力計やシント

レックス重力計のようにおもに移動観測に使用するものが多いが、超伝導重力計は一カ所に据え

置いたまま、その場所における重力の時間変化を測定するような使用方法が一般的である。超伝

導重力計の原理は、超伝導磁場に超伝導物質である中空のニオブ球が、磁気反発力と重力加速度

が釣り合った位置で静止している状態を監視し、重力加速度が変化したら、球の位置を一定位置

に保つようなフィードバックをかけ、それを電気信号に変換して出力させるものである。犬山観

測所では超伝導重力計が加速度を計測することから一種の長周期地震計として用いている。 

超伝導状態にある超伝導重力計は、長期的に安定した機械的な機構と自己ノイズレベルが小さ

い計測が実現できる。しかし超伝導には液体ヘリウム温度が必要で、それを維持するためにはさ

まざまなノウハウが必要である。ここではどのようなメンテナンス作業を行っているかを紹介す

る。 
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テレメータ観測における NTT 東日本・西日本「フレッツ VPN ワイド」サービスの

導入について 

○堀川信一郎・奥田 隆 

 

 本センターで設置した地震・地殻変動観測点の多くは NTT 西・東日本のフレッツ網を利用し

た VPN(Virtual Private Network)サービスにより、センター内のテレメータ室と常時接続して

おり、リアルタイムでのモニタリングを可能にしている。 

 一方、NTT 東・西日本各社では、これらフレッツ網で提供してきた VPN サービス（東日本：

フレッツグループアクセス プロ／ライト、西日本：フレッツグループ）を終息させ、光回線の

普及を背景として構築された次世代ネットワーク網による「フレッツ VPN ワイド」へサービス

を移行する方針となっている。 

 特に、本センターが NTT 東日本圏内で利用していた「フレッツグループアクセス ライト」で

は VPN 新設や既存 VPN への参加申し込みが既に終了しているため、主な観測対象地域である

長野県では新たなテレメータ観測点を設置することができない状態であった。 

 今回、テレメータ観測点の維持や新設に対応するため、従来のサービスから「フレッツ VPN

ワイド」への移行を検討し、そのサービスの利用を一部開始したので、これを報告する。 

 

海底地殻変動観測 －熊野灘でのモニタリングと高度化へ向けた開発－ 

○田所敬一・渡部 豪・永井 悟・江藤周平・藤井昌和・奥田 隆 

 

平成 22 年度に当グループで実施した海底地殻変動に関する研究頄目について、以下の内容を

報告する： 

１）熊野灘でのモニタリング 

 今年度は、熊野灘において４回の観測を実施し、過去のデータも含めて解析した結果、３ヵ所

においてフィリピン海プレートの沈み込みとほぼ整合的な変位速度ベクトルを得た（田所・渡

部・奥田・江藤・藤井）。 

２）音響測距の高精度化へ向けて 

 音響測距の精度向上のためには、受信信号に含まれる海面反射波の除去と、海中音速の空間変

化の推定が不可欠である。海面反射波については、送受信の両方で測距信号の海面反射が入るこ

とで正しい走時での相関ピークが下がることが、数値実験により示された（藤井・田所・永井）。

海中音速の空間変化については、駿河湾での実験によって、海上２局方式で傾斜の度合いおよび

方向をある程度は推定できることが分かった。ただし、海上２点での傾斜推定には限界がある 

（江藤・永井・田所）。 

３）KGPS 解析の迅速化へ向けて 

 KGPS 解析の際に精密暦の公表を待っていては解析が遅れるため、超速報暦が 100km 程度の
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長基線の海上での測位に利用可能かを実データから検討した。その結果、精密暦との差は 1mm

程度であることが分かり、超速報暦の利用可能性が示された（渡部）。 

  

海底地殻変動観測システムの高精度化に向けた音響測距データからの海中音波速度

構造推定 

○永井 悟・江藤周平・田所敬一・生田領野（静岡大）・渡部 豪 

 

我々のグループでは、海底地殻変動観測システムを開発し、繰り返し観測を行ってきた。現在

は、観測及び解析の精度向上や迅速化といった、海底地殻変動観測システムの高精度化を試みて

いる。その一つとして、海中音速構造の時空間変化を音響測距データのみからどの程度抽出可能

かを見積もり、音響トモグラフィーといった海中音速構造解析の有効性、今後の観測方法・解析

方針等を評価している。 

現状の観測で取得している音響測距データは、海底局－観測船（もしくは係留ブイ）間の距離

計測を目的とした取得のため、3 次元の空間変化及び時間変化を同時に全て推定することは困難

である。そこで、深さ方向のみの 1 次元空間変化として、どこまで推定できるかについて、地震

学的に多用されている手法、連携震源決定法[Kissling et al., 1994]を用いて、検討した。解析パ

ラメーターのより詳細な検討は必要であるもの、簡易な 1 次元成層音速構造は推定可能であり、

CTD 測定といった音速構造の直接観測の結果とも調和的であった。 

現在、パラメーターの詳細検討、及び、時空間変化に相当するサブデータ解析を推し進めてお

り、これらの解析経過と本解析の有効性に関して議論する。 

 

引用文献：Kissling, E., W. Ellsworth, D. Eberhart‐Phillips, and U. Kradolfer (1994), 

Initial reference models in local earthquake tomography, J. Geophys. Res., 99(B10), 

19635-19646. 

 

衛星軌道暦の違いに基づく KGPS 解析の精度評価 

○渡部 豪・田所敬一・生田領野（静岡大）・奥田 隆・永井 悟・江藤周平・久野正博 

 

近年、海域で発生した地震による地殻変動を海底地殻変動観測により捉えた例がいくつか報告

されている.地震後のより詳細な変動を捉えることは、地球科学的な観点からだけでなく、防災

の観点からも非常に重要である。そのために、陸域と同様に迅速な解析結果が得られることが望

ましい。このことをふまえ、本研究では、迅速なKGPS 解析について、IGS より提供されてい

る超速報暦の海底地殻変動解析への適応可能性に関して評価を行った。なお、KGPS 解析には、

GrafNav（Ver. 8.0）を用い、陸上3ヵ所のGPS基準局と海域を結ぶ、それぞれ、56 km・86 km・

109 km について、のべ12日分のデータについて解析を行った。精密暦と超速報暦を用いてそれ
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ぞれの解を比較した結果、測位解の差の標準偏差は、基線長に依存して大きくなるものの、最大

基線長の109 kmでも水平・上下成分ともに1.1 mm、バイアスに関しても、水平成分2.7～4.2 mm、

上下成分7.1 mm となり、海底地殻変動観測においては、問題とならない差であることが確認で

き、迅速なKGPS解として、精度上十分であることが示された。 

 

プレート境界に於ける地震発生サイクル：多様なすべり運動と摩擦特性 

○橋本千尋 

 

『シミュレーションとモニタリングを統合した地殻活動予測システム』の構築とそれに基づく

予測研究を進めてゆく為には、シミュレーション・システムの高度化と共に、多様な観測・デー

タ解析を通した地殻活動モニタリングによる情報をシミュレーションに取り込むことが重要で

ある。このことを踏まえて、今年度までに、測地データインバージョン解析手法を GONET の

GPS データに適用して、日本列島全域のプレート境界面の固着−すべり状態を推定した。これに

より、東北日本では、固着域が孤立的に分布し、それぞれの固着域が過去 100 年に発生した大地

震の震源域とほぼ完全に一致するのに対して、西南日本では、南海トラフに沿って固着域が帯状

に分布し、1944 年東南海・1946 年南海地震の震源域や、東海・豊後水道で発生したスロースリ

ップの震源域は、その帯状の固着域の中に含まれることを明らかにした。このことは、西南日本

のプレート境界に於けるすべり運動の様式の複雑性を示している。多様なすべり運動を数値シミ

ュレーションにより再現する為には、摩擦特性を推定する必要がある。これに関する研究として、

2010 年度は、単純なすべり依存の構成則を用いた二次元面外剪断破壊シミュレーションモデル

を構築し、安定／不安定すべりやスロースリップ等のすべり運動の様式が、断層周辺媒質の剛性

率、すべり弱化の臨界変位量、強度が局所的に強い領域（強度アスペリティ）の長さ、強度アス

ペリティのピーク強度から構成される一つの無次元パラメーターによって規定されることを明

らかにした（野村・橋本, 地球惑星科学連合大会, 2010）。また、前の地震サイクルの影響を取

り込んだ地震発生サイクルシミュレーションにより、地震発生直後に、震源域の応力蓄積レート

が顕著に増大すること、また、深部の脆性－延性遷移領域では余効すべりが地震後数年間に亘り

継続することを明らかにした（Hashimoto, Fukuyama & Matu'ura, 2010, submitted）。 

 

GPS 連続観測による北部糸魚川－静岡構造線断層帯周辺の地殻上下変動 

○鷺谷 威・西村卓也（国土地理院）・松多信尚 

 

 糸魚川－静岡構造線の北部は北部フォッサマグナの西端部に位置し、日本海拡大時以降現在ま

で活発な地殻変動が継続してきた地域である。糸魚川－静岡構造線断層帯は日本でも有数の活動

度を持つ活断層であるが、歴史時代に大地震の記録が無いため、大地震の発生様式や地殻変動と

の関係についても不明な点が多い。我々は糸魚川－静岡構造線断層帯周辺の詳細な地殻変動分布
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を解明することを目的として、1999 年から 2000 年にかけて 11 点の GPS 連続観測点を設置し

た。これまで、GPS の水平成分に基づいて地殻変動を議論してきたが上下成分については十分

な精度が得られず議論されてこなかった。このたび約 10 年におよぶデータを周辺の GPS 連続観

測点と合わせた解析を行うことにより詳細な上下変動分布の議論が可能となったので報告する。 

新たに明らかとなった糸魚川－静岡構造線周辺の地殻上下変動の特徴は以下の通りである。

１）飛騨山脈は最大 4-5mm/年程度で隆起している。隆起域の東縁は飛騨山脈と松本盆地の境界

付近である。２）松本盆地は東に下がりで傾動し、松本盆地東縁断層の西側では 1-2mm/年程度

で沈降する。３）松本盆地東縁断層と小谷－中山断層に挟まれた大峰帯では顕著な上下変動は見

られない。４）小谷－中山断層の東側の褶曲帯では 1-2mm/年程度の隆起が見られる。 ５）中

央隆起帯では顕著な上下変動は見られない。 

こうした地殻変動の特徴は地形・地質構造と整合的であり、飛騨山脈や松本盆地、犀川沿いの

褶曲帯などを形成したテクトニックな運動が現在も継続していることを示唆する。松本盆地東縁

断層を境として上下変動にコントラストが見られること、断層周辺に集中した水平短縮が見られ

ることなどを勘案すると、松本盆地東縁断層においては、西北西－東南東方向の短縮運動が深部

クリープなどの非弾性的なプロセスで賄われているように見える。ただし、松本盆地の沈降は堆

積層の圧密により生じている可能性がある。また、筑摩山地の地殻変動も、副次的な断層の活動

や褶曲運動を考慮したモデリングが必要である。 

 

常時微動の自己相関関数を利用した地下探査 

○古本宗充・毛利拓治・平松良浩（金沢大学） 

 

将来プレート境界で発生する巨大地震を予測し被害を軽減するため、地殻変動等の観測データ

を用いた定量的な地震発生予測モデルの構築が望まれている。予測を行うためには、尐なくとも

現在得られている観測データを再現できるモデルを構築しなければならない。そのため、観測さ

れた時系列データから自動的に適切なモデルパラメタや初期値の分布を推定する、データ同化手

法の開発が重要となる。しかし、地震に関する観測データは、対象とする地震発生サイクルの繰

り返し間隔（数十年～数百年）に対して限られている。例えば、観測データとして最も有用と思

われる国土地理院の GEONET の観測期間は十数年である。このような場合にどれ程モデルパラ

メタの取りうる範囲を拘束できるのかを明らかにする必要がある。そのため、光井・他（2009, 地

震）は極力単純な二自由度の断層モデルを用いて、地震サイクルに対するデータ期間の長さの違

いやすべりの特徴の違いによってモデルパラメタの拘束状況がどのように変わるか調べた。その

結果、データ期間が地震サイクルに対して短期間でも、すべりの特徴にパラメタを特定できる情

報が含まれている場合には、パラメタが推定できることを示した。特に、余効すべりの発生域に

おけるモデルパラメタの推定には、余効すべりの発生直後のデータが重要であることを示した。

さらに Mitsui et al. (in press, Theoretical and Applied Mechanics Japan) は、データの誤差が

-  11  -



パラメタの推定範囲に与える影響を検証すると同時に、解析手法の改善によって現在の GPS デ

ータ解析手法よりもノイズが小さく、短い時間間隔のデータが得られるようになると、余効すべ

りの発生直後のデータを使えるようになるためパラメタの推定範囲を拘束できることを示した。

今後は、すべりの時空間的な広がり方を予測できるようにするため、二次元または三次元空間中

に存在する多自由度の予測モデルのデータ同化手法を開発する必要がある。 

 

海洋潮汐応答を用いた地下構造推定 

○伊藤武男・Mark Simons（Caltech） 

 

地球潮汐応答は太陽と月の引力によって生じる現象である。この地球潮汐応答は地球内部の弾

性率構造と密度構造と密接な関係にあり、原理的には地球潮汐応答から地球の内部構造を推定す

る事ができる。地球潮汐応答は大きく分けて 2 つに分類することができる。１つめは固体地球潮

汐応答、2 つめは海洋潮汐応答である。前者は波長がとても長く（1 万メートル以上）、数十セン

チメール程度の振幅をもつ周期的な地球の変形である。しかし、この固体地球潮汐応答は空間的

な地下構造に対する感度が小さく、1 次元構造モデルと 3 次元構造モデルとの地表変形の違いは

最大で１ミリメートル程度の違いでしかない。一方、後者の海洋潮汐応答は数百キロメートル程

度の波長で数センチメートル程度の振幅を持つ周期的な変形であり、空間的な解像度は固体地球

潮汐応答と比較すると高い。本講演では、この海洋潮汐応答を GPS 観測によって測定し、地下

構造を推定するという新しい手法を紹介する。 

従来の地震波を用いた手法では、波動の伝搬時間を観測量とするため、P 波速度、S 波速度を

未知数とするが、本手法では、2 つの弾性定数と密度構造を未知数とする。また、海洋潮汐応答

は 12 時間あるいは 24 時間周期の波動であるため、Q を推定することに対しても有効な手法と

なり得るなど、多くの利点がある。この手法をアメリカ西海岸に設置されている 約 700 点 の

GPS 観測点のデータに適用した結果、深さ 220km の地震波の不連続面が無くなり、アセノスフ

ェア-において、地震波速度の低速度層と低密度異常を GPS 観測から推定することに成功した。

また、低密度異常は約 50kg/m^3 程度であり、これから推定される。温度異常は 300℃程度で

ある。この温度異常が地震波速度の低速度層を形成している可能性があることを定量的に示した。 

 

アクロスに用いる震源装置の現状とこれから 

○山岡耕春 

 

平成２２年度は、従来アクロスで用いていた回転型の震源に加え、直線加振型の震源での実験、

さらにロシアで開発された圧力型の水中震源について調査を行った。一般に回転型の震源は構造

が単純であるが、発生力が回転周波数の２乗に比例するため、低周波での発生力が相対的に弱く

なるという欠点がある。その欠点を解消するために開発されたのが直線加振型の震源である。こ
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の震源は、現時点では鹿島建設から借り受けているが、１Hz 程度の低周波域まで同じ力を発生

することが可能となっている。しかしながら、回転型と比べて重量が大きくなることが難点であ

る。一方、水中震源は、もともとは海中で用いる震源として開発されたものであるが、例えば池

の中で発信することにより、他の震源で問題となっている雤などによる影響を避ける事ができる。

しかしながら、現在の震源は共振によって効率を上げる構造となっているため、広帯域の制御性

に乏しい.現時点では GPS に同期している震源は回転型だけであるが、直線加振型の GPS への

同期も原理的には容易である。 

 本講演では、各種震源の利害得失を考察するほか、2010 年９月に栃木県大谷で現地の１００

点以上の地震観測網を利用した直線加振機の観測実験について紹介する。またボアホール孔内震

源についても考察をする。 

 

弾性波アクロスのこの１年の成果 

○渡辺俊樹・山岡耕春・國友孝洋・生田領野（静岡大） 

 

弾性波アクロス研究では、この１年、プレート間カップリングの時間変化の監視を目的とした

東海監視計画、断層近傍の長期モニタリング、火山活動の監視その他を目的として知見を積み重

ねてきた。 

 三河地殻変動観測所内の弾性波アクロス震源装置（豊橋アクロス）は昨年度に引き続き 1 年間

を通じてほぼ連続運転を行った。今年度は、次の東海スロースリップの発生に備え監視を行うた

めに必要な検討を開始した。蓄積している Hi-net 観測点の連続観測記録を用いて、スロースリ

ップの発生が予測されるエリアのプレート境界からの反射波を観測できる観測点の選定と、必要

なデータスタッキング期間の見積もりを行った。また長期間にわたる大量の連続地震データを自

動で処理するシステムの開発に取り組んだ。微弱な反射信号の長期監視を行うために必要な、震

源の挙動と浅部地盤応答の変動を解明するために、アクロス近傍の深度 10m の地点にボアホー

ル型加速度計を設置した。なお、2 台の豊橋アクロスはそれぞれ不具合により停止している（本

稿作成現在）。淡路アクロスについては 漏水対策と制御システムの更新を行った。淡路では2000

年から断層近傍の長期状態モニタリングを継続して行っている。2010 年現在で走時、振幅、S

波異方性の変動はほとんど見られなくなっている。 

 

地震の発生に果たすテクトニック応力場と間隙水圧の役割 

○寺川寿子・Stephen Miller（ボン大学・シュタインマン研究所） 

 

地震は、地殻内に蓄積された応力を脆性破壊により一気に解放する物理プロセスである。あ

る断層で地震が発生するかどうかは、断層面に働いている応力状態と、クーロンの摩擦則で記

述される剪断強度の関係によって支配される。1970 年代の岩石の摩擦実験の結果に基づけば、
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地震発生領域での断層の摩擦係数は、岩石の種類によらず一定である。したがって、地震の発

生を理解するためには、テクトニック応力場と間隙流体圧場の両方を知ることが本質的に重要

である。本研究では、地震のメカニズム解から地殻内の３次元間隙流体圧を推定する手法、地震

メカニズムトモグラフィー（FMT）に基づいて、地震の発生に果たすテクトニック応力と間隙

流体圧の役割について考察した。今年度は、まず、2009 年イタリア・ラクイラ地震震源域とス

イス・バーゼル地方で行われた注水実験のフィールドを対象に、それぞれの地域のテクトニック

応力場と間隙流体圧分布を推定した。地震の規模と地震を駆動した剪断応力と間隙流体圧の関係

を調べたところ、大きな地震は応力場に対する剪断破壊の最適面で静水圧に近い間隙流体圧下で

発生する傾向がある。一方、小さな地震は、高圧な間隙流体圧に駆動されて本来すべりにくい非

最適面でも発生する。また、どちらの地域においても、地震の震源分布は応力場に対する破壊の

最適面を形成する傾向がある。これらの解析結果から、間隙流体圧は断層強度を低下させ、地震

を誘発する役割を果たすが、マクロスケールでの地震破壊のプロセスは周辺域のテクトニック

応力に支配されていることがわかった。 

 

 

ポスター発表要旨 

 

東北日本地殻変動データに基づくプレート間固着の時空間変化 

○小澤和浩・鷺谷 威 

 

プレート沈み込み帯周辺の地殻変動は、プレート内の長期的な変形とプレート境界での相互作

用による短期的な弾性変形を含んでいる。これらの寄与を分離し、それぞれを定量的に推定する

ことはプレート沈み込み帯周辺の変形構造を理解する上で非常に重要である。 

本研究では東北日本を対象として、ブロック断層モデルを用いた地殻変動逆解析を行い、千島

―日本海溝のプレート境界面上での固着分布の推定を行う。当該地域では、日本全国に GPS 連

続観測網が設置された 90 年代以降 1993 年北海道南西沖地震（Mw7.8）、1994 年三陸はるか沖

地震（Mw7.6）、及び 2003 年十勝沖地震（Mw8.0）といった海溝型の大地震が発生しており、

地震時および地震後の余効変動が GPS 観測によって捉えられている（例えば、Nishimura et al., 

2004; Ozawa et al., 2007）。一方、東北日本の北海道南東部では、千島海溝に沿った千島前弧

ブロックの西進運動が示唆されている（木村・楠本, 1997）。 

本研究ではブロック断層モデルを用いた解析を行い、プレート内変形とプレート間相互作用に

起因する弾性変形の寄与をそれぞれ定量的に推定し、地震発生後のプレート間固着回復の時間及

び空間的進展の特徴について検討する。今回の発表では、連続的な時間変化を追跡する前段階と

して、国土地理院が提供している GPS 連続観測網（GEONET）の 1996 月から 2010 年までの
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日座標解（F3 解）を使用し、 2 年毎の各期間での変動速度を推定し観測データとした.これら各

期間の解析結果を比較しプレート間固着分布の時間変化を議論する。 

 

四国周辺のプレート境界で発生する多様なすべり現象の空間的相補性 

○岡崎仁一・鷺谷 威 

 

 四国沖のプレート境界では、約 120 年ごとに南海地震が発生し、その深部では余効すべりやス

ロースリップといったゆっくりすべりが発生している。すべり現象のこのような多様性は、プレ

ート境界の摩擦特性の違いに起因していると考えられている。四国周辺では、地震によるすべり

域とゆっくりすべり域は空間的に相補的であることが分かっており、これらの領域における摩擦

特性の違いを反映していると推測される。しかしながら、余効すべりとスロースリップによるす

べり域について、摩擦特性の違いは明らかになっていない。ゆっくりすべりによってすべり域の

摩擦特性が異なるのであれば、それらの分布は空間的に相補的であることが期待される。そこで

本研究では、四国周辺で発生し検出されている大地震、余効すべり、スロースリップによるすべ

り分布を推定し、これらの相補性について検証を行った。豊後水道で検出されているスロースリ

ップ域の推定のためには GPS データを使用し、1946 年南海地震とその余効すべりによるすべり

域の推定のためには、潮位データおよび水準測量データを使用した。これらの測地データを入力

した逆解析の結果、1946 年南海地震によるすべり域は四国沖の 20km よりも浅い領域、余効す

べりによるすべり域は四国の中央部から東部にかけて深さ 20－30km、スロースリップによるす

べり域は豊後水道下の深さ 20－40km と推定された。これらのすべり域は、互いに棲み分けて

おり、これらの領域の摩擦特性はそれぞれ異なっていることが示唆された。 

 

地震サイクルシミュレーションのためのデータ同化 

－アジョイント法を用いたプレート境界面の摩擦パラメーター推定－ 

○佐々木朊樹・鷺谷 威 

 

近年、地震サイクルの数値シミュレーションが精力的に行われているが、そこで用いられるパ

ラメーターや初期条件は半ば恣意的に与えられたものが多く、シミュレーションによる将来予測

を実現する上での障害となっている。将来予測が可能な現実に即したシミュレーションを行うに

は、パラメーターや初期条件を観測に基づいて推定するとともに、常に最新の観測データを取り

入れてモデルを逐次更新することが必要である。データ同化と呼ばれるこの一連の過程は、地震

を対象とするシミュレーションではほとんど行われてこなかった。 

本研究では、２次元の地震サイクルシミュレーションモデルを用いて、プレート境界面の摩擦

パラメーターの推定を試みた。プレート境界面の摩擦法則としてすべり速度・状態依存摩擦法則 

[Dieterich, 1979; Ruina, 1983]を仮定し、そこで用いられる摩擦パラメーターa-b 及び L の推定
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を行った。観測データはプレート境界面のすべり速度とし、スロースリップを再現したシミュレ

ーションから得られた値に誤差を加えた人工データを用いた。またデータ同化手法として、アジ

ョイント法と呼ばれる、大気・海洋科学で広く使用されている手法を用いた。 

 データ同化を行った結果、グリッドサーチ法と比較してアジョイント法はより効率的に摩擦パ

ラメーターの推定を行えることが分かった。また観測データの期間と間隔を変えてデータ同化を

実行したところ、(１)期間が短くても特徴的な現象を捉えることで同化精度が向上する(２)高密

度でなくとも現象の全体像を押さえる観測データの方が同化精度を向上させることが示唆され

た。つまり、巨大地震サイクルのような時間スケールの大きな現象は、時間的に疎なデータであ

っても長期間の蓄積があればデータ同化の精度向上に有益である可能性があることが分かった。 

 

稠密 GPS データを用いた ALOS/PALSAR 干渉画像の電離層遅延補正 

○竹村裕樹・鷺谷 威 

 

 干渉合成開口レーダー（InSAR : Interferometric Synthetic Aperture Radar）は、地震や火

山に伴う地殻変動を面的に検出する手法である。近年、C バンド（波長 5.6cm）衛星の ERS-1

と ERS-2 の干渉画像を複数枚スタックし、サンアンドレアス断層周辺における数 mm/yr の非地

震時地殻変動が捉えられた（Fialko, 2006）。しかしながら、日本のような植生のある地域では、

C バンド干渉画像のコヒーレンスが悪いためにこの手法を適用することができない。C バンドの

代わりに、波長の長い L バンド（波長 23.6cm）SAR を用いる必要がある。そこで、Phased Array 

type L-band Synthetic Aperture Radar (PALSAR)を搭載した Advanced Land Observation 

Satellite (ALOS)の観測データを用いてスタッキング手法の適用性を検証する。InSAR 解析によ

って日本中部の跡津川断層地域を含む干渉画像が 13 枚得られた。この地域でスタッキング解析

を行うためには主に 2 つの問題点がある。（1）衛星間距離の長さ、または山岳部における積雪

の影響によって、この地域で地震間の地殻変動を検出するためにはコヒーレンスの良いペアが尐

なすぎるということ。（2）長波長の系統誤差が複数の干渉画像に現れるということ。（2）の

長波長ノイズは振幅が 10cm 以上であり、その補正が必要である。このノイズは L バンド衛星

が C バンド衛星よりも電離層擾乱の影響を約 16 倍大きく受けることから、電離層遅延によって

引き起こされると考えられている。したがって、本研究では GPS 連続観測データを用いて干渉

画像における電離層遅延誤差の補正を試みる。 

 

東アジアにおける地震監視体制と地震学の現状 

○木股文昭 

 

2004 年スマトラ地震津波以降、アジアとりわけ東南アジアには日本や西欧の国から資金援助

で、リアルタイムの地震観測網が構築され、インドネシアやフィリピンでは津波警報などの発令
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が可能な状況にいたっている。一方、USGS の世界観測網も維持が困難な点も現れ、石川有三が

指摘するように、検知能力が昨今明らかに低下していることをカバーできるという期待もある。 

しかしながら、たとえば、インドネシアでは地震記録は BMKG のジャカルタオフィスが担当し、

地震記録すら現地に残っていない観測点もある。そのため、地震記録の読み取り基準が 3 点以上

で検知したデータとなり、局地的な地震活動が把握できない状況にある.スマトラ断層周辺では

有感地震すら監視出来ていないと考える。この背景には局地的な地震活動が認められないドイツ

などの指導のもとに監視網を構築したこともある。 もっとも大きなネックは、インドネシアや

フィリピンには地震学を支える教育と研究機関が基本的に欠落していることである。そのため、

近代的な地震観測網のもとに豊富なデータが存在しながらも、インドネシアでもフィリピンでも

時刻の地震活動を議論したような発表を国際的な研究会や学会で伺うことは、2010 年度もでき

なかった。 本発表では、このようなフィリピン、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、ベ

トナムにおける地震観測網の現況を紹介すると同時に、各国が抱える問題点についても議論した

いと考える。 

 

諏訪之瀬島火山における地震計アレイ観測 

○中道治久・青山 裕（北大）・西村太志（東北大）・八木原寛（鹿大）・太田雄策（東北

大）・井口正人（京大） 

 

諏訪之瀬島火山は鹿児島県トカラ列島にあり、1957 年以降 2 週間から 4 週間の間隔で爆発的

噴火の活動期が再来してきた。最近は、1 つの活動期においてストロンボリ式噴火や比較的規模

の小さなブルカノ式噴火（爆発的噴火）が数日継続して起こっている。爆発的噴火が起こると、

その後は火口において溶岩やガスの噴出が継続する。爆発的噴火には地震が伴い、爆発地震と呼

ぶ。爆発地震が発生した後は、連続した火山性微動が数分から数時間継続する。我々は、2010

年 10 月 1 日から 11 月 18 日に火口から南南西 700m にてアレイ地震観測（上下動地震計 13 台）

を実施した。そして、アレイ解析を行って、連続微動と爆発地震の波動の到来方向と見かけ速度

を推定した。これらの波動の到来方向はほぼ火口を向いた。見かけ速度は、爆発地震の初動付近

は 2.0 km/s と P 波を示すが、後続波は 0.8 km/s となり表面波と解釈できる。溶岩とガスが噴出

している時の連続微動の見かけ速度は 0.8 km/s となり、火口直下の極浅部で発生している微動

の表面波と解釈できる。連続微動は爆発的噴火直前の数分間は振幅が小さくなり、見かけ速度は

1.5～2.5 km/s であった。これは爆発的噴火前に微動の震源が火道の深い部分に移ったことを示

唆している。 
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３－２． 教員・研究員の研究教育活動報告 

 

I.  木股文昭 

II．論文，著書，研究発表等 

◆学術論文（レフェリーあり） 

(1) M. Murase, T. Ito, Y. Hayashi, T. Sagiya, F. Kimata and H. Watanabe, Spatio-temporal distribution 

of magma intrusions inducing repeated earthquake swarms off the east coast of the Izu peninsula, 

central Japan, for 1973–1998, Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol. 193 , pp. 25-36, 

2010. 

◆学術論文（レフェリーなし） 

◆著書 

(1) 御嶽山 静かなる活火山, 信濃毎日新聞社, 2010.06. 

◆学術研究発表等（注：招待講演の場合はその旨を付記） 

(1) 中道治久・ 橋田 悠・ 山中佳子・ 山崎文人・ 堀川 信一郎・ 奥田 隆・ 木股文昭, 地震学的研究

からみた 2007 年御嶽山小噴火と最近の観測, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(2) 井上 公・ 熊谷博之・ 木股文昭・ 長尾年恭・ 箕輪親宏・ レナート・ソリダム・ バートロメ・バウテ

ィスタ, フィリピン地震火山監視強化と防災情報の利活用推進, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千

葉, 2010.05. 

(3) N. Rahma Hanifa・ Fumiaki Kimata・ Takeshi Sagiya, Postseismic and interseismic deformation in 

Java Trench, Indonesia, deduced from continuous GPS data, 日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島, 

2010.10. 

(4) Ito, T., Gunawan, E., Kimata, F., Tabei, T., Simons, M., Meilano, I., Agustan, A., Sugiyanto, D., 

Seismic potential on the Sumatran fault using GPS observation,  AGU 2009 Fall Meeting, San 

Francisco, USA, 2010.12. 

 ◆その他（発表, 講演） 

(1)  防災講演会,岐阜県中津川市落合コミュニティセンター, 2011.01.18. 

IV．学内, 研究科内での委員会活動 

◆研究科内の委員会 

(1) 地震火山, 防災研究センター 運営委員会委員，2009.  

(2) 広報委員会委員, 2009． 

V．委員会, 審議会等委員  

◆地方公共団体関係 

(1) 御嶽山 火山噴火緊急減災対策砂防計画検討会 

VII．国際学術交流（注：科研費以外のものも含む） 

(1) JICA 研修コース「地震津波火山観測システムの運用, 管理」のチームリーダー，2006/7-2011/3. 

(2) スマトラ北部におけるスマトラ地震の歪み回復過程とスマトラ断層の歪み蓄積過程の研究, 2007-2010/3． 
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I.  山岡耕春 

II.  論文，著書，研究発表等 

◆学術論文（レフェリーあり） 

(1) 河村 将・工藤 健・ 山岡耕春・ 古本宗充, 統計的アプローチによる地殻活動解明--(I)統一化された形

式をもつ日本列島地殻現象データベース構築-, 地震Vol. 63, pp.21-34, 2010. 

(2) Kato, A., T. Iidaka, R. Ikuta, Y. Yoshida, K. Katsumata, T. Iwasaki, S. Sakai, C. Thurber, N. Tsumura, 

K. Yamaoka, T. Watanabe, T. Kunitomo, F. Yamazaki, M. Okubo, S. Suzuki, and N. Hirata, 

Variations of fluid pressure within the subducting oceanic crust and slow earthquakes, Geophys. Res. 

Lett., Vol. 37, L14310, doi:10.1029/2010GL043723, 2010. 

◆学術論文（レフェリーなし） 

(1) Watanabe, T., K. Yamaoka, K. Yamazaki, and Y. Suzuki, Monitoring the plate boundary in Tokai 

area using ACROSS -Role of Toyohashi ACROSS source-, Proc. of 12th Intern. Sympo. on Recent 

Advances in Exploration Geophysics, pp. 65-68, 2010. 

◆学術研究発表等（注，招待講演の場合はその旨を付記） 

(1) 河村 将・ 工藤 健・ 山岡耕春, 異なる物理指標間の空間的相関の時間変化に基づく地殻現象理解(３), 

日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(2) 加藤愛太郎・ 飯高隆・ 生田領野・ 吉田康宏・ 勝俣啓・ 岩崎貴哉・ 酒井慎一・ 山岡耕春・ 渡辺

俊樹・ 國友孝洋・ 山崎文人・ 津村紀子・ 野崎謙治・ 高橋福助・ 大久保慎人・ 鈴木貞臣・ 平田

直, 東海下の構造と地震発生に果たす水の役割, 日本地球惑星科学連合2010年大会, 千葉, 2010.05. [招

待講演] 

(3) 國友孝洋・ 加藤愛太郎・ 飯高隆・ 生田領野・ 吉田康宏・ 勝俣啓・ 岩崎貴哉・ 酒井慎一・ 山岡

耕春・ 渡辺俊樹・ 山崎文人・ 津村紀子・ 野崎謙治・ 高橋福助・ 大久保慎人・ 鈴木貞臣・ 平田

直, 東海臨時測線で観測された土岐送信所からの弾性波アクロス信号, 日本地球惑星科学連合 2010 年

大会, 千葉, 2010.05. 

(4) 高岡宏之・ 津村紀子・ 高橋福助・ 野崎謙治・ 加藤愛太郎・ 飯高隆・ 生田領野・ 吉田康宏・ 勝

俣啓・ 岩崎貴哉・ 酒井慎一・ 山岡耕春・ 渡辺俊樹・ 國友孝洋・ 山崎文人・ 大久保慎人・ 鈴木

貞臣・ 平田直, 東海地域における 3 次元地震波減衰構造, 日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島 

2010.10. 

(5) Yamaoka, K., Japan's approach to the prediction of great earthquake at plate boundaries,8th Joint 

Meeting of UJNR Panel on Earthquake Reasearch., Nagaoka, 2010.10. 

(6) Yamaoka, K., Japan's experience and Current Approach on the Research of Earthquake 

Hazards,2nd Asian Heads of Research Council Joint Symposium, Kuala Lumpur, Malaysia, 

2010.11. 

(7) 山崎賢志・ 渡辺俊樹・ 山岡耕春・ 生田領野・ 國友孝洋・ 吉田康宏・ 勝間田明男・ 山中佳子・ 中

道治久・ 堀川信一郎, 鳳来アレイ連続地震観測記録を用いた土岐、森町、豊橋震源からのアクロス信号

の解析,物理探査学会第 122 回（平成 22 年度春季）学術講演会, 東京, 2010.05. 

(8) 小林由実・ 渡辺俊樹・ 山岡耕春・ 生田領野・ 西上欽也，野島断層における ACROSS を用いた S 波

偏向異方性の時間変化,日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島 2010.10. 
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(9) 鈴木友理・ 渡辺俊樹・ 山岡耕春・ 國友孝洋・ 山崎賢志・ 生田領野，東海スロースリップの監視を

目指した Hi-net による豊橋 ACROSS 信号の検出範囲の評価,日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島 

2010.10. 

(10) Kato, A., T. Iidaka, R. Ikuta, Y. Yoshida, K. Katsumata, T. Iwasaki, S. Sakai, C. H. Thurber, N. 

Tsumura, K. Yamaoka, T. Watanabe, T. Kunitomo, F. Yamazaki, M. Okubo, S. Suzuki, and N. Hirata, 

Variations of fluid pressure within the subducting oceanic crust: Fine-scale seismic structures 

correlating with slow earthquakes, AGU 2010 Fall Meeting, San Francisco, USA, 2010.12. 

(11) Kobayashi, Y., T. Watanabe, K. Yamaoka, R. Ikuta, and K. Nishigami, Monitoring of the Nojima 

Fault structure using Accurately Co,ntrolled Routinely Operated Signal System (ACCROSS), AGU 

2010 Fall Meeting, San Francisco, USA, 2010.12. 

◆その他（発表・講演） 

(1) 世界９カ国の専門家、伊で地震予知会議 なゐふる 78 号 2010.3. 

(2) 地震予測に関する国際委員会  日本地震学会ニューズレター 21 巻 6 号. 

(3) 精密制御震源（アクロス）システム 地震本部ニュース 2009.7 p8-9. 

III．国内外での学術活動 

◆学会の理事・評議員等 

(1) 日本地震学会 理事 （2008 年４月−） 

IV．学内・研究科内での委員会活動 

◆研究科の委員 

(1) 地震火山・防災研究センター長 

(2) 将来構想委員会 

(3) 人権委員会 

(4) 研究委員会委員（地球惑星） 

(5) 運営委員会委員（地球惑星） 

V．委員会･審議会等委員 

◆国際関係 

(1) 地震予測に関する国際委員会（イタリア政府）(2009 年 4 月-10 月) 

◆政府関係 

(1) 文部科学省科学官 （2008 年４月−） 

(2) 火山噴火予知連絡会委員 （2007 年４月−） 

(3) 地震予知連絡会委員 （2007 年４月−） 

(4) 原子力安全委員会燃料安全審査会 審査委員（2005 年１月−） 

(5) 原子力安全委員会耐震安全評価特別委員会委員 （2007 年 12 月−） 

(6) 国土交通省交通政策審議会臨時委員 （2007 年 9 月−） 

◆地方公共団体関係 

(1) 愛知県防災会議 委員 （2008 年４月−） 

VI．社会との連携（注，地域での活動を含む） 

（講演他） 
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(1) 放送大学面接授業「地震と火山噴火の科学」, 放送大学愛知学習センター（名古屋市昭和区）, 

2010.5.15-16. 

(2) 「測量の日」講演「東海地震ー観測と地震予知ー」, 静岡県男女共同参画センター（静岡市駿河区）, 

2010.6.3.  

(3) 名大祭研究室公開「見て・触れて・感じる地震のしくみ」,名古屋大学理学部 E 館（名古屋市千種区）, 

2010.6.5.  

(4) 愛知県議会にて説明「地震調査研究の最近の動向」, 愛知県議会（名古屋市中区）, 2010.9.10. 

(5) 一宮市自主防災講演会「地震と揺れー予測と祭策」,一宮市民会館ホール（愛知県一宮市）, 2010.11.5. 

(6) 応急危険度判定士講習会にて地震に関する講演, 中区役所ホール（名古屋市中区）, 2010.11.11.  

(7) 大垣市防災ひとづくり塾「大垣で起こりうる地震災害」, 大垣市スイトピアホール（岐阜県大垣市）, 

2010.11.27 . 

(8) 土木学会中部支部 切迫する巨大地震への地震発生予測と減災技術に関する講習会, 講演, レセプショ

ンハウス名古屋逓信会館（名古屋市中村区）, 2010.12.7.   

(9) 東海テレビ プレサタ 出演, 2011.3.19.  

(10) 東海テレビ スタイルプラス 出演 , 2011.3.20. 

(11) NHKTV あさイチ 出演, 2011.3.24.  

(12) NHK ラジオ ラジオジャーナル 電話出演, 2011.3.24.  

(13) CBC ラジオ 朝から PON 金曜トーク スタジオ出演 , 2011.3.25. 

(14) 中京 TV 特別番組「心ひとつに」ゲスト出演, 2011.3.25.  

(15) 名古屋大学減災連携研究センター 大震災追悼シンポジウム，講演（今回の震災について） ,名古屋大

学 IB 電子情報館（名古屋市千種区）, 2011.3.16.  

 

I.  鈴木 康弘 

II．論文，著書，研究発表等 

◆学術論文（レフェリーあり） 

(1) 鈴木康弘・杉戸信彦・隈元 崇・澤 祥・渡辺満久・松多信尚・廣内大助・谷口 薫・田力正好・石黒

聡士・佐藤善輝，平均変位速度分布に基づく糸魚川－静岡構造線断層帯北部の地震発生予測，活断層研

究，No.33，1-14．2010.9. 

(2) 渡辺満久・中田 高・鈴木康弘，佐渡海盆東縁断層と 2007 年中越沖地震, 活断層研究,No.33, 27-37. 

2010.9. 

◆学術論文（レフェリーなし） 

(1) 鈴木康弘，東海～四国沖の陸棚外縁活撓曲の再発見, 科学, 80 巻, pp. 779-781, 2010.8. 

(2) 梶 琢・中田 高・渡辺満久・鈴木康弘・後藤秀昭・徳山英一・隈元 崇・佐竹健治・加藤幸弘・西澤

あずさ・泉 紀明・伊藤弘志・渡邊奈保子・植木俊明（2010）, 詳細海底地形図に基づく南海トラフ域

の海底地すべり分布とその特徴－特に南海トラフから天竜海底谷にかけて－．月刊地球，号外

No.61,49-55,2010.4. 

◆その他の論文，著書 

(1) 鈴木康弘・杉戸信彦，「1:25,000 岐阜県活断層図解説書」，岐阜県，104p．2010.9. 
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(2) 鈴木康弘・杉戸信彦編，「1:25,000 岐阜県活断層図」，岐阜県，138p．2010.9. 

(3) 鈴木康弘・杉戸信彦・堤 浩之・後藤秀昭・廣内大助・熊原康博・松多信尚・澤 祥・渡辺満久・中田 

高，活断層の地表形状・ずれ量データにもとづく地震発生予測，地震及び火山噴火予知のための観測研

究計画平成 22 年度年次報告，課題番号：1704．2011.3. 

◆学術研究発表等（注：招待講演の場合はその旨を付記） 

(1) 杉戸信彦・鈴木康弘・坂上寛之・内田主税・糸魚川－静岡構造線活断層帯重点的調査観測変動地形グル

ープ，糸静線活断層帯南半部（茅野～鰍沢）の変動地形 GIS データとそのオンライン公開，日本地球惑

星科学連合，千葉，2010.5. 

(2) 石黒聡士・鈴木康弘・杉戸信彦・澤 祥・谷口 薫・内田主税・坂上寛之・糸魚川－静岡構造線活断層

帯重点的調査観測変動地形グループ，糸静線活断層帯における変動地形の細密 GIS データの整備とその

精度，日本地球惑星科学連合大会，千葉，2010.5. 

(3) 鈴木康弘・杉戸信彦・隈元 崇・澤 祥・渡辺満久・松多信尚・廣内大助・谷口 薫・田力正好・石黒

聡士・糸魚川－静岡構造線活断層帯重点的調査観測変動地形グループ，平均変位速度分布に基づく糸静

線活断層帯の地震規模の推定－糸静重点的調査観測の成果－，日本地球惑星科学連合大会，千葉，2010.5. 

(4) 渡辺 満久・中田 高・鈴木 康弘・村川伸治・柴田 剛，核燃料サイクル施設の安全性に関わる変動地形

－六ヶ所撓曲－，日本地球惑星科学連合大会，千葉，2010.5. 

(5) 中田 高・渡辺満久・鈴木康弘・徳山英一・隈元 崇・後藤秀昭・佐竹健治・加藤幸弘・西澤あずさ・泉 

紀明・伊藤弘志・渡辺奈保子・Wesnousky,S.G.・植木俊明・梶 琢，詳細海底地形図からみた南海トラ

フ沿いの活断層の分布とその特徴，日本地球惑星科学連合大会，千葉，2010.5. 

(6) 杉戸信彦・古澤 明・澤 祥・田力正好・谷口 薫・中村優太・渡辺満久・鈴木康弘・糸静線活断層帯

重点的調査観測変動地形グループ，甲府盆地西縁,築山における中位段丘面のテフラ編年，日本地質学会

学術大会，富山，2010.9. 

(7) 杉戸信彦・澤 祥・谷口 薫・佐藤善輝・中村優太・糸静線活断層帯重点的調査観測変動地形グループ，

糸静線活断層帯中南部,富士見町御射山神戸における横ずれ変位に伴ったテクトニックバルジの形成・進

化，日本地理学会秋季学術大会，愛知，2010.10. 

(8) 中田 高・後藤秀昭・渡辺満久・鈴木康弘・隈元 崇・徳山英一・佐竹健治・加藤幸弘・西澤あずさ・

泉 紀明・伊藤弘志・渡奈保子・植木俊明・梶 琢，詳細 DEM 画像から探る南海トラフの海底地形，

日本地理学会秋季学術大会，愛知，2010.10. 

(9) 渡辺満久・中田 高・後藤秀昭・鈴木康弘・隈元 崇・徳山英一・佐竹健治・加藤幸弘・西澤あずさ・

泉 紀明・伊藤弘志・渡奈保子・植木俊明・梶 琢，詳細 DEM 画像から探る相模トラフ・駿河トラフ

の海底地形，日本地理学会秋季学術大会，愛知，2010.10. 

(10) 鈴木康弘・中田 高・後藤秀昭・渡辺満久・徳山英一・隈元 崇・佐竹健治・加藤幸弘・西澤あずさ・

泉 紀明・伊藤弘志・渡奈保子・植木俊明・梶 琢，詳細 DEM 画像から探る紀伊半島域の海底地形，

日本地理学会秋季学術大会，愛知，2010.10. 

(11) 後藤秀昭・中田 高・渡辺満久・鈴木康弘・徳山英一・隈元 崇・佐竹健治・加藤幸弘・西澤あずさ・

泉 紀明・伊藤弘志・渡奈保子・植木俊明・梶 琢，詳細 DEM 画像から探る四国沖の海底地形，日本

地理学会秋季学術大会，愛知，2010.10. 

(12) 後藤秀昭・中田 高・渡辺満久・鈴木康弘・徳山英一・隈元 崇・佐竹健治・加藤幸弘・西澤あずさ・
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泉 紀明・伊藤弘志・植木俊明・梶 琢，詳細 DEM 画像を用いた南海トラフ西部の海底活断層，日本

地震学会秋季大会，広島，2010.10. 

(13) 渡辺満久・中田 高・後藤秀昭・鈴木康弘・隈元 崇・徳山英一・ 佐竹健治・加藤幸弘・西澤あずさ・

泉 紀明・伊藤弘志・植木俊明・梶 琢，詳細 DEM 画像から探る相模トラフ～紀伊半島沖の海底活断

層，日本地震学会秋季大会，広島，2010.10. 

(14) 杉戸信彦・後藤秀昭・鈴木康弘・廣内大助・D. Enkhtaivan・S. Narangerel・M. Otgonbayar・J. 

Sukhbaatar・O. Batkhishig，地形学的手法に基づくモンゴル,ブルナイ断層の最近 2 回の地震時変位量

と活動時期，日本活断層学会秋季学術大会，愛知，2010.11. 

(15) 杉戸信彦・鈴木康弘・岡田篤正・金田平太郎・東郷正美・中田 高・廣内大助・渡辺満久・内田主税・

岐阜県防災課，2010 年岐阜県刊行「1:25,000 岐阜県活断層図」，日本活断層学会秋季学術大会，愛知，

2010.11. 

(16) 石黒聡士・杉戸信彦・後藤秀昭・鈴木康弘・廣内大助・D. Enkhtaivan・O. Batkhishig，ALOS/PRISM

画像のステレオ計測による変動地形の認定と変位量計測：モンゴル,Gobi-Altay 断層帯の例，日本活断

層学会秋季学術大会，愛知，2010.11. 

(17) 千田良道・杉戸信彦・鈴木康弘，高機能 DEM 実体視システムの活断層調査への適用－糸魚川－静岡構

造線活断層帯の例－，日本活断層学会秋季学術大会，愛知，2010.11. 

(18) 鈴木康弘・杉戸信彦・岡田篤正・金田平太郎・東郷正美・中田 高・廣内大助・渡辺満久・内田主税・

岐阜県防災課，2010 年岐阜県刊行「1:25,000 岐阜県活断層図」の意義，日本活断層学会秋季学術大会，

愛知，2010.11. 

(19) 澤 祥・渡辺満久・鈴木康弘，横手盆地東縁断層帯南部・横手市付近で新たに認定された活断層トレー

スにおける試錐調査，日本地理学会春季学術大会，東京，2011.3. 

(20) 渡辺満久・中田 高・後藤秀昭・鈴木康弘・堤 浩之・谷口 薫・澤 祥，横手盆地南部の変動地形と

活断層，日本地理学会春季学術大会，東京，2011.3. 

◆その他（発表，講演） 

(1) 地理的要因による被害の発生と災害対策，三重さきもり塾，三重大学，2010.6.19. 

(2) 災害を甚大化させる地理的要因，高大連携高校生防災セミナー，名古屋大学，2010.7.26. 

(3) 活断層について，高年大学主催，名古屋市，2010.10.25. 

(4) 岐阜県の活断層について，岐阜県庁主催，岐阜市，2010.10.28. 

(5) 熊野灘の活断層について（NSL 合宿），NSL 主催、熊野市，2010.11.6. 

(6) 活断層と地震防災，応急危険度判定士講習会（愛知県住宅センター），岡崎市,2010.11.15. 

(7) 活断層について，土木学会中部支部主催，名古屋市，2010.12.7. 

(8) 東南海地震の再来について，岡崎ロータリークラブ，岡崎市，2010.2.16. 

(9) 東日本大震災追悼シンポジウム，名古屋大学，2011.3.26. 

III．国内外での学術活動 

◆学会の理事，評議員等 

(1) 日本活断層学会事務局長，理事，2008-. 

(2) 日本地理学会代議員, 2008-. 

◆学会，シンポジウムの主催 
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(1) 名古屋大学防災アカデミー10 回開催 

◆学術的イニシアチブ 

(1) 糸魚川－静岡構造線活断層情報ステーション，研究プロジェクト変動地形学グループのホームページ，

2008/04/01-. 

(2) 地震予知事業における変動地形学的活断層研究（代表），2009/04/01-. 

(3) 減災連携研究の推進，2010/12/01-. 

IV．学内，研究科内での委員会活動  

◆全学の委員会 

(1) 災害対策室長, 2004-. 

(2) 環境安全防災委員会委員, 2004−. 

(3) 自然災害対策検討ＷＧ主査，2006-. 

(4) 環境安全衛生統括本部委員，2006-. 

(5) 社会連携委員会委員，2006-. 

V．委員会，審議会等委員  

◆政府関係 

(1) 地震調査研究推進本部地震調査委員会専門委員，1996-. 

(2) 内閣府原子力安全委員会専門委員, 2007-. 

(3) 国土交通省国土地理院全国活断層帯情報整備検討委員会委員, 2008-. 

◆地方公共団体関係 

(1) 三重県地域活断層調査委員会委員，1996-. 

VI．社会との連携（注：地域での活動を含む） 

(1) 災害対策室長として地域防災の実践，2004-. 

(2) NSL「マスコミと大学研究者による防災ネットワーク」立ち上げ，2001-. 

(3) 減災連携研究拠点整備 

VII．国際学術交流（注：科研費以外のものも含む） 

(1) モンゴル国立地理学研究所との活断層共同研究，2005-. 

 

I. 鷺谷 威 

II. 論文，著書，研究発表等 

◆学術論文（レフェリーあり） 

(1) Ohzono, M., T. Sagiya, K. Hirahara, M. Hashimoto, A. Takeuchi, Y. Hoso, Y. Wada, K. Omoue, F. 

Ohya, and R. Doke, Strain accumulation process around the Atotsugawa fault system in the 

Niigata-Kobe Tectonic, Zone, central Japan, Geophys. J. Int., doi:10.1111/j.1365-246X.2010.04876.x, 

2011. 

(2) Murase, M., T. Ito, Y. Hayashi, T. Sagiya, F. Kimata and H. Watanabe, Spatio-temporal distribution 

of magma intrusions inducing repeated earthquake swarms off the east coast of the Izu peninsula, 

central Japan, for 1973–1998, Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol. 193 , pp. 25-36, 

2010. 
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◆学術研究発表等（注：招待講演の場合はその旨を付記） 

(1) Sagiya, T, K. Ozawa, M. Ohzono, T. Nishimura, and Y. Hoso, Consistency and mostly inconsistency 

between geodetic and geologic fault slip rates in central Japan, SCEC GPS/UCERF3 workshop, 

Pomona, CA, USA, 2010.04. 

(2) 鷺谷威・大園真子・平原和朗・橋本学・細善信・和田安男・竹内章・道家涼介, 稠密 GPS 観測から見

る跡津川断層の応力蓄積過程, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(3) 鷺谷 威・伊藤 武男・高橋 浩晃・三浦 哲・太田 雄策・加藤 照之・竹内 章・宮崎 真一・田部井 隆

雄・松島 健・中尾 茂・棚田 俊收・原田 昌武・奥田 隆・堀川 信一郎・河野 裕希, 日本海東縁ひず

み集中帯における GPS 稠密観測（序報） , 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05.  

(4) Sagiya, T., J. Barrancos, D. Calvo, N. Perez, P. Hernandez, and N. Fujii,  Continuous GPS 

observation in the Cnaary Islands for volcano monitoring, Cities on Volcanoes, Puerto de la Cruz, 

Spain, 2010.06.  

(5) Sagiya, T., T. Nishimura, and K. Ozawa, Crustal deformation around the northern 

Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line fault zone, central Japan, revealed by dense GPS observatioin, 

Western Pacific Geophysics Meeting, Taipei, 2010.06.  

(6) Sagiya, T., K. Ozawa, H. Okazaki, T. Sasaki, and T. Wakasugi, Crustal deformation cycle along the 

Nankai Trough, southwest Japan, ACES workshop, 小樽市, 2010.10 . 

(7) 鷺谷 威, 日本列島内陸部の変形に関する諸問題－測地観測の視点から－, 日本地震学会2010年秋季大

会, 広島市, 2010.10.  

(8) 鷺谷 威, 1586 年天正地震の震源断層：測地学的な視点日本活断層学会：天正地震シンポジウム, 名古

屋大学, 2010.11. [招待講演] 

(9) Sagiya, T., K. Ozawa, M. Ohzono, T. Nishimura, and Y. Hoso, Consistency and mostly inconsistency 

between geodetic and geologic fault slip rates in central Japan, AGU Fall Meeting, San Francisco, 

USA, 2010.12. 

(10) 高橋 浩晃・ 田村 良明・ 三浦 哲・ 加藤 照之・ 原田 昌武・ 本多 亮・ 浅井 康広・大久保 慎人・ 伊

藤 武男・ 鷺谷 威・ 加納 靖之・ 松島 健・ 中尾 茂, 全国のひずみ・傾斜計で記録されたチリ地震

の地震波と津波, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(11) Daniel Minifie・ Michael Kendall・ 中道 治久・ James Wookey・ Andreas Wuestefeld・ 鷺谷 威, 

御嶽山周辺のS波偏向異方性の空間分布と時間変化の検出の試み, 日本地球惑星科学連合2010年大会, 

千葉, 2010.05. 

◆その他（発表,講演） 

(1) ～次の地震はどうなるのか、最新の研究と防災への活用～文部科学省委託研究「東海・東南海・南海地

震の連動性評価研究」中間報告,「20 年後に向けた予測精度向上のロードマップ-予測研究の現状と展望-」,

中電ホール, 2010,09,16. 

Ⅲ．国内外での学術活動 

◆学会の理事,評議員等 

(1)  日本地震学会副会長, 2008-2009. 

(2)  日本地震学会理事, 2008-2009. 
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(3)  日本測地学会評議員, 2010-2011. 

◆学術的イニシアチブ 

(1)  Earth, Planets and Space (EPS) associate editor（2006-2009） 

Ⅳ．学内,研究科内での委員会活動 

◆研究科内の委員会 

(1)  計画・評価委員会 

Ⅴ．委員会,審議会等委員 

◆政府関係 

(1)  地震調査研究推進本部政策委員会調査観測計画部会委員，2004－. 

VI.  社会との連携（注，地域での活動を含む） 

（講演他） 

(1) スーパーサイエンスハイスクール：地学分野研修, 名古屋市立向陽高等学校（２年生４名）,名古屋大学, 

2010,07,28. 

(2) 8.11 駿河湾地震の地震観測・解析結果と地学的背景, しずおか防災地域連携土曜セミナー（しずおか

防災コンソーシアム）, 静岡県地震防災センター, 2010.04.17. 

(3) 明日起きるかも知れない大地震：最新の知見と日常の心構え，岐阜東濃地区ロータリークラブ イン

ターシティー・ミーティング，セラミックパーク MINO（岐阜県多治見市）, 2010.10.09. 

(4) プレート沈み込み帯の巨大地震に関する新たな知見と残された謎，若東海地震防災セミナー２０１０，

静岡商工会議所，2010.11.11. 

(5) プレート沈み込み帯の巨大地震に関する新たな知見, 応急危険度判定士講習会, ライフポートとよは

し, 2010.11.29. 

(6) 消防士対象の教育訓練，愛知県消防学校, 2011.02.01. 

(7) みみよりカフェ：東海地震は本当におきるの？, Craig's Cafe（理学部E 館１階）, 2011.03.10. 

 

I． 渡辺俊樹 

II. 論文，著書，研究発表等 

◆学術論文（レフェリーあり） 

(1) Kato, A., T. Iidaka, R. Ikuta, Y. Yoshida, K. Katsumata, T. Iwasaki, S. Sakai, C. Thurber, N. Tsumura, 

K. Yamaoka, T. Watanabe, T. Kunitomo, F. Yamazaki, M. Okubo, S. Suzuki, and N. Hirata, 

Variations of fluid pressure within the subducting oceanic crust and slow earthquakes, Geophys. Res. 

Lett., Vol. 37, L14310, doi:10.1029/2010GL043723, 2010. 

(2) 木村俊則・後藤忠徳・笠谷貴史・岡本拓・三ケ田均・真田佳典・渡辺俊樹・芦田讓, 構造境界面を組込

んだ MT 法の 2 次元インバージョン, 物理探査, Vol. 63(2), pp.185-196, 2010. 

◆学術論文（レフェリーなし） 

(1) Watanabe, T., Yamaoka, K., Yamazaki, K. and Suzuki, Y., Monitoring the plate boundary in Tokai 

area using ACROSS -Role of Toyohashi ACROSS source-, Proc. of 12th Intern. Sympo. on Recent 

Advances in Exploration Geophysics, pp. 65-68, 2010. 

◆ 学術研究発表等（注：招待講演の場合はその旨を付記） 
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(1) 加藤愛太郎・飯高隆・生田領野・吉田康宏・勝俣啓・岩崎貴哉・酒井慎一・山岡耕春・渡辺俊樹・國友

孝洋・山崎文人・津村紀子・野崎謙治・高橋福助・大久保慎人・鈴木貞臣・平田直, 東海下の構造と地

震発生に果たす水の役割, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. [招待講演] 

(2) 國友孝洋・加藤愛太郎・飯高隆・生田領野・吉田康宏・勝俣啓・岩崎貴哉・酒井慎一・ 山岡耕春・渡

辺俊樹・山崎文人・津村紀子・野崎謙治・高橋福助・大久保慎人・鈴木貞臣・平田直, 東海臨時測線で

観測された土岐送信所からの弾性波アクロス信号, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(3) 山崎賢志・渡辺俊樹・山岡耕春・生田領野・國友孝洋・吉田康宏・勝間田明男・山中佳子・中道治久・

堀川信一郎, 鳳来アレイ連続地震観測記録を用いた土岐、森町、豊橋震源からのアクロス信号の解析,物

理探査学会第 122 回（平成 22 年度春季）学術講演会, 東京, 2010.05. 

(4) 高岡宏之・津村紀子・高橋福助・野崎謙治・加藤愛太郎・飯高隆・生田領野・吉田康宏・勝俣啓・岩崎

貴哉・酒井慎一・山岡耕春・渡辺俊樹・國友孝洋・山崎文人・大久保慎人・鈴木貞臣・平田直, 東海地

域における 3 次元地震波減衰構造, 日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島 2010.10. 

(5) 小林由実・渡辺俊樹・山岡耕春・生田領野・西上欽也，野島断層におけるACROSSを用いたS波偏向異方

性の時間変化,日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島 2010.10 

(6) 鈴木友理・渡辺俊樹・山岡耕春・國友孝洋・山崎賢志・生田領野，東海スロースリップの監視を目指し

た Hi-net による豊橋 ACROSS 信号の検出範囲の評価,日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島 2010.10. 

(7) Kato, A., T. Iidaka, R. Ikuta, Y. Yoshida, K. Katsumata, T. Iwasaki, S. Sakai, C. H. Thurber, N. 

Tsumura, K. Yamaoka, T. Watanabe, T. Kunitomo, F. Yamazaki, M. Okubo, S. Suzuki, and N. Hirata, 

Variations of fluid pressure within the subducting oceanic crust: Fine-scale seismic structures 

correlating with slow earthquakes, AGU 2010 Fall Meeting, San Francisco, USA, 2010.12. 

(8) Kobayashi, Y., T. Watanabe, K. Yamaoka, R. Ikuta, and K. Nishigami, Monitoring of the Nojima 

Fault structure using Accurately Co,ntrolled Routinely Operated Signal System (ACCROSS), AGU 

2010 Fall Meeting, San Francisco, USA, 2010.12.  

III．国内外での学術活動 

◆ 学会の理事，評議員等 

(1) 日本地球惑星科学連合, 広報・アウトリーチ委員会, 委員, 2005－． 

(2) (社）物理探査学会, 国際委員会, 副委員長, 2007－． 

(3) (社）物理探査学会, トンネル探査研究委員会, WG 委員, 2009－. 

(4) (社）物理探査学会, 学会賞審査委員会, 委員, 2010－. 

(5) (財）地球システム総合研究所, 評議員, 2003－． 

IV. 学内，研究科内での委員会活動 

◆ 研究科内の委員会 

(1) 計画評価委員会（環境学研究科）委員, 2010－. 

(2) 建築委員会（理学部）委員, 2004－． 

V. 委員会, 審議会等委員 

(1) 地震予知研究協議会計画推進部会, モニタリング部会, 部会長, 2009－． 

(2) 地震・火山噴火予知研究協議会計画推進部会, 観測・実験技術部会, 委員, 2004－． 

(3) Environment Protection and Safety Panel, Science Advisory Structure, Integrated Ocean Drilling 
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Program, 2003－． 

(4) 日本掘削科学コンソーシアム, IODP 部会, 環境保護安全専門部会, 委員, 2003－． 

(5)  (独）日本原子力研究開発機構, 客員研究員, 2004－． 

(6) （独）宇宙航空研究開発機構, SELENE プロジェクト共同研究, 2008－ 

(7) （財）防災研究協会, 非常勤研究員, 1998－． 

(8) （財）地震予知総合研究振興会, 地殻活動研究委員会, 委員, 2006－． 

(9)  日本CCS 調査（株）技術委員会, 委員, 2010－. 

VI. 社会との連携 

(1) スーパーサイエンスハイスクール：地学分野研修, 名古屋市立向陽高等学校（２年生４名）, 2010.07.29, 

名古屋大学. 

(2) スーパーサイエンスハイスクール：地学分野研修, 滋賀県立彦根東高等学校, 米原高等学校（２年生６

名）,2010.08.23, 名古屋大学. 

 

I.  飛田 潤 

II．論文 ，著書，研究発表等 

◆学術論文（レフェリーあり） 

(1) 西澤崇雄・大野富男・飛田 潤・福和伸夫，設計から竣工後までの長期的な品質確保のための光ファイバ

センサによる高層建物の構造性能把握に関する研究，日本建築学会構造系論文集，第 75 巻，第 658 号，

pp.2247-2255，2010.12. 

(2) 田中佑治・福和伸夫・飛田 潤・護 雅史，国内免震建物のデータベース構築と現状分析，日本建築学会

技術報告集，第 17 巻，第 35 号，pp.79-84，2011.2. 

(3) 海野元伸・福和伸夫・飛田 潤，高密度観測・強制加振実験に基づく地盤－建物連成系の立体振動性状及

び履歴特性評価，構造工学論文集，Vol.57B，pp.239-248，2011.3. 

◆学術論文（レフェリーなし） 

(1) Tobita, J., N. Fukuwa and Y. Hirata, Structural Damage Evaluation of High-Rise Buildings 

Subjected to Long-Period Earthquake Shaking by Use of Strong Motion Accelerographs and Fiber 

Optic Sensors, 5th World Conference on Structural Control and Monitoring, 11p., 2010.7. 

(2) Nishizawa, T., T. Ohno, J. Tobita and N. Fukuwa, Measurement Using Optical Fiber Sensors in 

order to Ensure and Keep Track of the Quality and Performance of Buildings from the Design to 

Post-Competion Stages, 5th World Conference on Structural Control and Monitoring, 15p., 2010.7. 

(3) 飛田 潤・川崎雄貴・田中清和・福和伸夫・護 雅史, 名所江戸百景描画地点の地形・景観変化と常時微

動観測に基づく地盤震動特性の説明性向上 その１ 江戸時代の浮世絵に着目した都市域の地盤状況の考

察，日本建築学会学術講演梗概集，B，pp.739-740，2010.9. 

(4) 川崎雄貴・田中清和・福和伸夫・飛田 潤・護 雅史, 名所江戸百景描画地点の地形・景観変化と常時微

動観測に基づく地盤震動特性の説明性向上 その 2 常時微動 H/V スペクトルによる浮世絵描画地点の地

盤条件の考察，日本建築学会学術講演梗概集，B，pp.741-742，2010.9. 

(5) 小島宏章・飛田 潤・福和伸夫, PCaPC 造 7 階建物の地震記録に基づく伝達関数の振幅値が変動する要

因に関する研究，日本建築学会学術講演梗概集，B，pp.17-18，2010.9. 
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(6) 今枝賢志朗・飛田 潤・福和伸夫, 一般協力者との連携による強震観測体制「Ｐネット」の観測状況と活

用方策，日本建築学会学術講演梗概集，B，pp.19-20，2010.9. 

(7) 平山義治・飛田 潤・福和伸夫・長江拓也, 汎用強震計による鋼構造試験体の地震応答と変位計測，日本

建築学会学術講演梗概集，B，pp.69-70，2010.9. 

(8) 海野元伸・小島宏章・飛田 潤・福和伸夫, 高密度観測・強制加振実験に基づく PCaPC 造建物の立体振

動性状に関する研究，日本建築学会学術講演梗概集，B，pp.117-118，2010.9. 

(9) 平田悠貴・飛田 潤・福和伸夫・長江拓也, 一般的な強震計を用いた高層建物試験体の層の履歴特性の推

定と損傷評価，日本建築学会学術講演梗概集，B，pp.157-158，2010.9. 

(10)  西澤崇雄・大野富男・飛田 潤・福和伸夫, 不整形超高層建物の構造ヘルスモニタリング～建物 

加振実験の柱変動歪に関する考察～，日本建築学会学術講演梗概集，B，pp.179-180，2010.9. 

(11)  藤井智規・飛田 潤・福和伸夫, 社寺建築物の耐震改修工事の過程における段階的常時微動計測，日本

建築学会学術講演梗概集，B，pp.603-604，2010.9. 

(12)  飛田 潤・福和伸夫, 強震計を用いた高層建物の損傷評価と構造ヘルスモニタリング, 第 13 回日本地震

工学シンポジウム論文集, GO15-Fri-PM-8, 2010.11(DVD-ROM). 

(13)  海野元伸・飛田 潤・福和伸夫・小島宏章, 高密度観測・強制加振実験に基づく地盤-建物連成系の振動

モデル構築, 第 13 回日本地震工学シンポジウム論文集, GO9-Sat-AM-2, 2010.11(DVD-ROM). 

(14)  今枝賢志朗・ 飛田 潤・福和伸夫・矢代晴実, 解体時の継続的観測に基づく高層建物の振動特性, 

GO9-Sat-AM-4, 2010.11(DVD-ROM). 

(15)  田中佑治・福和伸夫・飛田 潤・護雅史, 性能評定・評価資料のデータベース構築とこれに基づく国内

免震建物の現状, 第 13 回日本地震工学シンポジウム論文集, GO12-Thu-PM-8, 2010.11(DVD-ROM). 

(16)  西澤崇雄・大野富男・飛田 潤・福和伸夫, 設計時から竣工後までの高層建物の品質確保・性能把握の

ための光ファイバセンサによる構造モニタリング, 第 13 回日本地震工学シンポジウム論文集, 

GO14-Fri-AM-4, 2010.11(DVD-ROM). 

(17)  高橋広人・福和伸夫・護 雅史・飛田 潤, 継続時間の長い強震動の半経験的合成手法に関する研究, 第

13 回日本地震工学シンポジウム論文集, GO29-Fri-AM-6, 2010.11(DVD-ROM). 

(18)  藤井智規・飛田 潤・福和伸夫, 実測記録に基づく社寺建築物の振動特性, 第 13 回日本地震工学シンポ

ジウム論文集, GO37-Fri-AM-6, 2010.11 (DVD-ROM). 

(19)  鈴木承慈・福和伸夫・護 雅史・飛田 潤, 埋込み基礎の簡易的基礎入力動評価法, 第 13 回日本地震工学

シンポジウム論文集, GO43-Thu-PM-4, 2010.11 (DVD-ROM). 

(20)  小島宏章・福和伸夫・飛田 潤 , 4 階建て RC 造建物の解体時振動計測に基づく振動特性の把握, 第 13

回日本地震工学シンポジウム論文集, PS2-Fri-39, 2010.11 (DVD-ROM). 

(21)  飛田 潤・福和伸夫, 一般協力者との連携と安価・旧型強震計の活用による新たな地震観測体制「Ｐネ

ット」，日本建築学会東海支部研究報告集，pp.117-120，2011.2. 

(22)  Tobita, J. and N. Fukuwa, New Approach for Strong Motion Observation using Low-cost Sensors in 

collaboration with Nonprofessional Partners, 8th International Conference on Urban Earthquake 

Engineering, 2011.3. 

◆その他（発表・講演） 

(1)  自然災害時の対応と平常時からの安全対策，新規採用職員安全衛生講習，名古屋大学，  2010.4.20. 
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(2)  実測・実験から体感・実感へつなげる―地震工学・防災分野の技術高度化と成果普及、三重大学、

2010.5.21. 

(3) 東海地域で予測される地震動と建物・室内機器の耐震対策、東海地方非常通信協議会講演会、KKR ホテ

ル名古屋、2010.6.22. 

(4) 地震災害の実態と対策、名東区区政推進会議、2010.9.17. 

(5)  防災講座，西尾市立花の木小学校，2010.10.23. 

(6)  防災講座，西尾市立西尾小学校，2010.11.6. 

(7)  応急危険度判定講習会、名古屋市中区役所、2010.11.11. 

(8)  ほんとうに有効な災害対策のために、名古屋市中村区耐震化、2010.11.13. 

(9)  広域大災害の実情と地域防災力への期待、名古屋市名東区避難所ボランティア講習会、2010.11.26. 

(10)  大災害から家族とわが家を守る、名古屋市千種区生涯学習センター公開講座、2010.12.14. 

(11)  Earthquake Disaster Mitigation in Japan，短期留学生防災講義，2011.1.14. 

(12)  建物と室内の地震安全対策、武豊町見学会、2011.2.24. 

IV．学内・研究科内での委員会活動 

◆全学の委員会 

(1) 全学計画・評価担当者会議委員，2005－． 

(2) キャンパスマスタープラン検討 WG，2005－． 

◆研究科内の委員会 

(1) 情報室運営委員会委員，2005－． 

V．委員会･審議会等委員 

◆政府関係 

(1) 国土交通省中部地方整備局港湾地域地震防災対策検討部会，2009―． 

◆地方公共団体関係 

(1) 愛知県建築住宅センター耐震診断判定部会委員，1996－． 

(2) 愛知県建築住宅センター耐震改修評定部会委員，1996－． 

VI．社会との連携 

(1) 名古屋地域地震防災研究会（名震研），1998－． 

(2) 名古屋大学災害対策室，2003－． 

(3) NPO 法人レスキューストックヤード理事，2004－． 

(4) スーパーサイエンスハイスクール：地学分野研修, 名古屋市立向陽高等学校（２年生４名）, 2010.07.30,  

名古屋大学. 

 

I．田所敬一 

II. 論文，著書，研究発表等 

◆学術研究発表等（注：招待講演の場合はその旨を付記） 

(1) 田所敬一・渡部 豪・杉本慎吾・生田領野・奥田 隆・佐柳敬造, 海底地殻変動観測システム開発研究： 

主な成果と課題, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(2) 杉本慎吾・田所敬一・生田領野・奥田 隆・渡部 豪・佐柳敬造・宮田皓司・長尾年恭, 海上 2 点の GPS/
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音響測距による海底測位観測, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05.  

(3) 渡部 豪・田所敬一・杉本慎吾・生田領野・奥田 隆・宮田皓司・久野正博, 南海トラフにおける海底地殻

変動観測のための最適な観測点配置の再検討, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05.  

(4) 中村 衛・田所敬一・奥田 隆・安藤雅孝・渡部 豪・杉本慎吾・宮田皓司・松本 剛, 海底地殻変動観測で

検出された琉球海溝軸近傍のプレート間固着域, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05.  

(5) 生田領野・島村航也・田所敬一・奥田 隆・杉本慎吾・渡部 豪・安藤雅孝, 海底地殻変動観測データの

新たな手法による再解析と精度の向上, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05.  

(6) 江藤周平・生田領野・島村航也・田所敬一, 数値実験による海底地殻変動解析における誤差要因の考察, 日

本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(7) 田所敬一・生田領野・渡部 豪・奥田 隆・永井 悟・江藤周平・藤井昌和, 熊野海盆における海底地殻

変動, 日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島, 2010.10. 

(8) 中村 衛・田所敬一・奥田 隆・安藤雅孝・渡部 豪・杉本慎吾・宮田皓司・松本 剛・古川雅英, 海底地殻

変動観測で検出された中部琉球海溝軸近傍のプレート間固着域, 日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島, 

2010.10. 

(9) 生田領野・田所敬一・渡部 豪・奥田 隆・杉本慎吾・藤井昌和・佐柳敬造, 海底地殻変動計測における音

響信号の収率低下の原因とその対策, 日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島, 2010.10. 

(10) 渡部 豪・田所敬一・奥田 隆・生田領野・久野正博, 衛星軌道暦の違いによるキネマティック GPS 解析の

精度評価, 日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島, 2010.10. 

(11) 渡部 豪・田所敬一・奥田 隆・永井 悟・江藤周平・生田領野・久野正博, 衛星軌道暦の違いに基づく KGPS

解析の精度評価, 日本測地学会第 114 回講演会, 京都, 2010.11. 

(12) 藤本博己・田所敬一・木戸元之, GPS/A 方式海底地殻変動観測システムの高度化, 海洋調査技術学会第 22

回研究成果発表会, 東京, 2010.11. 

(13) 杉本慎吾・田所敬一・生田領野・奥田 隆・渡部 豪・佐柳敬造, 海上 2 点の GPS/音響測距による海底測位

解析手法の開発, 洋調査技術学会第 22 回研究成果発表会, 東京, 2010.11. 

(14) Tadokoro, K, R. Ikuta, T. Watanabe, T. Okuda, S. Nagai, and S. Eto, System Development for 

Sea-bottom Crustal Deformation Measurement: Main Observational Results at the Suruga-Nankai 

Trough, Japan, and Future Problems, AGU 2010 Fall Meeting, San Francisco, USA, 2010.12. 

(15) Ikuta, R, K. Tadokoro, T. Okuda, S. Sugimoto, T. Watanabe, S. Eto, and M. Ando, Impact of acoustic 

velocity structure to measurement of ocean bottom crustal deformation, AGU 2010 Fall Meeting, San 

Francisco, USA, 2010.12. 

(16) Watanabe, T, K. Tadokoro, T. Okuda, R. Ikuta, and M. Kuno, Accuracy evaluation of Kinematic GPS 

analysis based on the difference of the IGS products, AGU 2010 Fall Meeting, San Francisco, USA, 

2010.12. 

(17) Nakamura, M, K. Tadokoro, T. Okuda, M. Ando, T. Watanabe, Interplate coupling along the central 

Ryukyu Trench inferred from GPS/acoustic seafloor geodetic observation, AGU 2010 Fall Meeting, 

San Francisco, USA, 2010.12. 

III. 国内外での学会活動 

◆学会の理事, 評議員等 
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(1) 日本地震学会 理事（広報担当・普及行事担当） 

(2) 日本地震学会 広報委員会 委員長 

(3) 日本地震学会 災害調査委員会 委員 

IV. 学内, 研究科内での委員会活動 

◆全学の委員会 

(1) 全学技術センター 計測・制御技術系連絡委員会 委員 

(2) 理学部技術連絡会 委員 

(3) 理学部技術連絡会 専門委員会 人事選考委員会 委員 

(4) 理学部技術連絡会 専門委員会 将来計画委員会 委員 

(5) 旧理学部技術室 装置開発系ユーザー連絡会 委員 

◆研究科内の委員会 

(1) 組織運営委員会 委員 

V. 委員会, 審議会等委員 

◆政府関係 

(1) 地震・火山噴火予知研究協議会「新たな観測技術の開発」計画推進部会委員 

(2) 「地震, 津波観測監視システム構築」研究推進委員会委員 

(3) 「地震, 津波観測監視システム構築」研究推進委員会 海底精密測位ワーキンググループ委員 

VI.  社会との連携（注，地域での活動を含む） 

（講演他） 

(1) 名古屋大学防災アカデミー，「音で探る海溝型地震」，2010.04.26，名古屋大学. 

(2) スーパーサイエンスハイスクール：地学分野研修, 名古屋市立向陽高等学校（２年生４名）, 2010.07.29, 名

古屋大学. 

(3) 一宮市自主防災リーダー研修会,「過去の地震から学ぶ地震災害と事前の備え」，2011.01.22, 尾西生涯学習

センター. 

(4) 水沢地区防災講演会，「活断層の地震に備える」，2011.01.29，四日市市 水沢地区市民センター. 

(5) 中区防火管理者協議会, 「身近な活断層と過去から学ぶ地震災害」, 2011.02.22，伏見ライフプラザ鯱城ホ

ール. 

(6) 塩浜地区防災講演会, 身近な活断層と地震災害への備え, 2011.03.26，四日市市塩浜地区. 

 

I.  山中佳子 

II．論文，著書，研究発表等 

◆学術論文（レフェリーあり） 

(1) Nakamura, T., S. Tsuboi, Y. Kaneda, and Y. Yamanaka, Rupture process of the 2008 Wenchuan, 

China, earthquake inferred from teleseismic waveform inversion and forward modeling of 

broadband seismic waves，Tectonophysics, Vol. 491, pp. 72-84, 2010． 

◆学術研究発表等（注：招待講演の場合はその旨を付記） 

(1) 山中佳子, ぬるぬる地震（津波地震を含む）の正体, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(2) 升井健吾・蓬田清・山中佳子, 微視的断層パラメーターのスケーリング則：地震断層面のすべりの不均
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質性の特性化, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(3) 吉本昌弘・山中佳子・竹内希,  DSM を用いた巨大地震の震源過程解析手法の開発, 日本地球惑星科学

連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(4) 安藤雅孝・Tu Yoko・Lin Cheng-Horng・山中佳子, 台風表面波, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千

葉, 2010.05. 

(5) Tu Yoko・安藤雅孝・熊谷博之・山中佳子・Lin Cheng-Horng, Focal mechanisms of very low frequency 

earthquakes along the Ryukyutrench axis, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(6) 中道 治久・橋田 悠・山中 佳子・山崎 文人・堀川 信一郎・奥田 隆・木股 文昭, 地震学的研究からみ

た 2007 年御嶽山小噴火と最近の観測, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(7) 山崎賢志・渡辺俊樹・山岡耕春・生田領野・國友孝洋・吉田康宏・勝間田明男・山中佳子・中道治久・ 

堀川信一郎, 鳳来アレイ連続地震観測記録を用いた土岐、森町、豊橋震源からのアクロス信号の解析, 物

理探査学会第 122 回（平成 22 年度春季）学術講演会, 東京, 2010.05. 

(8) 山中佳子, Characteristic of asperities for large earthquakes in Japan, 日中女性科学者シンポジウム, 

北京, 中国, 2010.09. 

(9) Yoshimoto, M., Y. Yamanaka, and N. Takeuchi, Characteristic of asperities for large earthquakes in 

Japan, AGU 2010 Fall Meeting, San Francisco, USA, 2010.12. 

◆その他（発表，講演） 

(1) 地震波解析からわかった 1944 年東南海地震，愛知県設計用入力地震動研究協議会，2010.07.15. 

(2) 平成２２年度武豊町防災リーダー養成講座, 迫り来る東海・東南海地震（地震発生のメカニズム等）, 武

豊町役場防災交通課, 2011.02.19. 

III．国内外での学術活動 

◆学会の理事，評議員等 

(1) 日本地震学会代議員 

(2) 日本地震学会災害調査委員(2006.04-) 

◆学術的イニシアチブ 

(1) NGY 地震学ノート， http://www.seis.nagoya-u.ac.jp/sanchu/Seismo_Note/, 2007.04.01-. 

IV．学内，研究科内での委員会活動 

◆研究科内の委員会 

(1) 男女参画委員会 

(2) 広報委員会 

(3) ネットワーク委員 

V．委員会，審議会等委員 

◆政府関係 

(1) 地震調査研究推進本部地震調査委員(2008.03-) 

(2) 原子力安全委員会耐震安全性評価特別委員会 地質，地盤に関する安全審査の手引き検討委員会

(2007.10-) 

(3) 測地学審議会地震火山部会専門委員(2009.04-) 

(4) 土木学会津波評価委員（2007.03-） 
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VI．社会との連携 

(1) 京都大学防災研究所非常勤講師（2008.04-2010.03） 

 

I.  橋本千尋 

II．論文，著書，研究発表等  

◆学術論文（レフェリーなし） 

(1) Hashimoto, C., E. Fukuyama, T. Terakawa, T. Sagiya, K. Nakajima, T. Sato, and M. Matsu'ura, 

Development of a predictive simulation system for crustal activities in and around Japan – VIII, 

Annual Report of the Earth Simulator Center, the Earth Simulator Center, Japan Agency for 

Marine-Earth Science and Technology, in press, 2010. 

◆学術研究発表等 

(1) 野村有紀・橋本千尋, すべり依存の断層構成則を用いた二次元剪断破壊のシミュレーション：スロー

スリップイベントの研究, 日本地球惑星連合 2010 年大会,千葉,2010.05. 

(2) 松浦充宏・橋本千尋・寺川寿子・野田朱美, 日本列島域のプレート間カップリング，地殻応力，及び造

構造運動, 日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島, 2010.10. 

(3) Hashimoto, C. , E. Fukuyama, and M. Matsu'ura, Physics-based simulation for  potential 

interplate earthquakes in and around Japan, 7th ACES (APEC Cooperation for  

Earthquake Simulation) International Workshop, 小樽, 2010.10. 

(4) Matsu'ura, M., C. Hashimoto, T. Terakawa, and A. Noda, Interplate coupling, crustal stress 

pattern, and present-day tectonic motion in Japan, 7th ACES (APEC Cooperation for  

Earthquake Simulation) International Workshop, 小樽, 2010.10. 

(5) Hok, S., E. Fukuyama, and C. Hashimoto, Dynamic rupture scenarios of anticipated 

Nankai-Tonankai earthquakes, using the subduction interface coupling rates inferred from GPS 

data, 7th ACES (APEC Cooperation for Earthquake Simulation) International Workshop, 小樽, 

2010.10. 

(6) Matsu'ura, M., C. Hashimoto, and E. Fukuyama, Integrated predictive simulation system for 

earthquake and tsunami disaster (1) Predictive simulation for earthquake generation, 7th ACES 

(APEC Cooperation for Earthquake Simulation) International Workshop, 小樽, 2010.10. 

IV．学内，研究科内での委員会活動 

◆研究科内の委員会 

(1) 環境学研究科広報委員会委員 

(2) 地球惑星科学系研究委員会委員 

 

I.  伊藤 武男 

II．論文，著書，研究発表等 

◆ 学術論文（レフェリーあり） 

(1) Murase, M., T. Ito, Y. Hayashi, T. Sagiya, F. Kimata and H. Watanabe, Spatio-temporal distribution 

of magma intrusions inducing repeated earthquake swarms off the east coast of the Izu peninsula, 
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central Japan, for 1973–1998, Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol. 193 , pp. 25-36, 

2010. 

(2) Briggs, R., A. Sladen, E. Fielding, C. Prentice, K. Hudnut, P. Mann, F. Taylor, A. Crone, R. Gold, T. Ito 

and M. Simons, Complex rupture during the 12 January 2010 Haiti Earthquake, Nature Geoscience, 

doi:10.1038/NGEO977, 2010. 

◆ 学術論文（レフェリーなし） 

(1) 伊藤武男・Endra Gunawan・木股文昭・田部井隆雄・ Irwandi ・Agstan ・Irwan Meilano・ Mark Simons , 

スマトラ島北西部のスマトラ断層における地震発生ポテンシャル, 名古屋大学環境学研究科 2004 年

北部スマトラ地震調査報告 VI , 107-111,2010. 

(2) Endra Gunawan, Takeo Ito, Fumiaki Kimata, Takeshi Sagiya, Takeo Tabei, Didik Sugiyanto, 

Irwandi, Irwan Meilano, Mipi A. Kusuma, Hasanuddin Z. Abidin, Agustan, Ground Deformation 

Detected by AGNeSS (Aceh GPS Network for Sumatran fault System) in North Sumatra after the 

2004 Sumatra-Andaman Earthquake, 名古屋大学環境学研究科 2004 年北部スマトラ地震調査報告

VI , 112-121, 2010.  

◆学術研究発表等（注：招待講演の場合はその旨を付記） 

(1) 高橋浩晃・田村良明・三浦 哲・加藤照之・原田昌武・本多 亮・浅井康広・大久保 慎人・伊藤武男・ 

鷺谷 威・加納靖之・松島 健・中尾 茂, 全国のひずみ・傾斜計で記録されたチリ地震の地震波と津波,

日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(2) 宮川和也・山下瑠佳・川邊岩夫・伊藤武男, 春野観測点に於ける地下水付随ガスの地球化学的観測, 

日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(3) 鷺谷 威・伊藤武男・高橋浩晃・三浦 哲・太田雄策・加藤照之・竹内 章・宮崎真一・田部井 隆雄・ 

松島 健・中尾 茂・棚田俊收・原田昌武・奥田 隆・堀川信一郎・河野裕希, 日本海東縁ひずみ集中帯に

おける GPS 稠密観測（序報） , 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05.  

(4) Ito, T., and M. Simons, A one dimensional model of Earth structure in the western US from GPS 

observation of ocean tidal load response, 2010 Workshop on Crustal Deformation Modeling, Colorado, 

USA, 2010.06. [招待講演] 

(5) Genrich, J. F., K. Chanard, J. Avouac, T. Ito, J. E. Galetzka, M. Flouzat, N. Team, Seasonal geodetic 

signals observed by the Caltech-DASE-NGS cGPS network in Nepal, AGU 2010 Fall Meeting, San 

Francisco, USA, 2010.12. 

(6) Chanard, K., J. Avouac, T. Ito, J. F. Genrich, J. E. Galetzka, M. Flouzat, N. Team, Seasonal geodetic 

displacements in the Himalaya induced by surface load variations and implications for shallow 

elastic structure of the Earth, AGU 2010 Fall Meeting, San Francisco, USA, 2010.12.   

(7) Ito, T., E. Gunawan, F. Kimata, T. Tabei, M. Simons, I. Meilano, A. Agustan, and D. Sugiyanto, 

Seismic potential on the Sumatran fault using GPS observation,  AGU 2010 Fall Meeting, San 

Francisco, USA, 2010.12. 

(8) Briggs, R. W., G. P. Hayes, A. Sladen, E. J. Fielding, C. S. Prentice, K. W. Hudnut,  P. Mann, F. W. 

Taylor, A. J. Crone, R. D. Gold, T. Ito, M. Simons, and P. Jean, Complex rupture source of the 12 

January 2010 Léogâne, Haiti earthquake derived from geologic, geodetic, and seismologic 
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observations, AGU 2010 Fall Meeting, San Francisco, USA, 2010.12. 

III．国内外での学術活動 

(1) (社)日本地震学会 地方連絡員 

VII．国際学術交流 

(1) 日本学術振興会 海外特別研究員としてカリフォルニア工科大学に派遣(2009.2-2011.2) 

 

I.  中道 治久 

II．論文，著書，研究発表等 

◆ 学術論文（レフェリーあり） 

(1) 筒井智樹・井口正人・為栗健・上田義浩・大島弘光・植木貞人・大湊隆雄・及川純・市原美恵・野上健

治・中道治久・大倉敬宏・清水洋・宮町宏樹・八木原寛・前川徳光・堀川信一郎・吉川慎・園田忠臣・

平野舟一郎・末峯宏一・林幹太・加藤幸司・長尾潤・池亀孝光・松末伸一・五藤大仁・河野太亮・簗田

高広・田中窓香・渡辺竜一・長岡優・前原祐樹・吉田沙由美・小林由実・栢橋志郎, 桜島火山における

反復地震探査（一回目）, 京都大学防災研究所年報, vol. 53(B), pp. 241-259, 2010. 

◆ 学術研究発表等（注：招待講演の場合はその旨を付記） 

(1) 井口正人・筒井智樹・植木貞人・野上健治・大久保 修平・森 俊哉・中道治久・大倉敬宏・ 清水 洋・ 

宮町宏樹・ 中川光弘, 嶋野 岳人桜島火山における多項目観測に基づく火山噴火準備過程解明のための

研究（序報）, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05.  

(2) 西村太志・井口正人・太田雄策・喜多村 陽・青山 裕・鈴木敦生・及川 純・中道治久・八木原 寛・ 為

栗 健, 諏訪之瀬島火山火口近傍における傾斜観測, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(3) 中道治久・橋田 悠・山中佳子・山崎文人・堀川 信一郎・奥田 隆・木股文昭, 地震学的研究からみた

2007 年御嶽山小噴火と最近の観測, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(4) 橋田 悠・ 中道治久，御嶽山の 2007 年小噴火前の地震活動の時空間変化, 日本地球惑星科学連合 2010

年大会, 千葉, 2010.05. 

(5) Daniel Minifie・Michael Kendall・中道 治久・James Wookey・Andreas Wuestefeld・ 鷺谷 威, 御

嶽山周辺のS波偏向異方性の空間分布と時間変化の検出の試み, 日本地球惑星科学連合2010年大会, 千

葉, 2010.05. 

(6) Nakamichi, N., Y. Hashida, and D. Minifie, Seismic events and anisotropy beneath Mount Ontake, 

Japan, before a small phreatic eruption in 2007, Cities on Volcanoes 6th, Tenerife, Canary Islands, 

Spain, 2010.06. 

(7) 山崎賢志,・渡辺俊樹・ 山岡耕春・生田領野・國友孝洋・吉田康宏・勝間田明男・山中佳子・ 中道治久・

堀川信一郎, 鳳来アレイ連続地震観測記録を用いた土岐、森町、豊橋震源からのアクロス信号の解析, 物

理探査学会第 122 回（平成 22 年度春季）学術講演会, 東京, 2010.05. 

III．国内外での学術活動 

◆ 学会の理事・評議員等 

(1) NPO 法人日本火山学会 庶務委員会委員(2006/7-2010/6/30) 

(2) 火山噴火予知研究員会 委員(2005/10-現在) 

V．委員会･審議会等委員 
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(1) 地震・火山噴火予知協議会 計画推進部会「日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象」部会メ

ンバー（委員），2009年4月－現在 

VI．社会との連携 

(1) 霧島山新燃岳噴火，Network for Saving Lives，名古屋テレビ，2011年2月9日（招待講演） 

VII．国際学術交流 

(1) 往訪，Michael Kendall（ブリストル大学地球科学科長・教授），御嶽山の S 波偏向異方性に関する研究 

打ち合わせ，2011 年 3 月 28 日－4 月 1 日． 

 

I．寺川 寿子 

II．論文，著書，研究発表等 

◆ 学術論文（レフェリーあり） 

(1) Terakawa, T. and M. Matsu’ura, 3-D tectonic stress fields in and around Japan inverted from CMT 

data of seismic events, Tectonics, vol. 29 , doi:10.1029/2009TC002626, 2010. 

(2) Terakawa, T., A. Zoporowski, B. Galvan, and S. A. Miller, High pressure fluid at hypo-central depths 

in the L'Aquila region inferred from earthquake focal mechanisms, Geology, vol.38, No.11, 

pp995-998, 2010.11. 

◆学術論文（レフェリーなし） 

(1) Hashimoto, C., E. Fukuyama, T. Terakawa, T. Sagiya, K. Nakajima, T. Sato, and M. Matsu'ura, 

Development of a predictive simulation system for crustal activities in and around Japan – VIII, 

Annual Report of the Earth Simulator Center, the Earth Simulator Center, Japan Agency for 

Marine-Earth Science and Technology, in press, 2010. 

◆学術研究発表等（注：招待講演の場合はその旨を付記） 

(1) 寺川寿子・A. Zoporowski, B. Galvan, and S.A. Miller, 地震メカニズムトモグラフィーによる２００９

年ラクイラ地震・震源域の３次元流体圧分布, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.5. [招待

講演] 

(2) 寺川寿子, 地震の発生における応力と水の役割, 研究集会・新たな地殻活動観測の展開, 東京大学地震研

究所, 2010.09. 

(3) 松浦充宏・橋本千尋・寺川寿子・野田朱美, 日本列島域のプレート間カップリング，地殻応力，及び造

構造運動, 日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島, 2010.10. 

(4) 寺川寿子・Stephen A. Miller・松浦充宏, 地震の発生に果たすテクトニック応力と間隙水圧の役割, 日

本地震学会 2010 年秋季大会, 広島, 2010.10. 

(5) Terakawa, T., S.A. Miller, and M. Matsu’ura, Roles of tectonic stress and pore fluid pressure for 

earthquake generation, 7th ACES International Workshop, Otaru, 2010.10. 

(6) Matsu’ura, M., C. Hashimoto, T. Terakawa, and A. Noda, Interplate coupling, crustal stress pattern, 

and present-day tectonic motion in Japan, 7th ACES International Workshop, Otaru, 2010.10. 

(7) Terakawa, T., Roles of tectonic stress and pore fluid pressure in earthquake generation, 

NU-NCKU-IES Joint Workshop on Crustal Dynamics, 名古屋大学, 2010.12. 

(8) 寺川寿子, 地震の発生におけるテクトニック応力と間隙流体圧の役割, A岩盤応力に関する研究委員会・
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第７回委員会, 東京都・深田地質研究所, 2010.12.  

◆その他（発表，講演） 

(1) 地震メカニズムトモグラフィーによる２００９年ラクイラ地震震源域の地殻内３次元流体圧分布の推

定,着任談話会, 名古屋大学, 2010.04.22. 

III．国内外での学術活動 

◆学会の理事，評議員等 

(1) 米国地球物理学会 

(2) (社)日本地震学会  

◆学術的イニシアチブ 

IV．学内，研究科内での委員会活動 

◆研究科内の委員会 

(1) 図書委員会 

VI．社会との連携 

(1) 講演「知りたい！地震のしくみ」， 学校法人南山学園聖霊中学・高等学校, 土曜セミナー,2010.10.23. 

(2) 愛知県防災会議地震部会資料，「地震の発生と水」執筆 

 

I.  杉戸 信彦 

II．論文，著書，研究発表等 

◆学術論文（レフェリーあり） 

(1) Sugito, N., A. Okada, and H. Tsutsumi, 2010, Geologic evidence for surface rupture associated with 

the 1847 M 7.4 Zenkoji earthquake at Dannohara, Nagano City, Japan, Bulletin of the Seismological 

Society of America, 100, 1678-1694, doi: 10.1785/0120090171. 

(2) 鈴木康弘・杉戸信彦・隈元 崇・澤 祥・渡辺満久・松多信尚・廣内大助・谷口 薫・田力正好・石黒

聡士・佐藤善輝，2010，平均変位速度分布に基づく糸魚川－静岡構造線断層帯北部の地震発生予測，活

断層研究，33，1-14． 

(3) 堤 浩之・杉戸信彦・越谷 信・石山達也・今泉俊文・丸島直史・廣内大助，2010，岩手県奥州市・一

関市に出現した 2008 年岩手・宮城内陸地震の地震断層，地学雑誌，119，826-840． 

◆その他の論文，著書 

(1) 後藤秀昭・杉戸信彦・鈴木康弘，2010，高位置撮影装置（Hi-View）で撮影した 1905 年Bulnay 地震断

層の左横ずれ変位，活断層研究，32，表紙およびその説明． 

(2) 日本地理学会災害対応本部津波被災マップ作成チーム*，2011，2011 年 3 月 11 日東北地方太平洋沖地

震に伴う津波被災マップ，http://danso.env.nagoya-u.ac.jp/20110311/．* 鈴木康弘・石黒聡士・碓井照

子・海津正倫・後藤秀昭・杉戸信彦・中田 高・廣内大助・堀 和明・松多信尚・渡辺満久・宇根 寛 

(3) 杉戸信彦・池田安隆・今泉俊文・堤 浩之・東郷正美，2010，「1:25,000 都市圏活断層図邑知潟断層帯

とその周辺「邑知潟」」，国土地理院技術資料 D・1－No.561． 

(4) 杉戸信彦・岡田篤正，2010，「巡検「養老－桑名－四日市断層帯と 1586 年天正地震」案内書」，日本活

断層学会，48p． 

(5) 杉戸信彦・堤 浩之，2010，「1:25,000 都市圏活断層図邑知潟断層帯とその周辺「邑知潟」「邑知潟西南
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部」解説書」，国土地理院技術資料 D・1－No.561，19p，

http://www1.gsi.go.jp/geowww/bousai/ochigata_guidebook.pdf． 

(6) 鈴木康弘・杉戸信彦，2010，「1:25,000 岐阜県活断層図解説書」，岐阜県，104p． 

(7) 鈴木康弘・杉戸信彦編，2010，「1:25,000 岐阜県活断層図」，岐阜県，138p． 

(8) 堤 浩之・石山達也・杉戸信彦・中田 高・平川一臣，2010，「1:25,000 都市圏活断層図邑知潟断層帯

とその周辺「邑知潟西南部」」，国土地理院技術資料 D・1－No.561． 

◆学術研究発表等（注：招待講演の場合はその旨を付記） 

(1) 後藤秀昭・立道智大・杉戸信彦，2011，DEM のステレオ画像から判読される平野の微小な変位地形，

日本地理学会 2011 年春季学術大会発表要旨集，79，P1631． 

(2) 星野 実・杉戸信彦・堤 浩之・高橋広典・吉武勝宏・鈴木義宜・諏訪部 順・岩橋純子，2010，都市

圏活断層図「邑知潟断層帯とその周辺」（邑知潟・邑知潟西南部）について，日本活断層学会 2010 年度

秋季学術大会予稿集，P-22．  

(3) 石黒聡士・杉戸信彦・後藤秀昭・鈴木康弘・廣内大助・D. Enkhtaivan・O. Batkhishig，2010，ALOS/PRISM

画像のステレオ計測による変動地形の認定と変位量計測：モンゴル，Gobi-Altay 断層帯の例，日本活断

層学会 2010 年度秋季学術大会予稿集，O-12．  

(4) 石黒聡士・鈴木康弘・杉戸信彦・澤 祥・谷口 薫・内田主税・坂上寛之・糸魚川－静岡構造線活断層

帯重点的調査観測変動地形グループ*，2010，糸静線活断層帯における変動地形の細密 GIS データの整

備とその精度，日本地球惑星科学連合 2010 年大会予稿集，HDS024-P06．* 鈴木康弘・渡辺満久・澤 

祥・廣内大助・隈元 崇・松多信尚・田力正好・谷口 薫・杉戸信彦・石黒聡士・佐藤善輝・中村優太・

内田主税・佐野滋樹・野澤竜二郎・坂上寛之  

(5) 千田良道・杉戸信彦・鈴木康弘，2010，高機能 DEM 実体視システムの活断層調査への適用－糸魚川－

静岡構造線活断層帯の例－，日本活断層学会 2010 年度秋季学術大会予稿集，O-03．  

(6) 杉戸信彦・古澤 明・澤 祥・田力正好・谷口 薫・中村優太・渡辺満久・鈴木康弘・糸静線活断層帯

重点的調査観測変動地形グループ*，2010，甲府盆地西縁，築山における中位段丘面のテフラ編年，日

本地質学会第 117 年学術大会講演要旨，P-208．* 鈴木康弘・渡辺満久・澤 祥・廣内大助・隈元 崇・

松多信尚・田力正好・谷口 薫・杉戸信彦・石黒聡士・佐藤善輝・中村優太・内田主税・佐野滋樹・野

澤竜二郎・坂上寛之 

(7) * 杉戸信彦・後藤秀昭・鈴木康弘・廣内大助・D. Enkhtaivan・S. Narangerel・M. Otgonbayar・J. 

Sukhbaatar・O. Batkhishig，2010，地形学的手法に基づくモンゴル，ブルナイ断層の最近 2 回の地震

時変位量と活動時期，日本活断層学会 2010 年度秋季学術大会予稿集，O-11． 

* 日本活断層学会 2010 年度秋季学術大会若手優秀講演賞 

(8) 杉戸信彦・澤 祥・谷口 薫・佐藤善輝・中村優太・糸静線活断層帯重点的調査観測変動地形グループ*，

2010，糸静線活断層帯中南部，富士見町御射山神戸における，横ずれ変位に伴ったテクトニックバルジ

の形成・進化，日本地理学会 2010 年秋季学術大会発表要旨集，78，P806．* 鈴木康弘・渡辺満久・澤 

祥・廣内大助・隈元 崇・松多信尚・田力正好・谷口 薫・杉戸信彦・石黒聡士・佐藤善輝・中村優太・

内田主税・佐野滋樹・野澤竜二郎・坂上寛之 

(9) 杉戸信彦・鈴木康弘・岡田篤正・金田平太郎・東郷正美・中田 高・廣内大助・渡辺満久・内田主税・

岐阜県防災課，2010，2010 年岐阜県刊行「1:25,000 岐阜県活断層図」，日本活断層学会 2010 年度秋季
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学術大会予稿集，P-20． 

(10) 杉戸信彦・鈴木康弘・坂上寛之・内田主税・糸魚川－静岡構造線活断層帯重点的調査観測変動地形グル

ープ*，2010，糸静線活断層帯南半部（茅野～鰍沢）の変動地形 GIS データとそのオンライン公開，日

本地球惑星科学連合 2010 年大会予稿集，HDS024-P07．* 鈴木康弘・渡辺満久・澤 祥・廣内大助・

隈元 崇・松多信尚・田力正好・谷口 薫・杉戸信彦・石黒聡士・佐藤善輝・中村優太・内田主税・佐

野滋樹・野澤竜二郎・坂上寛之 

(11) 鈴木康弘・杉戸信彦・隈元 崇・澤 祥・渡辺満久・松多信尚・廣内大助・谷口 薫・田力正好・石黒

聡士・糸魚川－静岡構造線活断層帯重点的調査観測変動地形グループ*，2010，平均変位速度分布に基

づく糸静線活断層帯の地震規模の推定－糸静重点的調査観測の成果－，日本地球惑星科学連合 2010 年

大会予稿集，HDS024-04．* 鈴木康弘・渡辺満久・澤 祥・廣内大助・隈元 崇・松多信尚・田力正好・

谷口 薫・杉戸信彦・石黒聡士・佐藤善輝・中村優太・内田主税・佐野滋樹・野澤竜二郎・坂上寛之  

(12) 鈴木康弘・杉戸信彦・岡田篤正・金田平太郎・東郷正美・中田 高・廣内大助・渡辺満久・内田主税・

岐阜県防災課，2010，2010 年岐阜県刊行「1:25,000 岐阜県活断層図」の意義，日本活断層学会 2010

年度秋季学術大会予稿集，O-01． 

III．国内外での学術活動 

(1) 日本活断層学会総務委員会 委員 

(2) 日本活断層学会 2010 年度秋季学術大会実行委員会 委員 

VI．社会との連携 

(1) 全国活断層帯情報整備検討委員会 委員 

(2) 独立行政法人産業技術総合研究所 協力研究員 

(3) 岐阜県委託研究 研究協力者 

(4) 三重県・名古屋大学共同研究 共同研究者 

(5) 愛知県立大学 非常勤講師 

(6) 椙山女学園大学 非常勤講師 

(7) 平成 22 年 10 月 19 日 NSL（Network for Saving Life：マスメディアと研究者のための地震災害に関

する懇話会）勉強会講師（杉戸信彦・入江さやか） 担当：「2008 年四川大地震と中国の活断層」（名古

屋テレビ放送株式会社本社 7 階会議室） 

(8) 平成 22 年 11 月 8 日 国土地理院「1:25,000 都市圏活断層図邑知潟断層帯とその周辺」説明会講師（星

野 実・杉戸信彦・本川幸夫）担当：「邑知潟断層帯とその周辺の活断層－活断層とは何か・「邑知潟」

「邑知潟西南部」図幅の特徴・活断層図の活用－」（宇宙科学博物館コスモアイル羽咋小ホール） 

(9) 平成 22年 11月 28日 日本活断層学会 2010年度秋季学術大会巡検「養老－桑名－四日市断層帯と 1586

年天正地震」案内者（岡田篤正・岡田篤正・廣内大助・杉戸信彦・松多信尚・杉山雄一） 

VII．国際学術交流（注：科研費以外のものも含む） 

(1) モンゴル国立地理学研究所との共同研究 
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I. 渡部 豪  

II. 論文, 著書, 研究発表等 

◆学術研究発表等（注：招待講演の場合はその旨を付記。共同発表を含む。） 

(1) 田所敬一・渡部 豪・杉本慎吾・生田領野・奥田 隆・佐柳敬造, 海底地殻変動観測システム開発研究：

主な成果と課題, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(2) 杉本慎吾・田所敬一・生田領野・奥田 隆・渡部 豪・佐柳敬造・宮田皓司・長尾年恭, 海上 2 点の GPS/

音響測距による海底測位観測, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05.  

(3) 渡部 豪・田所敬一・杉本慎吾・生田領野・奥田 隆・宮田皓司・久野正博, 南海トラフにおける海底地殻

変動観測のための最適な観測点配置の再検討, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05.  

(4) 中村 衛・田所敬一・奥田 隆・安藤雅孝・渡部 豪・杉本慎吾・宮田皓司・松本 剛, 海底地殻変動観測で

検出された琉球海溝軸近傍のプレート間固着域, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05.  

(5) 生田領野・島村航也・田所敬一・奥田 隆・杉本慎吾・渡部 豪・安藤雅孝, 海底地殻変動観測データの新

たな手法による再解析と精度の向上, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05.  

(6) 田所敬一・生田領野・渡部 豪・奥田 隆・永井 悟・江藤周平・藤井昌和, 熊野海盆における海底地殻変動, 

日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島, 2010.10. 

(7) 中村 衛・田所敬一・奥田 隆・安藤雅孝・渡部 豪・杉本慎吾・宮田皓司・松本 剛・古川雅英, 海底

地殻変動観測で検出された中部琉球海溝軸近傍のプレート間固着域, 日本地震学会 2010 年秋季大会, 広

島, 2010.10. 

(8) 生田領野・田所敬一・渡部 豪・奥田 隆・杉本慎吾・藤井昌和・佐柳敬造, 海底地殻変動計測における音

響信号の収率低下の原因とその対策, 日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島, 2010.10. 

(9) 渡部 豪・田所敬一・奥田 隆・生田領野・久野正博, 衛星軌道暦の違いによるキネマティック GPS 解析の

精度評価, 日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島, 2010.10. 

(10) 渡部 豪・田所敬一・奥田 隆・永井 悟・江藤周平・生田領野・久野正博, 衛星軌道暦の違いに基づく KGPS

解析の精度評価, 日本測地学会第 114 回講演会, 京都, 2010.11. 

(11) 杉本慎吾・田所敬一・生田領野・奥田 隆・渡部 豪・佐柳敬造, 海上 2 点の GPS/音響測距による海底測位

解析手法の開発, 洋調査技術学会第 22 回研究成果発表会, 東京, 2010.11. 

(12) Tadokoro, K, R. Ikuta, T. Watanabe, T. Okuda, S. Nagai, and S. Eto, System Development for 

Sea-bottom Crustal Deformation Measurement: Main Observational Results at the Suruga-Nankai 

Trough, Japan, and Future Problems, AGU 2010 Fall Meeting, San Francisco, USA, 2010.12. 

(13) Ikuta, R, K. Tadokoro, T. Okuda, S. Sugimoto, T. Watanabe, S. Eto, and M. Ando, Impact of acoustic 

velocity structure to measurement of ocean bottom crustal deformation, AGU 2010 Fall Meeting, San 

Francisco, USA, 2010.12. 

(14) Watanabe, T, K. Tadokoro, T. Okuda, R. Ikuta, and M. Kuno, Accuracy evaluation of Kinematic GPS 

analysis based on the difference of the IGS products, AGU 2010 Fall Meeting, San Francisco, USA, 

2010.12. 

(15) Nakamura, M, K. Tadokoro, T. Okuda, M. Ando, T. Watanabe, Interplate coupling along the central 

Ryukyu Trench inferred from GPS/acoustic seafloor geodetic observation, AGU 2010 Fall Meeting, 

San Francisco, USA, 2010.12. 
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I．光井 能麻 

II．論文，著書，研究発表等 

◆学術論文（レフェリーあり） 

(1) Mitsui, N., T. Hori, S. Miyazaki and N. Kato, Data assimilation of an earthquake generation cycle 

model on a 2-D fault with interseismic data, Theoretical and Applied Mechanics Japan, 創泉堂出版、

pp347-357, 2011. 

◆学術研究発表等 

(1) 平原和朗・大谷真紀子・光井能麻・堀 高峰，高速多重極法を用いた無限均質弾性体中での大規模地震発

生サイクルシミュレーション, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(2) 鹿倉洋介・深畑幸俊・光井能麻・平原和朗, 成層粘弾性を考慮した西南日本の地震発生サイクルのセル

モデルシミュレーション, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(3) 光井能麻・堀 高峰・宮崎真一・加藤尚之, 地震間のデータを用いた 2 次元平面断層上における地震発生

サイクルモデルのデータ同化手法開発, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(4) 光井能麻・堀 高峰・宮崎真一・加藤尚之， 地震間のデータを用いた 2 次元平面断層上における地震発

生サイクルモデルのデータ同化手法開発、第 59 回理論応用力学講演会、東京、2010.06. 

(5) 光井能麻・堀 高峰・宮崎真一・加藤尚之, 2 次元平面断層上における地震発生サイクルモデルのデータ

同化手法開発, 日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島 2010.10. 

(6) 鹿倉洋介・深畑幸俊・光井能麻・平原和朗, 成層粘弾性を仮定した南海トラフ地震サイクル中での西南

日本内陸地震発生様式のセルモデルシミュレーション, 日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島 2010.10. 

(7) Mitsui N, T. Hori, S. Miyazaki, K. Nakamura and N. Kato, Data assimilation of an earthquake 

generation cycle model, 2010 7th ACES International Workshop, Otaru, Japan, 2010.10. 

VI．社会との連携 

(1) NSL (Network for Saving Lives マスメディアと研究者による地震災害軽減に関する懇話会) 

企画グループ 

 

I. 松多 信尚 

II．論文，著書，研究発表等 

◆学術論文（レフェリーあり） 

(1) 川端訓代・松多信尚・安藤雅孝・浅井康広・小泉尚嗣・田阪茂樹・角森史昭・中村 衛・頼 文基, 台湾

縦谷の玉里断層クリープ運動--玉里大橋の変形--, 地質学雑誌, Vol.117, pp. I-II, 2011. 

(2) 鈴木康弘・ 杉戸信彦・ 隈元崇・ 澤祥・ 渡辺満久・ 松多信尚・ 廣内大助・ 谷口薫・ 田力正好・ 石黒聡士・ 

佐藤善輝, 平均変位速度分布に基づく糸魚川―静岡構造線断層帯北部の地震発生予測, 活断層研究, 

Vol.33, pp.１-14, 2010. 

(3) Ota, Y., N.Matta, The 1999 earthquake fault and its repeated occurrence at the Earthquake 

Museum, Terr. Atmos. Ocean Vol.21, pp.737-741, 2010. 

◆学術論文（レフェリーなし） 

(1) 陳文山・ 松多信尚・ 石瑞銓・ 楊志成・ 游能悌・ 朱耀國・ 陳志壕・ 林啟文, 臺灣西部平原區隱伏在全新世

沉積層下的新期構造－以小崗山斷層為例, 經濟部中央地質調查所特刊, Vol.24, pp.75-91, 2010. 
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◆学術研究発表等（注：招待講演の場合はその旨を付記） 

(1) 松多信尚, 石黒 聡, 村瀬雅之, 陳 文山, クリープ断層である台東縦谷断層の写真計測を用いた 30 年間

の変位, 日本地理学会, 明治大学, 2011. 

(2) 松多信尚・原口 強・陳 文山・石 瑞銓, 台北盆地西縁 山脚断層の音波探査, 活断層学会, 名古屋, 2010. 

(3) 松多信尚・村瀬雅之・石黒 聡・陳文山・林 正洪・玉里水準グループ，台湾の台東縦谷断層のクリープ

運動, 活断層学会, 名古屋, 2010. 

(4) 松多信尚・原口 強・堀 和明，木曽川下流の音波探査調査, 活断層学会, 名古屋，2010. 

(5) 松多信尚・ 太田陽子・ 安藤雅孝・ 西川由香・ 原口強，台湾東部沿岸の津波の可能性－阿美族の伝承

と成功地域のジオスライサー調査, 日本地理学会, 名古屋，2010. 

(6) 松多信尚・ 太田陽子・ 安藤雅孝・ 西川由香・ 原口強， Lin Cheng-Horng，台湾東海岸の津波堆積

物, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(7) Matta, N., S. Ishiguro, M. Murase, and W. S.Chen, Creeping deformation along the Longitudinal 

Valley fault at Yuli area, eastern Taiwan, estimated by precise leveling survey and aerial 

photographic survey, International workshop on Geo-hazard Investigation of Sumatran fault and 

Soft-launching Geophysics department, Banda Aceh, 6-9 January 2011. 

(8) Matta, N., S. Ishiguro, M. Murase, and W. S. Chen, Relationship of the surface deformation between 

long term and short term at Yuli area along the Longitudinal Valley Fault in Eastern Taiwan, 

WPGM, Taiwan, 2010. 

(9) Matta, N., Y. Ota, M. Ando, Y. Nishikwa, and W. S. Chen, Possibility of paleotsunami at the 

Chenggong site, east coast of Taiwan, WPGM, Taiwan, 2010. 

(10) Matta, N., Y. Ota, M. Ando, Y. Nishikwa, and T. Haraguchi, Possible paleotsunami at the 

Chenggong site, east coast of Taiwan, 中華民國地質學會與中華民國地球物理學會 99年年會暨學術研討

會 , Taipei, 2010. 

IV．学内，研究科内での委員会活動 

(1) 日本活断層学会 秋季大会実行委員  

 

I．國友 孝洋 

II．論文，著書，研究発表等 

◆学術論文（レフェリーあり） 

(1)  Kato, A., T. Iidaka, R. Ikuta, Y. Yoshida, K. Katsumata, T.  Iwasaki, S. Sakai, C. Thurber,  

M. Tsumura, K. Yamaoka, T. Watanabe, T. Kunitomo, F. Yamazaki, M. Okubo, S. Suzuki, 

and N. Hirata, Variations of fluid pressure within the subducting oceanic crust and slow 

earthquakes, Geophys. Res. Lett., vol.37, L14310, doi:10.1029/2010GL043723, 2010. 

◆学術研究発表等 

(1) 加藤愛太郎・ 飯高 隆・生田領野・吉田康宏・勝俣啓・岩崎貴哉・酒井慎一・山岡耕春・渡辺俊樹・國

友孝洋・山崎文人・津村紀子・野崎謙治・高橋福助・大久保慎人・鈴木貞臣・平田直，東海下の構造と

地震発生に果たす水の役割, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. [招待講演] 

(2) 國友孝洋・加藤愛太郎・飯高 隆・生田領野・吉田康宏・勝俣啓・岩崎貴哉・酒井慎一・山岡耕春・渡
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辺俊樹・山崎文人・津村紀子・野崎謙治・高橋福助・大久保慎人・鈴木貞臣・平田直,  東海臨時測線

で観測された土岐送信所からの弾性波アクロス信号, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 

2010.05. 

(3) 吉田康宏・勝間田明男・國友孝洋・熊澤峰夫，森町アクロス送信信号から求めた伝達関数の時間変化, 

日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(4) 中島崇裕・國友孝洋・山田 治・浅森浩一・藪内 聡・茂田直孝・熊澤峰夫, 電磁 ACROSSの北海道幌延

地域における地質環境モニタリング技術への適用, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(5) 藤井直之・中島崇裕・笠原順三・國友孝洋，土岐アクロス震源と Hi-net鳳来間の伝達関数に見られる

波群の時間変化, 日本地球惑星科学連合 2010 年大会, 千葉, 2010.05. 

(6) 高岡宏之・津村紀子・高橋福助・野崎謙治・加藤愛太郎・飯高隆・生田領野・吉田康宏・勝俣啓・ 岩

崎貴哉・酒井慎一・山岡耕春・渡辺俊樹・國友孝洋・山崎文人・大久保慎人・鈴木貞臣・平田直, 東海

地域における 3 次元地震波減衰構造, 日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島 2010.10. 

(7) 山崎賢志・ 渡辺俊樹・ 山岡耕春・ 生田領野・ 國友孝洋・ 吉田康宏・ 勝間田明男・ 山中佳子・ 中

道治久・ 堀川信一郎, 鳳来アレイ連続地震観測記録を用いた土岐、森町、豊橋震源からのアクロス信号

の解析,物理探査学会第 122 回（平成 22 年度春季）学術講演会, 東京, 2010.05. 

(8) 鈴木友理・ 渡辺俊樹・ 山岡耕春・ 國友孝洋・ 山崎賢志・ 生田領野，東海スロースリップの監視を

目指した Hi-net による豊橋 ACROSS 信号の検出範囲の評価,日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島, 

2010.10. 

(9) Kato, A., T. Iidaka, R. Ikuta, Y. Yoshida, K. Katsumata, T. Iwasaki, S. Sakai, C. Thurber,  

M. Tsumura, K. Yamaoka, T. Watanabe, T. Kunitomo, F. Yamazaki, M. Okubo, S. Suzuki, 

and N. Hirata, Variations of fluid pressure within the subducting oceanic crust: Fine-scale seismic 

structures correlating with slow earthquakes, AGU 2010 Fall Meeting, San Francisco, USA, 

2010.12. 

 

I.  永井 悟  

II. 論文, 著書, 研究発表等 

◆学術研究発表等（注：招待講演の場合はその旨を付記。共同発表を含む。） 

(1) 田所敬一・生田領野・渡部 豪・奥田 隆・永井 悟・江藤周平・藤井昌和, 熊野海盆における海底地殻変動, 

日本地震学会 2010 年秋季大会, 広島, 2010.10. 

(2) 永井 悟・John Suppe・ 吳逸民（国立台湾大学）, 台湾衝突帯の階層構造モデル,日本測地学会第 114 回

講演会, 京都, 2010.11. 

(3) 渡部 豪・田所敬一・奥田 隆・永井 悟・江藤周平・生田領野・久野正博, 衛星軌道暦の違いに基づく KGPS

解析の精度評価, 日本測地学会第 114 回講演会, 京都, 2010.11. 

(4) Tadokoro, K, R. Ikuta, T. Watanabe, T. Okuda, S. Nagai, and S. Eto, System Development for 

Sea-bottom Crustal Deformation Measurement: Main Observational Results at the Suruga-Nankai 

Trough, Japan, and Future Problems, AGU 2010 Fall Meeting, San Francisco, USA, 2010.12. 

(5) Nagai, S., Y-R. Wang, K.-F. Ma, Y.-M. Wu, and H.-H. Huang, Integrated structural model for active 

arc-continental collision from southern Taiwan to central Taiwan inferred from seismogenic views, 
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AGU 2010 Fall Meeting, San Francisco, USA, 2010.12. 

 

以下、採用前（７月以前）2010 年度内 

(6) 永井悟・棚田俊收，伊豆衝突帯北東部における 3 次元地震波速度構造と地震活動，日本地球惑星科学連

合 2010 年大会, 千葉, 2010.05.  

(7) Nagai S., Y.-J. Wang, Y.-M. Wu, K.-F. Ma, C.-P. Lee, and N. Hirata, Integrated structural model for 

arc-continent collision in Taiwan inferred from seismic velocity, relocated seismicity, and 

attenuation inverted by seismic tomography, Western Pacific Geophysics Meeting, Taipei, 2010.06. 

(8) Nagai S., Y. Yukutake, and T. Tanada, Seismotectonics in the northeast area of the Izu Collision 

Zone inferred from seismic velocity structures and relocated seismicity, Western Pacific Geophysics 

Meeting, Taipei, 2010.06. 
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