
（案） 

 令和元～２年度追加変更・修正  

・R2.6 第 36 回地震火山観測研究計画部会（令和 2年 2月 17 日に名称変更）における承認以降に変更・修正の報告があったものを記載しています。 

 

課題番号：CBA_01 

実施機関名：千葉大学 

課題名：電磁気学的な地震先行現象の総合的研究 

変更前 変更後 理由 

(9)実施機関の参加者氏名または部署等名 

東海大学：長尾年恭、織原義明 

(9)実施機関の参加者氏名または部署等名 

東京学芸大学：織原義明 

 

担当者異動のた

め 

 

課題番号：ERI_09 

実施機関名：東京大学地震研究所 

課題名：内陸地震発生ポテンシャルの予測を目指した島弧の地殻応答と断層における地殻内流体の影響の解明 

変更前 変更後 理由 

(9)実施機関の参加者氏名または部署等名 

飯高 隆，酒井慎一，上嶋誠（東大・地震研） 

 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：飯高隆    

所属：東京大学地震研究所  地震火山噴火予知研究推進センター 

(9)実施機関の参加者氏名または部署等名 

飯高 隆，酒井慎一（東大地震研・情報学環），上嶋誠（東大・地震研） 

 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：飯高 隆 

所属：東京大学地震研究所・東京大学大学院情報学環 

 

担当者異動のた

め 

 

 

課題番号：ERI_11 

実施機関名：東京大学地震研究所 

課題名：地震発生予測のための島弧-海溝システムの観測-モデリング統合研究 

資料１ 
科学技術・学術審議会 測地学分科会 

地震火山観測研究計画部会（第３７回） 
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（案） 

変更前 変更後 理由 

(9) 実施機関の参加者氏名または部署等名 

篠原雅尚・飯高隆・望月公廣・山田知朗・石山達也・橋間昭徳・悪原岳・

佐藤比呂志（東京大学地 震研究所） 

(9) 実施機関の参加者氏名または部署等名 

篠原雅尚・望月公廣・山田知朗・石山達也・橋間昭徳・悪原岳・佐藤比呂

志（東京大学地震研究所）・飯高隆（東京大学地震研究所・東京大学大学

院情報学環） 

 

担当者異動のた

め 

 

課題番号：ERI_12 

実施機関名：東京大学地震研究所 

課題名：スロー地震モニタリングに基づく南海トラフ域の地震発生可能性評価手法に関する研究 

変更前 変更後 理由 

(9)実施機関の参加者氏名または部署等名 

蔵下英司・小原一成 ・竹尾明子・加藤愛太郎・上嶋誠・小河勉・飯高隆 

(東大地震研) 

(9)実施機関の参加者氏名または部署等名 

蔵下英司・小原一成 ・竹尾明子・加藤愛太郎・上嶋誠・小河勉 (東大地

震研)・飯高隆(東大地震研・東大情報学環) 

 

担当者異動のた

め 

 

課題番号：ERI_15 

実施機関名：東京大学地震研究所 

課題名：首都圏の地震被害分布と地震像の解明 

変更前 変更後 理由 

(9)実施機関の参加者氏名または部署等名 

東京大学地震研究所  酒井慎一 

 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：酒井慎一 

所属：東京大学地震研究所 

(9)実施機関の参加者氏名または部署等名 

東京大学地震研究所・東京大学大学院情報学環  酒井慎一 

 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：酒井慎一 

所属：東京大学地震研究所・東京大学大学院情報学環 

 

担当者異動のた

め 

 

課題番号：KUS_01 



（案） 

実施機関名：京都大学理学研究科 

課題名：地殻活動データの同化による沈み込みプレート境界面すべり予測に関する研究 

変更前 変更後 理由 

(9)実施機関の参加者氏名または部署等名 

常磐大学人間科学部：岩田貴樹 

(9)実施機関の参加者氏名または部署等名 

県立広島大学：岩田貴樹 

 

担当者異動のた

め 

 

課題番号：GSI_01 

実施機関名：国土地理院 

課題名：内陸の地殻活動の発生・準備過程の解明 

変更前 変更後 理由 

(10)公開時にホームページに掲載する問い合わせ先 

部署等名：  

電話：  

e-mail： 

 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：矢来博司 

所属： 

(10)公開時にホームページに掲載する問い合わせ先 

部署等名：国土地理院地理地殻活動研究センター  研究管理課  

電話：029-864-5954 

e-mail：gsi-eiss@gxb.mlit.go.jp 

 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：宗包浩志 

所属：国土地理院地理地殻活動研究センター地殻変動研究室 

 

担当者異動のた

め 

 

課題番号：GSI_02 

実施機関名：国土地理院 

課題名：プレート境界面上の滑りと固着の時空間変化の広域的な把握 

変更前 変更後 理由 

(10)公開時にホームページに掲載する問い合わせ先 

部署等名：地理地殻活動研究センター地殻変動研究室  

(10)公開時にホームページに掲載する問い合わせ先 

部署等名：国土地理院地理地殻活動研究センター  研究管理課  

 

担当者異動のた



（案） 

電話：  

e-mail：yarai-h96rq@mlit.go.jp 

 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：矢来博司 

所属： 

電話：029-864-5954 

e-mail：gsi-eiss@gxb.mlit.go.jp 

 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：宗包浩志 

所属：国土地理院地理地殻活動研究センター地殻変動研究室 

め 

 

課題番号：GSI_03 

実施機関名：国土地理院 

課題名：火山地域のマグマ供給系のモデリング 

変更前 変更後 理由 

(10)公開時にホームページに掲載する問い合わせ先 

部署等名：地理地殻活動研究センター地殻変動研究室  

電話：  

e-mail：gsi-eiss@gxb.mlit.go.jp  

 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：矢来博司 

所属： 

(10)公開時にホームページに掲載する問い合わせ先 

部署等名：国土地理院地理地殻活動研究センター  研究管理課  

電話：029-864-5954 

e-mail：gsi-eiss@gxb.mlit.go.jp 

 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：宗包浩志 

所属：国土地理院地理地殻活動研究センター地殻変動研究室 

 

担当者異動のた

め 

 

課題番号：GSI_04 

実施機関名：国土地理院 

課題名：GNSS 連続観測（GEONET） 

変更前 変更後 理由 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：矢来博司 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：宗包浩志 

 

担当者異動のた



（案） 

所属： 所属：国土地理院地理地殻活動研究センター地殻変動研究室 め 

 

課題番号：GSI_05 

実施機関名：国土地理院 

課題名：地形地殻変動観測 

変更前 変更後 理由 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：矢来博司 

所属： 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：宗包浩志 

所属：国土地理院地理地殻活動研究センター地殻変動研究室 

 

担当者異動のた

め 

 

課題番号：GSI_06 

実施機関名：国土地理院 

課題名： 

変更前 変更後 理由 

(10)公開時にホームページに掲載する問い合わせ先 

e-mail: gsi-eiss@ml.milt.go.jp  

 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：矢来博司 

所属： 

(10)公開時にホームページに掲載する問い合わせ先 

e-mail：gsi-eiss@gxb.mlit.go.jp 

 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：宗包浩志 

所属：国土地理院地理地殻活動研究センター地殻変動研究室 

 

担当者異動のた

め 

 

課題番号：GSI_07 

実施機関名：国土地理院 

課題名：宇宙測地技術による地殻変動監視 

変更前 変更後 理由 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 (11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者  



（案） 

氏名：矢来博司 氏名：宗包浩志 担当者異動のた

め 

 

課題番号：GSI_08 

実施機関名：国土地理院 

課題名：GNSS 観測・解析技術の高度化 

変更前 変更後 理由 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：矢来博司 

所属： 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：宗包浩志 

所属：国土地理院地理地殻活動研究センター地殻変動研究室 

 

担当者異動のた

め 

 

課題番号：GSI_09 

実施機関名：国土地理院 

課題名：全国活断層帯情報整備 

変更前 変更後 理由 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：矢来博司 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：宗包浩志 

 

担当者異動のた

め 

 

課題番号：GSI_10 

実施機関名：国土地理院 

課題名：火山基本図・火山土地条件図整備 

変更前 変更後 理由 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：矢来博司 

所属： 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：宗包浩志 

所属：国土地理院地理地殻活動研究センター地殻変動研究室 

 

担当者異動のた

め 



（案） 

 

課題番号：GSI_11 

実施機関名：国土地理院 

課題名：地殻活動データベース整備・更新 

変更前 変更後 理由 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：矢来博司 

所属： 

(11)この研究課題（または観測項目）の連絡担当者 

氏名：宗包浩志 

所属：国土地理院地理地殻活動研究センター地殻変動研究室 

 

担当者異動のた

め 

 

課題番号：THK_01 

実施機関名：東北大学理学研究科 

課題名：国際共同研究によるニュージーランドにおける地震発生機構の解明 

変更前 変更後 理由 

(12)実施機関の参加者氏名または部署等名 

飯尾能久（京都大学）、松本聡（九州大学）、Richard H Sibson 名誉教授

（オタゴ大学）、 Stephen Bannister 研究員（GNS Science）、Martha K 

Savage 教授（ビクトリア大学ウェリントン）、 Jarg Pettinga 教授（カ

ンタバリー大学）、Clifford H Thurber 教授（ウィスコンシン大学マデ

ィソン校） 

(12)実施機関の参加者氏名または部署等名 

飯尾能久（京都大学）、松本聡（九州大学）、Richard H Sibson 名誉教授

（オタゴ大学）、 Stephen Bannister 研究員（GNS Science）、Martha K 

Savage 教授、Calum Chamberlain 研究員（ビクトリア大学ウェリントン）、 

Jarg Pettinga 教授（カンタバリー大学）、Clifford H Thurber 教授（ウ

ィスコンシン大学マディソン校）、安藤亮輔・井出哲（東大理） 

 

研究体制の強化

のため 

 


