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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２６年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

【 公 表 】  

整理番号 Ｒ２３０５ 
関連研究分野 

（分科細目コード）

固体地球惑星物理学 

（４４０１） 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

複雑化する巨大災害に対する総合防災学確立に向けた最先端国際共同研究 

（平成２３年度） 

代表研究機関名 京都大学 

代表研究機関以外

の協力機関 
なし 

主担当研究者氏名 岩田 知孝 

補助金支出額 

（平成23年度） 

 

15,260,958 円  

（平成24年度） 

 

22,173,561 円

（平成25年度） 

 

23,604,352 円

（合計） 

 

61,038,871 円

(公募応募当初の「申

請書」に記載の) 

若手研究者の 

派遣計画 

（平成23年度） 

       ２  人 

 

（平成24年度） 

        ５  人 

（     ２  人）

（平成25年度） 

         ６  人 

（     ５  人）

（合計） 

６ 人

 

若手研究者の 

派遣実績 

（平成23年度） 

       ２  人 

 

（平成24年度） 

        ３  人 

（     ２  人）

（平成25年度） 

         ４  人 

（     ３  人）

（合計） 

４ 人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が300日

未満となり、最終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数） 

（平成23年度） 

       ２  人 

 

（平成24年度） 

        １  人 

（     ０  人）

（平成25年度） 

         ０  人 

（     ０  人）

（合計） 

３ 人

 

 

 

 



様式１ 

2 

 

１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）申請書に記載した期待される成果の概要 

（申請書（１０－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要） 
 

京都大学は「先端的、独創的、横断的研究を推進して、世界を先導する国際的研究拠点機能を高める」

を目標として掲げている。また、自然災害研究を取り扱う防災研究所では、以下のような人材育成を

目指す。 

(１)人類が直面する危機を乗り切り、人間社会を心豊かにし、その安寧に貢献するという使命感・

倫理観あふれる研究者および国際・地域エリートを育成・輩出する。 

(２)自然現象と社会現象の相互作用として災害や環境変化を観ることのできる、専門性に加えて複

眼的な視点を持つ人材（generalist の視点を持つspecialists）を育成する。 

(３)先端的な観測・実験・調査、実践的な予測・影響評価を通して、学際融合的な研究を展開させ、

政策構想力や現場での的確な判断力・行動力を備えた人材を育成する。 
 

本事業により将来の学術の振興を担う若者を派遣した結果を、次の観点から検証するものとする。

(ア)本人の研究や教育の能力を向上したかどうか。 

(イ)派遣先とのフォーカル・ポイントとなること。 

(ウ)派遣期間内に知り得た研究者・教育者や、組織と国際的な連絡ネットワークを確保し、双方向

の情報伝達、将来の研究交流、人材交流にも資すること。 

(エ)派遣経験を同僚や後輩に伝え広め、新しい研究展開を促進し、研究所が高い水準で名声や活動

を維持できるように貢献すること。 

(オ)派遣先のみならず、広く国際的な研究教育活動に携わり、大学や研究所の国際性のさらなる向

上に尽力すること。 

さらに、所をあげての若手研究者支援を通して、総合防災学確立をすすめるとともに、当該の若手

研究者が将来的にこれらを担い、更に発展していくインフレスパイラルシステムを構築する。 
 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

 

【理由】 

巨大地震災害軽減と極端気象災害軽減に向けた最先端実証的国際共同研究と、それを踏まえた減災社

会確立のための総合防災学確立を目指した研究を行った。派遣先における若手派遣研究者を中心とし

た共同研究の成果は、着実に国際学会発表や学術雑誌論文として結実した。派遣先のひとつであるフ

ランス地質調査所との国際交流協定を事業年度内に締結し、国際共同研究の拡大・継続をしている。

事業計画年度内に国際シンポジウムとワークショップを開催し、派遣先等からの招聘外国人研究者を

含め、巨大地震災害、極端気象災害に関する最先端研究成果の情報共有に加え、各機関での防災実践

教育のあり方や総合防災学の確立に向けた意見交換を行うことができた。本事業の取り組みを踏まえ

て、平成26年度頭脳循環を加速する国際研究ネットワーク推進プログラムに京都大学生存圏研究所と

共同提案を行うなどの国際連携研究活動を継続、加速している。 
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）申請書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（申請書（４－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び申請書（１０－２）に記載した国際共同研究に

おいて期待される成果概要） 
 
○到達目標 

本申請においては、極端自然現象（地球物理学的現象に誘発されたハザード）の正確な分析と記述を行う。そ

の基礎に基づいて、複雑化、巨大化する自然災害の本質を紐解き、リスクの特徴を踏まえたレジリエントな（災

害に対して柔軟迅速に対応・復旧できる）社会を構築するための総合防災学確立を目指す。このためには 

１．ハザード、災害脆弱性およびリスクの特性の解明。 

２．複雑かつ変化しつつあるリスク状況下で行われる意思決定過程の研究。 

３．科学的知識に基づいた行動により、リスクを減少し、被害を縮小する統合的アプローチの研究 

をバランスよく進める必要がある。 

本申請においては、2011年東日本大震災を踏まえた地震災害、及び激烈・巨大化する気象災害等を極端自然災

害の対象として、上記の１を達成するための最先端国際共同研究を推進するとともに、項目２、３への展開を目

指す。これを行うための到達目標を以下の３点とする。 

・上記の国際共同研究の枠組みの中で、４人の若手人材を３年間にわたり派遣。 

・巨大地震・極端気象災害軽減を目指し、若手研究者と派遣先機関における最先端の国際共同研究の実施。 

・それらの共同研究成果を踏まえた、総合防災学確立のための、担当研究者、派遣研究者を中心とした研究グ

ループと派遣先研究機関等との国際シンポジウム等の実施。 

本事業においては、世界をリードする国際共同研究を推進する若い人材に貴重な経験を積ませ、次世代の各

研究コミュニティーにおけるリーダーを育てる。同時に、防災研究所がこうした研究のリーダーシップをとり

続けられるように全所的に取り組む体制を強化する。 
 
○国際共同研究において期待される研究成果 

我々は2011年東日本大震災を経験し、改めて極めて希に起きる極端な自然災害とそれに伴う災害に体して、災

害の予測、防災計画、早期警戒、応急対応、復旧・復興といった様々なフェーズでの対応策、技術、法制度など

の社会システムを適切なものにし、我が国及び国際的な学術上・実際上の課題解決に資していく必要があること

を認識した。先端的な観測・実験機器、センサー技術、情報システムが開発される一方で、実際の災害現場では、

それらの成果が必ずしも十分に活用されていない。すなわち、先端研究と現場とのギャップが存在するが、それ

を解消するためには、現場の視点に立脚して、その実情・文化・風土に応じた防災対策を効果的に行わねばなら

ない。 

将来の学術の振興を担い、さらには、国内・国外の防災問題の解決を図ろうとする有為な若者を、当該分野に

おける最先端研究の地で学ぶことは将来の学術振興を担う若者にとって、極めて有意義であると同時に、本提案

をする防災研究所といった、マルチハザード研究とそれらをベースとする総合防災学の確立・推進を行う機関が

若手研究者のサポートとより頑健な国際共同研究の推進を行うことは、防災研究所にとって極めて重要であると

考えている。 

 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

 

【理由】 

巨大地震による低頻度大災害と極端気象適応に関して、巨大地震の特性を解明するための研究、巨大

地震災害を引き起こす要因である地盤の地震動増幅機構の解明、建物と地盤の相互作用に関する実験

的研究、及び都市構造の気候変動への影響に関する最先端の国際共同研究を進めることができた。こ

れらの研究成果は、防災研究所で進めている実証研究と実践研究の連携を踏まえた総合防災学確立の

ための実証研究の重要なアウトプットとして利用され、減災社会の構築へ活かされつつある。また、

防災研究所が今後国際的な総合防災学のCOEとして活動していくために、本事業における派遣若手研

究者が活躍していくことが期待され、実際、国際共同研究の更なる推進や、国際展開に関する活動が

はじまりつつあるため。 
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。 

① 自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

 

防災研究所の共同研究の枠組みにおいて、金額的には本事業のような長期派遣は可能で

はないが、「拠点研究」の枠組みを使っての、国際的な研究ネットワーク形成の奨励を

継続している。また、所内の自己資金によって、国際交流協定に基づく共同研究、もし

くは国際交流協定につなげるべく国際共同研究を行うための補助（国際共同研究の推進）

を行っている。また、平成 26 年度頭脳循環を加速する国際研究ネットワーク推進プログ

ラムに、京都大学生存圏研究所とともに共同提案を申請した。 

 また、フランス地質調査所とは、本事業で行ってきた国際共同研究をさらに展開する

ため、国際共同研究を進めることのできる各種研究プロジェクトへ申請を行っている。

 

 

② 本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

 

本事業期間中に、派遣先機関との部局間交流協定を１件結ぶことができた。また、防災

研究所においては、平成 23 年度に世界防災研究フォーラム、平成 25 年度に巨大地震災

害とリスクに関するワークショップを開催し、自然災害を軽減するための学術的課題や

防災実践をすすめるための目標を議論、検討を継続的に行っていく取り組みを進めてい

る。本事業での派遣先機関はこの国際連携研究を推進し、ネットワーク化していく主要

な機関・部局であり、これら国際的なシンポジウム等の継続・運営に関して、本事業で

構築した共同研究の推進や派遣研究者の主たるメンバーとしての活躍が期待されてい

る。 

 

 

③ 本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

派遣した若手研究者は滞在期間中には研究計画に従って共同研究や実験・観測等を順調

に進めることができた。その中で、共著論文としては、国外や国際学会における研究発

表を行うとともに、査読付き欧文誌への投稿準備、投稿、そして受理にまでたどりつい

た研究成果もある。実験・観測を踏まえた共同研究となると、１年といった滞在期間の

間に欧文論文にまでとりまとめるのは時間的に困難であるが、着実に研究発表を行い、

公表まで達成しているという点においては、派遣研究者の研究資質の高さを物語ってい

ると考えており、将来が期待できる。また、投稿準備、投稿中の論文も、早晩公表され

るものと大いに期待している。 
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ リ ガ ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局 

職名 

（身分）
専門分野 備考 

主担当研究者       
ｲﾜﾀ    ﾄﾓﾀｶ  

岩田 知孝  京都大学  防災研究所  教授  強震動地震学・地震災害  
      
担当研究者       

ナ カ シ マ   マ サ ヨ シ  

中島 正愛  京都大学  防災研究所  教授  建築工学  
ハ シ モ ト  マ ナ ブ  

橋本 学  京都大学  防災研究所  教授  測地学・地震学  
モ リ   ジ ェ ー ム ズ  ジ ロ ー  

Mori,James Jiro 京都大学  防災研究所  教授  地震学・震源過程  
カ ワ セ    ヒ ロ シ  

川瀬 博  京都大学  防災研究所  教授  耐震工学・地震災害  
タ カ ラ  カ オ ル  

寶 馨  京都大学  防災研究所  教授  防災技術政策・水災害  
イ シ カ ワ   ヒ ロ ヒ コ  

石川 裕彦  京都大学  防災研究所  教授  気象学・暴風雨災害  
ム コ ウ ガ ワ  ヒ ト シ  

向川 均  京都大学  防災研究所  教授  気象学・災害気候  

      

      
計８名       

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名 相手側研究者氏名 
職名 

（身分） 
備考 

     

フランス フランス国地質調査所（BRGM）  青地 秀雄 主任研究員  

アメリカ

合衆国 

 

米国地質調査所（USGS）  Ross Stein 主任研究員  

アメリカ

合衆国 

 

米国南カリフォルニア地震センター（SCEC）  

（南カリフォルニア大学）

（カリフォルニア大学サンタバーバラ校）

 

Tom Jordan 

Ralph Archuleta 

 

教授 

教授 

 

 

 

英国 

 

オックスフォード大学 

 

Barry Parsons 教授  

英国 

 

ブリストル大学 

 

David A. Stoten 教授 (H24.03.31まで)

アメリカ

合衆国 

 

米国太平洋地震工学研究センター（PEER） 

（カリフォルニア大学バークレー校）

（カリフォルニア大学デービス校）

 

Stephan A. Mahin 

Ross W. Boulanger 

 

教授 

教授 

 

 

 

アメリカ

合衆国 

 

米国国立大気研究センター（NCAR）  

 

Richard Rotunno 部門長 (H25.03.31まで)

英国 キングスカレッジオブロンドンおよびレディング大学 Sue Grimmond 教授 (H25.04.01追加)

  

計 ８機関 
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

○選抜方針・基準  

極端自然災害として地震災害、気象災害に関係する最先端研究に拘わる研究テーマ及

び様々な自然災害を踏まえた、総合防災学の進展に関与する研究テーマに関する若手研

究者派遣を行うことが本実施事業の目的であった。これに沿い、以下の研究計画・方法

を実施しようとする者を選抜した。  

・地震発生、強震動、津波、構造物応答など地震災害や集中豪雨、気候変動、台風・

竜巻などの気象災害に関する研究テーマを、世界的にトップレベルにある海外の大学や

研究機関における著名な研究者のもとで、先端的な研究・実験等を行い、現地研究者と

の協働で論文や著作をまとめ上げることを目的とする。  

・国際機関、国連機関などにおける災害科学や防災に関する国際共同研究事業などの

立案・実施に実質的に参画し、当該分野の国際的なネットワークの形成、我が国の国際

的リーダーシップの確立に資する。  

・自然災害のインパクト評価にもとづいて、レジリエントな（回復力に優れた）社会

を形成するために必要な社会科学・人文科学的観点を勘案した総合防災学の確立を目指

して、国際的な研究機関等において共同研究を推進する。  

○選抜方法  

以下に示す募集と選抜を行った。  

募集方法：毎年度所内公募を行った。この際、派遣時45歳以下の若手研究者に加えて、

前途有望な大学院博士後期課程学生の派遣も奨励するため、研究所に配置されている若

手研究者、大学院生に募集のアナウンスを行うとともに、５つの研究部門、６つの附属

研究センターの長をはじめとする全教員に周知し、本事業に適切な、優秀な人材の確保

に努めた。  

選抜方法：防災研究所の研究・教育委員会下に設置された「若手育成専門ワーキング

グループ」が中心となって選考委員会を構成し、応募者自身の派遣研究計画、期待され

る成果を評価して、最適な候補者を必要な人数だけ選抜した。若手育成専門ワーキング

グループは、研究・教育委員会委員、教育専門委員長や上述の研究テーマについて、若

手研究者を強力にサポートできる関連研究分野の教員で構築した。これにより、幅広い

見地からの研究計画についての機会公平性、客観的妥当性を担保した。  

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

派遣年度内においては、防災研究所にある研究・教育委員会の委員長は研究担当者で

ある橋本学教授、川瀬博教授がその任にあたり、また、若手育成ワーキンググループは、

研究担当者の寶馨教授、岩田知孝教授がその任にあたって、教授会や研究・教育委員会

等の所内関連各委員会において、派遣期間等の情報共有を行い、所内委員会等の派遣研

究者の負担を分担した。この若手ＷＧには事務補佐員を置き、若手派遣研究者等の海外

渡航・帰国、研究のための機材の輸送、米国及び日本国内で開催するワークショップに

おける外国人の渡航（欧州から米国。欧州から日本、米国から日本）、下記の渡航者の

安全確保のための（株）日本アイラックによる海外緊急中大事故支援サービスに関する

事務手続きなどの各種事務的支援を行った。  

訪問先研究機関の研究グループと防災研究所内の各分野の研究グループでの調整を

行って、最先端研究を踏まえた総合防災学の確立と展開を行うための国際シンポジウム、

国際ワークショップの企画立案・実施を行った。また、派遣研究者の教育負担について

は、主として関係研究室が計画的に分担するなどして、支障がないように努めた。 
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本事業での活動報告として、若手育成ワーキンググループが編集したニューズレター

を毎年度末に発刊し（合計３号発刊）、防災研究所ニューズレターに合わせて各機関等

へ配布した。また、事業期間中にはホームページを構築して、国際共同研究内容、シン

ポジウム等の内容といったupdateな情報を発信した。  

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況とその理由 

本事業計画提案時は、計画年度内に６名の研究者を派遣予定であった。結果的にはこ

のうち２名（米国南カリフォルニア地震センター及び地質調査所、米国国立大気研究セ

ンター）の派遣を取りやめたことで、４名の派遣となった。この取りやめを行った２名

は、初年度（平成 23 年度）においては、年度末に１－２週間の期間、次年度以降の研究

計画を推進するために先方へ渡航を行ったが、１名は平成 24 年度前期に他大学への異動

が決定し、もう１名は研究プログラムサブリーダとしての活動のため、長期派遣が難し

くなったためである。若手育成専門ワーキンググループでは、若手派遣の募集を行い、

若手研究者（助教）１名を平成 25 年度に約８ヶ月の期間、米国南カリフォルニア地震セ

ンターのカリフォルニア大学サンタバーバラ校に派遣して、本事業を進めるための活動

を行った。若手派遣の期間に若干不足していたことから、この派遣は、若手派遣の数と

してカウントできないが、南カリフォルニア地震センターとの国際共同研究という点に

おいては、十分に成果はあったと考えている。 

 

（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

① 派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。） 

本事業期間中に、新たに派遣先機関との部局間交流協定を結ぶことができた。このた

め、派遣研究者は、通例ならば面会する機会がないと考えられる派遣先機関長や担当事

務長といったポストの方との面談等を行う機会に恵まれた。また、本事業における派遣

先機関のほとんどが既に防災研究所と国際交流協定を結んでいることからもわかるよう

に、派遣先機関自体、部局間交流協定を踏まえた国際連携、共同研究の推進に積極的な

ところばかりであった。この観点から、派遣研究者は、国際連携を推進する機関のこれ

に関するスキルや、国際シンポジウムを開催・運営するといった交渉、また共同実験や

観測といった視点での国際共同研究推進等についてのスキルを身につけることができ

た。その一環として、本事業終了後も各種の国際共同研究等への応募を計画、推進して

いる。こういった活動は、本人の国際展開能力の研鑽に加えて、所としての国際研究活

動の推進にも好影響を与えている。 
 

② 派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。） 

防災研究所においては、本事業において提案した低頻度ではあるが大被害に結びつく自

然災害に関して、国際共同研究等の推進を進めていくことを重点課題のひとつと認識し、

国際共同研究等を進めるための様々な取り組みを進めている。その中では、平成 26 年度

頭脳循環を加速する国際研究ネットワーク推進プログラムに、京都大学生存圏研究所と

ともに共同提案を申請した。なお、研究所としての研究者評価においては、いわゆる国

内外の peer reviewed paper 数等を評価対象としているため、本事業を踏まえて、海外

での研究実績を特段に重視するといったことはしていないが、欧文査読付き論文での研

究発表を増やしていける環境を構築することについては検討を行っている。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】  ※派遣者毎に作成すること。 

派遣者①： 准教授   

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

「波動干渉法に基づく地下構造および建物特性の同定手法に関する研究」 

地震動や微動を計測することによって、地下構造や建物特性を同定する方法が近年注

目されてきている。その理論的背景を明らかにし、実データへの適用を進めてきた研究

グループのひとりである派遣者が、自然地震発生頻度が高くないものの、地震被害リス

クを考える必要のあるフランス都市圏において、手法の展開を共同研究の柱とした。ま

た、大学でない機関（フランス地質調査所）における研究プロジェクトの進め方といっ

た知見を学ぶことも行った。 

（具体的な成果） 

波動干渉法に基づく地下構造の同定手法に関する研究について、受入研究者の青地博

士と De Martin 博士と数値解析の方法について議論し、De Martin 博士の開発した数値

解析プログラムを用いることで、派遣者の解析結果の解釈を与える重要な研究が大きく

前進した。その成果をまとめ、査読論文に投稿、受理まで進めることができた。この方

法についてフランスにおいても振動観測を行って、解析を進めている。この研究手法に

よる地下構造の同定方法の有用性を示していくことができれば、フランスをはじめとす

るヨーロッパにおいても派遣者らの開発した方法の国際展開が期待される。また、本プ

ロジェクト期間中にフランス地質調査所と防災研究所間において国際交流協定を結び、

さらなる共同研究の進展を図ることができた。 

派遣先 
（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間 
合計 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

フランス・サントル地域圏、地質調査所、

自然災害及び安定的二酸化炭素貯蔵研究

分野、青地秀雄博士 
８日 １７６日

 

１７５日  ３５９日

 

派遣者②：  准教授    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

「遠心載荷実験に基づく地盤と構造物の大地震時挙動の評価」  

派遣先のカリフォルニア大学デービス校には世界最大の遠心裁荷装置があり、それを

用いた地盤・構造物の大地震時の挙動評価に関する共同研究を進めること、および大型

装置の運営や研究プロジェクトの進め方についての知見を得ることを目的とした。  

（具体的な成果） 

「柱状地盤改良による液状化対策」および「壁状地盤改良が軟弱粘性土地盤の地震時

応答に及ぼす影響」に関する共同研究に参画する機会を得た。特に後者は、実験手法が

確立していない実験であり、試料作製から困難の連続であったが、最終的には成功する

ことができ、得難い経験ができた。 

派遣先 
（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間 
合計 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

アメリカ合衆国・カリフォルニア州、カ

リフォルニア大学デービス校、土木環境

工学研究科、Ross W. Boulanger 教授 
１７日 １６８日

 

１８０日  ３６５日
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派遣者③：  准教授   

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

「世界の沈み込み帯の比較に基づく超巨大地震発生に関する基礎的な研究」 

2011年東北地方太平洋沖地震の発生を受け、これまで沈み込み帯によるプレート境界

特性の考え方を再考し、地震の多様性についての研究を進める必要性が出てきた。これ

を踏まえ、派遣者は派遣先において、固体地球物理学に関する幅広い知見を踏まえた巨

大地震生成に関する共同研究を進めることと、国際共同研究の方法についての知見を得

ることを目的とした。 

（具体的な成果） 

地震の震源過程を地震波から推定する方法のひとつとして、近年よく用いられること

となったバックプロジェクション法を、震源インバージョン手法の観点から整理し、理

論的な位置づけを明らかにした。固体地球物理学の幅広い研究チームでの共同研究をす

すめることによって、世界の沈み込み帯の比較に基づいた、巨大～超巨大地震の発生に

関する研究についての基礎的な意見交換と考え方を整理することができた。 

派遣先 
（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間 
合計 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

英国・オックスフォード市、オックスフ

ォード大学、地球科学科、Barry Parsons

教授 
０日 ２６２日

 

３４９日  ６１１日

 

派遣者④：  博士後期課程学生   

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

「地理条件の異なる都市における都市気候形成メカニズムの解明とその一般化」 

都市気候の形成メカニズムが地理条件の違いによってどのように変化するのかを領域

気象モデルを使って調べた。現象の理解を進める過程において、都市周辺の地理条件の

設定には、これまで派遣者が行ってきている日本のような起伏の激しい条件の場合だけ

でなく、世界各都市への展開を想定し、より汎用性の高い設定実験を行った。受け入れ

教員である、Grimmond 教授との議論を通じて、都市気候形成に対する地理条件の重要性

の理解が進み、研究を深化することができた。また、派遣大学において、 

実際の気象データを観測する機器の設置の補助を行う機会を得、またこのデータの解析

方法を新たに学ぶことができ、これまでの数値シミュレーションを中心とした研究活動

に新たな視点をもつきっかけとなった。 

（具体的な成果） 

地理条件の違いによる都市気候の形成メカニズムに関する研究において、これまで

行ってきた、国内の都市を対象とした研究を、国外の各都市の地理条件に基づくモデル

計算に展開することにより、グローバルな条件と設定に基づく研究をすすめることがで

きた。 

派遣先 
（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間 
合計 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

英国・大ロンドン市、ロンドン大学キン
グスカレッジロンドン、都市気候研究所、
英国・レディング市、レディング大学、
気象学部、 
Sue Grimmond教授 

０日 ０日

 

３０２日 ３０２日
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 
研究スケジュール（派遣者、共同研究題目、派遣期間、派遣先）は以下の通りであり、４名の
派遣を行って、若手派遣者を中核とした国際共同研究を行った。 
 
【1】准教授「波動干渉法に基づく地下構造および建物特性の同定手法に関する研究」、フラ
ンス（12ヶ月）フランス地質調査所、2012年3月、2012年4月－9月、2013年4月－9月 
【2】准教授「遠心載荷実験に基づく地盤と構造物の大地震時挙動の評価」、アメリカ合衆国
（12 ヶ月）カリフォルニア大学デービス校(PEER)、2012 年 3 月、2012 年 7 月－11 月、2013 年
3 月－9 月 
【3】准教授「世界の沈み込み帯の比較に基づく超巨大地震発生に関する基礎的な研究」、イ
ギリス（19ヶ月）オックスフォード大学、2012年7月－2013年5月、2013年6月－2014年3月 
【4】博士後期課程学生「地理条件の異なる都市における都市気候形成メカニズムの解明とそ
の一般化」、イギリス（10 ヶ月）ロンドン大学キングスカレッジロンドンおよびレディング大
学、2013 年 5 月－2014 年 3 月 
 
また、上記の巨大地震災害及び極端気象災害に関する最先端国際共同研究に基づく総合防災学
確立のための国際シンポジウムとワークショップを行い、最先端国際共同研究の情報共有、レ
ジリエント社会を構築していくための各機関等での防災教育研究や社会実践研究に向けての
意見交換を行う。 
 

（２）成果の概要 

【1】「波動干渉法に基づく地下構造および建物特性の同定手法に関する研究」 
波動干渉法に基づく地下構造の同定手法に関する研究について、派遣研究者がこれまで蓄積し
てきていた観測データを、受入機関側の研究者との共同研究をすすめることで、総合的な解釈
を行うことができ、研究発表、論文発表につなげることができた。一方、主として日本で解析
が進められてきた地震波干渉法の新しい解釈を提案することで、フランスをはじめとするヨー
ロッパにおいても派遣者らの開発した方法の国際展開につなげることができると考えられる。
また、本事業年度内にフランス地質調査所と防災研究所間において国際交流協定を結び、さら
なる共同研究の進展につなげることができた。 
 
【2】「遠心載荷実験に基づく地盤と構造物の大地震時挙動の評価」 
派遣先機関にある大型実験設備での「柱状地盤改良による液状化対策」および「壁状地盤改良
が軟弱粘性土地盤の地震時応答に及ぼす影響」に関する共同研究に参画した。特に後者は、実
験手法が確立していない実験であり、試料を作製するところから共同研究に参画し、これらの
大型試験を進める点において得難い経験ができた。共同研究の成果としての論文をとりまとめ
ているところである。 
 
【3】「世界の沈み込み帯の比較に基づく超巨大地震発生に関する基礎的な研究」 
地震の震源過程を地震波から推定する方法のひとつであるバックプロジェクション法を、震源
インバージョン手法の観点から整理し、理論的な位置づけを明らかにした。固体地球物理学の
幅広い研究チームでの共同研究をすすめることによって、世界の沈み込み帯の比較に基づい
た、巨大～超巨大地震の発生に関する研究についての基礎的な考え方を整理することができ
た。研究成果の一部は既に論文発表されている。 
 
【4】「地理条件の異なる都市における都市気候形成メカニズムの解明とその一般化」 
地理条件の違いによる都市気候の形成メカニズムに関する研究において、これまで行ってき
た、国内の都市を対象とした研究を、国外の各都市の地理条件に基づくモデル計算に展開する
ことにより、グローバルな条件と設定に基づく研究をすすめることができた。派遣者は帰国後、
博士論文執筆に集中しており、国際共同研究の成果はその後にとりまとめられる予定である。 
 
また、平成 24 年 3 月に国際防災研究フォーラム（シンポジウム）を、平成 26 年 3 月には巨大
地震の強震動・サイト特性およびリスクの評価に関する国際ワークショップを共催し、派遣先
機関はもとより、防災研究に関係している各国の機関からの参加を得て、総合防災学確立に向
けた研究成果についての議論を行うことができた。 
 
 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

1 0 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、 初と 後の頁、発表年（西暦）について記入して

ください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。） 

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

・著者名について、責任著者に「※」印を付してください。また、主担当研究者には二重下線、担当研究者に

ついては 下 線 、派遣した若手研究者については 波 線 を付してください。 

・共同研究の相手側となる海外の研究機関との国際共著論文等には、番号の前に「◎」印を、また、それ以外

の国際共著論文については番号の前に「○」印を付してください。 

・当該論文の被引用状況について特筆すべき状況があれば付記して下さい。  

◎
１ 

The Effect of Lateral Heterogeneity on Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio of Microtremors Inferred 
from Observation and Synthetics、※Shinichi Matsushima、Takanori Hirokawa、Florent De Martin、Hiroshi 
Kawase、Francisco J. Sánchez-Sesma、Bulletin of the Seismological Society of America、査読有り、104:1、
381-393、 2014 

◎
２ 

Impact of Geometric Effects on Near-Surface Green's Functions 、 ※ Florent De Martin 、 Shinichi 
Matsushima、Hiroshi Kawase、Bulletin of the Seismological Society of America、査読有り、 103:6、
3289-3304、 2013 

◎
３ 

Validation of a New Velocity Structure Inversion Method Based on Horizontal‐ to‐ Vertical (H/V) 
Spectral Ratios of Earthquake Motions in the Tohoku Area、※Ariane Ducellier、Hiroshi Kawase、Shinichi 
Matsushima、Bulletin of the Seismological Society of America、査読有り、 103:2A、 958-970、 2013 

◎
４ 

THE EFFECT OF THE BASIN EDGE TO THE DIRECTIONAL DEPENDENT HORIZONTAL-TO-VERTICAL 
SPECTRAL RATIOS OF MICROTREMORS、※ Shinichi MATSUSHIMA、 Florent DE MARTIN、Hiroshi 
KAWASE、Francisco J. SÁNCHEZ-SESMA、Second European Conference on Earthquake Engineering and 
Seismology Istanbul Aug.25-29, 2014、1595、査読無し、2014  

◎
５ 

Simulation of H/V Spectral  Ratios of Microtremors with Directional Dependency、※Shinichi Matsushima、
Florent De Martin、Takanori Hirokawa、Hiroshi Kawase、Francisco J. Sánchez-Sesma、10th International 
Conference on Urban Earthquake Engineering、査読無し、 2013 

○
６ 

※Fukahata, Y., Yagi, Y. and Rivera, L., 2014. Theoretical relationship between back-projection imaging 
and classical linear inverse solutions, Geophysical Journal International, 196, 552-559. 査読有  

◎
７ 

※Funning, G., Fukahata, Y., Yagi, Y. and Parsons, B., 2014. A method for the joint inversion of geodetic 
and seismic waveform data using ABIC: application to the 1997 Manyi, Tibet earthquake, Geophysical 
Journal International, 196, 1564-1579. 査読有  

○
８ 

※ Hamling, I .J.,  Wright,  T.J.,  Calais,  E., Lewi, E. and Fukahata, Y.,  2014. InSAR observations of 
post-rifting deformation around the Dabbahu rift segment, Afar, Ethiopia, Geophys. J. Int.,  197 ,  33-49, 
doi: 10.1093/gji/ggu003. 査読有  

◎
９ 

※Manouchehr Hakhamaneshi, Bruce L. Kutter, Shuji Tamura,  Andreas G. Gavras,Weian Liu and Lijun 
Deng: Rocking Foundations with Different Shapes on Different Soils,  10th International Conference on 
Urban Earthquake Engineering, CUEE, Tokyo Inst itute of Technology, Paper No. 10-297, 2013. 3. (アブ

ストラクト査読 ) 
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②学会等における発表 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発

表年月（西暦）について記入してください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。） 

・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場合

は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者名は「※」印を付して下さい。発表者名について主担当研究

者には二重下線、担当研究者については 下 線 、派遣した若手研究者については 波 線 を付して

ください。 

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との国際共同発表には、番号の前に「◎」印を、また、

それ以外の国際共同発表については番号の前に○印を付してください。  

１ 微動 H/V スペクトル比の方位依存性と不整形基盤形状の関係、※松島信一、川瀬博、日本建築学
会学術講演梗概集、B2、 351-352、口頭発表、審査無し、 2014 年 9 月  

◎
２ 

盆地端部形状が微動の水平上下スペクトル比に与える影響、※松島信一、デ マルタン フロロ
ン、川瀬 博、福岡侑里、サンチェス－セスマ フランシスコ、日本地球惑星科学連合 2014 年大
会予稿集 SSS35-08、口頭発表、審査無し、 2014 年 4 月  

◎
３ 

微動 H/V スペクトル比の方位依存性と盆地端部形状の関係、※松島信一、Florent De Martin、川瀬
博、Francisco J. Sanchez-Sesma、廣川貴則、日本地震工学会年次大会 2013 予稿集、口頭発表、審
査無し、 2013 年 11 月  

◎
４ 

不整形な基盤の形状と微動の H/V スペクトル比の関係について－その１  盆地端部の形状－、
※松島信一、De Martin Florent、川瀬博、Sánchez-Sesma Francisco J、廣川貴則、日本地震学会秋
季大会予稿集 B22-05，口頭発表、審査有り、 2013 年 10 月  

◎
５ 

Numerical Simulation of H/V Spectral Ratios of Microtremors with Directional Dependence Caused by 
Lateral Heterogeneity、※ Shinichi Matsushima、 Florent De Martin、 Hiroshi Kawase、 Francisco J.  
Sánchez-Sesma、Takanori Hirokawa、IAHS/IAPSO/IASPEI Joint Assembly、スウェーデン王国ヨーテ
ボリ市、ポスター発表，審査有り， 2013 年 7 月  

◎
６ 

Simulation of Directional Dependency of H/V Spectral Ratios of Microtremors Casued by Lateral 
Heterogeneity 、 ※ Shinichi Matsushima 、 Takanori Hirokawa 、 Hiroshi Kawase 、 Francisco J.  
Sánchez-Sesma、Florent De Martin、American Geophysical Union Fall Meeting #S53C-2519、アメリ
カ合衆国サンフランシスコ市、ポスター発表、審査有り、 2012 年 12 月  

◎
７ 

数値計算に基づく基盤の不整形性が微動の H/V スペクトル比に与える影響についての検討、※松
島信一、F. De Martin、F. J.  Sánchez-Sesma、川瀬 博、廣川貴則、日本地震学会秋季大会予稿集
P3-68、ポスター発表、審査有り， 2012 年 10 月  

８ 微動 H/V スペクトル比の方位依存性と不整形基盤形状の関係、※松島信一、川瀬博、日本建築学
会学術講演梗概集、B2、 351-352、口頭発表、審査無し、 2014 年 9 月  

○
９ 

※Fukahata, Y., Yagi,  Y. and Rivera, L., Theoretical background of back-projection imaging and its 
relation to time-reversal and inverse solutions, European Geophysical Union, 2013 年 4 月，ウィーン，
口頭，審査有 （招待講演）  

◎
10 

※Manouchehr Hakhamaneshi, Bruce L. Kutter, Shuji  Tamura, Andreas G. Gavras,Weian Liu and Lijun 
Deng: Rocking Foundations with Different Shapes on Different Soils, 10th International Conference on 
Urban Earthquake Engineering, CUEE, Tokyo Institute of Technology, Paper No. 10-297, 2013. 3. 口
頭発表 ,  アブストラクト査読  

◎
11 

※Mohammad Khosravi, Yongzhi Wang, S. Tamura, R. W. Boulanger,D. W. Wilson, C. 
 G. Olgun: Dynamic Centrifuge Tests on Soft Clay Soil Reinforced by Soil-Cement Grids: 10t h  National 
Conference on Earthquake Engineering, 2014 ポスター発表 ,  審査なし  
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