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高橋 誠，小泉 尚嗣，佐藤 努，松本 則
夫，伊藤 久男，桑原 保人，長 秋雄，
佐藤 隆司

2000年鳥取県西部地震前後の近畿地域およびそ
の周辺地域における地下水位・地殻歪変化

2002年6月 地震 日本地震学会 55 1 75 82

佐藤 努，高橋 誠，松本 則夫，中村 太
郎

大路池における降雨イベント時の水収支-三宅
島2000年噴火に関連して-

2002年8月 日本水文科学会誌 日本水文科学会 32 3 83 91

佐藤 努，松本 則夫，秋田藤夫，柴田智
郎，鈴木敦生，松島 喜雄，高橋 誠

有珠火山2000年噴火に伴って伊達市で観測され
た地下水位異常

2002年7月 火山 火山学会 47 3 171 176

佐藤 努，風早 康平，鈴木敦生，松本 則
夫 電柱間距離測定による地殻変動量の推定 2002年11月 火山 日本火山学会 47 5 699 704

柴田 智郎，松本 則夫，秋田 藤夫
Fluctuation in groundwater level prior to
the critical failure point of the crustal
rocks

2003年1月
Geophysical
Research Letters

American
Geophysical Union

30 1
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16050

小泉 尚嗣，北川有一，高橋 誠，佐藤
努，松本 則夫，伊藤 久男，桑原 保人，
長 秋雄，
佐藤 隆司

2001年芸予地震前後の近畿地方およびその周辺
における地下水・地殻歪変化

2002年10月 地震2 （社）日本地震学会 55 2 119 127

小泉 尚嗣，佃 栄吉，高橋 誠，横田裕，
岩田 知孝，入倉孝次郎，上砂正一，高木
清，長谷川昌志

黄檗断層の地下構造調査 2002年10月 地震2 （社）日本地震学会 55 2 153 166

中村 太郎，佐藤 努，安原 正也 御嶽山南東斜面における天水の高度効果 2002年11月 日本水文科学会誌 日本水文科学会 32 4 135 147

北川 有一，藤森邦夫，小泉 尚嗣
Temporal change in permeability of the
rock estimated from repeated water
injection experiments near the Nojima
Fault in Awaji Island, Japan

2002年5月
Geophysical
Research Letters

American
Geophysical Union

29 10 121-1 121-4
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佐藤 努
有珠火山2000年噴火活動でＺ字に変形した
縁石

2003年1月 地質ニュース
地質調査総合セン
ター

581 表紙

佐藤 努
有珠火山2000年噴火活動に伴って虻田町高
砂・入江地区で見られた地殻変動

2003年1月 地質ニュース
地質調査総合セン
ター

581 1 2

佐藤 努，中村 太郎，伊藤
順一，高橋 誠

三宅島2000年噴火-酸性雨編- 2002年6月 地質ニュース
産総研地質調査総合
センター

574 16 23

佐藤 努，東宮 昭彦 全島避難から１年半が経過した三宅島 2002年6月 地質ニュース
地質調査総合セン
ター

574 3 4

小泉 尚嗣 地球化学的地震先行現象 2002年7月 防災事典 築地書館（株） 255 255

小泉 尚嗣

水文学的・地球化学的手法による地震予知
研究についての日台国際ワークショップ
（Japan-Taiwan International Workshop
on Hydrological and Geochemical
Research for Earthquake Prediction）報
告

2003年1月
日本地震学会ニュースレ
ター

（社）日本地震学会 14 5 37 39

小泉 尚嗣
Strategical roles of hydrological and
geochemical methods in earthquake
prediction research

2002年9月

GSJ Open-file Report:
Proceedings of Japan-
Taiwan International
Workshop on Hydrological
and Geochemical Research
for Earthquake
Prediction

産業技術総合研究所 384 Koizumi-1 Koizumi-12

小泉 尚嗣，高橋 誠，佐藤
努，松本 則夫，大谷 竜，北
川 有一，伊藤 久男，桑原
保人，長 秋雄，佐藤 隆司

近畿地域の地下水位・歪観測結果（2001年
11月～2002年4月）

2002年8月 地震予知連絡会会報 国土地理院 68 424 430

小泉 尚嗣，高橋 誠，佐藤
努，松本 則夫，大谷 竜，北
川 有一，伊藤 久男，桑原
保人，長 秋雄，佐藤 隆司

近畿地域の地下水位・歪観測結果（2002年
5月～2002年10月）

2003年2月 地震予知連絡会会報 国土地理院 69 461 468

小泉 尚嗣，松本 則夫，大谷
竜，佐藤 努，高橋 誠，北川
有一

Hydrological and geochemical research
for earthquake prediction by
Geological Survey of Japan

2002年10月

Proceedings of 5-th
Taiwan-Japan Joint
Seminar on Natural
Hazards Mitigation

成功大学防災研究セ
ンター

303 313
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小泉 尚嗣，松本 則夫，北川
有一，佐藤 努，高橋 誠

2002年5月の伊豆半島東方沖地震活動に関
連する地下水変動

2002年8月 地震予知連絡会会報 国土地理院 68 239 245

小泉 尚嗣，松本 則夫，北川
有一，佐藤 努，高橋 誠

2002年5月の伊豆半島東方沖地震活動に関
連する地下水変動

2003年2月 火山噴火予知連絡会会報 気象庁 82 53 57

松本 則夫，柴田 智郎，秋田
藤夫

洞爺湖温泉における2000年有珠山噴火に関
連した地下水位の変化

2003年1月 地質ニュース 実業公報社 581 11 13

松本 則夫，小泉 尚嗣，大谷
竜，佐藤 努，高橋 誠，北川
有一

Hydrological and geochemical research
for earthquake prediction by
Geological Survey of Japan

2002年11月

Proceedings of the
fourth Joint Meeting of
Panel on Earthquake
Research, United States-
Japan conference of
development and
utilization of natural
resources

国土地理院 239 243

松本 則夫，北川源四郎
Extraction of Hydrological Anomalies
related to earthquakes

2003年1月

Method and Application
of Signal Processing in
Seismic Network
Operations

Springer-Verlag 235 250

大谷 竜
ＧＰＳ鉛直測位成分推定に及ぼす水蒸気変
動の評価

2003年3月

「GPS気象学：GPS水蒸気情
報システムの構築と気象
学・測地学・水文学への応
用に関する研究」成果報告
書

科学新聞社 174 186

大谷 竜，小泉 尚嗣，高橋
誠，松本 則夫，佐藤 努，北
川 有一

東海・伊豆地域における地下水等観測結果
（２００１年１１月～２００２年４月）
（２５）

2002年8月 地震予知連絡会会報
国土交通省国土地理
院

68 355 365

大谷 竜，小泉 尚嗣，高橋
誠，松本 則夫，佐藤 努，北
川 有一

東海・伊豆地域における地下水等観測結果
（２００２年５月～２００２年１０月）
（２６）

2003年2月 地震予知連絡会会報
国土交通省国土地理
院

69 411 424

大谷 竜，松本 則夫，小泉
尚嗣，高橋 誠

Comparisons of GPS-measured relative
height with geodetic observations in
the Tokai region

2003年1月

Proc. of the
International Workshop
on GPS Meteorology - GPS
Meteorology: Ground-
Based and Space-Borne
Applications -

Ministry of
Education, Culture,
Sports, Science and
Technology

1-17-1 1-17-1
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