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小泉 尚嗣,（社）日本地震学会広
報委員会

兵庫県南部地震から１０年－地震学会の広報
に対する取り組み－

2005/5/23
地球惑星科学関連学会2005年合同大
会

地球惑星科学合同大
会運営機構

千葉市 オーラル

小泉 尚嗣,松本 則夫,秋田藤夫,
佐藤 努,北川 有一

2003年十勝沖地震後の地下水変化の評価 2005/9/3
東濃地震科学研究所地殻活動研究委
員会

（財）地震予知総合
研究振興会

瑞浪市 オーラル

小泉 尚嗣,松本 則夫,秋田藤夫,
佐藤 努,北川 有一

Evaluation of coseismic groundwater
changes caused by the 2003 Tokachi-oki
earthquake

2005/9/13

Fourth Taiwan - Japan Joint
Workshop on Hydrological and
Geochemical Research for
Earthquake Prediction3 Tokachi-
oki earthquake

National Chen Kung
Univ and AIST 

Tainan, Taiwan オーラル

小泉 尚嗣,松本 則夫,秋田藤夫,
佐藤 努,北川 有一

2003年十勝沖地震に伴う地下水変化の評価 2005/10/28 日本応用地質学会 日本応用地質学会 名古屋市 オーラル

小泉 尚嗣,松本 則夫,秋田　藤
夫,佐藤 努,北川 有一

Evaluation of groundwater changes caused
by the 2003 Tokachi-oki earthquake
(M8.0)

2005/12/8 2005 AGU Fall Meeting
American
Geophysical Union

San
Francisco,
CA, USA 

ポスター

高橋 誠,板場 智史,北川　有一,
松本　則夫,佐藤　努,大谷　竜,
小泉　尚嗣

平成17年(2005年)3月20日福岡県西方沖
の地震(M7.0)に関連した近畿地域の地下
水位等の変化 

2005/5/23
地球惑星科学関連学会2005年合同大
会

地球惑星科学合同大
会運営機構

千葉市 ポスター

松本 則夫
地震にともなう地下水位変化－そのメカニズ
ムと課題―

2005/5/22
地球惑星科学関連学会２００５年合
同大会

地球惑星科学合同大
会運営機構

千葉市 オーラル

松本 則夫,北川 有一,小泉 尚嗣

Quantitative Evaluation of the AIST
Groundwater-Level Observation Network to
Detect Preslip of the Anticipated Tokai
Earthquake

2005/9/13

4th Taiwan-Japan international
workshop on hydrological and
geochemical research for
earthquake prediction

National Chen Kung
Univ and AIST 

Tainan, Taiwan オーラル

松本 則夫,北川 有一,小泉 尚嗣
東海地震の想定震源域付近における産総研の
多成分歪計のノイズレベル

2005/10/20 日本地震学会2005年秋季大会 日本地震学会 札幌市 オーラル

松本 則夫
想定東海地震の前兆すべりに対する産総研の
地下水観測ネットワークの検知能力

2005/11/11
研究集会「地殻活動データに基づく
予測シミュレーションモデル構築に
向けて」

東京大学地震研究所 東京都 オーラル

松本 則夫,北川源四郎
Time series analysis to detect
hydrological anomalies related to
earthquakes

2005/12/6
2005 American Geophysical Union
Fall meeting

American
Geophysical Union

San
Francisco,
CA, USA 

ポスター
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佐藤 努,松本 則夫,北川 有一,小
泉 尚嗣,高橋 誠,桑原 保人,長
秋雄,佐藤 隆司,小澤　邦夫

2004年紀伊半島南東沖地震活動に伴う産総研
地下水観測網における地下水位変化

2005/5/22
地球惑星科学関連学会2005年合同大
会

地球惑星科学合同大
会運営機構

千葉市 ポスター

佐藤 努,中村　太郎 淡路島北部における降水の高度効果 2005/5/24
地球惑星科学関連学会2005年合同大
会

地球惑星科学合同大
会運営機構

千葉市 ポスター

佐藤 努,土井　康弘,山越　隆雄,
田方　智,若林　栄一

三宅島の土木研究所の観測斜面で採取された
酸性雨

2005/5/26
地球惑星科学関連学会2005年合同大
会

地球惑星科学合同大
会運営機構

千葉市 ポスター

佐藤 努
三宅島の地下水-2000年噴火の影響-＆ちょっ
と川崎の話

2005/6/18 火山性流体討論会2005
火山性流体討論会実
行委員会

東京都 オーラル

佐藤 努,松本 則夫,北川 有一,小
泉 尚嗣,高橋 誠,桑原 保人,長
秋雄,佐藤 隆司,小澤　邦夫

Changes in groundwater level and
flow rate associated with the 2004
Off Kii-Peninsula earthquakes 

2005/12/8
American Geophyiscal Union 2005
Fall meeting

San Francisco,
CA, USA 

San
Francisco,
CA, USA 

ポスター

風早 康平,安原 正也,森川 徳敏,
高橋 正明,高橋 浩,大和田 道子,
稲村 明彦,ベアトリス・リッ
チー,佐藤 努

深部上昇水の特徴，起源とフラックス 2005/9/9
シンポジウム「トレーサーを用いた
水循環研究の現状と将来」

日本学術会議大気
水圏科学研究連絡委
員会陸水専門委員会

東京都 オーラル

森川 徳敏,風早 康平,安原 正也,
稲村 明彦,高橋 浩,高橋 正明,大
和田 道子,仲間 純子,半田 宙子,
佐藤 努,ベアトリス　リッチー,
長尾敬介,角野浩史

有馬・紀伊半島の温泉の化学・同位体組成
－前弧域非火山性温泉の起源について－

2006/1/23
第４回深部地質環境研究センター研
究発表会

深部地質環境研究セ
ンター

つくば市 ポスター

伊藤 順一,風早 康平,安原 正也,
牧野 雅彦,大和田 道子,稲村 明
彦,住田 達哉,渡邉 史郎,佐藤
努,北川 有一,松本 哲一,高橋 正
明,森川 徳敏,高橋 浩,小泉 尚嗣

複成火山におけるマグマ・地熱活動の地下
水・温泉水への影響範囲に関する研究(その
2)

2006/1/23
深部地質環境研究センター研究発表
会

深部地質環境研究セ
ンター

つくば市 ポスター

大谷 竜,ポール　シーガル,ジェ
フリー　マグガイア

稠密測地観測網のデータから地殻変動を検出
するための新たな手法の開発

2005/5/24
地球惑星科学関連学会2005年合同大
会

地球惑星科学合同大
会運営機構

千葉市 オーラル

大谷 竜,北川 有一,板場 智史,松
本 則夫,小泉 尚嗣

山崎断層の安富観測点において繰り返し発生
している非定常なGPS位置変動

2005/10/19 日本地震学会2005年秋季大会 日本地震学会 札幌市 ポスター

大谷 竜,ポール　シーガル,ジェ
フリー　マグアイア

A Network Strain Filter for Detecting
Transient Deformation Signals

2005/12/9
American Geophyiscal Union 2005
Fall meeting

American
Geophysical Union

San
Francisco,
CA, USA 

ポスター

北川 有一,小泉 尚嗣,高橋 誠,松
本 則夫,佐藤 努

2004年スマトラ島西方沖の地震（M9.0）の地
震波に伴う地下水位変化

2005/5/23
地球惑星科学関連学会2005年合同大
会

地球惑星科学合同大
会運営機構

千葉市 ポスター
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北川 有一,松本 則夫,小泉 尚嗣
2005年７月愛知県での低周波地震活動に関連
する産総研豊橋東観測点での地殻変動の検出

2005/10/19 日本地震学会2005年度秋季大会 日本地震学会 札幌市 ポスター

北川 有一
2004年スマトラ沖地震に伴う地下水位・水圧
変化

2006/3/16
地震予知のための新たな観測研
究計画平成17年度成果報告シン
ポジウム

地震予知のための
新たな観測研究計
画成果報告シンポ
ジウム実行委員会

東京都 オーラル

板場 智史,渡辺 邦彦
地震活動サイクルにおける大地震前の地震活
動度

2005/5/23
地球惑星科学関連学会2005年合
同大会

地球惑星科学合同
大会運営機構

千葉市 ポスター

板場 智史,渡辺 邦彦 内陸活断層における地震活動サイクル 2005/5/26
地球惑星科学関連学会2005年合
同大会

地球惑星科学合同
大会運営機構

千葉市 オーラル

大谷 文夫,森井 亙,重富 國宏,尾
上 謙介,中村 佳重郎,渡辺 邦彦,
和田 安男,細 善信,板場 智史

伸縮計で観測された2004年９月紀伊半島南東
沖の地震に伴なう歪変化

2005/5/26
地球惑星科学関連学会2005年合
同大会

地球惑星科学合同
大会運営機構

千葉市 ポスター

板場 智史,渡辺 邦彦 プレート境界付近における地震活動サイクル 2005/10/19 日本地震学会2005年秋季大会 日本地震学会 札幌市 ポスター

板場 智史,北川 有一,小泉 尚嗣
近畿地方における産総研のボアホール歪計に
よる長期地殻歪観測結果

2005/10/19 日本地震学会2005年秋季大会 日本地震学会 札幌市 ポスター

板場 智史,渡辺 邦彦
地震活動からみた活断層活動サイクルの全体
像

2005/11/17
第24回日本自然災害学会学術講
演会

 日本自然災害学会仙台市  オーラル

板場 智史,渡辺 邦彦,James Mori
Seismicity Cycle of Large Earthquake
Occurrence Zones

2005/12/9 2005 AGU Fall Meeting
American
Geophysical
Union

San
Francisco,
CA, USA 

ポスター

板場 智史,渡辺 邦彦 Seismicity cycle and large earthquake 2006/1/12
The 4th International
Workshop on Statistical
Seismology

統計数理研究所 神奈川県 ポスター

頼　文基,Chjeng-Lun Shieh,Kuo-
Chyng Chang,Kai-Wen Kuo,松本
則夫,小泉 尚嗣,Evelyn Roeloffs

Precursory and Coseismic Groundwater
Level Changes with Earthquake of Taiwan,
2003-2004

2005/5/22
地球惑星科学関連学会2005年合
同大会

地球惑星科学合同
大会運営機構

千葉市 オーラル


