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発表者一覧 発表題目 論文誌発行年月 掲載誌名 巻 号 開始頁 終了頁

松本 則夫,北川
有一,小泉 尚嗣

Detectablity of groundwater level anomalies caused by a
hypothetical preslip prior to the anticipated Tokai
earthquake in the groundwater observation network of
Geological Survey of Japan, AIST

2007年12月
PURE AND APPLIED
GEOPHYSICS

164 12 2377 2396

板場 智史,小泉
尚嗣

Earthquake-related changes in groundwater levels at
the Dogo hot spring, Japan

2007年12月
PURE AND APPLIED
GEOPHYSICS

164 2397 2410

北川 有一,藤森
邦夫,小泉 尚嗣

Temporal change in permeability of the Nojima fault
zone by repeated water injection experiments

2007年10月 TECTONOPHYSICS 443 183 192



 　2007年度誌上発表(査読なし）

発表者一覧 発表題目 発行年月 論文誌発行年月 掲載誌名 巻 号 開始頁 終了頁

小泉 尚嗣
地下水で東南海・南海地震を予測
する.

2008年3月
防災アカデミー
アーカイブ

名古屋大学災害対
策室

1 40 69

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第6回日
台国際ワークショップ（Sixth
Taiwan-Japan International
Workshop on Hydrological and
Geochemical Research for
Earthquake Prediction）報告

2008年1月
日本地震学会
ニュースレター

社団法人日本地震
学会

19 5 43 45

小泉 尚嗣,頼　文基,謝　正
倫,Kuo-Chyng Chang,山田聡
治

Long-term groundwater level
changes on the focal region of
the 1999 Chi-Chi earthquake,
Taiwan

2007年8月 ＿
地質調査総合セン
ター研究資料集

463

小泉 尚嗣,松本 則夫,板場
智史

地下水と地震予知-地下水観測に
よる地震前後の地殻変動の推定-

2007年6月 ＿ 地震ジャーナル 43 11 18

頼　文基,謝　正倫,Kuo-
Chyng Chang,Kai-Wen Kuo,
松本 則夫,小泉 尚嗣

The study of seismic-induced
groundwater level changes in
porous sediment and sedimentary
rock

2007年8月 ＿
地質調査総合セン
ター研究資料集

463

川崎一朗,小泉 尚嗣,束田進
也,長尾年恭,西村卓也,平松
良浩,堀　高峰,山岡耕春

地震予知の科学 2007年5月 地震予知の科学 東大出版会

松本 則夫,板場 智史
東南海・南海地震予測のための
地下水等総合観測ネットワーク

2007年6月 月刊地球 海洋出版 29 6 406 411
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板場 智史
活断層周辺の地震活動分布と地
震活動度の定量的評価手法

2008年3月 ＿
統計数理研究所共
同研究リポート

211 38 44

板場 智史,松本 則夫,小泉
尚嗣,高橋 誠,佐藤 努,大谷
竜,北川 有一,大川 智子,桑
原 保人,長 秋雄,佐藤 隆司,
木口 努,長 郁夫

2007年能登半島地震に伴う地下
水等変化

2007年8月
地震予知連絡会
会報

国土地理院 78 392 398



 2007発表論文（査読無し）

発表者一覧 書名またはタイトル 書名 発行日 出版社 巻 号 開始頁 終了頁

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

東海・関東・伊豆地域における地下水等観測結果
(2007年5月～2007年10月)(36)

地震予知連絡会報 2008年2月 国土地理院 79 196 205

西田良平,野口竜也,渡辺邦彦,矢部
征,小田由香,小泉 尚嗣

鳥取県・岡山県・島根県における温泉水・地下水変化
（2006年11月～ 2007年4月）

地震予知連絡会会報 2007年8月 国土地理院 78 533 536

板寺 一洋,棚田 俊收,小泉 尚嗣
神奈川県西部地域の地下水位観測結果（2006年11月
～ 2007年4月）

地震予知連絡会会報 2007年8月 国土地理院 78 184 186

板寺 一洋,棚田 俊收,小泉 尚嗣
神奈川県西部地域の地下水位観測結果（2007年5月
～ 2007年10月）

地震予知連絡会会報 2008年2月 国土地理院 79 151 154

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

東海・関東・伊豆地域における地下水等観測結果
(2006年11月～2007年4月)(35)

地震予知連絡会会報 2007年8月 国土地理院 78 324 339

板場 智史,松本 則夫,小泉 尚嗣,高
橋 誠,佐藤 努,大谷 竜,北川 有一,大
川 智子,桑原 保人,長 秋雄,佐藤 隆
司,木口 努,長 郁夫

2007年能登半島地震に伴う地下水等変化 地震予知連絡会会報 2007年8月 国土地理院 78 392 398

板場 智史,松本 則夫,小泉 尚嗣,高
橋 誠,佐藤 努,大谷 竜,北川 有一,大
川 智子,桑原 保人,長 秋雄,佐藤 隆
司,木口 努,長 郁夫

2007年新潟県中越沖地震に伴う地下水・地殻歪変化 地震予知連絡会会報 2008年2月 国土地理院 79 511 518

北川 有一,小泉 尚嗣,高橋 誠,佐藤
努,松本 則夫,大谷 竜,板場 智史,桑
原 保人,長 秋雄,佐藤 隆司,木口 努,
長 郁夫

近畿地域の地下水位・歪観測結果（2006年11月～
2007年4月）

地震予知連絡会会報 2007年8月 国土地理院 78 502 512

北川 有一,小泉 尚嗣,高橋 誠,佐藤
努,松本 則夫,大谷 竜,板場 智史,桑
原 保人,長 秋雄,佐藤 隆司,木口 努,
長 郁夫

近畿地域の地下水位・歪観測結果（2007年5月～2007
年10月）

地震予知連絡会会報 2008年2月 国土地理院 79 551 557

野口竜也,西田良平,矢部征,小泉 尚
嗣

鳥取県・岡山県・島根県における温泉水・地下水変化
（2007年5月～ 2007年10月）

地震予知連絡会会報 2008年2月 国土地理院 79 582 585


