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小泉 尚嗣 海溝型地震の短期予知 2007年6月
地質調査総合センター（GSJ）シンポジウ
ム

産総研地質調査総合セ
ンター 

東京都 オーラル

小泉 尚嗣
東南海・南海地震予測のための地下水等総合観測
施設整備について

2007年8月
南海トラフ巨大地震発生帯の掘削科学
（IODP）

東京大学海洋研究所  東京都 オーラル

小泉 尚嗣 地下水で東南海・南海地震を予測する. 2007年9月 名古屋大学防災アカデミー
名古屋大学災害対策室
 

名古屋市 オーラル

小泉 尚嗣 地下水で地震を予測する. 2007年11月 やさしい科学技術セミナー
財団法人国際科学技術
財団

東京都 オーラル

小泉 尚嗣 東南海・南海地震を地下水で予測する. 2007年12月
温泉観測ネットワーク研究会「温泉で地震
予知」

温泉観測ネットワーク研
究会，鳥取ロータリーク
ラブ 

鳥取市 オーラル

小泉 尚嗣 地下水で地震を予測する 2008年3月
地質調査総合センター第11回シンポジウ
ム

産総研地質調査総合セ
ンター 

東京都 オーラル

小泉 尚嗣,松本 則夫,板場 智史,
大谷 竜

Integrated observation well network of Geological
Survey of Japan, AIST　for the prediction research
on the Tonankai and Nankai earthquakes

2007年8月
ICDP Workshop on Borehole Monitoring at
the Nankai Subduction Zone:

 ICDP WORKSHOP
COMITTEE 

愛知県名
古屋市

オーラル

小泉 尚嗣,松本 則夫,板場 智史,
大谷 竜

Integrated observation well network of Geological
Survey of Japan, AIST for study of Nankai and
Tonankai earthquakes

2007年9月
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

台湾国立成功大学防災
研究センター 

台湾台南
市

オーラル

小泉 尚嗣,板場 智史,松本 則夫
東南海・南海地震前後における地下水変化のメカ
ニズム解明

2007年6月 次期地震予知研究計画検討シンポジウム
地震・火山噴火予知協
議会

東京都 オーラル

松本 則夫,小泉 尚嗣
Well Water Level and Borehole Strain Observation
Network of Geological Survey of Japan, AIST

2007年4月 SSA  2007 Annual Meeting
 Seismological Society
of America (SSA)

Waikoloa,
Hawaii 

オーラル

松本 則夫,北川 有一,小泉 尚嗣

Groundwater-Level Anomalies Associated with a
Hypothetical Preslip Prior to the Anticipated Tokai
Earthquake: Evaluation of Detectability Using the
Groundwater Observation Network of AIST

2007年12月 2007 AGU Fall Meeting
American Geophysical
Union 

サンフラ
ンシスコ

オーラル
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板場 智史 2007年能登半島地震に伴う地下水・歪変化 2007年5月 日本地球惑星科学連合 2007年大会
日本地球惑星科学連合
 

千葉県 ポスター

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

2007年11月
－地震活動のモデルと予測に関する研究
－　統計数理研究所　共同研究集会　19-
共研-5002

統計数理研究所  東京都 オーラル

板場 智史,小泉 尚嗣,松本 則夫,
高橋 誠,佐藤 努,大谷 竜,北川 有
一,桑原 保人,佐藤 隆司,小澤 邦
雄

能登半島地震における地下水変化 2007年10月 日本地震学会2007年秋季大会 日本地震学会  宮城県 ポスター

板場 智史,小泉 尚嗣,松本 則夫,
高橋 誠,大谷 竜,北川 有一,桑原
保人,佐藤 隆司,小澤 邦雄

新潟県中越沖地震における地下水・歪変化 2007年10月 日本地震学会2007年秋季大会 日本地震学会  宮城県 ポスター

板場 智史,北川 有一,今西 和俊,
小泉 尚嗣,高橋 誠,松本 則夫,佐
藤 努,大谷 竜

紀伊半島における地下水・歪・地震観測開始につ
いて ～東南海・南海地震予測に向けて

2007年10月 日本地震学会2007年秋季大会" 日本地震学会  宮城県 ポスター

北川 有一,藤森邦夫,向井厚志,加
納 靖之,小泉 尚嗣

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

2007年5月 2007年台湾地球物理学会
中華民国地球科学学会
ほか 

台湾 オーラル

頼　文基,Chjeng-Lun Shieh,Kuo-
Chin　Hsu,小泉 尚嗣,松本 則夫

How to choose the sensitive site to earthquakes?~
Studies of spatial sensitivity of the hydrological
response to earthquakes

2007年5月 日本地球惑星科学連合2007年大会 日本地球惑星科学連合 千葉県 オーラル


