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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

Groundwater level changes related to
the ground shaking of the Noto Hanto
Earthquake in 2007

2008年12月
EARTH PLANETS
AND SPACE

60 1153 1159

板場 智史,小泉 尚嗣,豊島 剛
志,金子 正史,関谷 一義,小澤
邦雄

Groundwater changes associated with
the 2004 Mid-Niigata Prefecture
Earthquake and Niigataken Chuetsu-oki
Earthquake in 2007

2008年12月
EARTH PLANETS
AND SPACE

60 1161 1168
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小泉 尚嗣

地質調査総合センター「地球と共生
する　その1．安全・安心な社会の構
築」「1. 地震・津波の調査・研究、地
震地下水」

2008年7月
紹介ビデオ「地質調査
総合センター」

地質調査総合
センター

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7回日
台国際ワークショップ報告

2008年12月 GSJニュースレター
産総研地質調
査総合セン
ター

50 2 2

小泉 尚嗣 新生「地震化学」への期待 2009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

20 5 28 29

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7回日
台国際ワークショップ報告

2009年1月
地震学会ニュースレ
ター

社団法人日本
地震学会

5 20 30 31

小泉 尚嗣
紀伊半島～四国周辺の地下水等観
測施設整備-東南海・南海および東
海地震の予測を目指して-

2009年3月 産総研TODAY 3 9 3 25 25
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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,佐藤 隆司,木口 努,長 郁夫

近畿地域の地下水位・歪観測結果
（2008年5月～2008年10月）

2009年2月 地震予知連絡会会報 国土地理院 81 528 534

板場 智史,北川 有一,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SSEに伴う歪変化
(2008年6月および11月)

2009年2月 地震予知連絡会会報 国土地理院 81 502 521

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(2008年5月～2008年
10月)(38)

2009年2月 地震予知連絡会報 国土地理院 81 467 482

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（2008年5月～ 2008年10月）

2009年2月 地震予知連絡会会報 国土地理院 81 328 330

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（2008年5月～
2008年10月）

2009年2月 地震予知連絡会会報 国土地理院 81 549 553

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,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11月～2008年4月）

2008年8月 地震予知連絡会会報 国土地理院 80 462 466
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大谷 竜,小泉 尚嗣,高橋 誠,松本 則夫,
佐藤 努,北川 有一,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11月～2008
年4月)(37)

2008年8月 地震予知連絡会会報 国土地理院 80 360 368

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11月～
2008年4月）

2008年8月 地震予知連絡会会報 国土地理院 80 477 480

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11月～ 2008年4月）

2008年8月 地震予知連絡会会報 国土地理院 80 181 184


