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小泉 尚嗣 東海・東南海・南海地震を地下水で予測する. 2008年5月 住鉱コンサルタント技術会議 住鉱コンサルタント  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 Research on the Tonankai and Nankai
Earthquakes

2008年6月 AOGS 5th Annual General Meeting
AOGS(Asia Oceania
Geosciences Society)

釜山 オーラル

小泉 尚嗣 新生「地震化学」に望むこと 2008年9月 地球化学会 日本地球化学会 東京 オーラル

小泉 尚嗣,板場 智史,豊島 剛志,金子
正史,関谷　一義

Groundwater changes related to the 2004 Mid-Niigata
Prefecture Earthquake and Niigataken Chuetsu-oki
Earthquake in 2007

2008年10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7回日台国際
ワークショップ

 産業技術総合研究所地質
調査総合センター

つくば市 オーラル

小泉 尚嗣,板場 智史,佐藤 努,松本 則
夫,高橋 誠,梅田 康弘,菱谷智幸,細谷
真一

過去の南海地震前後の地下水変化について 2008年10月
京都大学防災研究所共同利用研究集
会「地震発生’前’の物理～先行現  象
に迫る～」

京都大学防災研究所  京都府宇治市 オーラル

小泉 尚嗣 地下水観測による南海トラフ巨大地震研究 2008年11月 日本地震学会記者懇談会 日本地震学会  つくば市 オーラル

小泉 尚嗣,高橋 誠,松本 則夫,佐藤 努,
大谷 竜,北川 有一,板場 智史,梅田 康
弘,今西 和俊,武田 直人

地下水総合観測による地殻活動モニタリングシステムの高度
化

2009年3月
地震予知のための新たな観測研究計
画平成２０年度成果報告シンポジウム

地震・火山噴火予知研究成
果報告シンポジウム実行委
員会 

東京都 ポスター

小泉 尚嗣
地震・火山噴火の予知研究における平成16-20年度の産総研
の成果概要

2009年3月
地震予知のための新たな観測研究計
画平成２０年度成果報告シンポジウム

地震・火山噴火予知研究成
果報告シンポジウム実行委
員会 

東京都 オーラル

松本 則夫,小泉 尚嗣,板場 智史
Observation well network of groundwater and borehole strain
monitoring for the prediction research of the Tonankai and
Nankai earthquakes

2008年10月
7th U.S. Japan Natural Resource Panel
for Earthquake Research

米国地質調査所  米国シアトル オーラル

松本 則夫
Continuous hydrological observation to monitor time-varying
hydraulic properties associated with earthquake

2009年2月
JAMSTEC's international technical
committee on long term monitoring
system development for ocean

 JAMSTEC  横浜市 オーラル

大谷 竜,ポール　シーガル,ジェフリー
マグアイア

An Improved Network Strain Filter for Detecting Transient
Deformation Signals

2008年12月
American Geophysical Union 2008 Fall
Meeting

American Geophysical Union
 

USA ポスター

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

紀伊半島南部の深部低周波微動に伴う歪・地下水変化 2008年5月 日本地球惑星科学連合2008年大会 日本地球惑星科学連合  千葉県 ポスター

板場 智史,小泉 尚嗣,高橋 誠,松本 則
夫,大谷 竜,北川 有一

Strain changes associated with episodic deep low frequency
tremor and slow slip events in southern part of Kii Peninsula

2008年11月
7th General Assembly of Asian
Seismological Commission and
Seismological Soci

 Asian Seismological
Sommission, IASPEI and
Seismological Society of

茨城県 ポスター

板場 智史,小泉 尚嗣,高橋 誠,松本 則
夫,大谷 竜,北川 有一,今西 和俊,武田
直人

Crustal movement and groundwater changes associated with
the episodic deep low frequency tremors and slow slip events
in the southern part of Kii Peninsula, Japan

2008年12月 2008 AGU Fall Meeting
American Geophysical Union
 

San Francisco ポスター

加納 靖之,北川 有一,柳谷俊 野島断層800ｍボアホールでの水圧観測 2008年5月 日本地球惑星科学連合2008年大会 日本地球惑星科学連合  千葉県 ポスター

加納 靖之,北川 有一,向井厚,柳谷俊
Permeability Around the Nojima Fault Detected Using
Barometric response of Pore Pressure

2008年11月
第7回アジア国際地震学連合（ASC）総
会・2008年日本地震学会（SSJ）秋季大
会合同大会

日本地震学会 つくば ポスター


