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発表者一覧 書名またはタイトル 発行年月 掲載誌名 巻 号 開始頁 終了頁

柴田智郎,松本 則夫,秋田藤夫,岡
崎紀俊,高橋浩晃,池田隆司

Linear poroelasticity of groundwater
levels from observational records at
wells in Hokkaido, Japan

2010年3月 TECTONOPHYSICS 483 3月4日 305 309

小司　禎教,岩淵哲也,瀬古弘,畑中
雄樹,市川隆一,大谷 竜,萬納寺信
崇

GPS気象学:GPS水蒸気情報システム
の構築と気象学・測地学・水文学への
応用に関する研究

2010年6月 日本測地学会誌 55 1 17 38



2009年度　発表論文（査読なし）

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

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

2009年5月
日本地震学会広報誌な
ゐふる

日本地震学会 73 2 3

小泉 尚嗣
地下水等総合観測による巨大
地震予測

2009年5月
日本地球惑星科学連合
ニュースレター

地質調査総合セ
ンター

5 2 3 5

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8回日台国際ワークショップ
報告

2009年10月 GSJニュースレター
地質調査総合セ
ンター

61 7 8

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8回日台国際ワークショップ
報告

2009年11月
日本地震学会ニュース
レター

日本地震学会 21 4 8 10

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,武田 直人

地下水等総合観測による東
海・東南海・南海地震予測

2009年11月 地質ニュース 実業公報社 663 29 34

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,武田 直人,重松 紀生,桑原
保人,佐藤 隆司,今西 和俊,木口 努,
関 陽児,塚本 斉,山口 和雄,加野 直
巳,住田 達哉,風早 康平,高橋 正明,
高橋 浩,森川 徳敏,角井 朝昭,下司
信夫,中島 隆,中江 訓,大坪 誠,及川
輝樹,干野真

東南海・南海地震予測のため
の地下水等総合観測点整備に
ついて

2009年10月 地質ニュース 実業公報社 662 6 10

小泉 尚嗣,松本 則夫,大谷 竜,北川
有一,板場 智史,武田 直人

Integrated groundwater
observation for forecasting the
Tonankai and Nankai
earthquakes

2010年3月
地質調査総合センター
研究資料集

産業技術総合研
究所

522



2009年度　発表論文（査読なし）

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

小泉 尚嗣,板場 智史,豊島 剛志,金
子正史,関谷一義,小沢邦夫

2004年新潟県中越地震および
2007年新潟県中越沖地震前
後の地下水変化について

2010年3月
東濃地震科学研究所報
告

（財）地震予知総
合研究振興会

松本 則夫
東南海･南海地震予測のため
の地下水等データの通信・表
示・解析システムの紹介

2009年10月 地質ニュース 実業公報社 662 42 44

大谷 竜
“社会のための科学”と研究開
発評価

2010年3月 Synthesiology
産業技術総合研
究所

3 1 66 76

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

新規地下水等総合観測網によ
る短期的ゆっくり滑りの検出能
力の事前評価

2009年10月 地質ニュース 実業公報社 662 51 54

北川 有一,板場 智史,武田 直人,小
泉 尚嗣

地殻歪観測による短期的ゆっ
くり滑りのモニタリング

2009年10月 地質ニュース 実業公報社 662 55 59



2009年度　発表論文（予知連会報など）

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

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

東海・関東・伊豆地域における
地下水等観測結果(2008年11
月～2009年4月)(39)

2009年8月 地震予知連絡会会報 国土地理院 82 329 335

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11月～2009年4
月）

2009年8月 地震予知連絡会会報 国土地理院 82 381 385

野口竜也,西田良平,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
11月～ 2009年4月）

2009年8月 地震予知連絡会会報 国土地理院 82 404 408

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11月～
2009年4月）

2009年8月 地震予知連絡会会報 国土地理院 82 196 198

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（2009年5月～2009年10
月）

2010年2月 地震予知連絡会会報 国土地理院 83 422 428

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（2009年5月～
2009年10月）

2010年2月 地震予知連絡会会報 国土地理院 83 146 148

野口竜也,西田良平,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（2009年
5月～ 2009年10月）

2010年2月 地震予知連絡会会報 国土地理院 83 474 477

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

東海・関東・伊豆地域における
地下水等観測結果(2009年5月
～2009年10月)(40)

2010年2月 地震予知連絡会会報 国土地理院 83 370 382




