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小泉 尚嗣
地震防災対策強化地域判定会での議論の実情につ
いて

2012年4月

特別シンポジウム「大規模地
震発生の予知予測を考える
-東海地震に対する枠組み
を軸に-」

京大防災研地震火
山グループ

京都府宇治市 オーラル

小泉 尚嗣,中川和之
初心を思いだし，学理探求と地震防災への貢献を両
立させよう

2012年5月
日本地球惑星科学連合2012
年大会

日本地球惑星科学
連合

千葉県千葉市 オーラル

小泉 尚嗣,板場 智史
Changes in Groundwater Level and Crustal
Deformation Related to Earthquake Swarms off the
East Coast of Izu Peninsula, Japan

2012年8月
AOGS-AGU(WPGM) Joint
Assembly

AOGS,AGU シンガポール オーラル

小泉 尚嗣,板場 智史
A joint analysis of groundwater changes and crustal
deformation related to earthquake swarms off the
east coast of Izu Peninsula, Japan

2012年9月

11th Japan-Taiwan
International Workshop on
Hydrological and
Geochemical Research for
Earthquake Prediction

産総研　活断層・地
震研究センター

茨城県つくば市 オーラル

松本 則夫
様々なボアホール型多成分歪計に対する原位置
キャリブレーション

2012年5月
日本地球惑星科学連合2012
年度連合大会

日本地球惑星科学
連合

千葉県千葉市 ポスター

木村武志,廣瀬仁,松本
則夫,上垣内修

Hi-net 高感度加速度計による傾斜変動データの原
位置キャリブレーション

2012年5月
日本地球惑星科学連合2012
年度連合大会

日本地球惑星科学
連合

千葉県千葉市 ポスター

田阪茂樹,松原正也,角
森史昭,松本 則夫,堀
口 桂香

東北地方太平洋沖地震に伴う温泉の湯量とラドン観
測

2012年5月
日本地球惑星科学連合2012
年大会

日本地球惑星科学
連合

千葉県千葉市 オーラル

田阪茂樹,松原正也,松
本 則夫,堀口 桂香,角
森史昭

Observation of Radon and Hot Spring Water with
2011 Tohoku Earthquake in Gifu Prefecture, Central
Part of Japan

2012年9月

Eleventh Japan-Taiwan
International Workshop on
Hydrological and
Geochemical Research for
Earthquake Prediction

GSJ/AIST and
Disaster Prevention
Research Center,
National Cheng Kung
University

茨城県つくば市 オーラル
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松本 則夫,板場 智史,
北川 有一,小泉 尚嗣,
木村尚紀

Short-term slow slip events in the Kii peninsula by
joint analysis of the AIST borehole strainmeter
array and the NIED Hi-net tiltmeter array

2012年10月
UJNR地震調査専門部会第9
回合同部会

USGS
レイクウッド、米
国

オーラル

北川 有一,武田 直人,
今西 和俊,板場 智史

愛知県周辺での短期的SSEの規模の空間分布 2012年10月
日本地震学会2012年秋季大
会

公益社団法人日本
地震学会

北海道函館市 オーラル

板場 智史,松本 則夫,
北川 有一,小泉 尚嗣,
松澤 孝紀

歪・傾斜・地下水統合解析による短期的スロースリッ
プイベントのモニタリング

2012年5月
日本地球惑星科学連合2012
年大会

日本地球惑星科学
連合

千葉県千葉市 ポスター

板場 智史
東南海・南海地震の短期・中期予測モデル改良に向
けた取り組み

2012年7月
地震及び火山噴火研究の将
来構想シンポジウム

地震及び火山噴火研
究の将来構想シンポ
ジウム実行委員会

東京都 オーラル

板場 智史,木村 武志 歪計冗長成分を用いた短期的SSEの客観検出 2012年10月
日本地震学会2012年度秋期
大会

公益社団法人日本
地震学会

北海道函館市 オーラル

板場 智史,大久保 慎
人,松澤 孝紀

ボアホール歪計の冗長成分を用いたテクトニックな
変動の抽出手法

2012年11月
日本測地学会第118回講演
会

日本測地学会 宮城県仙台市 オーラル

板場 智史,松本 則夫,
北川 有一,小泉 尚嗣

Rapid estimation of the moment magnitude of the
2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake
from coseismic strain steps

2012年12月 2012 AGU Fall Meeting
American
Geophysical Union

米国サンフラン
シスコ

ポスター

板場 智史,木村 武志 短期的SSEの高精度なモニタリングとカタログ化 2013年3月 「スロー地震」合同研究集会

東京大学地震研究
所共同利用研究集
会およびJ-DESCフィ
ジビリティ研究

東京都 オーラル

 武田 直人,今西 和俊
鉛直地震計アレイ観測網（VA-net）で検出された紀
伊水道における深部低周波微動

2012年5月
日本地球惑星科学連合2012
年大会

日本地球惑星科学
連合

千葉県千葉市 ポスター
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 武田 直人,今西 和俊 紀伊水道付近の深部低周波微動活動の様子 2012年10月
日本地震学会2012年度秋期
大会

公益社団法人日本
地震学会

北海道函館市 ポスター

 武田 直人,今西 和俊
鉛直地震計アレイ(VA-net)観測で見た深部低周波
微動活動域の広がり

2013年3月
研究集会「スロー地震の発
生メカニズム解明を目指し
て」

東京大学地震研究
所

東京都文京区 オーラル

石川 有三 日本の防災対策、主に地震・津波・火山対策 2012年5月 韓国放送記者連合会勉強会
韓国放送記者連合
会

東京、四谷 オーラル

石川 有三
Abnormal locations of some hypocenters in JMA
and the Centennial catalogs

2012年9月
The 9th Aisan Seismological
Commission

Aisan Seismological
Commission

ウランバートル オーラル

石川有三,Cheng-Hong
Lin

 Seismicity and tectonics in and around Taiwan,
Proceedings of the 11-th Japan-Taiwan
International Workshop on Hydrological and
Geochemical Research for Earthquake Prediction

2012年9月

11th Japan-Taiwan
International Workshop on
Hydrological and
Geochemical Research for
Earthquake Prediction

産総研　活断層・地
震研究センター

茨城県つくば市 オーラル

石川 有三
Seismo-tectonics around Dunhuang and
observation of micro tremor at Mogao

2012年10月

International wrokshop on
seismism at Dunhunag for
the preservation of Mogao
gtottoes

敦煌研究院・国際高
等研究所

中国・敦煌市 オーラル

石川 有三 震源カタログの一部再評価 2012年10月 日本地震学会秋季大会
公益社団法人日本
地震学会

北海道函館市 オーラル

梅田康弘，板場智史
1946年南海地震前の四国太平洋沿岸部で目撃され
た海面変動について

2012年5月 日本地球惑星科学連合
日本地球惑星科学
連合

千葉県千葉市 ポスター
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梅田康弘，板場智史
1946年南海地震前の海面変動と検証のための須崎
湾における潮位観測

2012年10月
日本地震学会2012年秋季大
会

公益社団法人日本
地震学会

北海道函館市 オーラル

梅田康弘 南海地震の予知をめざして 2013年2月
京都大学防災研究所研究発
表講演会

京都大学防災研究
所

京都市宇治市 オーラル
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