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小泉 尚嗣
地下水等総合観測による�東海・東南海・
南海地震の予測

2013年8月
スーパーサイエンスハイスクール特別講
義

産総研　地質
標本館

オーラル

小泉 尚嗣,松本 則夫,頼
文基,中村 衛

Hydrological and geochemical cooperative
research for earthquake forecasting in
Taiwan

2013年5月 日本地球惑星科学連合2013年大会 千葉市 オーラル

比嘉万友美,中村 衛,小泉
尚嗣

1999年集集地震による地下水位変化と地
震動との関係

2013年5月 日本地球惑星科学連合2013年大会
千葉幕張メッ
セ国際会議場

ポスター

比嘉万友美,中村 衛,小泉
尚嗣

Groundwater level changes by seismic
ground motion of the 1999 Chi-Chi
earthquake

2013年8月

12th Taiwan - Japan International
Workshop on Hydrological and
Geochemical Research for Earthquake
Prediction

台湾台南市 オーラル

村瀬 雅之,松多信
尚,Cheng-Hong Lin,Wen-
Shan Chen,小泉 尚嗣

An episodic creep slip event detected by
precise leveling surveys at the central
part of the Longitudinal Valley Fault,
eastern Taiwan, in 2011-2012

2013年8月

12th Taiwan - Japan International
Workshop on Hydrological and
Geochemical Research for Earthquake
Prediction

台湾台南市 オーラル

比嘉万友美,中村 衛,小泉
尚嗣

1999年集集地震における地震動と地下水
位変化との関係

2013年10月 日本地震学会秋季大会 横浜市 ポスター

松本 則夫,北川 有一,板場
智史,小泉 尚嗣

In-Situ Calibration of Borehole
Strainmeter Using Theoretical Strain
Estimated by Solid Earth Tide and
Oceanic Tidal Loading

2013年8月
The 6th International Symposium on In-
Situ Rock Stress

仙台市 オーラル

北川 有一,武田 直人,今西
和俊,板場 智史

東海地域での短期的ゆっくりすべりの空間
分布の特性

2013年7月
産総研地質調査総合センター第21回シ
ンポジウム

東京都 ポスター
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北川 有一,小泉 尚嗣
Detection of short-term slow slip events
along the Nankai Trough by groundwater
observation

2013年8月

12th Taiwan - Japan International
Workshop on Hydrological and
Geochemical Research for Earthquake
Prediction

台湾台南市 オーラル

北川 有一,小泉 尚嗣,松本
則夫

Groundwater changes associated with the
2011 Off the Pacific Coast of Tohoku
Earthquake (M9.0)

2013年12月 AGU Fall Meeting
サンフランシス
コ

オーラル

長藤　亮輔,北川 有一
領家帯片麻岩の地質状況とボーリング掘
削時の孔曲りについての考察

2013年9月 全地連「技術フォーラム2013」長野 長野県長野市 オーラル

板場 智史,松本 則夫,大久
保 慎人,木村 武志

短期的SSEの客観検出とカタログ化 2013年5月 日本地球惑星科学連合2013年大会 千葉市 オーラル

板場 智史,梅田 康弘
昭和南海地震前の現象に基づいた短期予
測モデル改良に向けた取り組み

2013年5月 日本地球惑星科学連合2013年大会 千葉市 オーラル

板場 智史,松本 則夫,木村
武志

短期的ゆっくりすべりの高精度なモニタリ
ング

2013年7月
産総研地質調査総合センター第21回シ
ンポジウム

東京都 ポスター

板場 智史,木村 武志
短期的SSEから推定した平均すべり速度と
プレート収束速度との関係

2013年9月 スロー地震合同研究集会 東京都 オーラル

板場 智史,木村 武志
短期的SSEから推定したプレート境界遷移
領域における平均すべり速度

2013年10月 日本地震学会2013年度秋季大会 横浜市 オーラル

板場 智史,石井 紘,浅井
康広,松本 滋夫

ボアホール観測に使用するセメントの重要
性

2013年10月 日本測地学会第120回講演会 立川 オーラル
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板場 智史,木村 武志

Average slip rate at the transition zone on
the plate interface in the Nankai
subduction zone, Japan, estimated from
short-term SSE catalog

2013年12月 2013 AGU Fall Meeting
米国サンフラン
シスコ

ポスター

武田 直人,今西 和俊,安藤
亮輔

西南日本における深部低周波微動の移動
速度の空間依存性 2013年5月 日本地球惑星科学連合

千葉県幕張
メッセ

オーラル

石川 有三 東アジア地震データベース　その２ 2013年5月 日本地球惑星科学連合大会 千葉市 オーラル

石川 有三
Earthquake catalog in East Aisa including
historical events

2013年7月 国際地震学・地球内部物理学連合
ヨーテボリ・ス
ウェーデン

オーラル

石川 有三
ISC-GEM震源カタログの問題点と改善の
試み

2013年10月 日本地震学会秋季大会 横浜 オーラル

石川 有三
Proposals to revise ISC-GEM earthquake
catalog

2013年10月

The 2nd G-EVER International
Symposium and the 1st IUGS & SCJ
International Workshop on Natural
Hazards

仙台 オーラル

石川 有三
The earthquake catalog of large events in
Asia

2013年10月 CCOP 仙台 ポスター

石川 有三 地震学から伝えたい情報 2014年1月 安全学研究会 京都 オーラル

松岡英俊,石川 有三,藤井
直之

静岡県周辺における東北地方太平洋沖地
震後の地殻変動パターンの変化

2013年5月 日本地球惑星科学連合大会 千葉市 オーラル
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