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小泉 尚嗣,木下　千裕
2014年3月14日の伊予灘の地震（M6.2）に伴う道
後温泉の水位変化

2014年12月
東濃地震科学研究所平成２６
年度第２回地殻活動研究委員
会

岐阜県瑞浪市 オーラル

小泉 尚嗣,木下千裕
2014年3月14日の伊予灘の地震（M6.2）に伴う道
後温泉の水位変化について

2014年11月 日本地震学会秋季大会
朱鷺メッセ：新潟コ
ンベンションセン
ター

オーラル

小泉 尚嗣,松本 則夫

Observation of groundwater and crustal
deformation
for forecasting the Tokai, Tonankai and Nankai
earthquakes in Japan

2015年3月 G-EVER Workshop 仙台市 ポスター

比嘉 万友美,中村 衛,
小泉 尚嗣,頼 文基

1999 年台湾集集地震に伴う地下水位変化の深
さによる依存性

2014年4月
日本地球惑星科学連合2014年
大会

横浜市 ポスター

松本 則夫
Response of groundwater level to large strain
change associate with high embankment near the
well

2014年7月 AOGS 11th Annual Meeting 札幌 オーラル

木口 努,桑原 保人,佐
藤 隆司

掘削孔井のクリープ変形を用いた地殻浅部の応
力方位測定手法の開発

2014年7月 地盤工学会 北九州市 オーラル

木口 努,桑原 保人,佐
藤 隆司,小泉 尚嗣

物理検層で検出した透水性亀裂と応力場の関係 2014年5月
日本地球惑星科学連合2014年
大会

横浜市 ポスター

北川 有一,小泉 尚嗣
地下水位（水圧）観測による南海トラフの短期的
ゆっくり滑りの検出

2014年4月
日本地球惑星科学連合2014年
大会

横浜市 オーラル

北川 有一,小泉 尚嗣,
松本 則夫

Groundwater-pressure anomalies associated with
short-term slow slip events along the Nankai
Trough

2014年10月
UJNR地震調査専門部会第10
会合同部会

仙台 オーラル

板場 智史 静的歪変化を用いた巨大地震の即時規模把握 2014年11月 日本測地学会第122回講演会 つくば市 オーラル

板場 智史
Rapid estimation of the moment magnitude of
large earthquake from static strain changes

2014年12月 2014 AGU Fall Meeting
米国サンフランシ
スコ

オーラル



発表者一覧 発表題目 発表予定日 学会名 開催地 発表形式

板場 智史,木村 武志
Generation conditions of triggered slow slip
events

2014年9月
Joint Workshop on Slow
earthquakes, 2014

京都府 オーラル

板場 智史,木村 武志 短期的SSEが誘発される応力条件 2014年11月
日本地震学会2014年度秋季大
会

新潟市 オーラル

石川 有三
環太平洋地域で発生した巨大地震の震源域デー
タの作成 2014年4月 日本地球惑星科学連合 横浜 オーラル

石川 有三 Comparing Mj to Mw of global CMT 2014年7月 AOGS 札幌 オーラル

石川 有三
Possible seasonal change of seismicity in and
around Korea

2014年9月 韓国資源研究院セミナー 韓国テジョン市 オーラル

石川 有三 Characteristic of successive earthquakes 2014年11月 アジア地震学会
マカティ市、フィリ
ピン

オーラル

石川 有三 新潟の地震空白域について 2014年11月 日本地震学会秋季大会 新潟市 オーラル

石川 有三 地震活動と火山噴火の同時表示の試み 2015年3月
自然災害科学中部地区研究集
会

静岡市 オーラル

石川 有三
Try to draw the volcanic eruptions and
earthquake activity in the same figure : part 1 in
and around Japan

2015年3月

2015 International Workshop
on Earthquake and Volcanic
Hazards and Risks in Asia-
Pacific Region

仙台市 ポスター

岩崎好則,石川 有三,
中川康一,谷本親泊,小
泉圭吾,尾池和夫,王欄
民,王旭東,郭青林

Microtemor Measurements At Mogao Grottoes,
Dunhung, China For Preliminary Dynamic
Charactrization For Performance During
Earthquake

2014年9月
The International Association
for Engineering Geology and
the Environment (IAEG)

イタリア・トリノ オーラル
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武田 直人,小泉 尚嗣,
松澤孝紀,田中佐千子,
小原一成,前田拓人

深部低周波微動カタログの基本的特性 2014年4月 日本地球惑星科学連合大会 横浜 オーラル


