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松本 則夫 産総研の地下水等総合観測の現状 2018年3月 第９回地震前兆現象研究会 名古屋市 オーラル

松本 則夫,佐藤 努,宮越
昭暢

平林観測点における長期水位観測から求
めた透水係数の変化

2017年5月 JpGU-AGU Joint Meeting 2017 千葉市 ポスター

湊　翔平,Ranajit Ghose,
木口 努,辻　健

Characterization of hydraulic properties of
a dipping permeable layer using the
amplitude of the generated tube wave

2017年9月
第87回米国物理探査学会（SEG）学術講演
会

ヒューストン、テキ
サス州

オーラル

北川 有一,松本 則夫
北勢観測点の井戸の密閉による地下水位
の地殻歪応答の改善

2017年5月 日本地球惑星科学連合2017年大会 幕張メッセ ポスター

北川 有一,松本 則夫

Detection of changes in aquifer pressure
associated with short-term slow slip
events in a deep well sealed by borehole
packer

2017年9月

The International Workshop of Technology
of Earthquake Monitoring and Geophysical
data Analysis Application & the 16th
Taiwan-Japan International Workshop on
Hydrological and Geochemical Research
for Earthquake Prediction

台湾・台北 オーラル

板場 智史 紀伊半島沖における浅部SSE 2017年9月 平成２９年度第１回地殻活動研究委員会 岐阜県 オーラル

板場 智史
地殻変動・地下水観測による深部・浅部
ゆっくり地震のモニタリング

2018年3月
「災害の軽減に貢献するための地震火山
観測研究計画」平成29年度成果報告シン
ポジウム

東京都 オーラル

板場 智史,案浦 理,橋本
徹夫,鎌谷 紀子,勝間田
明男

Shallow Slow Slip Event Off the Kii
Peninsula in April 2016, Japan

2017年5月 JpGU-AGU Joint Meeting 2017 千葉県 ポスター
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板場 智史,案浦 理,橋本
徹夫,橋本 徹夫,勝間田
明男

Shallow Slow Slip Event Off the Kii
Peninsula, Japan

2017年8月 IAG-IASPEI 2017 兵庫県 ポスター

板場 智史,案浦 理,橋本
徹夫,鎌谷 紀子,勝間田
明男

Shallow Slow Slip Event off the Kii
Peninsula, Japan

2017年9月 Joint Workshop on Slow Earthquakes 2017 愛媛県 ポスター

板場 智史,木村 武志 産総研における地殻変動連続観測 2017年10月 日本測地学会第128回講演会 岐阜県 オーラル

板場 智史,案浦 理,橋本
徹夫,鎌谷 紀子,勝間田
明男

紀伊半島沖における浅部SSE 2017年10月 日本地震学会2017年度秋季大会 鹿児島県 オーラル

大久保 慎人,太田 雄策,
板場 智史

フーリエひずみ解析による地震の即時規
模推定

2017年5月 JpGU-AGU Joint Meeting 2017 千葉県 ポスター

木村 武志,板場 智史,松
澤 孝紀,木村 尚紀

Quality control of tilt and strain data for
automated detection of slow slip events
within the Nankai subduction zone, Japan

2017年5月 JpGU-AGU Joint Meeting 2017 千葉県 ポスター

木村 武志,板場 智史,松
澤 孝紀,木村 尚紀

Quality control of tilt and strain data for
automated detection of slow slip events
within the Nankai subduction zone, Japan

2017年8月 IAG-IASPEI 2017 兵庫県 ポスター

木村 武志,板場 智史,松
澤 孝紀,木村 尚紀

Automated detection of short-term slow
slip events from tilt and strain data within
the Nankai subduction zone, Japan

2017年9月 Joint Workshop on Slow Earthquakes 2017 愛媛県 ポスター
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木村 武志,板場 智史,松
澤 孝紀,木村 尚紀

傾斜・ひずみデータの統合解析に基づく西
南日本の短期的SSEカタログ

2017年10月 日本地震学会2017年度秋季大会 鹿児島県 ポスター

落 唯史
Long-term slow slip events in the Tokai
region, central Japan, before 2000

2017年7月 IAG-IASPEI 2017 兵庫県神戸市 オーラル

落 唯史
東海長期スロースリッフ&#12442;の規模・
再来間隔・継続時間

2017年10月 日本測地学会第128回講演会 岐阜県瑞浪市 ポスター

落 唯史,武田 直人
四国地方の遷移領域における固着速度と
微動発生レートの関係

2017年10月 日本地震学会2017年度秋季大会 鹿児島県鹿児島市 オーラル

石川 有三
Difficulty of the determination of
hypocenters in early 20 century

2017年4月 British Seismological Meeting Reading 英国 オーラル

石川 有三 イタリアの地震と地震空白域 2017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
Difficulty of the determination of
hypocenters in early 20 century

2017年8月
アジア・オセアニア地球物理連合学会
(AOGS)

シンガポール オーラル

石川 有三
Redetermination of several hypocenters
of the Utsu catalog in Taiwan area (1906-
1925)

2017年9月

The 16th Japan-Taiwan International
Workshop on Hydrological and
Geochemical Research for Earthquake
Prediction

台北市 オーラル

梅田 康弘,板場 智史
海水位変化の調査から推定される1946年
南海地震の断層モデル

2017年5月 JpGU-AGU Joint Meeting 2017 千葉県 オーラル
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梅田 康弘,板場 智史
1946年南海地震前の井戸水減少から推
定されるプレスリップモデル

2017年10月 日本地震学会2017年度秋季大会 鹿児島県 オーラル
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