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2015年度は、台風 17号・18号に関連して起きた「平成 27年 9月関東・東北豪雨」によって、茨

城県、栃木県、宮城県等で堤防が決壊、河川が氾濫して、多くの被害が出ました。また 12月にも台

風 27号が発生し、気象庁による 1951年からの統計では、はじめて 1月から 12月まで毎月台風が発

生し、観測史上最大級といわれるエルニーニョとの関連も指摘されています。一方で、ロシアでは

巨大クレーターが見つかり地球温暖化によって永久凍土が融解した影響である可能性が指摘されて

います。このように地球の水循環に関する話題が多かった今年度ですが、旧地球水循環研究センタ

ーはいよいよ、旧太陽地球環境研究所、旧年代測定総合研究センターのメンバーとともに、10 月か

ら宇宙地球環境研究所として新たな一歩を踏み出しました。 

 

共同利用・共同研究拠点「地球水循環研究拠点」としての活動としては、2014年度と同じ 4 つの

計画研究に対して 32課題が採択され、研究集会は 1件増えた 7件が採択されました。2013年度に予

算化された雲レーダも、2014 年度に順調に試験運用を終え、2015年からは本格的な運用が開始され

ています。教育面では、博士前期課程 8名、が修了しました。 

 

人事としては、2014 年度末で退職された上田博教授の後任として、5 月から国立研究開発法人情

報通信研究機構の高橋暢彦教授が、森本昭彦准教授の後任として 2016年 1月から国立研究開発法人

海洋研究開発機構から相木秀則准教授が着任されました。10 月からの宇宙地球環境研究所では、旧

地球水循環研究センターの教員は、気象大気研究部と陸域海洋圏生態研究部に配置された他、国際

連携研究センター、統合データサイエンスセンター、飛翔体観測推進センターでも中心的な役割を

しています。また、飛翔体観測推進センターの中に地球水循環観測推進室を設置し、これまでの大

学間連携や観測に関する業務を引き継ぐこととしました。 

 

7 月 18日には、地球水循環研究センターとして最後となる、第１５回公開講演会「ふたたび雲を

つかむ話」を開催し、気象庁気象研究所、東京大学大気海洋研究所、国立研究開発法人理化学研究

所計算科学研究機構、 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所の先生方にご講演い

ただき、136 名と多くの方にご来場いただきました。この模様は、ウェッブでも配信されています。

一方、10月 1日の宇宙地球環境研究所の設立を記念して、11月 3日から 5日には創立記念行事が行

われ、3 日に一般向けの公開講演会「私たちのくらしと宇宙地球環境」、また 4 日・5 日には宇宙地

球環境研究所創立の国際シンポジウム「宇宙・太陽・地球環境の結びつきと過去・現在・未来

（Evolution of the Space-Sun-Earth Environmental System in Space and Time）」、4 日夕方には

設立記念式典を行い、こちらにも多くの方に出席していただきました。 

 

 

1. この一年間 
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宇宙地球環境研究所は、2016 年度から新たな共同利用・共同研究拠点「宇宙地球環境研究拠点」

として認定され、共同利用・共同研究の公募が開始されます。これまで、地球水循環研究センター

を支えていただいた、日本気象学会、日本海洋学会、水文・水資源学会には、宇宙地球環境研究拠

点の認定に対する御支援もいただきました。ここでこれまでの御支援に御礼申し上げます。宇宙地

球環境研究拠点として、これまで以上にコミュニティとの協調を図り、研究を推進していきたいと

考えておりますので、今後とも御支援をよろしくお願いいたします。 

 

 

宇宙地球環境研究所 副所長  石坂 丞二 
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○ 研究組織  本センターの研究組織は次の研究部門から構成されています。 

 

・局域水循環過程研究部門 

局域の多圏にまたがる水循環システムのうち、雲・降水システムの物理／化学過程、大気・陸

面間の水・熱交換過程などの水循環プロセスを観測、データ解析、数値モデルにより研究しま

す。 

・広域水循環変動研究部門 

生命の存在する陸域や海洋から、大気を含めた水循環システムの変動の実態とその機構を、人

工衛星データや現場観測、数値モデルなどにより研究します。 

・地球水循環観測推進室 

大学間連携や共同利用・共同研究に関する地球水循環観測を推進します。 

 

○ 運営組織  本センターの重要事項を審議、決定します。 

 

・協議員会 

センターの重要事項を審議、決定します。 

・運営委員会 

センター長の諮問に応じ、共同利用・共同研究拠点の運営に関する重要事項について審議を行

います。 

・共同利用・共同研究委員会 

共同研究及び共同利用に関する計画案を検討し、立案します。 

 

2. 組織と運営 

研究支援係

研 究 部 門 局域水循環過程 研究 部門
協 議 員 会

広域水循環変動 研究 部門
センター長

運営委員会

共 同 利 用

共 同 研 究
委 員 会

・

地 球 水 循 環 観 測 推 進 室

技 術 支 援 室
研究支援室

管 理 係

総 務 係

総 務課

人 事 係

研究所事務部
経 理 係

経 理課 用 度 係
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センターの構成 
 

センター長（併） 石 坂 丞 二 

○教員 

局域水循環過程研究部門 

部 門 長 坪 木 和 久 

教   授 坪 木 和 久 

教   授 髙 橋 暢 宏 

准 教 授 篠 田 太 郎 

准 教 授 増 永 浩 彦 

特 任 助 教 大 東 忠 保 

特 任 助 教 吉 岡 真由美 

特 任 助 教 金 田 幸 恵 

広域水循環変動研究部門 

部 門 長 檜 山 哲 哉 

教   授 檜 山 哲 哉 

教   授 石 坂 丞 二 

准 教 授 熊 谷 朝 臣 

講   師 藤 波 初 木 

助   教 三 野 義 尚 

○研究員・非常勤研究員 

研 究 員 加 藤 雅 也 

研 究 員 古澤(秋元)文江 

研 究 員 金 森 大 成 

研 究 員 髙 橋 厚 裕 

研 究 員 中 井 太 郎 

研 究 員 富 田 裕 之 

非常勤研究員 五十嵐 康 記 

非常勤研究員 鋤 柄 千 穂 

研究機関研究員 齋 藤 隆 実 

研究機関研究員 水 野 晃 子 

協力研究員 小 林 菜花子 

○技術職員・事務職員 

技術支援室（全学技術ｾﾝﾀｰ） 

技術専門職員 民 田 晴 也 

技 術 職 員 久 島 萌 人 

研究室 他 

技術補佐員 萱 場 摩利子 

技術補佐員 田 中 知 子 

技術補佐員 塚 本 廣 孝 

事務補佐員 近 藤 真砂子 

事務補佐員 髙 橋 佳代子 

事務補佐員 新 妻 亮 子 

事務補佐員 羽 賀 さおり 

 
 

 

（平成 27年 9月 30日現在） 
 

 

○環境学研究科・地球水循環研究センター 

図書室 

事務補佐員 大 槻 裕 子 

事務補佐員 伊 藤 明 美 

 

○研究所事務部 

事務部長 長 尾 義 則 

総務課 

課   長 坪 井 直 志 

専 門 職 員 杉 山 典 史 

研究支援係 

専 門 員 河 合   徹 

係   長 藤 木 直 樹 

係   員 深 見 さとみ 

総務第一係 

係   長 高 阪 直 樹 

主   任 松 原 由 美 

総務第二係 

係   長 森 野 小百合 

係   員 森 下 晴 美 

人事係 

係   長 浅 野 正 次 

係   員 伊 野 月 菜 

経理課 

課   長 坂 口 敏 弘 

経理係 

係   長 鎌 田 英 樹 

主   任 安 井 直 之 

主   任 木 曽 友美子 

用度係 

係   長 堀之内 優 子 

係   員 伊 藤 愛 里 

係   員 中 村 彩 香 

管理係 

係   長 中 川 眞 一 

係   員 神 谷 北 斗 
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名古屋大学地球水循環研究センター 協議員会 
 

（平成 27年 4月 1日～平成 27年 9月 30日）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
名古屋大学地球水循環研究センター 運営委員会 

 
（平成 27年 4月 1日～平成 27年 9月 30日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

所  属  部  局 職  名 氏     名 

名古屋大学大学院理学研究科 教   授 田 中 健太郎 

名古屋大学大学院生命農学研究科 教   授 竹 中 千 里 

名古屋大学大学院工学研究科 教   授 水 谷 法 美 

名古屋大学大学院環境学研究科 教   授 神 沢   博 

名古屋大学太陽地球環境研究所 教   授 松 見   豊 

名古屋大学地球水循環研究センター センター長 石 坂 丞 二 

名古屋大学地球水循環研究センター 教   授 坪 木 和 久 

名古屋大学地球水循環研究センター 教   授 
髙 橋 暢 宏 

H27.5.1～ 

名古屋大学地球水循環研究センター 教   授 檜 山 哲 哉 

所  属  機  関 職   名 氏     名 

北海道大学低温科学研究所 特 任 教 授 藤 吉 康 志 

東北大学 理   事 花 輪 公 雄 

東京大学大学院理学系研究科 教   授 寺 島 一 郎 

獨協大学経済学部 教   授 中 村 健 治 

国立研究開発法人国立環境研究所 理 事 長 住   明 正 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

大気海洋相互作用研究分野 
上席研究員 山 中 大 学 

大学共同利用機関法人人間文化研究機構 

総合地球環境学研究所 
教   授 谷 口 真 人 

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 

地球観測研究センター 
主幹研究員 沖   理 子 

名古屋大学地球水循環研究センター 教   授 坪 木 和 久 

名古屋大学地球水循環研究センター 教   授 髙 橋 暢 宏 
H27.5.1～ 

名古屋大学地球水循環研究センター 教   授 檜 山 哲 哉 

名古屋大学地球水循環研究センター 准 教 授 増 永 浩 彦 

名古屋大学地球水循環研究センター 准 教 授 熊 谷 朝 臣 

名古屋大学地球水循環研究センター 准 教 授 篠 田 太 郎 
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地球水循環研究センター 共同利用・共同研究委員会 
 

（平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

所  属  機  関 職  名 氏     名 

北海道大学低温科学研究所 特 任 教 授 藤 吉 康 志 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

大気海洋相互作用研究分野 
上席研究員 山 中 大 学 

大学共同利用機関法人人間文化研究機構 

総合地球環境学研究所 
教   授 谷 口 真 人 

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 

地球観測研究センター 
主幹研究員 沖   理 子 

名古屋大学地球水循環研究センター 教   授 坪 木 和 久 

名古屋大学地球水循環研究センター 教   授 
髙 橋 暢 宏 

H27.5.1～ 

名古屋大学地球水循環研究センター 准 教 授 篠 田 太 郎 
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決算額 
 

（平成 28年 3月 31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※常勤職員の人件費を含まない 

 

※ 授業料の主な経費 
教育研究設備維持運営費 12,899 （千円） 

附属施設経費 20,774 

 

 
※ 承継以外教職員給与等（運営費交付金）非常勤職員定員枠 

外国人研究員  （客員） 4 人 

研究機関研究員 2 人 

研究支援推進員 1 人 

リサーチ・アシスタント（RA） 133時間×4 人 

 

  

3. 平成 27年度経費 

科　目　名 配当額　（円） 備　考

 運営費交付金対象事業支出 108,754,060

授業料 ※ 41,894,400

承継以外教職員給与等（授業料） 7,151,566 非常勤職員人件費

承継以外教職員給与等（運営費交付金）※ 16,135,094 非常勤職員人件費

特殊要因経費（業務達成） 15,000,000 国立大学共同利用・共同研究拠点実施分

学内プロジェクト事業（業務達成） 25,546,000 運営費交付金

特別経費（業務達成） 3,027,000 移転費・建物新営設備費

 受託事業等対象支出 103,392,455

受託研究直接経費 81,067,301

共同研究直接経費 6,002,218

受託研究等間接経費 7,697,427

受託事業等直接経費 0

補助金間接経費 7,197,087 科学研究費補助金

寄附金 1,428,422

 補助金 0

その他補助金(機関補助) 0

その他 0

合　計 212,146,515
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科学研究費助成事業（補助金・基金）課題一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接経費 間接経費 合計金額

准教授 熊谷　朝臣
基盤研究(A)
15H02645

アブラヤシ農園の拡大が東南アジア熱帯
林の水・炭素循環に与えるインパクト

15,500,000 4,650,000 20,150,000

准教授 熊谷　朝臣
基盤研究(B)
25281005

植生の人為改変はボルネオの気候を変え
ている？

3,800,000 1,140,000 4,940,000

教  授 坪木　和久
基盤研究(B)
25287121

台風強度を規定するアウトフローレイヤ
ーの氷晶粒子直接観測と上層加熱率推定

900,000 270,000 1,170,000

准教授 増永　浩彦
基盤研究(B)
26287113

衛星データシミュレータを用いた雲解像
モデル検証手法の開拓

4,200,000 1,260,000 5,460,000

研究員 富田　裕之
基盤研究(B)
26287114

衛星淡水フラックス変動と海洋表層塩分
変動の統合的理解の研究

2,300,000 690,000 2,990,000

技術専
門職員

民田　晴也
基盤研究(C)
26400464

降雪粒子マイクロ波散乱問題解決に向け
た３次元粒子構造モデルの開発

700,000 210,000 910,000

講　師 藤波　初木
基盤研究(C)
26400465

メガラヤ・バングラデシュ・ミャンマー
地域に豪雨をもたらす渦状低気圧の実態
解明

1,100,000 330,000 1,430,000

特　任
助　教

金田　幸恵
基盤研究(C)
26400466

極端に強い台風にみられる急激な中心気
圧低下のメカニズムの解明

1,000,000 300,000 1,300,000

特　任
助　教

大東　忠保
基盤研究(C)
15K05285

走査型雲レーダーを用いた偏波観測によ
る過冷却雲粒存在域の識別方法の開発

900,000 270,000 1,170,000

准教授 相木　秀則
基盤研究(C)
26400474

双補完的アプローチによる海洋の中規模
渦と海面波浪の消散過程の研究

1,100,000 330,000 1,430,000

准教授 増永　浩彦
挑戦的萌芽研究
26610150

多衛星データ複合解析に基づく熱帯大気
循環場の全球観測：「見えない風」を見
る

1,000,000 300,000 1,300,000

研究代表者 研究種目名 研究課題名
交付金額（円）

直接経費 間接経費 合計金額

教　授 石坂　丞二

教　授
松野　健

（九州大学）

研究員 富田　裕之

主　任
研究官

辻野博之
(気象研究所）

教  授 坪木　和久

教  授
中北　英一

（京都大学）

教  授 檜山　哲哉

主　任
研究員

飯島　慈裕

(海洋研０００
究開発機構）

研究員 鋤柄　千穂

准教授
岡　英太郎
(東京大学）

講　師 藤波　初木

教　授
松本　淳

(首都大学東京）

東シナ海陸棚域における基礎生産と物質
循環を支配する物理・化学・生物過程の
研究

1,200,000 360,000 1,560,000

650,000

210,000

基盤研究(S)
26220202

研究分担者 研究種目名 研究課題名
交付金額（円）

基盤研究（A)
26241009

910,000
基盤研究(S)
15H05765

ストームジェネシスを捉えるための先端
フィールド観測と豪雨災害軽減に向けた
総合研究

700,000

基盤研究(B)
25287118

黒潮続流と中規模渦の変動に伴うモード
水の十年規模変動

500,000 150,000

基盤研究(A)
26242026

植生景観構造を考慮した東ユーラシア永
久凍土変化の広域評価

350,000 105,000 455,000

基盤研究（B)

15H03726

機動的海洋気候変動研究に資する海洋モ
デル駆動用リアルタイムデータセットの
構築

800,000 240,000 1,040,000

過去120年間におけるアジアモンスーン
変動の解明

1,800,000 540,000 2,340,000
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受託研究題目一覧 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

研究機関

研 究 員 水野　晃子

助　教
田邊優貴子
(国立極地
研究所）

助　教 三野　義尚

教　授
森本　昭彦

(愛媛大学）

1,330,000 399,000 1,729,000
基盤研究(B)
26310213

基盤研究(B)
26302001

河川流量変化に伴う北部タイランド湾の
貧酸素水塊の挙動に関する研究

900,000 270,000 1,170,000

南極湖沼生態系からつなげる生命現象と
理論

教　授 坪木　和久
超高精度メソスケール気象予測の
研究

国立研究開発法人海洋
研究開発機構

2,557,300 255,730 2,813,030

教　授 石坂　丞二

Data Collection for Validation
of Coastal Ocean Algorithms
and Products,including Primary
Production and Red Tide

国立研究開発法人宇宙
航空研究開発機構

2,723,000 0 2,723,000

准教授 増永　浩彦
DPR・GMI 複合降水推定に用いる
マイクロ波陸面射出率アルゴリズ
ムの開発

国立研究開発法人宇宙
航空研究開発機構

7,170,000 0 7,170,000

教　授 坪木　和久
高度利活用（影響評価研究等）を
支える標準的気候シナリオの整備

文部科学省
（筑波大学）

25,190,909 2,519,090 27,709,999

准教授 熊谷　朝臣
生態系・生物多様性に関する気候
変動リスク情報の創出

文部科学省
（京都大学）

16,588,296 1,658,829 18,247,125

准教授 篠田　太郎
食糧安全保障に向けた衛星入力を
活用した環太平洋域での広域収量
推定および短期予測の試み

文部科学省
（千葉大学）

1,888,028 566,408 2,454,436

教　授 檜山 哲哉
半乾燥地の水環境保全を目指した
洪水－干ばつ対応農法の提案

国立研究開発法人科学
技術振興機構

5,220,000 1,566,000 6,786,000

教　授 坪木　和久
ソーシャル・ビッグデータ利活
用・基盤技術の研究開発

国立研究開発法人情報
通信研究機構

7,884,000 788,400 8,672,400

研究員 富田　裕之
GNSS 反射信号を用いた全地球常
時観測が拓く新しい宇宙海洋科学

文部科学省
(九州大学)

3,003,460 901,038 3,904,498

教　授 石坂　丞二
人工衛星による赤潮・珪藻発生等
の漁場環境観測・予測手法の開発
赤潮の分光特性に関する分析

一般社団法人漁業情報
サービスセンター

2,492,308 747,692 3,240,000

教　授 檜山 哲哉
北極域における温室効果気体の動
態解明と収支評価

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機
構

6,350,000 0 6,350,000

研究代表者 研究課題 委託者

契約額（納入額）（円）

直接経費
間接経費

一般管理費
合計金額
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民間等との共同研究題目一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄付金受入一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接経費 間接経費 合計金額

教　授 石坂　丞二

衛星データの取得・解析による

NOWPAP海域富栄養化状況判定手順
書の検証

公益財団法人環日本海

環境協力センター
1,125,000 0 1,125,000

教　授 坪木　和久

雷雲電荷分布に基づいた雷電流波

形の推定精度向上パラメータに関

する研究

北陸電力株式会社 ***** ***** *****

研究員 富田　裕之
GCOM-W AMSR2海洋プロダクト検証

システムの構築

国立研究開発法人宇宙

航空研究開発機構
1,654,454 0 1,654,454

教　授 坪木　和久
雷放電データと数値シミュレー
ションとの対応に関する研究

ウェザー・サービス株
式会社

120,000 12,000 132,000

教　授 坪木　和久
災害をもたらす気象現象に関する
研究および河川流出、氾濫関連の

研究

株式会社東京海上研究
所

3,571,440 357,144 3,928,584

研究代表者 研究課題 共同研究の相手方
契約額（納入額）（円）

金額（円）

教　授 髙橋　暢宏 500,000

研究代表者 寄付金の名称／目的 寄付者

偏波レーダーの高度利用に関する研究 （株)東芝
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名古屋大学地球水循環研究センターでは共同利用・共同研究拠点として「地球上の水循環システ

ムの構造と変動に関する総合的な研究」をテーマに本センター以外の機関に所属する教員または研

究者と本センターの教員とが協力して行う共同研究（センター計画研究、研究集会、共同利用機器

利用）を毎年公募して実施しています。 

 

平成 27年度 名古屋大学地球水循環研究センター計画研究 
 

研究課題 1 
リモートセンシング・数値モデリングの利用と高度化によるメソ・マイクロ

スケール大気・海洋現象に関する共同研究 

対 応 教 員 坪木和久・森本昭彦・篠田太郎・大東忠保・上田博 

当センターでは、平成 25年度まで計画研究「偏波レーダと雲解像モデルの高度利用とそれに

よる雲・降水・大気水循環研究」と「大気海洋現象のリモートセンシング技術の開発」を実施

してきました。これらを融合する形で、後継の計画研究として本研究課題を昨年度より行って

います。 

異なる分野の研究者が協力して研究を進めることで新しい研究分野を開拓していくことは、

地球水循環研究センターの目標の一つであり強みでもあります。本計画研究では主に大気と海

洋の研究者が参加することで、大気海洋相互作用や地球水循環に関する新たな研究が展開され

ることを期待します。特に大気や海洋に関するリモートセンシング技術を用いた観測手法の確

立、観測結果の解析や数値モデルを利用あるいは開発・改良し、メソスケール、マイクロスケ

ールの大気や海洋の現象についての理解を目的として共同研究を実施します。 

平成 27年度の公募では、以下のような研究課題を公募します。 

・メソ・マイクロスケールの大気・海洋の現象や大気海洋相互作用の観測的、数値モデリン

グ的研究 

・Xバンド偏波レーダ、Kaバンド雲レーダの観測データを利用した研究 

・雲解像モデル CReSSの利用、開発・改良、新しい計算プロセスの結合に関する研究 

・当センターで実施している毎日のシミュレーション実験（2 km 解像度の気象シミュレーシ

ョン、5 km解像度の大気海洋結合シミュレーション）のデータを利用した研究 

・大気や海洋のリモートセンシングに関する研究 

・梅雨、台風、温帯低気圧、寒気吹き出し時の降雪に対する海洋の影響に関する研究 

・黒潮、対馬暖流、それらの分枝流に対する大気擾乱の影響に関する研究 

本計画研究における雲解像モデルの利用においては、名古屋大学情報基盤センターの計算機

資源を提供します。また、研究打ち合わせなどにおける当センターへの出張についての旅費を

サポートします。平成 27年度後半には、本計画研究参加者を中心に研究集会を開催する予定で

す。 

 

【採択課題一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 共同利用 

センター外 センター内

滝川哲太郎 水産大学校 海洋生産管理
学科

滝川哲太郎 坪木　和久 バイスタティック海洋レーダ観測域
における海洋観測

鹿島　基彦 神戸学院大学 人文学部 鹿島　基彦
市川　　香
杉谷　茂夫

坪木　和久 北太平洋域の大気大循環場が台湾北
東沖黒潮に及ぼす影響

薄　　良彦 京都大学 大学院工学研究
科

Fredrik Raak
小島　千昭

太田　　豊
河辺　賢一

坪木　和久 2km解像度気象シミュレーションデー
タの洋上ウィンドファーム系統連系

技術への利用に関する研究

申請者 所属
共同研究者

研究課題
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【平成 27年度報告】 

海洋と大気の研究者が共同で提案した本計画研究は、大気と海洋の研究者が参加し協力することで、

地球水循環に関する新たな研究の展開を目指した。特に大気や海洋に関するリモートセンシングや

数値モデルの利用・開発により、メソスケール、マイクロスケールの大気や海洋の現象についての

理解を目的として共同研究を実施した。平成 27 年度は 15 件の研究テーマがあり、大気・海洋とそ

れらの相互作用について活発な共同研究が行われた。年度の終わりにこの共同研究に関する研究集

会を名古屋大学で実施し、14 件の発表が行われた。研究会では雲解像モデル CReSS を用いた研究と

して、洋上風力発電の最適化研究にモデル出力を利用した研究開発、局地的な豪雨予測の手法開発、 

勝俣　昌己 海洋研究開発機構 勝俣　昌己
耿　　　驃

城岡　竜一
森　　修一

篠田　太郎 偏波レーダーを用いた海洋性メソス
ケール降水システムの構造の研究

中村　健治 獨協大学 経済学部国際環

境経済学科

中村　健治 坪木　和久

篠田　太郎
大東　忠保

リモートセンシング・数値モデリン

グの利用と高度化によるメソ・マイ
クロスケール大気・海洋現象に関す

る共同研究

兼田　淳史 福井県立大学 海洋生物資
源学部

兼田　淳史
藤井　智史

坪木　和久 若狭湾で発生する環流の時空間変動
に関する研究

相木　秀則 海洋研究開発機構 アプリ

ケーションラボ

相木　秀則 坪木　和久

篠田　太郎
加藤　雅也

吉岡真由美

CReSS-NHOES結合モデルを用いた日本

周辺の継続的な予報実験

小西　啓之 大阪教育大学 小西　啓之 坪木　和久 2014年18号台風に伴うプレッシャー
ディップの形成過程

杉山耕一朗 宇宙航空研究開発機構 宇

宙科学研究所

杉山耕一朗

小高　正嗣
中島　健介

高橋　芳幸
西澤　誠也

乙部　直人

はしもと
じょーじ

林　　祥介

坪木　和久 火星版CReSSを用いた火星表層環境評

価

中村　晃三 海洋研究開発機構 中村　晃三 坪木　和久 CReSSに組み込んだビン法雲微物理モ
デルの改良

若月　泰孝 筑波大学 生命環境系・ア

イソトープ環境動態研究
センター

若月　泰孝 坪木　和久 雲解像モデルシミュレーションにお

けるレーダデータ同化に関する研究

佐々　浩司 高知大学 佐々　浩司

村田　文絵
出納　　誠

湯浅惣一郎
吉村洸太郎

篠田　太郎 高知大Xバンド偏波レーダーで観測さ

れるメソスケール降水システムに関
する研究

馬場　賢治 酪農学園大学 馬場　賢治

能田　　淳
萩原　克郎

星野　仏方

坪木　和久 アジアダスト輸送における凝結核バ

イオエアロゾルの時空間変遷につい
て

山田　広幸 琉球大学 理学部 山田　広幸 坪木　和久 マルチパラメーターレーダーおよび
雲解像気象モデルを用いた南西諸島

におけるメソ降水系の発達機構に関
する研究

安永　数明 富山大学 理学部 安永　数明 篠田　太郎 国土交通省MPレーダデータを用いた

北陸地方の降雨・降雪システムに関
する研究
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雲の詳細構造をシミュレーションするためのビン法の開発などが紹介された。そのほかに雲解像モ

デルによる火星大気のシミュレーションもこれまでに引き続いて実施された。これは新研究所への

橋渡しの一つになる可能性があり、今後期待される成果である。さらに雲解像モデル CReSS と海洋

非静力学モデルを結合したモデルの開発の詳細があり、それを用いた急発達する温帯低気圧への黒

潮・親潮混合水域の海面水温変動のインパクトの成果が紹介された。その他に特殊ゾンデを用いた

台風の観測やレーダを用いた豪雨や竜巻についての研究が紹介された。地球水循環研究センターの

共同研究としてはこれが最後となるが、モデルや観測による大気及び海洋の研究について顕著な発

展があった。特に地球水循環研究センターと海洋研究開発機構で開発した非静力学大気海洋結合モ

デルは、今後の大気と海洋のさらなる緊密な連携への大きな資産となり、新研究所での今後の発展

が期待される。 

 

■研究者間の交流と研究会(WS)の開催 

研究集会名：研究集会「リモートセンシング・数値モデリングの利用と高度化によるメソ・マイク

ロスケール大気・海洋現象に関する共同研究」 

開 催 日：平成 28年 3月 8日～9日 

開 催 場 所：名古屋大学環境共用館３階大講義室 

講 演 題 数：14件 

参 加 者 数：26名 

 

 

研究課題２ 
静止衛星海色センサーを利用した沿岸域の流動・生物生産・物質循環に関す

る研究 

対 応 教 員 石坂丞二・三野義尚 

韓国は静止衛星を利用した世界初の海色センサーであるGOCI（静止海色イメージャー）を2011

年に打ち上げました。このセンサーによって、韓国を中心として、日本のほぼ全域、中国北東

部、ロシアの南東部を含む沿岸海域を対象に、500 m 解像度で、9 時から 16 時まで 1 時間間隔

のデータが取得できます。これまでにない、日周期や潮汐周期などを含んだ面的な海色の観測

データによって、生物生産のみならず、流動や物質循環など様々な研究の発展が期待されます。

しかし現状では、日本国内での利用はまだ限られており、その一因として、そのデータ精度や

利用方法に関する情報が日本の研究者に十分に伝わっていないことがあげられます。地球水循

環研究センターではこれまで毎年、韓国国立海洋科学技術院の韓国海洋リモートセンシングセ

ンターと海色ワークショップを行っており、GOCIの高時間・空間解像度データを利用した、沿

岸の流動、生物生産、物質循環の研究を牽引していくことが期待されています。 

そこで、平成 27年度の公募では、以下のような具体的な課題例を示します。 

・GOCI などの高時間・空間解像度の海色データに関して、日本やアジアの沿岸域を中心に行

なうアルゴリズムの開発および検証作業 

・GOCI などの高時間・空間解像度データによる、あるいはそれらのデータを他のデータやモ

デルと組み合わせて用いて行なう沿岸域の流動、生物生産、物質循環に関する応用研究 

・関連分野における、アジア域、特に韓国など東アジアの研究者との国際的な協力関係の構築 

 

【採択課題一覧】 

 

 

 

 

 

センター外 センター内

後藤　直成 滋賀県立大学 環境科学部 後藤　直成 石坂　丞二
三野　義尚

衛星リモートセンシングを利用した大
規模湖におけるクロロフィルa濃度の推
定

申請者 所属
共同研究者

研究課題
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【平成 27年度報告】 

本研究では、静止衛星海色リモートセンシングを利用した沿岸域の流動・生物生産・物質循環に

関して、共同研究を行っている。琵琶湖、瀬戸内海においては現場のデータでの検証を、また東京

海洋大学とは福島県沖の観測を行った。さらに、本年度はこの一環として、韓国海洋科学技術院海

洋衛星センター（KIOST/KOSC）、国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)、アジア太平洋地球

変動研究ネットワークと第 12回日韓海色ワークショップ・第３回アジア海色ワークショップを 2015

年 12月 8－10日に共催した。日本からは、東海大学、名古屋大学、北海道大学、広島大学、横浜国

立大学、愛媛大学、JAMSTEC、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）などから 22 名、韓

国から 21 名、台湾、インドネシア、マレーシア、タイ、アメリカを含め合計 57 名が出席した。韓

国の静止海色センサーGOCIの校正・検証・利用、日本の JAXAが 2017年に打ち上げる予定の地球環

境変動観測ミッション第１期気候変動観測衛星 GCOM-C1 の状況等、衛星による地球観測計画につい

て情報交換した。さらに衛星で測定した海の色から推定できる、日本・韓国周辺の植物プランクト

ンの変動や、極域から熱帯域にいたる様々な応用研究について、発表と活発な討議が行われた。 

 

■研究者間の交流と研究会(WS)の開催 

研究集会名：「第 12回日韓海色ワークショップ（KJWOC）」「第３回アジア海色ワークショップ」 

開 催 日：2015年 12月 8 日～10日 

開 催 場 所：国立研究開発法人海洋研究開発機構横浜研究所 

講 演 題 数：49件 

参 加 者 数：57名 

 

エコ シスワント 海洋研究開発機構 エコ シスワント 石坂 丞二
三野 義尚

Reappraising factors limiting
primary productivity in the East
China Sea from multisensor satellite
observations-meridional and seasonal
differences

石丸　　隆 東京海洋大学 海洋観測支
援センター

石丸　　隆 石坂 丞二
三野 義尚

衛星海色リモートセンシングとセジメン
トトラップ実験による福島沖海洋生態
系における放射性物質の移行過程に
関する研究

虎谷　充浩 東海大学 虎谷　充浩
齊藤　誠一
平譯　　享
平田　貴文
鈴木　光司
小林　　拓
作野　裕司
村上　　浩
Eko Siswanto
Young-Je Park
Joo-Hyung Ryu
Hyun-Cheol Kim

石坂　丞二 第12回日韓海色ワークショップの開催

作野　裕司 広島大学 大学院工学研究
院

作野　裕司 石坂　丞二 静止衛星海色センサーを利用した沿
岸域の流動・生物生産・物質循環に関
する研究

吉江　直樹 愛媛大学 沿岸環境科学研
究センター

吉江　直樹 石坂　丞二 GOCIを用いた豊後水道における赤潮
観測に関する研究

多田　邦尚 香川大学 農学部 多田　邦尚
山口　一岩

石坂　丞二 衛星による瀬戸内海でのクロロフィルa
の長期変動

中田　聡史 神戸大学 海事科学研究科 中田　聡史
千手　智晴
広瀬　直毅

石坂　丞二 GOCIデータを用いた高解像度塩分動
的マップの作成手法の開発
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研究課題３ アジアモンスーン域における植生気候相互作用の解明 

対 応 教 員 熊谷朝臣・檜山哲哉・藤波初木 

ユーラシア大陸東部からモンスーンアジアにかけての広大な地域は、「アジアのグリーンベル

ト」と言われ、世界にも類を見ないほど多様な植生を含む生態系を形成しています。この地域

の気候と生態系は、水・エネルギー循環系を通したフィードバックにより、密接につながった

システムを形成していて、気候・生態系とよぶべき共生系を維持していることが明らかになり

つつあります。そこで、アジアモンスーン域に特徴的なモンスーンに伴う季節変化に着目した

様々な時空間スケールの気候についての研究に、これまでの植生－気候相互作用研究を融合さ

せ、アジアモンスーン域における植生気候相互作用・共生系への理解を深めていくことを目的

として、平成 24・25年度に地球水循環研究センターの計画研究課題「マルチスケールで考える

植生－気候相互作用：一枚の葉から大陸まで」を行いました。 

平成 26年度より開始した本計画研究課題では、特に、陸面（植生）－気候相互作用における

気候システムの意味をより深く理解することに重点を置き、気候学側と生物学側それぞれの分

野での現在考えられる最善の研究成果を融和することを目指します。これまで、気候システム

学、植物生理・生態学の我が国におけるトップクラスの研究グループの参加を得ることができ、

これまでの課題参加グループのいくつかが関連研究プロジェクトに参画するに至っています。

これまでの課題は各研究者間の連絡・調整、情報収集・研究進展の円滑化に多大な貢献をした

と言えるでしょう。本継続課題によって、関連研究プロジェクトの多くが来年度以降も実施さ

れることと気候システム研究のさらなる発展を希求します。 

本課題の共同研究の具体例は、以下の通りです。 

・アジアモンスーン域における特徴的時空間スケールの気候の検出 

・植生モデルの不確実性が気候形成シミュレーションの結果に及ぼす影響の評価 

・植生気候相互作用研究に耐えうる植生モデル（長期・短期ともに）の開発 

・植生群落スケールから大陸スケールまでの、気候変化が大気－陸面での水・熱・物質収支

に及ぼす影響とその気候へのフィードバックに関する数値モデル実験 

 

【採択課題一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター外 センター内

崎尾　　均 新潟大学 農学部附属
フィールド科学教育研究セ
ンター 佐渡ステーション

崎尾　　均 熊谷　朝臣 気候変動が樹木の繁殖特性に与える
影響

清水　貴範 森林総合研究所 清水　貴範
飯田　真一
玉井　孝治

熊谷　朝臣 熱帯モンスーンアジアの植生転換によ
る蒸発散過程の変動評価

佐藤　友徳 北海道大学 大学院地球環
境科学研究院

佐藤　友徳
一木　拓哉

藤波　初木 南アジア多雨地帯における空間－時
間マルチスケール構造の研究

一柳 　錦平 熊本大学 大学院自然科学
研究科

一柳　錦平
田上　雅浩
芳村　　圭

藤波　初木 バングラディシュ周辺における水蒸気
の起源解析

高橋　　洋 首都大学東京 高橋　　洋

杉本　志織

藤波　初木 アジアモンスーン域の湿潤な地表面状

態での大気陸面相互作用

村田　文絵 高知大学 村田　文絵
佐藤　友徳
寺尾　　徹

林　　泰一
木口　雅司
山根　悠介
福島あずさ
田上　雅浩

藤波　初木 インド亜大陸北東部地域の降水変動に
関する地上観測と領域数値モデル・広
域気象解析との比較研究

申請者 所属
共同研究者

研究課題
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【平成 27年度報告】 

本課題では、昨年度に引き続き、陸面（植生）－気候相互作用とその気候システムにおける意味

をより深く理解することを目的とし、気候・気象学と生物学それぞれの分野で現在考えられる最善

の研究成果を融和することを目指した。気象学、気候学、水文学、植物生理・生態学の様々な研究

グループの参加を得て、主に研究会を通して交流を行った。今年度は南アジアの水文気候を現地観

測と数値モデルで解析する研究グループの参画を得て、積極的に研究交流を行った。研究成果とし

ては、特にモンスーン域でも降水量が多く、地形、植生分布など多様な地表面状態を持つ南アジア

と東南アジアを中心に、特徴的な時空間スケールの気候・気象の解析とそれに対する植生や陸面の

役割を、現地観測データ、数値モデルを用いて研究し、湿潤地域の降水特性や水・物質循環に対す

る陸面の影響に関して新しい知見が得られた。また、今後必要な解析やそれに必要な観測データの

収集、数値モデル実験など、今後の方向性も議論した。 

 

■研究者間の交流と研究会(WS)の開催 

研究集会名：第 1回南アジア降水研究会 

開 催 日：2015年 7月 9～10日 

開 催 場 所：高知大学理学部 

講 演 題 数：8件 

参 加 者 数：8名 

 

研究集会名：第 2回南アジア降水研究会 

開 催 日：2016年 2月 15～16日 

開 催 場 所：北海道大学大学院地球環境科学研究院 

講 演 題 数：10件 

参 加 者 数：10名 
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研究課題４ 衛星データシミュレータを用いた数値モデル検証研究 

対 応 教 員 増永浩彦・篠田太郎 

衛星データシミュレータとは、雲解像モデル（CRM）や大循環モデル（GCM）などの数値モデ

ルで生成される雲・降水や気温・湿度場に放射伝達計算を適用し、輝度温度やレーダ反射因子

といった衛星計測値を計算機上で再現するコンピュータプログラムの総称です。地球水循環研

究センターにおいては、衛星データシミュレータユニット（SDSU）の開発と公開を行っており、

応用研究の一例として雲解像モデル CReSS の雲微物理過程の評価研究を行っています。本計画

研究課題は平成 25年度より実施してきた実績を受け継ぎ、全国の衛星データシミュレータの既

存ユーザとの連携を強化するとともに潜在的ユーザを発掘し、開発者と利用者間の闊達な研究

交流を促すコミュニティの醸成を意図しています。 

本研究課題では、主として以下に挙げる項目について公募を行います。SDSUや CReSSに留ま

らず、他の衛星シミュレータや数値モデルの利用にもとづく応募も歓迎します。 

・衛星データシミュレータを用いた雲解像モデル・気候モデル検証研究の推進 

・衛星データシミュレータを用いた雲微物理スキーム検証手法の検討・開発 

・衛星データシミュレータによる次世代衛星計画のアルゴリズム開発・プロダクト検証支援 

現状の SDSUは衛星搭載センサに特化したシミュレータですが、今後その発展形として地上設

置偏波レーダシミュレータの新規開発も視野に入れています。偏波レーダを用いた粒径分布推

定や降水粒子種判別はすでに多くの研究が行われていますが、シミュレータを用いた偏波パラ

メータの前方計算はそれらのアルゴリズムの検証・改良研究に新たな可能性を拓くと考えられ

ます。地球水循環研究センターで推進している偏波レーダや雲粒子ゾンデ等を用いた地上観測

実験を初め、全国の関連分野研究者との共同研究を模索します。 

本課題遂行において地球水循環研究センターは、研究集会および研究者・研究グループ単位

の会合を積極的に設け、研究者間の情報交流促進を図る中心的な役割を担います。 

 
【採択課題一覧】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【平成 27年度報告】 

衛星データシミュレータとは、雲解像モデル（CRM）や大循環モデル（GCM）などの数値モデルで

生成される雲・降水や気温・湿度場に放射伝達計算を適用し、輝度温度やレーダ反射因子といった

衛星計測値を計算機上で再現するコンピュータプログラムの総称である。地球水循環研究センター 

 

センター外 センター内

佐藤　正樹 東京大学 大気海洋研究所 佐藤　正樹

久芳奈遠美
Woosub Roh

大野　知紀

増永　浩彦 衛星観測データの雲微物理学的解析

佐藤　陽祐 理化学研究所 計算科学研

究機構

佐藤　陽祐

永尾　　隆

増永　浩彦 超高解像ＬＥＳモデル、衛星シミュレー

タ、衛星リモートセンシングアルゴリズ
ムを用いた次世代衛星の有効利用の

提言

操野　年之 気象庁 気象衛星センター 操野　年之
別所康太郎

村田　英彦
奥山　　新

高橋　昌也
鈴江　寛史

田端　　将

吉野　良子

増永　浩彦
篠田　太郎

大気放射モデルを用いた「ひまわり」
シミュレーション画像の作成と検証

申請者 所属
共同研究者

研究課題
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においては、衛星データシミュレータユニット（SDSU）の開発と公開を行っており、応用研究の一

例として雲解像モデル CReSS の雲微物理過程の評価研究を進めている。本計画研究課題では、全国

の衛星データシミュレータの既存ユーザとの連携を強化するとともに潜在的ユーザを発掘し、開発

者と利用者間の闊達な研究交流を促すコミュニティの醸成を意図している。今年度は当該課題の 3

年目にあたり、前年度までに引き続き東京大学大気海洋研究所で Joint-Simulator 開発チームを率

いる佐藤正樹教授のチームと、気象庁気象衛星センターで新世代の静止気象衛星「ひまわり 8 号」

に向けたプロダクト開発に携わるチーム、および理化学研究所で超高解像度数値モデル（LES）を用

いた層積雲の研究を行っている佐藤陽祐博士の参加を得た。参加研究者の総数こそ多くはないが、

先進的な研究現場から現業利用に近い応用まで幅広いバックグランドの研究者が集い、衛星シミュ

レータの多様な研究の可能性が開かれつつある。また例年通り全球降水マップ GSMaP 開発グループ

と共同で、研究集会「GSMaP および衛星シミュレータ合同研究集会」を平成 28年 3月 17‐18日の二

日間にわたり開催し、国内で衛星雲降水研究に携わる幅広い研究者の参加があった。 

 

■研究者間の交流と研究会(WS)の開催 

研究集会名：研究集会「GSMaPおよび衛星シミュレータ合同研究集会」 

開 催 日：2016年 3月 17 日～18日 

開 催 場 所：名古屋大学 ES 総合館 1階会議室 

講 演 題 数：32件 

参 加 者 数：44名 
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地球水循環研究センター研究集会報告 
 

【採択課題一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究集会名：「台風セミナー2015」 

開 催 日：2016年 1月 6日 ～ 7日 

開 催 場 所：気象庁 

講 演 題 数：11件 

参 加 者 数：37名 

 

2016年 1 月 6日と 7日の両日、気象庁において研究集会「台風セミナー2015」を開催した。台風

セミナーは、台風研究において「これまでに何が理解され、いま何が理解されていないのか、もし

くは理解することが求められているのか？それらの理解のためにはどうすればよいのか？」を徹底

的に議論する試みである。参加者同士の深い議論を通じ、日本における台風研究者をレベルアップ

し、新たな研究テーマを発掘することを目指す研究集会で、今回で 5回目の開催となる。 

今回は、NCEP/EMC のハリケーンチームリーダー（現在は全球モデリンググループリーダー）とし

て HWRF による現業台風予報を全海域への拡大に貢献した Vijay Tallapragada 氏を講演者として招

待し、2日間で 6時間にわたる講演をしていただいた。台風強度予報の改善についての講演では、数

値モデルの解像度、海洋モデルとの結合を含む物理過程、同化過程などについて、日本側の参加者

と活発な議論を行うことができた。NCEP 次世代全球モデルの開発については、実現すべき精度の目

標に応じた解像度や物理過程の選択における意思決定の手順などが紹介され、非常に有意義な議論

を行うことができた。 

研究集会には気象庁の方を含めて 37名の参加があった。日本側からも台風を対象とする全球モデ

ル、領域モデルを用いた研究結果が紹介され、Tallapragada氏との意見交換も行われた。 

 
  

センター外 センター内

沢田　雅洋 気象庁 気象研究所 沢田　雅洋
伊藤　耕介

中野満寿男

宮本　義明

吉田　龍二

Mark DeMaria

Jonny Chan

篠田　太郎 台風セミナー2015

申請者 所属
共同研究者

研究課題
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【採択課題一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究集会名：研究集会「グローバルスケールとメソスケールを貫く気象学」 

開 催 日：2015年 12月 28日 

開 催 場 所：北海道大学理学５号館 201室 

講 演 題 数：12件 

参 加 者：14名 

 

2015年 12 月 28日の朝から夕方まで、北海道大学において研究集会「グローバルスケールとメソ

スケールを貫く気象学」を開催した。本研究集会は、相互に作用し合うグローバルスケールとメソ

スケールの気象現象について、観測、統計解析、モデリングなど手法を問わずに現状の課題につい

て議論することを目的とした研究集会で、昨年度に続き 2 度目の開催となる。グローバルスケール

の立場から参加する方には、メソスケールの現象が総観規模のスケールの現象に及ぼす影響を議論

できるような内容での講演を依頼し、メソスケールの立場から参加する方には、個々の事例解析で

はなく、その統計的な特徴やグローバルスケール現象とのかかわりについて議論できるような内容

での講演を依頼した。 

研究集会には 6つの大学から 14名の参加者があり、12 件の講演が行われた。梅雨期や秋雨期の総

観場の相違点、サンプリングダウンスケール実験の検証結果、海面水温の変化が台風の進路に及ぼ

す影響、北海道西岸沖で発生するメソ低気圧の発生・発達要因など多彩な話題提供があり、活発な

議論が行われた。このようなスケール間相互作用に関する議論は、今後の気象・気候モデルのパラ

メタリゼーションの改善に役立つと考えられる。今後も、このような分野間を結ぶような研究集会

を行っていきたいと考えている。 

 
  

センター外 センター内

稲津　　將 北海道大学 大学院理学研
究院

稲津　　將
真木　雅之

佐藤　正樹
渡部　雅浩

竹見　哲也
山田　広幸

三浦　裕亮
柳瀬　　亘

津口　裕茂

篠田　太郎 グローバルスケールとメソスケールを
貫く気象学

申請者 所属
共同研究者

研究課題



 

22 

 

 

【採択課題一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究集会名：研究集会「GSMaP および衛星シミュレータ合同研究集会」 

開 催 日：2016年 3月 17日～18日 

開 催 場 所：名古屋大学 ES総合館 1階会議室 

講 演 題 数：32件 

参 加 者：44名 

 

本研究集会は、「衛星による高精度降水推定技術の開発とその水文学への利用の研究企画のための

集会」（代表：気象研究所 青梨和正氏）および計画研究課題「衛星データシミュレータを用いた数

値モデル検証研究」（代表：増永浩彦・篠田太郎）の合同集会として、2016年 3月 17日（木）から

18 日（金）にかけて開催された。前者は全球降水データプロダクト GSMaP の開発者を中心に 2009

年度から続く「老舗」の研究集会であり、いっぽう後者は衛星シミュレータ活用の普及を狙って 2013

年度に立ち上げたばかりの新しい課題である。経緯は異なるものの両課題は研究分野において深い

つながりがあり、その特色を生かすべく合同研究集会を立ち上げて今回が 3 年目になる。両研究集

会を通じて 40名を超える参加があった。 

年度末の慌ただしい時期の開催であり、また複数のプロジェクトや業務を抱える多忙な研究者に

参加を呼び掛ける宿命で、毎年この研究集会の日程調整には苦労する。昨年は GSMaP 関連の講演と

衛星シミュレータの話題を敢えて同じセッションに混在させ、刺激的で集中力の高い議論の場を醸

成することに成功した。しかし今年は関係者の日程調整の都合上、17日全日と 18日の最初のセッシ

ョンを GSMaP研究集会、18 日の残りのセッションを衛星シミュレータセッションと分割せざるを得

なかった。それでも想定を超える講演数の申し込みがあり、まる二日間にわたる盛況の研究集会が

実現したことは、主催者の一員として冥利に尽きる。  

センター外 センター内

青梨　和正 気象庁 気象研究所 台風
研究部第1研究室

青梨　和正
牛尾　知雄
重　　尚一
久保田拓志
可知美佐子
小山　　亮
高橋　暢宏
岡本　謙一
広瀬　正史
石橋　俊之
沖　　理子
瀬戸　心太

増永　浩彦 衛星による高精度降水推定技術の開
発とその水文学への利用の研究企画
のための集会

申請者 所属
共同研究者

研究課題



 

23 

 

 

【採択課題一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究集会名：研究集会「東シナ海陸棚域の物質循環に関わる物理・化学・生物過程」 

開 催 日：2015年 6月 13 日～14日 

開 催 場 所：名古屋大学研究所共同館 7階ミーティングルーム 

講 演 題 数：12件 

参 加 者：25名 

 

2015年６月 13・14日に地球水循環研究センターにおいて標記の研究集会を開催した。この研究集

会は、地球水循環研究センターと九州大学応用力学研究所が長崎大学、富山大学と共同で行なって

いる東シナ海の生物生産への長江希釈水の影響に関する研究の状況をまとめ、2015 年７月および 10

月に予定されている東シナ海航海の計画を策定する目的で行なった。また、周辺海域に関する研究

についても発表していただいた。参加者は学外 12名（うち九州大学 2名、長崎大学 3名、富山大学

１名、愛媛大学１名、京都大学 1 名、西海区水産研究所１名、水産総合研究センター1名、国立環境

研究所 2名）、学内 13名の 25名であった。 

これまでの共同研究航海結果としては、亜表層クロロフィル極大周辺の栄養塩環境（長崎大）、ク

ロロフィル極大層と見かけの酸素消費量（富山大）、乱流フラックスによる栄養塩混合（九州大）、

懸濁態粒子の N:P:Si 比（長崎大）、植物プランクトン群集構造と栄養塩の経年変動(名古屋大)、黄

海と東シナ海の動物プランクトンのサイズ分布（名古屋大）、底層懸濁物分布と乱流強度（九州大）

についての話題提供があった。また、その他の内容として、水産総合研究センターの観測での栄養

塩の季節変化（西海区水研）、そこでの植物プランクトン群集を説明する生態系モデル（環境研）、

また乱流強度のスケーリング（環境研）について、さらにモデルよる台湾周辺の渦の黒潮と台湾暖

流への影響（愛媛大）、衛星による日本海の海面熱フラックス（名古屋大）の発表があった。  

 これをもとに、７月に予定されている済州島南部での長崎大学練習船（長崎丸）による航海と、

１０月に行われる海洋研究開発機構の学術研究船（白鳳丸）および中国海洋大学の海洋総合調査船

を利用した共同観測についての計画を議論した。 
  

センター外 センター内

松野　　健 九州大学 応用力学研究所 松野　　健
千手　智晴

吉川　　裕
張　　　勁
武田　重信

梅澤　　有
郭　　新宇

長谷川　徹
古市　尚基

石坂　丞二
森本　昭彦

三野　義尚
鋤柄　千穂

東シナ海陸棚域の物質循環と生物生
産に関わる物理・化学・生物過程

申請者 所属
共同研究者

研究課題
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【採択課題一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究集会名：研究集会「大気海洋相互作用に関する研究集会」 

開 催 日：2015年 12月 12日～13日 

開 催 場 所：京都大学理学部 1号館地球物理大会議室 

講 演 題 数：27件 

参 加 者：45名 

 

 本研究集会は、大気海洋相互作用について、特に若い人に多くの発表をしてもらい、中堅から年

配層の研究者も交えて研究についての議論をじっくりと行うことを特徴として毎年開催している。

今年は、全国から 45名の参加者が集まり、そのうち 22名が学生であった。発表件数は 27件で、最

新の研究成果と関連する議論を参加者全員で共有できたと思われる。例年通り全体を通して厳しい

ながらも建設的な質問や議論が多くあった。特に若い研究者に対しては教育的なコメントも多数あ

り、若い世代に対するコミュニティー全体の強い期待が感じられた。またそのような雰囲気や議論

を支える中堅世代の研究者も本研究集会の開催を通して育っているようにも思えた。最後に今年の

研究集会では東海大学の久保田雅久教授に関する特別企画があった。これは本研究集会の母体とな

るコミュニティーを立ち上げ、これまでに我々に大きな貢献をしてくださった久保田雅久教授が定

年退職を迎えることもあり特別に準備されたものである。この企画を通じて、久保田先生の研究者

や教育者としての歴史や業績はもちろん、人となりや考え方、また普段はあまり見られない一面な

ども垣間見ることのでき良い企画となった。研究集会としては研究所の改組もあり、ここで一つの

区切りとなると思われる。今後は、これまで培ってきた研究者コミュニティーが持つ気運を大事に

しつつも、若い世代を含めて、いかに新しい研究の方向性や新しい研究コミュニティーを築けるか

がひとつの鍵となるように思う。 
  

センター外 センター内

根田　昌典 京都大学 大学院理学研究
科

根田　昌典
久保田雅久

轡田　邦夫
植原　量行

岩坂　直人

小橋　史明
川合　義美

市川　　香
吉川　　裕

柴田　篤吉

谷本　陽一
竹内　謙介

須賀　利雄
杉本　周作

立花　義裕

岡　英太郎

石坂　丞二
富田　裕之

鋤柄　千穂

大気海洋相互作用に関する研究集会

申請者 所属
共同研究者

研究課題
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【採択課題一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究集会名：国際ワークショップ「The International Science Conference on MAHASRI」 

開 催 日：2016年 3月 2日～4日 

開 催 場 所：首都大学東京国際交流会館 

講 演 題 数：口頭発表 47件、ポスター発表 49件 

参 加 者：126名 

 

HyARC 共同研究集会課題「アジアモンスーン域における水文気候と植生気候相互作用の解明（代

表:松本淳 首都大学東京教授）」との共催で、国際ワークショップ「The International Science 

Conference on MAHASRI」を開催した。MAHASRI（モンスーンアジア水文気候研究計画）は 2006年度

より始まった GEWEX 傘下の国際研究プロジェクトで、2015 年度で終了する。ワークショップでは

International GEWEX project office の Director である Peter van Oevelen 博士や GEWEX GHP(水

文気候パネル)の共同議長である Jan Polcher 博士から、GEWEX における水文気候パネルの進展と

MAHASRI などの領域水文気候プログラムの重要性や課題が発表された後、松本淳教授から MAHASRI

の 10年間の活動の総括がなされた。その後、各研究者から MAHASRIに関連する研究の紹介がなされ、

活発な議論が行われた。ワークショップの最後には、MAHASRI 以降のモンスーン研究の国際連携など

の方向性について議論を行った。日本、中国、モンゴル、インド、インドネシア、マレーシア、タ

イ、フィリピン、フランス、アメリカから 120 名の参加者があり、発表は 80 件(ポスター発表も含

む)を越え、ワークショップは成功裏に終わった。 

 

 

 

  

センター外 センター内

松本　　淳 首都大学東京 都市環境科

学研究科

松本　　淳

高橋　　洋

濱田　純一
杉本　志織

田中　賢治

沖 　 大幹

樋口　篤志

一柳　錦平
佐藤　友徳

山田　朋人

寺尾　　徹

Jan Polcher
G.S. Bhat

Ailikun

檜山　哲哉

熊谷　朝臣

藤波　初木

アジアモンスーン域における水文気候

と植生気候相互作用の解明

申請者 所属
共同研究者

研究課題
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【採択課題一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究集会名：研究集会「大気－陸面におけるエネルギー・水・物質循環研究の現状と将来展望」 

開 催 日：2015年 10月 2日～3日 

開 催 場 所：名古屋大学研究所共同館 3階 講義室 

講 演 題 数：10件 

参 加 者：33名 

 

iLEAPS に関連するこれまでの国内研究、特に、大気－陸域相互作用に関わるこれまでの研究成果

を総括し、iLEAPS-Japanと日本からの Future Earthへの貢献についての活動方針を議論するために、

上記研究集会を開催した。10 件の口頭発表とその後の議論等を踏まえ、以下に示す事項が確認され

た。 

１）従来の研究では期間数年間のプロジェクトごとに観測データが取得されてきた。この継承や

共有が不十分である。また、このアプローチでは長期的なデータを統一手法で蓄積していくことが

困難である。重要な項目の安定的な長期モニタリングを可能とし、その基礎データを広く利用でき

る体制を国内で作り上げることが必要である。 

２）日本のような複雑地形地の場合、流域水収支の推定に代表されるように、観測タワーから得

られたフラックス情報をいかにスケールアップすべきかという古典的な課題は未だに解決されてい

ない。数値モデル、ダウンスケーリング、衛星観測データ利用などを併用しても限界があることか

ら、時空間スケールギャップを埋めるための技術開発が今後益々必要である。航空機を利用した大

気境界層観測は費用対効果の面で課題は大きいが、日本においても航空機の積極的利用を視野に入

れた研究戦略が必要であり、そのための研究体制作りが必要である。データ同化手法を陸域に適用

する研究は今後推進されるべきであろう。 

３）陸域のデータ同化は大気分野や海洋分野に比べて遅れていることから、今後の進展が望まれ

る。特に、炭素循環のデータ同化など、短期的な成果が見えにくい部分についても、5 年～10 年と

いう時間をかけて、着実に研究を積み重ねていくことが必要である。ただし、大気や海洋に比べて

陸域はその不均質性が大きいことから（例として土壌や植生）、個々のプロセスを無視したデータ同

化は避けるべきである。陸域の水・物質循環の基礎となるパラメータや、仮定を設けることで不均

質性が担保できるパラメータの同化を進めるべきであろう。 

４）水循環研究は、気候変動に伴う降水量変動、それにともなう洪水リスク、水－食料安全保障

といった観点で、ダウンスケール的研究成果がローカルな社会に結びつきやすく、かつ、他分野や

様々なステークホルダーと調和的である。今後益々、超学際（Transdisciplinary：以下、TD）的研究 

センター外 センター内

林　健太郎 農業環境技術研究所 林　健太郎

伊勢　武史
伊藤　昭彦

太田　岳史
小池　　真

三枝　信子
佐藤　　永

篠田　雅人
鈴木　力英

高梨　　聡
谷　　　晃
中野　智子

平野　高司
松本　　淳

松見　　豊
山崎　　剛

山中　　勤

檜山　哲哉 大気－陸面におけるエネルギー・水・物

質循環研究の現状と将来展望

申請者 所属
共同研究者

研究課題
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課題を探り、Future Earthに貢献できる体制作りと研究資金の獲得が望まれる。 

５）炭素循環研究については、バイオマスバーニングや永久凍土帯のサーモカルスト形成による

スポット的な炭素放出については TDの概念が発揮できるものの、全球の炭素収支についてはその空

間スケールの乖離から TD の概念をローカルスケールに適用することは困難である。しかしながら、

炭素放出を緩和するための政策に寄与し得る科学的知見の創出、といった観点では国際的なステー

クホルダーが関わるため TD 的研究が有効である。したがって、炭素循環研究においても TD 的視点

での研究の模索を進めるべきである。 

６）窒素循環についても、そのスケールがローカルからグローバルにつながっているため、水循

環研究や炭素循環研究と連携し、TD 的研究へと発展することが期待できる。我が国からのテーマ発

掘、研究資金の獲得、そして成果の発信を進めるべきである。 

７）さらに、水・熱・炭素・窒素の循環は地球システムにおいて全て繋がっており、強い相互作

用をもって生態系サービスや気候フィードバックに深く関わっている。従来の研究枠組みではそれ

ぞれ独自の取り組みが主体であったものの、 TD 的研究への発展を意識しつつ、学際

（Interdisciplinary）的な研究の取り組みを進めていく必要がある。 

８）水・熱・炭素・窒素循環研究において、アジア諸国との連携は必須である。iLEAPS-Asiaをさ

らに強化すべく、iLEAPS-Japanは iLEAPS国際事務局に全面的に協力していく予定である。 

 

 

 

地球水循環研究センター共同利用可能機器 

 

観 測 機 器 対応教員 
・ゾンデ観測システム(2 式)  VAISALA 製  MW-15(RS92-SGP 対応) 

データ収録パソコン(Metgraph) 坪木 和久 

・マルチパラメータレーダ(2 式) ＜kinレーダ, gin レーダ＞東芝製 坪木 和久 

・HYVIS/ビデオゾンデ受信機(1式)  明星電気製受信機、アンテナ 坪木 和久 

・元素分析計・質量分析計  DELTA plus 三野 義尚 
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「地球気候系の診断に関わるバーチャルラボラトリーの形成（VL）」 
 

この研究は、東京大学大気海洋研究所、千葉大学環境リモートセンシング研究センター、東北大

学大学院理学研究科附属大気海洋変動観測研究センター、そして名古屋大学宇宙地球環境研究所（旧

地球水循環研究センター, HyARC）の 4 大学（4 機関）で、温暖化などの大きなストレス下にある地

球気候系の診断を行うために、気候・環境研究に関わる研究・教育を分担・連携して行うものであ

る。VL に関わる研究として、具体的には、雲・降水システムを対象として X バンドマルチパラメー

タレーダ（MPレーダ）とKaバンド雲レーダを用いた観測データの解析、雲解像モデルCloud Resolving 

Storm Simulator（CReSS）および 3次元非静力学海洋モデル NonHydrostatic Ocean Model for Earth 

Simulator（NHOES）と結合した CReSS-NHOES を用いたシミュレーション結果の解析と検証、シミュ

レーションへのデータ同化手法の確立などを行っている。VL は 2014 年 3 月で 7年間のプロジェクト

期間を終了したが、VL で培った活動は、VL 推進室より改組された「地球水循環観測推進室」で継続

して実施している。2015 年 10 月 1 日付の名古屋大学宇宙地球環境研究所設立の組織改編に伴って、

地球水循環観測推進室は宇宙地球環境研究所附属飛翔体観測推進センターに設置することとなって

いる。 

2015 年度は、沖縄県の琉球大学に設置してある 1台の MP レーダによって、沖縄島周辺の降水シス

テムの連続観測を実施した。もう 1 台の MP レーダと Ka バンド雲レーダは、それぞれ名古屋大学研

究所共同館屋上と環境共用館屋上に設置して、同期観測を実施している。MP レーダは導入後 8 年を

経ているために、改修などを行うことで、稼動状態を維持している。 

2015 年度は CReSS-NHOES を用いたシミュレーション結果について、大気側は現業の高層気象観測

データ、海洋側はアルゴフロートにより取得されたデータとの比較を行うことで検証を試みた。2013

年台風 10 号（T1013, Megi）を対象とした水平解像度 0.02 度の 7日間実験の結果に対して、6か所

の高層気象観測点で実施されたのべ72回の高層気象観測により取得された気圧面高度における東西

風、南北風、温位、水蒸気混合比、高度について、再現実験の結果と比較を行った。このうち温位

の RMSE は 1.69 K、東西風の RMSE は 5.93 m/s と実際の大気環境場を定量的に評価できる値であるこ

とを確認した。海洋側については、実験期間中の 82 回のアルゴフロートにより取得された水温と塩

分のプロファイルを再現実験の結果と比較した（図）。水温の RMSE は 0.92℃、塩分の RMSE も 0.01 PSU

と小さな値であった。これらの結果から、CReSS-NHOES による大気海洋環境場については、観測結果

と実験結果の間の差異が小さく、非常に良い再現性を有していることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

5. 研究活動 プロジェクト

図.水温（左）、塩分（右）についてのアルゴフロートの観測結果（横軸）と NHOES の出力結果（縦軸）の散布図。
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文部科学省委託研究 気候変動リスク情報創生プログラム 
「雲解像大気・海洋･波浪結合モデルによる台風強度推定」 
 

平成24年度から始まった文部科学省委託研究の気候変動リスク情報創生プログラムの一つのサブ

課題「雲解像大気・海洋･波浪結合モデルによる台風強度推定」（研究代表者：坪木和久）の研究プ

ロジェクトを今年度も継続して実施しました。大気と海洋の相互作用は、台風の強度を規定する要

因として最も重要なものの一つと考えられます。特に海洋の温度(または海洋上部の熱容量)を精度

よくシミュレーションすることが、台風の強度推定において重要です。そこで本研究課題では大気

と海洋の研究者の緊密な連携のもとに、雲解像大気・海洋・波浪結合モデルを構築し、台風の強度

予測についての信頼性の高い結合モデルシステムを開発しています。本年度は非静力学大気海洋波

浪結合モデル及び雲解像モデルを用いて、台風のシミュレーション実験を行い、台風の最大強度を

より高い信頼性で推定することを目的として、研究を実施しました。得られた主な結果は以下のよ

うにまとめられます。 

既往顕著台風の実験とその擬似温暖化実験として、伊勢湾台風を対象とした実験を実施しました。

その結果、図に示すように再現性の良さと、擬似温暖化時に約 30 hPa 強度が強くなることが示さ

れました。非常に強い台風の最大強度を表現しうる３種類の領域雲解像モデルを用いて、４種類の

温暖化差分を用いた擬似温暖化実験を実施した結果、1959 年の伊勢湾台風がもし 21 世紀末に発生し

たとしたら、現在気候よりも強い台風になりうることを示しました。 

台風の強化過程に関する研究では、全球気候 20km モデルにより計算された西部北太平洋域の台風

には、台風最大強度の到達緯度に強い北上バイアスがあること及び発達速度に過小評価があること

が確認されました。こうしたバイアスは NHM5 によるダウンスケール実験で大幅に改善されました。 

非静力学大気海洋結合モデルの検証では、台風 MEGI(2010)を対象として検証を行いました。衛星

観測、高層気象観測およびアルゴフロートとの比較による大気・海洋環境場については、モデルと

観測の差異が小さく、非常に良い再現性を有していることを確認しました。一方、雲物理量の分布

については、観測結果との大きな差異がありました。 

全球 20 km モデルのダウンスケール実験では、東アジアに接近・上陸する台風の影響評価を行う

ために、水平格子間隔約 5 km の CReSS でダウンスケール実験を約 100 事例実施しました。日本付

近の降水に伴う影響評価を行うために、水平格子間隔約 1 km のダウンスケール実験も実施し、

AGCM20 で計算された最大日降水量の約2倍の降水量が詳細な水平分布と共に計算されました。また、

SRES A1B シナリオのもとで実施された全球 20km モデルの現在気候、近未来気候および将来気候で発

生する台風について、水平格子間隔約 4km のダウンスケーリング実験を実施しました。その結果、

現在気候に比べて近未来気候や今世紀末の気候では緯度の高いところで、台風の強度が平均的に増

加することや最大強度をとる緯度が高くなることが示唆されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図. 雲解像モデルを用いた伊勢湾台風
の再現実験。グレースケールは、
上陸のおよそ17時間前の鉛直積算
した総凝結物の水平分布を示す。 
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文部科学省委託研究 気候変動リスク情報創生プログラム 
「北東ユーラシア・東南アジア熱帯における気候・生態系相互作用の解明と気候変動に
対する生態系影響評価」 
 

最終ゴールは、気候変動条件下で東ユーラシア域の生態系（機能・サービス）がどうなるのか？

という疑問に答えることである。そのために本課題では、全球動的植生モデル（DGVM）SEIB が主力

のツールとなる。よって、前提条件として、SEIB が信頼に足るモデルである保障を得なければなら

ない。すなわち、気候変動条件下で SEIB が正しく計算できる保証が必要である。今年度、SEIB がど

んな生態系・環境下でも正当に計算できるようモデルの修正・サブモデルの追加を行い高度化を図

り（図１）、その正当性を評価する材料（実測データ）の整理、その実測データを用いたモデル正当

性確認、さらに、将来予測のためのフォーシングデータの整備を行った。 

陸上生態系総合モデルの現状は、いまだに気候変動・大気中二酸化炭素濃度上昇に対する陸上生態

系の反応を適正に評価できるどうかが定かでない、という点にある。特に問題とされる点は、21 世

紀末に考えられうる生態系プロセス、すなわち、極端な乾燥・湿潤条件下における大量枯死、高温・

高二酸化炭素条件下の光合成への施肥効果と土壌栄養制限、が正しくモデルに組み込まれるかであ

る。この目標に向かって、本研究グループの研究は順当に進んでおり、来年度夏頃までには、以上

の問題点をクリアした世界的に見ても全く新しいタイプの陸上生態系総合モデルが完成すると自信

を深めたところである。 

また、本研究課題の強みは、そのような新規のモデルについて、全球規模で正当性確認を行うこ

とができるデータを有しているところである。これまでの努力が実り、そのような正当性確認用デ

ータセットは十分に揃ったと言える。来年度初盤では、正当性確認に資するシミュレーションを多

く行うことになる。 

未来の生態系変化・リスク予測のために必要な気候フォーシングデータも順当に整備されている。

正当性確認シミュレーションを前提としつつ、順次、未来予測シミュレーションを行っていくこと

になる。 

生態系変化には必ず大気・気候側へのフィードバック（図２）が伴うと考える。この点は、既往

の生態系変化予測研究では必ずしも進展していない。本研究グループは、その類の研究を支える実

測データから局地気候モデル運用の実力を有しており、実際に順調に研究が進展している。生態系

変化と局地気候変化、相互に影響を与え合うシステムとして両者をバランス良く研究遂行していこ

うと考えている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図１.SEIB-DGVM で計算された東南アジア熱帯雨林の再生過程。
異なる色の樹冠は異なる種を意味する。 

図 2.ボルネオ島の陸上全体における積算蒸発散
量と積算降水量の関係。図中の各シンボル
は、丸が Control、逆三角が 0.2Gcmax、三
角が0.02Gcmax、白抜き逆三角がBarren-1、
白抜き三角が Barren-2 を示しており、破
線は Control の点を通る傾きが 1 と1 の
線を表す。各シンボルと線において、黒色
が現在気候実験（2004.04）、赤色が将来
気候実験（2099.04）を示している。 
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気象学研究室 
 

強雨をもたらした移動性降水帯の雲物理学的構造と降水形成メカニズム －2013 年 9月 4日の東海

地方の事例について－ 

 

日本において、多くの大雨は線状降水帯によってもたらされている。2013 年 9 月 4 日、岐阜県大

垣市を含む東海地方で大雨が発生した。大垣市では、同日 15 時までの 1 時間に 108 mm という非常

に多量の降水が観測された。この大雨も線状降水帯が移動することによってもたらされたものであ

る。本研究では、国土交通省 X バンドマルチパラメータレーダにより取得された観測データを用い

て、岐阜県大垣市に多量の降水をもたらした線状降水帯の 3 次元構造と霰のような大粒径の固相の

降水粒子の形成メカニズムを明らかにすることを目的とする。 

本事例の線状降水帯は、南北方向の走向をもち（図 1a）、約 5 m/s の速度で東進していた。降水帯

の進行方向前面には、対流圏下層に 350 K を超える高相当温位気塊が南東〜南南東風によって流入

していた。中層には 335 K を下回る低相当温位気塊が存在しており、対流不安定な環境場であった。

一方、降水帯の後面（北西側）の対流圏下層には、低温の北西風〜西風が観測されていた。対流圏

下層において前面の南東風と後面の北西風～西風が収束することによって、上昇気流域（降水セル）

が形成された。形成された降水セルは、対流圏中層から上層の南南西風によって流されることで、

強雨域が南南西から北北東に引き延ばされる形態を示した。これらの降水セルが、南北方向に複数

存在することで、南北の走向をもつ降水帯が形成された（図 1b）。降水セルは南南西側に上昇気流域

を、北北東側に下降気流域をもつ構造であった。降水帯前面下層から南東風によって流入する暖湿

気塊は、下降気流域の間を通過し、降水帯後面の上昇気流域まで到達することができた。この結果、

降水帯後面の北西風〜西風との収束によって繰り返し上昇気流域（降水セル）が発達することで、

降水帯が維持されたと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

降水帯を構成している一つの降水セルに粒子判別法を適用し、融解

層よりも上層で格子内に霰が主に存在すると考えられる領域（霰格子）

の時間変化を詳しく調べた。高度 7 km よりも上層では、時間とともに

霰格子の体積が増加していたが、高度 5 km〜7 km では、霰格子の体積

はほとんど変化していない。高度 5～7 km 付近で連続して形成される

霰粒子の一部は上層に運ばれるとともに、大粒径の霰粒子は落下し、

融解することで、非常に大きな雨滴を形成し、地上に多量の降水をも

たらしたと考えられる。 

 

 

 
  

局域水循環過程研究部門 

図１.国土交通省 X バ
ンドマルチパラ
メータレーダに
より取得された
2013 年 9 月 4 日
14時00分の東海
地方における反
射強度の水平断
面図。(a)は高度
2 km を、(b)は高
度 8 km の断面を
示す。 

図２.降水帯を構成する一つの降水セルを含む領域内の
うち、融解層（高度 5 km）よりも上層の霰格子の
鉛直分布の時間変化を示したもの。点線は 13 時 40
分、細破線は 13 時 45 分、細実線は 13 時 50 分、太
破線は 13 時 55 分、太実線は 14 時 00 分を示す。 

(a)              (b)
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静止気象衛星と Ka バンド雲レーダを用いた夏季孤立積乱雲の早期検出 

 

夏季日中に発生する孤立積乱雲は、しばしば非常に狭い領域に強雨をもたらすことで災害を発生

させることがある。孤立積乱雲を早期検出することによって、強雨の予報を発表してから実際に強

雨が起きるまでのリードタイムを広げることが可能となる。孤立積乱雲から降雨が生じる過程は、

上昇流によって下層から持ち上げられた水蒸気が凝結し、雲粒が形成されることから始まる。雲粒

は凝結・併合成長を経て雨粒に成長し、大きく成長した雨粒が上昇流に打ち勝って落下することで、

地上での降水が生じる。Xバンドレーダは雨粒が形成された後の積乱雲の内部構造を観測することが

可能である。一方、静止気象衛星は雲からの放射を、Ka バンド雲レーダは雲粒が形成された段階の

積乱雲を観測することが可能であるため、Xバンドレーダより早期に孤立積乱雲を検出できると考え

られる。本研究では、静止気象衛星と Ka バンド雲レーダを用いて、X バンドレーダで観測される強

雨の発生時刻より早く孤立積乱雲を検出する手法を検討することを目的とする。夏季 7～9月の日中

09 時～18 時（日本時：世界時 + 9 時間）に発生した孤立積乱雲について、2011 年から 2014 年の 15

事例については MTSAT-1R のラピッドスキャンデータを、2015 年の 4事例についてはひまわり 8号の

データおよび名古屋大学 Ka バンド雲レーダデータを用いて解析した。 

図 3に 2015 年 8 月 3日 14 時 55 分に強雨が観測された事例の解析結果を示す。天頂角補正を行っ

た可視反射率（図 3b 中の▲印）は、積雲や積乱雲の発達に伴って明瞭な上昇傾向を示すことを確認

した。また、積乱雲の発達に対応する可視反射率は、積雲に比べて高い値を示したことから、可視

反射率に閾値を設定することで積乱雲の早期検出を行なうことが可能であると考えられる。2011 年

から 2014 年の MTSAT-1R で観測された事例について、積乱雲に発達しなかった 2 つの積雲の事例に

おける可視反射率の最大値を調べることで、積乱雲に発達した事例の可視反射率の閾値を調べたと

ころ 0.6 となった。しかしながら、積乱雲の発生以前に上層雲が存在する場合には、この閾値は適

用できないことも確認した。2015 年の事例については、Ka バンド雲レーダを用いて積乱雲に発達し

なかった積雲の事例と積乱雲に発達した事例の反射強度の時間変化を観測し（図 3c・d）、ひまわり

8号で取得された積雲事例と積乱雲事例の可視反射率の最大値を比較することで、積乱雲に発達した

事例の閾値を 0.96 と算出した。今後、Ka バンド雲レーダとひまわり 8号の両者を用いて積雲と積乱

雲の同時観測を数多く実施することで、可視反射率における積雲と積乱雲の閾値をより正確に推定

できるようになると考えられる。 

赤外輝度温度（図 3b 中の■印）は、

MTSAT-1R・ひまわり 8号ともに積乱雲の

発生時においても緩やかな低下傾向し

か示さず、早期検出に利用することは難

しいと考えられる。赤道上空に位置する

静止衛星は日本付近の積乱雲を約 45 度

の俯角で見下ろす状態にある。孤立積乱

雲はその面積が小さいために、雲側面か

らの高い輝度温度の領域の影響が及ん

だ結果であると考えられる。 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

図 3．2015 年 8 月 3 日 14 時 55 分に強雨
が観測された事例の、（a）Xバンドレ
ーダにより取得された最大反射強度
の時間高度断面、（b）静止衛星によ
り取得された天頂角補正を行った可
視反射率の最大値（▲）と赤外輝度
温度の最低値（■）の時系列変化、（c）
Ka バンド雲レーダにより取得された
積乱雲に発達しなかった積雲の最大
反射強度の時間高度断面と（d）積乱
雲に発達した最大反射強度の時間高
度断面。
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雲粒子ゾンデにより観測された台風に伴う巻雲の雲微物理学的構造 

 

台風に伴う巻雲が放射過程を通して台風強度に与える効果を精度よく計算するためには、巻雲内

の氷晶粒子の数濃度、粒径分布、混合比などの雲微物理量の特性を把握する必要がある。本研究で

は、台風に伴う巻雲の雲微物理学的構造を明らかにすることを目的として、2013 年台風 27 号と 2014

年台風 11 号を対象として雲粒子ゾンデを用いて巻雲内の雲粒子の直接観測を実施し、雲微物理量の

解析を行った結果を報告する。 

2013 年台風 27 号を対象とした観測では、台風中心から 230～550 km の距離に存在する巻雲に合計

7基の雲粒子ゾンデを放球した。巻雲の存在する高度では、台風の中心に近づくにつれて氷未飽和の

状態から氷過飽和の状態へと変化し、台風の中心に近いほど氷過飽和度は大きくなっていた。図 4

は 7基の雲粒子ゾンデで得られた数濃度の鉛直プロファイルの水平分布を示している。粒子は高度 7

～14 km の範囲で観測されている。雲底高度は中心に近づくにつれて低下している。粒子の数濃度は

台風の中心に近付くにつれて大きくなり、中心から最も離れた領域を観測した雲粒子ゾンデ No.1 で

はおよそ 20000 m-3であったのに対して、中心に最も近い領域を観測した No.7 では最大で 200000 m-3

程度であった。観測された粒子の粒径は、ほとんどが数 10 μm 程度であり、100 μm を超える粒子

は雲粒子ゾンデ No.7 でわずかに観測されるのみであった。これらの結果から、台風に伴う巻雲は 100 

µm 以下の微小粒子によって構成されており、氷過飽和度の大きい中心付近では微小粒子が多数存在

することで大きな数濃度がもたらされる一方、中心から離れた領域では昇華蒸発による雲粒の消滅

によって数濃度が減少すると考えられる。また、中心に近い領域では、大粒径の粒子は重力沈降に

よって巻雲の雲底以下まで到達し、昇華蒸発により消滅すると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 年台風 11 号の観測では、台風のアウターレインバンドに伴う背の低い対流域の上層（高度

9.5～13 km）の巻雲内に存在していた雲粒子を観測した。数濃度は 2013 年の台風 27 号よりも大き

く、最大で 400000 m-3であった。100 μm を超える板状粒子、柱状粒子、雪片が多数観測され、150 µm
付近に第 2 の極大をもつ粒径分布を示した。粒径ごとの粒子の種類の割合を調べたところ、150 µm
付近では雪片の割合が多くなっていた(図 5a)。一方、第 2 の極大をもたない粒径分布が観測された

2013 年台風 27 号の観測結果では、雪片は全く観測されなかった（図 5b）。このことから、2014 年の

観測結果で得られた 150 μm 付近に第 2 の極大はアウターレインバンドの対流性降水域内で形成さ

れた雪片によってもたらされたと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４．2013 年台風 27 号に対する雲粒子ゾンデ
観測で得られた雲粒子の数濃度の鉛直プ
ロファイルの水平分布を示す。下横軸は
雲粒子ゾンデの放球番号と放球時の台風
の中心からの距離を、上横軸は数濃度を
表している。また黒色の棒グラフは氷粒
子の数濃度を、灰色の棒グラフは過冷却
水滴の数濃度を示している。 

図５．(a) 2014 年 8 月 8 日 12 時 26 分
と、(b) 2013 年 10 月 24 日 13 時
33 分（日本時）に放球した雲粒
子ゾンデにより取得された粒径
ごとの粒子の種類の割合。粒子の
種類として、板状（Plate）、柱状
（Column）、雪片（Aggregate）、
凍結水滴（Frozen drop）、過冷却
水滴（Supercooloed water）、そ
して形状を識別できない粒子
（Undetermined）を考える。右横
軸は実際に観測された粒子数を
示しており、その数が 10 個以下
の領域はサンプル数不足として
考慮しないこととする。 
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非静力学大気海洋結合モデルを用いた西部北太平洋域における台風の発達率と環境因子の関係 

 

西部北太平洋は世界で最も熱帯低気圧の活動が活発な海域であり、台風の強度予測の向上は、日

本など東アジア諸国での台風による被害を抑えるためにも重要である。台風の発達や衰退には、台

風周辺の環境場の要素である環境因子が関係している。環境因子として、海洋貯熱量（Ocean Heat 

Content: OHC）と鉛直シア（Vertical Wind Shear: VWS）は、台風の強度変化に影響を及ぼすと考

えられている。先行研究では、OHC の値が大きく（小さく）VWS の値が小さい（大きい）とき、台風

は発達（衰退）傾向を示している。このことを確認するために、数値モデルを用いて、北緯 20 度以

南で発生、発達した台風 1013 号（Megi）を対象として、OHC・VWS と台風の発達率との関係を評価し、

良好な評価を示す先行研究もある。しかしながら、その研究では 1 事例のみの評価を行ったもので

あり、他の事例・海域でも環境因子と台風の発達率との関係を評価していく必要があると考えられ

る。 

名古屋大学宇宙地球環境研究所気象学研究室では、雲解像

モデル Cloud Resolving Storm Simulator（CReSS）と非静力

学海洋モデル Non-Hydrostatic Ocean Model for Earth 

Simulator（NHOES）を結合させた、非静力学大気海洋結合モ

デル CReSS-NHOES を用いて、2012 年から日々のシミュレーシ

ョン実験を行っている。本研究では、日々のシミュレーショ

ン実験より得られた北緯 20 度以北の結果を用いて、多数の台

風を対象として環境因子と台風の発達率の関係について評価

することを目的とする。 

図 6 は、2012 年から 2015 年の 5月から 10 月に発生した 42

事例の台風を対象として、6 時間ごとの気象庁ベストトラッ

クとシミュレーション実験による中心気圧の散布図である。

この結果より、台風の強度特性について、シミュレーション

実験の再現性は良好であると考えられる。また、経路の再現

性についても良好であった。 

全事例について環境因子（OHC・VWS）と発達率を

図 7 に示す。先行研究と同様に、OHC の値が大きく

（小さく）VWS の値が小さい（大きい）ときに台風

が発達（衰退）する傾向は見られる。しかしながら、

台風の発達・維持・衰退を区別する明瞭な環境因子

の閾値は決定することはできなかった。また、海域

ごとにも同様の解析を行ったが、明瞭な閾値を決定

することはできなかった。 

解析事例の中には、先行研究と異なる傾向を示す

台風も見られた。台風 1518 号（ETAU）は、北緯 27

度付近において VWS の値が大きいにも関わらず、大

きな発達率を示した。発達の要因として、台風の北

西側に位置する中緯度のトラフの影響が示唆され

た。 

これらの結果から、西部北太平洋の北緯 20 度以

北における、環境因子と台風の発達率の関係を台風

の環境場のみで表現することは困難であることが

示された。従って、台風の発達率を検討する場合に

は、台風の内部構造についても考慮する必要がある

と考えられる。 

図６．全 42 事例の台風を対象として、6

時間ごとの気象庁ベストトラック

とシミュレーション実験による中

心気圧の散布図。横軸にベストトラ

ックの中心気圧、縦軸に数値シミュ

レーションにより得られた中心気

圧を示す。 

図７．全事例の環境因子（OHC・VWS）に対する発

達率の散布図。横軸に OHC、縦軸に VWS を

表し、●の色は台風の発達率を最大風速の

変化量で示している。濃い●は発達傾向

を、薄い●は衰退傾向を示す。角度方向に

平均した水平風速が最大となる半径にお

ける値を最大水平風速とし、最大水平風速

の前後 3時間の値での 1時間当たりの変化

量を発達率として定義している。 
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正極性落雷をもたらす北陸冬季雷雲の電荷蓄積プロセス 

 

北陸地方では冬季に雷雲が発生し、沿岸部に雷をもたらすことがある。夏季に発生する雷雲と比

較して、冬季に北陸地方で発生する雷雲は、内部の正電荷を中和する正極性落雷の割合が高いこと

が示されている。しかしながら、雷雲内の電荷分布を観測することは難しく、電荷の蓄積プロセス

に関する理解は不十分である。本研究では、正極性落雷と負極性落雷をもたらした雷雲を対象とし

て、偏波レーダの連続観測から取得される粒子判別の 3 次元分布の結果と、電荷生成過程を組み込

んだ雲解像モデル CReSS を用いた再現実験によって得られる固体降水粒子の 3 次元分布を比較する

ことで、再現実験の結果が妥当であることを示す。その後、再現実験の結果を用いて電荷蓄積プロ

セスを明らかにすることを目的とする。 

粒子判別法を用いて、格子内に主に霰（雪）が存在すると考えられる領域である霰格子（雪格子）

の分布を計算した。再現実験の結果でも、格子ごとに降水粒子の混合比から計算される霰と雪の反

射強度への寄与から霰格子と雪格子の分布を計算した。観測結果と再現実験の結果を比較したとこ

ろ、両者の高度分布は良い一致を示した。このことから、再現実験では固体降水粒子の分布を良く

再現できていると考えられる。 

負極性落雷をもたらした冬季雷雲では、その発達期に－20 ℃高度付近に正電荷域、－10 ℃高度

付近に負電荷域、その下層に正電荷域という三極電荷構造が見られた。落雷発生時には、負電荷を

帯びた霰粒子と雪粒子によって形成される負電荷領域が－5 ℃高度から－20 ℃高度の間に広範囲

に分布していた（図 8a）。この負電荷領域が中和されることで、負極性落雷が発生すると考えられる。

一方、正極性落雷をもたらした冬季雷雲では、落雷発生時に融解層から―5℃の範囲内に正電荷を帯

びた霰粒子が広く分布している。この正電荷領域が中和されることで、正極性落雷が発生すると考

えられる。本研究の結果は、正極性落雷をもたらす北陸冬季雷雲は、融解層から－10℃高度の間で、

正に帯電した霰粒子が広く分布することで正極性落雷がもたらされるということを示唆している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８．再現実験の結果から得られた落雷発生時の正味電荷密度（陰影）と鉛直風速（コンタ）

の鉛直分布。(a) 負極性落雷（2013 年 12 月 21 日）事例、(b) 正極性落雷（2015 年

1 月 11 日）事例を示す。実線のコンタは上昇流、破線は下降流をそれぞれ 1 m/s か

ら 2 m/s 毎の間隔で示している。 
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雲降水センシング研究室 
 

TRMM/PR と CloudSat/CPR を用いた雨滴粒径分布パラメータの推定 

 

降雨の雨滴粒径分布の情報は降水形成機構を知る上で重要なパラメータであり、その地域の降水

の特徴を表すものの１つである。熱帯降雨観測衛星（Tropical Rainfall Measuring Mission：TRMM）

は、世界で初めて降雨レーダ（Precipitation Radar: PR）を衛星に搭載したが、雨滴粒径分布を推

定するには一周波観測であるため十分でない。そこで、CloudSat に搭載された雲プロファイリング

レーダ（CPR）を TRMM/PR と組み合わせて用いる方法を考案した。TRMM と CloudSat は軌道が異なる

ため、太陽同期軌道の CloudSat の観測する地方時に合わせた TRMM/PR の観測データを統計的に利用

した。比較のため、TRMM/PR のみの推定も行った。 

まず、TRMM/PR と CloudSat/CPR を用いた雨滴粒径

分布パラメータの推定手法は、統計的なアプローチ

であり、両者の観測した減衰補正済みの Z のヒスト

グ ラ ム を 比 較 し た 。 TRMM/PR （ 13.8GHz ） と

CloudSat/CPR（94.05GHz）の Z のヒストグラムの違

いは、降水粒子のサイズの周波数の違いによる散乱

特性の違いとして現れることを利用して、雨滴粒径

分布モデルのパラメータを推定するものである。

TRMM/PR のみで推定する手法は TRMM/PR のアルゴリ

ズムで k-Z 関係（k は減衰係数：dB/km）を調整して

いるパラメータであるεを統計的に推定することに

より、中間直径（D0）を推定した（雨滴粒径分布が

２パラメータの指数関数で表されるとすると k-Z 関

係と Zが決まると D0 を決定できる（図１）。 

D0 の推定は、データの蓄積のため３ヶ月ごと、緯度・経度 10 度ｘ10 度のボックスの範囲で行っ

た。また、海上の降水と陸上の降水では雨滴粒径分布の特徴が異なることが知られているため、 

10 度ｘ10 度の範囲で海陸が共存する場合には海陸それぞれで統計を取った。図２は海上における

2007 年 1 年間（2006 年 12 月から 2007 年 11 月）の季節ごと（DJF, MAM, JJA, SON）の雨滴粒径分

布の特徴を比較したものである。TRMM 単独の推定は、対流性降雨（赤丸）と層状性降雨（青丸）に

分けて行った。TRMM/PR と CloudSat/CPR の両方を用いた推定（黒線）の方が季節変化が大きいほか、

中緯度において TRMM/PR 単独による推定よりも大きかった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.TRMM/PR の対流性降雨における降水強度と

εと Zと D0 の関係。 

図２.推定したD0の季節変化（2007

年）。対流性降雨（赤丸）と

層状性降雨（青丸）、および、

TRMM/PR と CloudSat/CPR の

両方を用いた推定（黒線）。
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熱帯降雨観測衛星（TRMM）の End of Mission（EOM）特別実験データ解析 

 

熱帯降雨観測衛星（TRMM）は、2014 年 6 月に軌道維持のための燃料が規定値を下回ったため、高

度低下を開始し、翌年 6月 16 日に大気再突入した。搭載機器の観測は衛星高度が約 340km となるま

で実施し、降雨レーダ（PR）は 2015 年 3 月末まで観測を継続し、4月 1日に観測を停止した。降下

中の PR の観測は、GPM/DPR と異なり送信パルスの繰り返し周波数が固定されているため、降雨エコ

ーが観測ウインドウに正しく入らなくなるため、通常の観測が行えなくなることから、PR を有効に

利用する特別観測実験を実施した。主な実験は、１）広い走査幅での観測、２）90°のヨー角での

運用、３）高密度観測（進行方向・走査方向に３倍または４倍）の３つである。これらの実験を行

うことにより、TRMM/PR や GPM/DPR で実現できなかった広い走査幅での観測や高密度の観測の可能性

を確認することや TRMM/PR や GPM/DPR の降水プロファイル推定アルゴリズムにおいて仮定している

物理モデルの評価が期待される。 

 図３は広い走査幅実験の観測例（走査幅

高度断面の受信電力）である。通常１ス

キャンを 49 ビームでカバーしており、こ

れを変更することは難しいため、この実験

では直下付近のビームをスキップして広

い走査幅を実現している。このケースでは

走査幅は約 420 km 以上（通常観測では、

245 km）を達成している。懸案である地表

面クラッターについてであるが、角度が大

きくなるにつれてほぼ予測通りにクラッ

ターの影響高度が上昇している一方で強

度自体は減少しており（図４）、通常観測

の走査端（入射角 18 度＝赤線）に比べて

１km 程度クラッター高度が上昇している

が、ある程度強い降水であればクラッタ 

ーから分離される見通しが得られた。90°ヨーの実験結果では、様々な入射角で観測できている 

ことが示された一方で、地球が自転していることにより 90°ヨーの観測で得られたデータも厳密に

は同じターゲットを捉えていないため、慎重な解析が必要である。高密度観測の実験からは、従来

の５km ごとの観測密度に間引いた鉛直構造と高密度観測の鉛直構造（単純に観測したプロファイル

をプロットしたもの）を比較したが、このように単純に鉛直構造をプロットしただけでも詳細な降

水構造が窺えるため、このような観測モードが将来の降水観測ミッションにおいては有益であるこ

とがわかった。 

今後、これらの実験の詳細な解析を進め、GPM/DPR や将来の降水観測ミッションに役立てる計画で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

図 3.広い走査幅での観測例（１スキャン分の水平高度断

面）。レンジ 22km 付近の強いエコーは地表面（海面）

エコーであり、右端のタワー状のエコーが降水エコー。

図４.地表面エコーの入射角

依存性（上から順に

18.0, 19.5, 21.1, 22.5, 

24.1, 25.6, 27.1, 28.6, 

30.2 度）。 
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雲降水気候学研究室  
 

集中観測実験にもとづく衛星データ大気熱・水収支解析手法の検証 

 

本研究室では現在、大気水蒸気・熱収支にもとづく衛星データ解析手法を新規開発し、熱帯域の

雲対流に伴う数時間から数日程度の大気熱力学場変動を調査する研究を行ってきた。ただし、解析

手法にはさまざまな仮定や不確実性が伴うため、その信頼性について独立な観測資料による裏付け

が欠かせない。そこで、集中観測実験 CINDY2011 (Intraseasonal variability in the Year of 2011)，

DYNAMO (Dynamics of the Madden-Julian Oscillation)，AMIE (Atmospheric Radiation Measurements 

Madden-Julian Oscillation Investigation Experiment)による合同観測網および TOGA CAORE 

(Tropical Ocean Global Atmosphere Coupled Ocean Atmosphere Response Experiment)より得られ

た地上観測データとの比較から、衛星解析手法の評価を試みた。衛星データ解析はおおむね、地上

観測網から推定された大規模場平均鉛直流・水蒸気収束・MSE（湿潤静的エネルギー）収束の統計的

なふるまいを定量的に再現していることが見出された（図 1）。一方個々の対流事例ごとに見ると、

一般に系統的な時間進化経路をたどらず、コンポジット空間内で水蒸気・MSE 収束の統計平均値の周

りに広く分散していた。 

次に静止衛星赤外観測を用いて、対流事例を「発達」「位置ずれ」「通過」の三群に分類し、対流

の力学を代表していない不適合なサンプルの選り分けを試みた。三郡いずれにおいても、定性的な

時間進化の特徴は同じであったが変動の振幅に差が見られ、発達群で最も振幅が大きく通過群でも

っとも弱かった。総観場から強い影響を受けない事例を抽出し、かつ MSE 収束から水平移流の寄与

を除去した場合、事例間の分散は大幅に減少することが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reference: Masunaga, H., 2015: Assessment of a satellite-based atmospheric budget analysis 

method with CINDY2011/DYNAMO/AMIE and TOGA COARE sounding array data.J. Meteor. Soc. Japan, 

93A, 21-40. 

 

図１.衛星観測(a)および地上観測実験(b-d)から求めた大規模

鉛直流速鉛直分布の時系列。 
図２.衛星観測および地上観測実験から求めた

水蒸気収束（a）と MSE 収束（b）のコンポ

ジット時系列。 
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衛星及び再解析データを用いた熱帯準二日振動の湿潤静的エネルギー収支解析 

 

熱帯大気にはさまざまな時空間スケールを持つ波動が行き交っており、その中でも周期二日程度

の準二日振動は 90 年代に発見されて以降いくらか研究例があるものの、マデンジュリアン振動やケ

ルビン波といった顕著な長周期振動に比べると注目度は高くない。しかし、変動の時間スケールが

個々の対流システムの寿命に近い準二日振動は、熱帯大気波動の基本要素の一つと言え、その実態

を観測データ解析から明らかにすることは熱帯気象学において重要な主題である。 

そこで準二日振動に関わる熱力学過程がその伝搬機構に及ぼす効果を調べるため、湿潤静的エネ

ルギー（MSE）収支解析を行った。静止衛星赤外観測データに西進慣性重力波（WIG）に対応する時

空間スペクトルフィルタを適用することで準二日振動を定義した上で（図 3）、再解析データから求

めた熱力学変数や MSE 収支パラメータを WIG の対流最大値のまわりにコンポジットし、準二日振動

に伴う大気場の変動を統計的に抽出した。 コンポジットされた MSE の水平構造・鉛直構造は、理論

的に期待される WIG 波の力学構造と整合的であることが確認されている。波の力学は主として MSE

鉛直移流によって特徴づけられるものの、MSE の水平移流のシグナルも顕著に観測された（図 4）。 

MSE 鉛直移流は対流活発期に減少するが、これはおそらく深い対流とともに成長する第一傾圧モー

ドに伴うと考えられる。大規模力学場と対流加熱に関わる熱力学過程を調査するため、正規化正味

湿潤安定度（Normalized Gross Moist Stability, NGMS）を導入した。NGMS は対流活発期に先立ち

緩やかに減少するが、対流活発期を過ぎると急速に増大し極大値に達する。対流の活発化の前に NGMS

がゼロに向かって減少する事実は、波動の到来と同時に対流加熱が大規模力学場へ効率的に変換さ

れていることを示唆しており、一方対流活発期後の NGMS の現象はそのような変換が速やかに減退す

る実態を意味している。このように当研究では、準二日振動に付随する系統的な熱力学的進化を、

全球データ解析から明らかにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference: Sumi, Y. and H. Masunaga, 2016: A Moist Static Energy Budget Analysis of Quasi 

2-day Wave Using Satelite and Reanalsyis Data. J. Atmos. Sci., 73, 743-759 
  

図 3.静止衛星赤外輝度温度の時間-経度断面（a）と WIG フィルタで中種移した準二日振動(b)。

図４.MSE 水平移流項の経度成分（赤）およ

び緯度成分（緑）と MSE 鉛直移流項（青）

のコンポジット時系列 
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北ユーラシアにおける夏季の大気水循環と総観場の経年変動 

 

東シベリアのレナ川流域では、2005 年から 2008 年にかけての夏季に降水量が多かった。このよう

な数年にわたる夏季降水量の上昇が過去のレナ川流域に見られたのか、そして北ユーラシアの他の

地域ではどうであったのかを調べるために、地上降水量アーカイブデータ（PREC/L）と大気再解析

データ（JRA-55）を用いて、1958 年から 2012 年までの夏季（6 月～8 月）の大気水循環と総観場の

経年変動を解析した。 

シベリア三大河川流域（レナ、エニセイ、オビ）とモンゴル周辺域の総観場を比較したところ、

シベリア三大河川流域には十年スケールの変動があり、モンゴル周辺域では顕著な長期変化傾向が

見出された。そしてそれらは、北ユーラシアにおける夏季の大気水循環に反映されていることがわ

かった。具体的には、1970 年代半ばから 1990 年代半ばにかけて見られたレナ川流域とオビ川流域間

の夏季の大気水循環の負相関が 1990 年代半ば以降は不明瞭になってきており、それとは対照的に、

レナ川流域とエニセイ川流域間の夏季の大気水循環は正相関に変移していた。また、それらは夏季

の 850-hPa 高度場にも現れており、1990 年代半ば以降、レナ川流域とエニセイ川流域は北極海から

伸びる大規模なトラフに覆われやすくなっていた。一方、1980 年代半ば以降、モンゴル周辺域にお

ける夏季の 850-hPa 高度場は統計的に有意に上昇していた（図１）。モンゴル周辺域における 1980

年代半ば以降の夏季 850-hPa 高度場の上昇は、エニセイ川流域とレナ川流域において、夏季に西方

からの大気水蒸気フラックスとその収束量を増加させていた。すなわち、北ユーラシアにおける十

年スケールの総観場の変動と長期変化傾向が伴うことで、2005 年から 2008 年にかけて、レナ川流域

では夏季降水量が多くなったと考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナミビア北部の季節湿地における降水と浅層地下水の起源 

 

広大な湿地は、人口増加に備えるための食料生産の場として農耕地に転用されることが多い。ナ

ミビア北部の季節湿地の場合、これまでに稲作を導入しようとした計画はあったものの、大規模な

灌漑を施すような農地転換は行われていない。この地域にはナミビア全人口の約 4 割が居住してお

り、住民のほとんどは直径百メートル程度のオンドンベと呼ばれる小湿地を中心に住居を構え、牧

畜を営み、自給自足用の在来作物（トウジンビエ）を育てる散村形態の村民である。この地域の人

口増加に備えるためには、季節湿地の水環境を保全しつつ、雨季の水を生かしながら気候変動（干

ばつや洪水）に柔軟に適応できるイネ・トウジンビエ混作農法を普及させることが望ましい。 

広域水循環変動研究部門 

図１.オビ川流域（52–62° N，60–86° E；

青丸と青線）、レナ川流域（57–64° N，

110–137° E；白丸と黒線）、モンゴル

（45–55° N，100–120° E；×印と赤

線）における夏季（6 月～8 月）の

850-hPa の高度場の年々変動。 
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我々は、混作農法を普及させる前に、この地域にもたらされる降水と浅層地下水の起源を調べた。 

2013 年から 2014 年にかけての雨季における一雨ごとの降水、小湿地の地表水、および浅層地下水

の採水を行い、その水素・酸素安定同位体比（以下、水安定同位体比）を分析した。採水はナミビ

ア大学オゴンゴキャンパス周辺域で行った。降水の水安定同位体比はイベントごとに大きな変動を

示したが、雨量の少ないイベントほど顕著に高かった。また、雨季初期（10 月～12 月上旬）や雨季

中期（1 月下旬～2 月中旬）の雨量が少ない時期にも水安定同位体比は高くなった（図２）。このこ

とは、降水の水安定同位体比は雨量が少ないほど大気の乾燥度の影響を強く受け、雲底から雨滴が

落下する途中で蒸発の影響を受けることを示唆した。また大気水収支解析を行ったところ、雨季初

期には、周囲からの水蒸気の流入と収束によって降水がもたらされることが多かった一方、雨季後

期には、小湿地の地表水やその他の地面からの蒸発水が起源となり、降水がもたらされることが多

かった。 

一回の降雨イベントで得られた降水サンプルが30 cm3以上の計29サンプルから求めた雨季平均の

水安定同位体比（降雨イベント毎の雨量で加重平均した安定同位体比）は、（δ18O, δD）＝（－7.4, 

－47.2）となった。この値をもとにデルタダイアグラムで小湿地の地表水と地下水の水安定同位体

比を解析した結果、この地域の小湿地の地下水は、降水がいったん地表水を形成した後、蒸発せず

に地下に浸透した水が起源であることが明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全熱帯森林域における現在・未来の水文気候 

 

熱帯全域に渡る未来の生態系リスク評価のために、全球熱帯林をカバーする現在・未来の水文気

候を調べた。まず、PREC/L 長期グリッド降水データセット（Chen et al., 2002）を利用し 1979～ 

2012 年の年平均降水量と年平均季節性強度の全熱

帯域分布を作成した。 また、10 年間（2001～2010

年） Collection 5.1 MCD12Q1 土地被覆タイプデー

タを基に作られた 0.5 km MODIS 全球土地被覆・気

候値データ(Broxton et al., 2014)により全熱帯域

土地利用分布を作成した。降水の量・季節性という

特性が、いかに熱帯雨林・季節林の分布を決定して

いるかが一目瞭然となった。 

次に、熱帯全域に渡る水文素過程を評価すること

を試みた。まず、Komatsu et al.(2012)の世界各地 

の水文試験地データに基づき、全球緯度別の年間蒸

発散量を整理した（図３）。このデータをさらに、

新熱帯区（NEO）・アフロ熱帯区（AFR）・インド－マ

レー－オーストレイシア熱帯区（IMA）に分類し 
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図３.緯度と年間蒸発散量の関係。年平均気温

(T; °C)により、 ●, T > 20; 〇, 10 < T < 

20; ◇, 0 < T < 10; ■, T < 0 で区分され

た。データは Komatsu et al. (2012) による。

図２.2013 年 9 月 1 日から 2014

年 5 月 31 日にかけてナミ

ビア大学オゴンゴキャン

パス（17° 40' 35" S, 15° 

17' 32" E）で得られた降

水の水素安定同位体比（δ

D；‰）、酸素安定同位体比

（ δ 18O ； ‰ ）、 d 値

（d-excess；‰）、日降水

量（P；mm）の時系列変化。
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年間降水量の関数として表現した（図４a1, b1, 

c1）。また、蒸発散量の降水量に対する比（LEUR：

局地水利用比）も年間降水量の関数として表した

（図４a2, b2, c2）。Zhang et al. (2001) により

提案された降水量の関数として蒸発散を表現する

理論式は Komatsu et al. (2012) により気温の影

響を加えた理論式として修正されている。図４中

では、この Komatsu et al (2012)式をプロットに

加えた。降水量の少ない熱帯域、特に AFR、では蒸

発散量が少なく、LEUR は大きい。一方で、降水量

の多い熱帯域、NEO や IMA、では、蒸発散量が大き

く、LEUR は小さい。このことは、AFR では、周囲

に湿潤大気の供給源となる森林や海洋が NEO や

IMA に比べて少ないため、少ない蒸発散が効果的に

降水にリサイクルされている可能性を示唆してい

るかも知れない。ブディコによる放射乾燥度と純

放射量を用いた植生分類（Budyko and Miller, 1974）

によれば、熱帯林は年平均純放射量110～133 W m-2、

年平均降水量 1370～5000 mm の範囲内に存在可能

である。図４a1, b1, c1 で示された年間降水量の

最低値は約 1370 mm であり、ブディコの理論は、

実際の水文試験データからも支持された。 

大気水収支法（Oki et al., 1995）に PREC/L データ

セットと ERA-Interim ４次元グリッド気候値データ

セット(Dee et al., 2011)を適用して、全熱帯域の蒸

発散量・LEUR マップを作成した。過大評価された地域

が目立つものの、蒸発散量・LEUR の大小に関して概ね

の傾向を捉えることができた。全球緯度別の年間流出

量も大気水収支法により算出し、Wohl et al. (2012) 

による河川流出データと併せてプロットした（図５）。

回帰線を境に熱帯域で降水量が多くなり、それに伴い

河川流出量が大きくなる様子が見て取れた。 

将来の気候変動条件下での生態系変化を予測・評価

するため、熱帯域全域に渡る過去の水文気候、将来予

測された水文気候のデータセットを整備した。過去の

水文気候の熱帯域マップは、再解析グリッド気候値デ 

ータセット JRA-55（Kobayashi et al., 2015）を利用して描かれた。また、将来の水文気候マップ

は MIROC-ESM RCP8.5（Watanabe et al., 2011）の出力を基に描かれた。ここでは、特に月降水量を

利用して算出される生態系水資源不足指標の一つである Maximum Climate Water Deficit (MCWD：負

値であり、絶対値が大きいほど水資源が不足しているという意味である) を全熱帯域で算出した。

図６に 30 年平均の過去の MCWD（1971～2000 年）と将来予測された MCWD（2071～2100 年）を示す。

熱帯林地域における生態系シミュレーション対象地であるボルネオとアマゾン東部を見ると、未来

のアマゾンでは乾燥傾向が強まるがボルネオではむしろ湿潤傾向が見られた（図６）。生態系変動で

は、平均的な環境変化より極端に悪化した環境条件が訪れる可能性があるか、その場合、どの程度

の悪化か、を知ることが重要である。図７では過去・将来の最乾燥月の MCWD を算出した。この場合、

将来の気候変動条件下、アマゾンよりもボルネオの方で生態系にとって致命的な乾燥が訪れる可能

性があることが示された。  
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図５．年間河川流出量と緯度の関係。●：Wohl et al. 

(2012)によるデータ、大気水収支法による計算

値（実線：12～２月、破線：６～８月）。垂直

破線は回帰線の緯度（23.4°）を表している。

図４．年間降水量と (a1, b1, c1) 年間蒸発散量、(a2, b2, 

c2) 局地水利用比（LEUR：年間降水量に対する蒸発

散量の比）の関係。年平均気温(T; °C)により、 ●, 

T > 25; 〇, 20 < T < 25 で場合分けされた。実線

は Komatsu et al. (2012) の理論式（上側：T = 30、

下側：T = 15）を表している。 (a1, 2) 新熱帯区、

(b1, 2) アフロ熱帯区、(c1, 2) インド－マレー－

オーストレイシア熱帯区。データは Komatsu et al. 

(2012) による。 
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図６．30 年平均の過去の MCWD（1971～2000 年：上段）、将来予測された MCWD（2071～2100 年：中段）、将来予測と

過去の MCWD の差（下段）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７．30 年間での最乾燥月の過去の MCWD（1971～2000 年：上段）、将来予測された MCWD（2071～2100 年：中段）、

将来予測と過去の MCWD の差（下段）。 
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17 年分の TRMM-PR データを用いたメガラヤ高原周辺における夏季の降水特性の研究 

 

インド北東部でバングラデシュとの国境付近に

位置するメガラヤ高原(図 9の北緯 25～26 度、東経

90～92.5度付近)の南斜面は年降水量が10,000mmを

越えるアジアの最多雨域である。本研究は 17 年分

の TRMM-PR データと大気客観解析データなどを用い

て、夏季のメガラヤ高原周辺の詳細な降雨特性とそ

の変動をもたらす機構を解析した。 

メガラヤ高原南斜面の降水量変動は、風上側であ

るバングラデシュ平野部の下層風変動と強い関係

がある。バングラデシュ平野部の下層風の東西風成

分が西風の時は降水量が増加し、東風の時は降水量

が減少する(図 8)。以降はバングラデシュ平野部の

東西風成分を基準にし、西風期(westerly regime)

と東風期(easterly regime)のそれぞれに対して、

メガラヤ高原周辺の降水特性を調査した。西風期に

は、ベンガル湾からの強い下層の南西風が 

バングラデシュ平野部上を通過してメガラヤ高原

に吹き込み、メガラヤ高原南斜面に沿った狭い範囲 

で降水量が非常に多い(図 9a)。湿った下層風がメガラヤ高原の南斜面により強制的に上昇し、多量

の地形性降雨がもたらされるためである。一方、東風期には、強い下層の南東風がベンガル湾から

バングラデシュの低地を通り、メガラヤ高原西側に広がるガンジス平原に沿って吹いている。この

南東風はメガラヤを避けて通過するため、メガラヤ周辺の地形性降水は大幅に減少する(図 9b)。メ

ガラヤ高原の風上の領域では、西風期、東風期ともにベンガル湾からの湿った南風が侵入してくる

ため、下層の水蒸気量や大気安定度に大きな変化はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

西風期にはメガラヤ高原の南斜面での降水頻度が特に高く、降水強度も強い。南斜面の降水の 6

～7割が対流性降水で、南斜面以北から北側斜面にかけては 8割以上が層状性降水である(図略)。一

方、東風期は西風期と比較して降水頻度が低く、降水強度も小さい。東風期には南斜面と北斜面の 

 

図９. (a)西風期の 925hPa の風(ベクトル）と降水量(色階調)の分布。太実線のベクトルは風速 6m/s 以上を示す。

太実線は標高 500m の等高度線。(b) (a)と同様で東風期の分布。 

図８.バングラデシュ平野部(領域)の 925hPa

の東西風成分(横軸)とメガラヤ高原南

斜面の日降水量(縦軸)の散布図。 
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両方に弱いながら降水頻度の極大が見られる。西風期、東風期ともにメガラヤ高原の周辺には降水

頻度の日変化が見られる(図 10)。南斜面では 0 時から６時に極大を示し、北斜面では 12 時から 18

時に極大を示す傾向がある。西風期は東風期と比較して南斜面での高降水頻度の時間帯が長く、21

時から翌朝の 9 時まで続く(図 10a)。一方、東風期は 9 時から 18 時まで降水頻度は非常に低い(図

10b)。バングラデシュ平野部では西風期に降水頻度が上昇し、12 時から 15 時に降水頻度の極大を示

す。この時間帯の地表面加熱による活発な鉛直混合が示唆される。一方、東風期には一日を通して

降水頻度は低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メガラヤ南斜面の降水量の日変化には、風上に位置するバングラデシュの平野上の下層水平風の

日変化が重要である。下層風の日変化は平野部で顕著であり、950hPa(高度約 600m)で日変化の振幅

が最も大きくなる(図 11)。下層の水平風速は夜間に極大となり、日中に極小となる。これは西風期

には夜間にメガラヤ高原に向かう下層の南西風が強化され、日中は弱化することを意味する。この

ような夜間の下層風の水平風速増加(減少)が、夜間のメガラヤ南斜面の降水頻度増加（減少）をも

たらしていると考えられる。日中の下層水平風速の減少は、風上のバングラデシュ上で日中に発達

する大気境界層の影響を受けている。西風期にはバングラデシュ平野部で昼間の降水頻度が増加す

る。平野部では持ち上げ凝結高度 500～600m 程度であり、その高度以下では乾燥対流による混合層

が発達し、活発な鉛直混合による摩擦のため水平風速は弱くなる(図 12a)。一方、夜間は地表面に安

定層が形成され、地表面の摩擦が減少するため、昼間と比較すると下層の水平風速は早くなると考

えられる(図 12b)。このように、メガラヤ高原南面の多雨とその変動は、インド亜大陸北東部の地形、

赤道波、大気陸面の相互作用により、ベンガル湾からの下層の湿った南風の風速の変調が特に重要

であることが示唆された。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 10.(a)東経 90.5 から 92.5 度で平均した

標高の緯度分布。(b) (a)と同じ経度

帯で平均した西風期の降水頻度の緯

度時間断面図。時間は東経 90 度の地

方時間。(c) (b)と同様で、東風期の

断面図。 

図 11.( 0 時と 12時の水平風の差(ベ

クトル)とその風速の差(色階

調)の緯度高度断面図。東経

90.5～92.5 度の平均値。黒領

域は地形。 

図 12.(a) 12 時の温位(等値線)と１２時と 6 時の温位差(色階調)の緯

度高度断面図。東経 90.5～92.5 度の平均値。黒領域は地形を示

す。(b) (a)と同様で 0 時の図。色階調は 0 時と 12 時の温位差

を示す。 
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衛星生物海洋学研究室 
 

蛍光スペクトルを利用した伊勢湾の植物プランクトン群集推定 

 

海洋の植物プランクトンの群集構造は、物質循環など生物地球化学過程や食物連鎖に重要であり、

陸域からの淡水供給等によって強い影響を受けると考えられる。一般的には沿岸域など栄養塩供給

の豊富な海域では、植物プランクトン量の多い時には珪藻類など大型の植物プランクトンが優占す

るのに対して、栄養塩供給の貧弱な外洋域では、藍藻類など小型の植物プランクトンが優占すると

いわれている。しかし、小型の植物プランクトンに関しては、一般的な光学顕微鏡ではその量を把

握することが困難であり、沿岸域では特殊な海域以外のあまり注目されてこなかった。また、顕微

鏡での観察は熟練した人が行っても時間がかかり、また判別が困難な植物プランクトンが多いため

その精度はあまり高くない。一方、高速液体クロマトグラフ（HPLC）によって植物プランクトンの

色素を測定し、そこから植物プランクトンの群集構造を把握することが可能になってきている。し

かし、この方法も分析に熟練が必要な上、サンプリングを行うために、連続的な把握は困難である。 

最近、植物プランクトンからの蛍光を多波長の光で励起し、その蛍光スペクトルを利用してその

群集構造を把握する機器（多波長励起蛍光光度計）が開発されているが、淡水での利用が中心であ

り、海洋、特に沿岸域での検証はほとんど行われていない。この方法が確立されれば、時空間的に

高頻度に植物プランクトンの群集構造が把握でき、それによって起こる食物連鎖や物質循環への影

響を明らかにできる可能性がある。また、最近人工衛星によって植物プランクトンの群集構造が把

握する技術が開発されており、その検証を行うことも可能となる。そこで、ここでは伊勢湾と三河

湾において 2014 年から 2015 年にかけて、HPLC およびクロロフィル aのサイズ分画によって植物プ

ランクトン群集構造を把握し、多波長励起蛍光光度計で推定した群集構造と比較し、伊勢湾の群集

構造を把握した。 

2014 年から 2015 年にかけて、愛知県水産試験場漁業取締・水質調査兼用船へいわ、三重大学練習

船勢水丸および傭船によって、伊勢湾、三河湾の観測を行った。採水後、試水をろ過したろ紙につ

いて HPLC 分析によって１２種類の植物プランクトン色素の分析を行い、CHEMTAX プログラムによっ

て、８種類の植物プランクトンの分画を求めた。この植物プランクトン群集を褐色（珪藻類、渦鞭

毛藻類、プリムネシオ藻類、黄金藻類）、緑色（緑藻、プラシノ藻類）、藍藻類、クリプト藻類に分

けた。また、0.45, 2, 10μm のフィルターによってクロロフィル a の分画を求めた。多波長励起蛍

光光度計は JFE アドバンテック社の製品を用い、可視域９波長の蛍光を求め、蛍光光度計付属のソ

フトウェアによって褐色、緑色、藍藻の３つの分画を推定した。また、蛍光スペクトルのデータの

主成分分析を行い、４つの主成分にわけ、以下のロジスティック回帰式を用いて、HPLC-CHEMTAX に

よって推定したクリプト藻以外の３つの植物プランクトン群集分画のデータを回帰した。 

)exp(1

1

1
0 






n

i
ii S

f


,. 

ここで fは褐色、緑色、藍藻の分画、Si は i 番目の PC スコア、iは PC の数でここでは４とした。

β0 とβi は f と Si の回帰係数である。この回帰式を用いて求めた３群集以外の分画をクリプト藻

類とした。 

 多波長励起蛍光光度計の附属ソフトウェアで求めた褐色、緑色、藍藻の分画は、HPLC-CHEMTAX で

求めた分画と相関がほとんどなく、附属ソフトウェアの出力はそのままは利用できないことが明ら

かとなった（図１上）。また、HPLC-CHEMTAX では少量ではあるがクリプト藻が検出されたが、附属ソ

フトウェアでは推定ができなかった。附属ソフトウェアでは、主に淡水の植物プランクトン種を用

いて基準スペクトルを決めており、各波長の蛍光値がその合計値になるように各植物プランクトン

の分画を決定している。淡水と沿岸域では、そこに存在する植物プランクトン群集が異なるために、

淡水から抽出した３つの植物プランクトングループの基準スペクトルを利用することによって、群

集構造の推定の誤差が大きくなったと考えらえる。 



 

47 

 

 

そこで、HPLC-CHEMTAX の分析と蛍光スペ

クトルのデータの両方が存在するデータセ

ッ ト を 用 い て 、 上 述 し た 方 法 で

HPLC-CHEMTAX の群集構造に対応するように

蛍光スペクトルから分画を求めた。その結

果、褐色、緑色、藍藻、クリプト藻の４つ

に植物プランクトン分画について、

HPLC-CHEMTAX と蛍光スペクトルからの推定

値に間で、有意な相関を得、誤差も少なく

することができた（図１下）。このように、

現 場 で の 植 物 プ ラ ン ク ト ン 群 集 が

HPLC-CHEMTAX 法によってある程度把握でき

ていれば、多波長励起蛍光光度計によって

群集構造をより多く簡単取得できることが

明らかとなった。 

 これらのデータを基に 2014 年から 2015 年の伊勢湾での植物プランクトン群集構造を求めたとこ

ろ、基本的には珪藻を中心とする比較的大型の褐色の藻類群が優占していた。しかし、場合によっ

て、褐色の藻類の分画が少なく、藍藻類やクリプト藻類が増えることがあることが明らかとなった。

特に 2014 年９月 14 日の伊勢湾奥部から湾口にかけての鉛直的な断面観測では、湾奥では珪藻類が

90％以上と優占するのに対して、湾央の表層から 20ｍにかけて、藍藻類が 50％以上になり、特に 20

ｍ付近にその分画の極大があることが明らかとなった（図２）。また、クロロフィル aのサイズ分画

データによって、この藍藻類が小型の藍藻であることが明らかとなった。 

このように、一部の HPLC-CHEMTAX

に多波長励起蛍光光度計のデータを

利用することによって、ほぼ連続的

に植物プランクトンの群集が把握で

きることが明らかとなった。また伊

勢湾のような富栄養化した内湾域で

珪藻や渦鞭毛藻類ではなく、小型の

藍藻が 50％以上を占めることがある

ことはこれまでにほとんど方向がな

く、今後そのメカニズムや食物連鎖

や物質循環への影響を調べることが

重要であることが示唆された。 

 

衛星による伊勢湾・三河湾の透明度推定法の検討 

 

透明度は、水中生態系を理解する上で重要なパラメータであり、海色リモートセンシングを利用

した推定方法が提案されている。水中光学特性がほとんど植物プランクトンのみで決定される外洋

域では、経験的なアルゴリズムが適用される一方で、光学特性が複雑な沿岸域では、水中の潜在的

な光学特性（IOP）を考慮した推定方法が近年開発されている。本研究は、伊勢湾・三河湾の透明度

に寄与する物質を明らかにした上で、衛星データから透明度を推定する方法を提案することを目的

とした。 

まず、透明度がどんな物質によって変化するのかを検証するために、植物プランクトン、植物プ

ランクトン以外の懸濁物質、有色溶存有機物の３つの物理量から透明度を推定するモデル（物質量

モデル）を作成・検証した。ここで植物プランクトンは、その総量の指標であるクロロフィル a（Chl.a）

濃度で、植物プランクトン以外の懸濁物質はその吸収係数（anph）、有色溶存有機物もその吸収係数 

図１.附属ソフトウェアで推定した分画（MFL,上段）とこの研

究で開発した方法での分画(PCA, 下段)と HPLC-CHEMTAX 

(HPLC)から推定した植物プランクトングループの分画の

相関。附属ソフトウェアではクリプト藻類（Crypt.）の

出力はない。 

図２.多波長励起蛍光光度計と HPLC 結果から出した湾奥（0km）から

湾口（60km）の各植物プランクトン分画の鉛直分布図。HPLC デ

ータは褐色（Brown）のパネルに示す〇の深さで採水した。 
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（ay）で表した。次に衛星で測定されるリモートセンシング反射率（Rrs）から透明度を推定する方

法を検討するため、現場 Rrs を用いて経験的なモデル（波長比モデル）と IOP を考慮したモデル（吸

収モデル、吸収・散乱モデル）を作成・検証した。波長比モデルには、Chl.a 濃度に対応する Rrs 

(488)/Rrs (547)と植物プランクトン以外による吸収係数に対応する Rrs (443)/Rrs (531) を適用し

た。IOP を考慮したモデルに利用した吸収・散乱係数は、Rrs から準解析的なアルゴリズム（QAA）

を用いて算出した。現場 Rrs を用いて作成したこれらのモデルに、海色衛星センサーMODIS/AQUA の

Rrs（MODIS Rrs）を適用することで衛星による透明度の推定精度を検証した。 

物質量モデルは、Chl.a 濃度のみから推定した透明度の精度（R2=0.45, RMSE=1.36）よりも、Chl.a

濃度、anph 、ay の 3 つから推定した精度（R2=0.67, RMSE=1.21）の方が高かったこと。このこと

から、伊勢湾・三河湾の透明度は、植物プランクトンだけでなく、植物プランクトン以外の物質か

らも影響も受けていると考えられた。波長比モデルは、透明度が低いところでの推定精度が悪かっ

た（R2=0.74, RMSE=0.94）。一方で IOP を考慮した吸収モデル（R2=0.77, RMSE=1.02）、さらに吸収・

散乱モデル（R2=0.89, RMSE=0.73）では、透明度が低いところでも精度よく推定できた。これら 3

つのモデルを比較すると、吸収・散乱モデルの精度が最も高かった。 

MODIS/AQUA の Rrs に、波長比モデルと IOP を利用したモデルを適用した結果を比較したところ、

現場 Rrs に適用した場合と同様に、吸収・散乱モデルの推定精度が最も高かった。しかし、現場 Rrs

から推定した透明度と MODIS Rrs から推定した透明度の精度を比較すると、すべてのモデルにおい

て MODIS Rrs から推定した精度が低かった。これは、MODIS Rrs に含まれる大気補正の誤差が影響し

ているためだと考えられた。実際に、衛星で測定した Rrs では現場で測定した Rrs と比較して誤差

があった。 

以上の結果から、伊勢・三河湾における透明度推定には、IOP を考慮した吸収・散乱モデルが最適

であることがわかり、今後 MODIS Rrs に含まれる大気補正の誤差を軽減することでさらなる推定精

度の向上が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3. MODIS データと吸収・散乱モデルから推定した

2012 年 9 月 12 日の伊勢湾・三河湾周辺の透明度

の分布 

N R2 RMSE Slope Intercept
(a) In-siru Rrs
Material model I 52 0.45 1.36 0.51 2.37
Material model II 52 0.67 1.21 0.93 0.53
Band ratio model I 52 0.7 1.04 0.83 0.94
Band ratio model II 52 0.74 0.94 0.76 1.22
Absorption model I 52 0.6 1.18 0.73 1.18
Absorption model II 52 0.77 1.02 1.01 0.16
Absorption and
scattering model

52 0.89 0.73 1.06 0.012

(b) Satellite Rrs
Band model II 108 0.34 3.26 0.86 1.04
Absorption model II 108 0.21 2.09 0.41 4.21
Absorption and
scattering model

108 0.6 1.73 0.61 3.18

表 1.異なるモデルの統計値。透明度（SD）は現場 Rrs(a)

と衛星 Rrs（b）から推定した。モデル I は植物プ

ランクトンのみの影響を考慮し、II はそれ以外の

物質の影響を考慮した。 
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衛星観測に基づく全球海面熱・淡水フラックス推定 

 

海面フラックスは、地球の気候システムにおける大気海洋間のエネルギーや物質量の収支を知る

上で基本的な情報である。大気と海洋にとってもそれぞれの大循環を駆動し、また両者の相互作用

を規定する重要な物理量である。海洋にとっては、特に水塊形成, 混合層の変動要因などを知る上

で重要で、これらの表層の海洋物理過程を介して生態系システムにも影響する。このような気候学, 

気象学, 海洋学的な幅広い観点から海面フラックスを広域・高精度かつ常時的に把握することが求

められている。衛星観測に基づく海面フラックスの推定はこれらの海洋学におけるニーズに対して

「観測」として答えることのできる唯一の手法である。衛星観測に基づく海面フラックスの推定技

術の発展は、海面フラックスの推定に必要不可欠な海上風や水蒸気量の観測を行える衛星搭載のマ

イクロ波放射計の発展によるところが大きい。1980 年代後半からマイクロ波放射計による観測デー

タを利用した海面熱フラックスの推定方法が研究されはじめ、ドイツやアメリカ, フランスなどの

研究グループがデータセットを公開している。日本では、我々の研究グループが 2000 年頃から衛星

海面フラックスデータセット Japanese Ocean Flux data sets with use of Remote Sensing 

Observations (J-OFURO)を整備し公開された（Kubota et al. 2002）。その後、推定精度や時空間解

像度を向上させた J-OFURO2（Tomita et al. 2010）が公開されている。しかしながら、気候変動研

究に関わる熱・淡水収支のためのデータセットとしては、特に乱流熱フラックスの推定精度の面で

まだ多くの問題があった。そこで本研究は、全球の海面フラックスの推定手法を改善させることで

データセットの質を向上させ、次世代のデータセット J-OFURO3 の公開を計画している。 

次世代の海面フラックスデータセット J-OFURO3 の概要をこれまでの J-OFURO1, 2 の情報と併せて

次に記す。データの期間や空間格子サイズは、衛星観測の継続や、新たな衛星の打ち上げなどによ

り向上している。海面乱流フラックスを規定する海面水温, 海上大気比湿の推定方法は大きく変更

された。海面水温については、これまで気象庁作成の MGDSST を利用していたが、J-OFURO3 では複数

の SST プロダクトの情報からのアンサンブルメディアンを代表値としプロダクトによるばらつきを

誤差情報として提供する。海上大気比湿はアルゴリズムを大幅に変更し、新たに大気の水蒸気鉛直

構造を考慮して高精度に推定する方法を開発した。また海上風については J-OFURO2 より多くの複数

衛星観測を利用して日平均値としての推定精度を向上させた他、海上風ベクトルとして衛星マイク

ロ波散乱計から得られる風向の情報を付加して海面熱フラックスと整合する海上風ベクトルデータ

を提供する。これらの推定パラメータの精度向上を反映した形で全球域の海面乱流熱フラックスが

推定された（例として図 4参照）。また得られたデータの評価のために、これまで個別に行われてき

た現場検証の方法についても改め、より公平かつシステマティックなデータセットの評価を行える

ようにした。各種の現場観測のうち主に高精度の海面係留ブイデータベースを含む専用の検証シス

テムを構築し、J-OFURO2 や 3 を含めて各種の海面フラックスプロダクトを公平に検証した。これに

よると J-OFURO3 は J-OFURO2 と比べて全球域での海面フラックスの推定精度が約 13.5W/m2向上して

いる（表 2 参照）。さらに、J-OFURO2 までは提供をしていなかった淡水フラックスデータの提供も、

高精度潜熱フラックス推定に基づく蒸発量と、衛星降水プロダクトをあわせることで実現する。こ

れらの多くの改善点を含んだ新たな衛星海面熱フラックスデータセットの登場により、地球規模の

水や熱の循環および大気と海洋変動の理解に貢献する。 

 
表２.衛星乱流熱フラックスの精度検証結果（RMS 誤

差）。検証システムに内包される 2008 年における

現場係留ブイ観測データの日平均値との比較に

基づく。差は J-OFURO2 と 3 の RMS 誤差の差を意

味する。 

図 4.J-OFURO3 の乱流熱フラックスの分布。2008 年

の年平均値。正の値が海洋から大気の熱輸送

を表す。単位は W/m2。 
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概 要 
 

本センターでは全国共同利用研究施設としての組織的な研究活動に特化するとともに、後継者育

成の観点から大学院教育の重要性を認識し、環境学研究科地球環境科学専攻大気水圏科学系の教員

と連携して大学院教育にも協力しています。 

 

さらに、研究生や受託研究員などを受け入れて、研究指導や共同研究等を行っています。 

またユネスコ国際水文学計画（International Hydrological Programme:IHP）に協力して水文学に

関する国際研修コースを年一回開催し、主に東アジアや東南アジア諸国からの留学生を短期的に受

け入れ、地球水循環に関する講義や実習を実施しています。 

 

平成 27年度在籍者氏名 
（平成 28年 3月 31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6. 教育活動 

3年 2年 1年 2年 1年

気象学研究室 日置　智仁 纐纈　丈晴 勝野　継太 大瀧　莞司

（坪木・篠田研） 辻野　智紀 久木山真衣子 小池裕太郎

鈴木　祐人 舩坂　侑紀

疋田 　丈晴 前川　麻希

森野　達也 森木　和也

雲降水センシング

研究室

（髙橋研）

雲降水気候学 角　ゆかり Sekaranom 鈴木　崇央 柳瀬　篤志

研究室 Andung Bayu

（増永研）

生物圏気候システム 岡山　　仁 Michelon

研究室 初塚　大輔 Julie Karine

（檜山・熊谷・

　藤波研）

衛星生物海洋学 林　　正能 楊　　萌萌 徐　　　倩 伊吹　梨沙 長沼　　元

研究室 朱　　元励 Maure,Eligio 谷川　浩司 松嶋　瑛奈

（石坂・相木 de Raus Luang-On

　三野研） Jutarak

広
域
水
循
環
変
動
研
究
部
門

局
域
水
循
環
過
程
研
究
部
門

後　期　課　程 前　期　課　程
研究生
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平成 27年度担当講義一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

平成 27年度学外への非常勤講師 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
平成 27年度学位授与 

大学院環境学研究科地球環境科学専攻 

＜修士＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学 授業科目 担当教員

椙山女学園大学 坪木和久

獨協大学 『全学総合講座』環境学Ⅰ 檜山哲哉

南山大学 地球科学B1 藤波初木

地球科学B2 藤波初木

地球科学A1 三野義尚

地球科学A2 三野義尚

名城大学理工学部環境創造

学科
熱・光環境論 古澤文江

学部・大学院 授業科目 担当教員

大学院環境学研究科 大気水循環論 坪木和久

地球環境科学専攻 地球学1 檜山哲哉（代表）

生物海洋学（隔年開講） 石坂丞二

地球水循環科学セミナー1A、1C 坪木和久（代表）

地球水循環科学セミナー2A、2C 坪木和久（代表）

地球水循環科学セミナー1B、1D 坪木和久（代表）

地球水循環科学セミナー2B、2D 坪木和久（代表）

地球水循環科学セミナー1E 坪木和久（代表）

地球水循環科学セミナー2E 坪木和久（代表）

地球水循環科学セミナー1F 坪木和久（代表）

地球水循環科学セミナー2F 坪木和久（代表）

温暖化概論 増永浩彦・熊谷

水の環境学 増永・檜山・熊谷・石坂

全学教育科目 全学教育「基礎セミナー」 増永浩彦

大気水圏環境の科学 檜山哲哉

地球科学入門 髙橋暢宏　他

氏　　名 論文題目
専門

分野

鈴木　崇央
亜熱帯降水雲の発生・発達過程に関する衛

星観測研究
環境学

主査

副査

増永　浩彦　准教授

髙橋　暢宏　教授

伊吹　梨沙
海色リモートセンシングを用いた伊勢・三

河湾における透明度の推定
環境学

主査

副査

石坂　丞二　教授

相木　秀則　准教授

勝野　継太

強雨をもたらした移動性降水帯の雲物理学

的構造と降水形成メカニズムー2013年9月4

日の東海地方の事例についてー

理学

主査

副査

副査

坪木　和久　教授

髙橋　暢宏　教授

篠田　太郎　准教授

久木山真衣子

非静力学大気海洋結合モデルを用いた西部

北太平洋域における台風の発達率と環境因

子の関係

理学

主査

副査

副査

篠田　太郎　准教授

坪木　和久　教授

髙橋　暢宏　教授

鈴木　祐人
雲粒子ゾンデにより観測された台風に伴う

巻雲の雲微物理学的構造
理学

主査

副査

副査

篠田　太郎　准教授

坪木　和久　教授

髙橋　暢宏　教授

審査委員会委員
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ユネスコ・アジア太平洋地域国際水文学計画（IHP）トレーニングコース 

 

＊第 25回ＩＨＰトレーニングコース 

テーマ「Risk Management of Water-related Disasters under Changing Climate（気候変動下にお

ける水災害のリスク管理）」 

平成 27年 11月 30日－12月 11日 

京都大学防災研究所 
 

 

 

谷川　浩司

多波長励起蛍光光度計を用いて推定した伊

勢湾における植物プランクトン群集構造の

時空間的変動

環境学
主査

副査

石坂　丞二　教授

相木　秀則　准教授

疋田　丈晴
静止気象衛星とKaバンド雲レーダを用いた

夏季孤立積乱雲の早期検出
理学

主査

副査

副査

篠田　太郎　准教授

坪木　和久　教授

増永　浩彦　准教授

森野　達也
正極性落雷をもたらす北陸冬季雷雲の電荷

蓄積プロセス
理学

主査

副査

副査

坪木　和久　教授

髙橋　暢宏　教授

篠田　太郎　准教授
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Journal of

Geophysical

Research  :

Atmospheres

120（8） 3043–3062

doi:10.1002

/2014JD022

489

2015/5/11

9

Harazono, Y., H.

Iwata, A. Sakabe, M.

Ueyama, K. Takahashi,

H. Nagano, T. Nakai

and Y. Kosugi

Effects of water vapor dilution

on trace gas flux, and

practical correction methods.

Journal of

Agricultural

Meteorology

71(2) 65-76

doi:10.2480

/agrmet.D-

14-00003

2015/6/10

10

Chen, j., Y. Zhu, Y. Wu,

T. Cui, J. Ishizaka, Y. Ju

A Neural Network Model for

K(λ) Retrieval and Application

to Global Kpar Monitoring.

PloS one 10(6) e0127514

doi:10.1371

/journal.po

ne.0127514

2015/6/17

11

Oue, M., T. Ohigashi,

K. Tsuboki and E.

Nakakita

Vertical distribution of

precipitation particles in Baiu

frontal stratiform intense

rainfall around Okinawa

Island, Japan.

Journal of

Geophysical

Research

Atmospheres

120 5622–5637

doi:http://

dx.doi.org/

10.1002/201

4JD022712

2015/6/1
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ページ

doi
発行日

12

Kanada, S. and A.

Wada

Sensitivity to horizontal

resolution of the simulated

intensifying rate and inner-

core structure of typhoon Ida,

an extremely intense typhoon.

Journal of the

Meteorological

Society

"Downs

caling"

Special

Issue

Notes and

Correspon

dence

doi:10.2151

/jmsj.2015-

023, 2015

2015/6/1

13

Kumagai, T., R. G.

Mudd, T. W.

Giambelluca, N.

Kobayashi, Y.

Miyazawa, T. K. Lim,

W. Liu, M. Huang, J.

M. Fox, A. D. Ziegler, S.

Yin, S. V. Mak and P.

Kasemsap

How Do Rubber (Hevea

Brasiliensis) Plantations Behave

under Seasonal Water Stress in

Northeastern Thailand and

Central Cambodia?

Agricultural and

Forest Meteorology

213 10-22

doi:10.1016

/j.agrforme

t.2015.06.01

1

2015/7/1

14

Hoang, C. Tin, M. W.

Lomasa,  J. Ishizaka

Satellite-derived estimates of

primary production during the

Sargasso

Sea winter/spring bloom:

Integration of in-situ time-

series data and

ocean color remote sensing

observations.

Regional Studies in

Marine Science

doi:10.1016

/j.rsma.201

5.07.002

2015/7/5

15

Ikawa, H., T. Nakai, R.

C. Busey, Y. Kim, H.

Kobayashi, S. Nagai,

M. Ueyama, K. Saitoe,

H. Naganoa, R.

Suzukic and L.

Hinzmana

Understory CO2, Sensible Heat,

and Latent Heat Fluxes in a

Black Spruce Forest in Interior

Alaska.

Agricultural and

Forest Meteorology

214–15 80-90

doi:10.1016

/j.agrforme

t.2015.08.24

7

2015/8/23

16

林正能・石坂丞二・小林拓・

虎谷充浩・中村亨・中嶋康

生・山田智

伊勢・三河湾におけるMODISとSea

WiFSのクロロフィルa濃度の検証と

改善.

日本リモートセンシン

グ学会誌

23(4) 245-259

ISSN: 0289-

7911

2015/9/1

17

Gao L., D. Li, J.

Ishizaka, Y. Zhang, H.

Zong, L. Guo

Nutrient dynamics across the

river-sea interface in the

Changjiang

(Yangtze River) estuary—East

China Sea region.

Limnology and

Oceanography

60(6) 2207-2221

doi:10.1002

/lno.10196

2015/9/25

18

Hirata, H., R.

Kawamura, M. Kato,

and T. Shinoda

 Influential role of moisture

supply from the Kuroshio

Current/Kuroshio Extension in

the rapid development of an

extratropical cyclone.

Monthly Weather

Review

143 4126-4144

doi:http://

dx.doi.org/

10.1175/M

WR-D-15-

0016.1

2015/9/1

19

檜山哲哉・三枝信子・八木

一行

アジアにおける陸域水循環・物質循

環プロセス研究と展望； 陸域－大

気相互作用研究を中心として陸域

－ 大気相互作用研究を中心とし

て.

地球環境 20（2） 163-172 2015/10/31

20

Kanada, S. and A.

Wada

Numerical study on the

extremely rapid intensification

of an intense tropical cyclone,

Typhoon Ida (1958).

Journal of the

Atmospheric

Sciences

72 4194-4217

doi:http://

dx.doi.org/

10.1175/JAS

-D-14-0247.1

2015/11/1
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doi
発行日

21

Kouketsu, T., H. Uyeda,

T. Ohigashi, M. Oue, H.

Takeushi, T. Shinoda,

K. Tsuboki , M. Kubo

and K. Muramoto

A hydrometeor classification

method for X-band

polarimetric radar:

Construction and validation

focusing on solid

hydrometeors under moist

environments.

 Journal of

Atmospheric and

Oceanic

Technology

32 2052-2074

http://dx.d

oi.org/10.1

175/JTECH-

D-14-

00124.1

2015/11/1

22

Sumi, Y., H. Masunaga A Moist Static Energy Budget

Analysis of Quasi 2-day Wave

Using Satelite and Reanalsyis

Data.

Journal of the

Atmospheric

Sciences

73(2) 743-759

doi:org/10.

1175/JAS-D-

15-0098.1

2015/11/5

23

檜山哲哉 温暖化による東シベリア永久凍土

域の水環境変化と社会の適応 －

適応策提言を目指した文理融合・学

際型の国際共同研究－.

日本水文科学会誌 45（3） 61-72

doi:10.4145

/jahs.45.61

2015/11/13

24

Tanaka, K., C.

Tantasirin, D.

Wiwatwittaya, N.

Tanaka, H. G

Takahashi, N. Yoshifuji,

Y. Igarashi, T. Sato,

and M. Suzuki

Earlier Leaf Flush Associated

with Increased Teak

Defoliation.

Forest Science 61(6) 1009–1020

doi:10.5849

/forsci.15-

004

2015/12/20

25

Masunaga, H. Assessment of a Satellite-

based Atmospheric Budget

Analysis Method with

CINDY2011/DYNAMO/AMIE

and TOGA COARE Sounding

Array Data.

Journal of the

Meteorological

Society of Japan

93A 21-40

doi:10.2151

/jmsj.2015-

032.

2016/1/1

26

Hamada, S., T.

Kumagai, K. Kochi, N.

Kobayashi, T. Hiyama

and Y. Miyazawa.

Spatial and temporal

variations in photosynthetic

capacity of a temperate

deciduous-evergreen forest.

Trees -Structure and

Function

doi:10.1007

/s00468-015-

1347-4

2016/1/11

27

Giambelluca, T. W., R.

G. Mudd, W. Liu, A. D.

Ziegler, N. Kobayashi,

T. Kumagai, Y.

Miyazawa, T. K. Lim,

M. Huang, J. Fox, S.

Yin, S. V. Mak and P.

Kasemsap

Evapotranspiration of rubber (

Hevea brasiliensis ) cultivated

at two plantation sites in

southeast Asia.

Water Resources

Research

doi:10.1002

/2015WR01

7755

2016/1/12

28

Iida, S., T.  Ohta, K.

Matsumoto, T. Nakai,

A. V. Kononov, T. C.

Maximov, M. K. Van

Der Molen, A. J.

Dolman and H.

Yabuki

Year-to-Year Differences in

Evapotranspiration from

Understory Vegetation and

Whole Ecosystem in an

Eastern Siberian Larch Forest.

日本水文科学会誌 45(4) 109–121

doi:10.4145

/jahs.45.109

2016/2/1

29

Khaled, G., T. Nakai,

A. Paschalis, C. A.

Oishi, A. Kotani, Y.

Igarashi, T. Kumagai

and G. G. Katul

Persistence and memory time

scales in root-zone soil

moisture dynamics.

Water Resources

Research

doi:10.1002

/2015WR01

7983

2016/2/5

30

Fujiki, T., K. Sasaoka,

K. Matsumoto, M.

Wakita and Y. Mino

Seasonal variability of

phytoplankton community

structure

in the subtropical western

North Pacific.

Journal of

Oceanography

doi:10.1007

/s10872-015-

0346-9

2016/1/12
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doi
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31

Matsumoto, K., O.

Abe, T. Fujiki, C.

Sukigara and Y. Mino

Primary productivity at the

time‑series stations

in the northwestern Pacific

Ocean: is the subtropical

station unproductive?

Journal of

Oceanography

doi:10.1007

/s10872-016-

0354-4

2016/2/1

32

Takahashi N. H.

Hanado, K.

Nakamura, K.

Kanemaru, K.

Nakagawa, T.

Iguchi, T. Nio, T.

Kubota, R. Oki and N.

Yoshida

Overview of the End-of-

Mission Observation

Experiments of Precipitation

Radar onboard

the Tropical Rainfall Measuring

Mission Satellite.

IEEE TRANSACTIONS

ON GEOSCIENCE

AND REMOTE

SENSING

1-10

doi:.10.1109

/TGRS.2016.

2518221

2016/2/18

33

Katayama, A., T.

Kume, M. Ohashi, K.

Matsumoto, M.

Nakagawa, T. Saito, T.

Kumagai and K.

Otsuki

Characteristics of Wood CO2

Efflux in a Bornean Tropical

Rainforest.

Agricultural and

Forest Meteorology

220 190-199

doi:10.1016

/j.agrforme

t.2016.01.14

0

2016/2/9

34

石田洋・古澤 一思・牧野高

志・石坂丞二・渡邉豊

西部北太平洋亜熱帯海域における

台風の影響を受けた可能性のある

植物プランクトン群集組成と沈降粒

子.

海の研究 25 17-41 2016/3/1
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＊アンダーラインは地球水循環研究センター所属（発表当時）  

№ 著者名 タイトル 雑誌名 巻 ページ 発行日

1

Ishizaka, j. Message from the new

Editor‑in‑Chief

Journal of

Oceanography

71(2) 161-161

doi:10.1007

/s10872-015-

0278-4

2015/4/1

2

上田博 研究室紹介地球水循環研

究センター気象学研究室

～洋上風研究

日本風力エネルギー学会

誌

39 109-112 2015/6/1

3

Hirata, T., T.

Hirawake, F.

Sakaida, H.

Yamaguchi, K.

Suzuki, H. Murakami,

J. Ishizaka, H.

Kobayashi, A.

Fujiwara, M.

Toratani, S. Saitou

Development and

verification of

SGLI/GCOM-C1 Ocean

Algorithms

Journal of remote

sensing society of

Japan

 34(4) 278-285 2015/5/9

4

坪木和久 2015年9月の関東・東北

豪雨はなぜ起こったのか

現代化学 536

(2015年

11月号)

32-33

雑誌コード

0348711

2015/10/18

№ 著者名 タイトル 書名/編集者 出版社 ページ 発行日

1

檜山哲哉 永久凍土. 『草原と都市 －変わりゆくモ

ンゴル』

石井祥子・鈴木康弘・稲村哲也

編著者

風媒社 192-194 2015/4/3

109-352

109-111

doi:10.101

6/j.csr.201

5.11.007

3

Hikosaka, K., T.

Kumagai and A. Ito

Modeling canopy

photosynthesis.

239-268

doi:10.100

7/978-94-

017-7291-

4_9

2015/12/29

4

Kumagai, T. Observation and

modelling of net

ecosystem carbon

exchange over canopy.

269-287

doi:10.100

7/978-94-

017-7291-

4_10

2015/12/29

5

Aiki, H., X. Zhai and

R. J. Greatbatch

Chapter 4: Energetics of

the global ocean: the role

of mesoscale eddies.

World Scientific Series on

Asia-Pacific Weather and

Climate: Vol. 7

Indo-Pacific Climate

Variability and

Predictability

Editors:

S. K. Behera and T.

Yamagata

World

Scientific

Publisher

109-134

doi:

10.1142/9

789814696

623_0004

2016/2/1

2

Canopy Photosynthesis:

From Basics to

Applications

Editors:

Hikosaka, Kouki, Ülo

Niinemets and Niels P. R.

Anten

Springer

Editorial:

Chen, C.-T. A., X.

Gao, J. Ishizaka and

L. Lebel

2015/12/1Costal seas in a changing

world :Anthropogenic

impact and environmental

responses.

Continetal Shelf Research

Vol. 111, Part B

Editors:

Chen, C.-T. A., X. Gao, J.

Ishizaka and L. Lebel

Elsevier



 

58 

 

 

学会等口頭発表（発表月順） 平成 27年度 
 

 

  

発表者 タイトル 学会等の名前 開催場所 発表日
発表の種類

役割等

Mizuno, A. and Y.

Tanabe

Mechanisms of nutrients

enclosure inside microbial mat

in Antarctic oligotrophic lakes

by combination  approach of

observation data and

theoretical study.

HydroEco2015 Vienna,

Austria

2015/4/13 Oral 

Kumagai, T. Ecohydrology: Interaction

between Water and Carbon

Cycles.

Workshop on the

ecosystem

carbon/water

cycling research in

the changing

climate

Tsukuba 2015/4/23 Invited

Tsuboki, K. Development of a coupled

atmosphere-wave-ocean non-

hydrostatic

model and its application to

typhoon simulations.

Seminar at Central

Weather Bureau

Taipei,

Taiwan

2015/5/14 Invited

Tsuboki, K. Typhoon researches at HyARC

and future collaboration with

the NTU atmospheric science

group.

The 60th

anniversary of the

Department of

Atmospheric

Science

Taipei,

Taiwan

2015/5/15 Invited

上田博・ 加藤雅也・

猪上淳

大学における気象レーダーの研

究利用：1980年代から2010年代

へ.

日本気象学会2015年

度春季大会

つくば 2015/5/21 口頭

篠田太郎・ 大東忠

保・民田晴也・坪木和

久・上田博

名古屋大学 Ka バンド雲レーダ

の諸元と初期観測結果.

日本気象学会2015年

度春季大会

つくば 2015/5/21 口頭

髙橋暢宏・花土弘・中

村健治・金丸佳矢・仁

尾友美・沖理子

TRMM EOM (End of Mission）観

測実験について（その1）.

日本気象学会2015年

度春季大会

つくば 2015/5/22 口頭

牛田祐貴・篠田太郎・

大東忠保・山田広幸・

城岡竜一・坪木和久・

上田博

2013 年 6 月 26 日にパラオ共

和国上空を通過した降水セル上

部で観測された過冷却水滴.

日本気象学会2015年

度春季大会

つくば 2015/5/22 口頭（座

長）

諸田雪江・ 加藤雅

也・道本光一郎・横田

匡彦・坪木和久

雲解像モデルを用いた雷シミュ

レーションにおける中和電荷分

配方法の検討～中和スキームの

違いによる時空間発展傾向の比

較～.

日本気象学会2015年

度春季大会

つくば 2015/5/22 口頭

上田博 Assesment of wind field

simulated by CReSS for offshore

wind energy generation.

日本気象学会2015年

度春季大会

つくば 2015/5/23 ポスター

鈴木祐人・ 坪木和久・

大東忠保・疋田丈晴・

久木山真衣子・勝野継

太・森野達也・大脇良

夫・纐纈丈晴・山田広

幸

雲粒子ゾンデ HYVIS により観

測された台風上部吹き出し層の

氷晶粒子の粒径・数濃度分布.

日本気象学会2015年

度春季大会

つくば 2015/5/23 ポスター

勝野継太・ 坪木和久 2013 年 9 月 4 日に東海地方

で大雨をもたらした降水帯の特

徴.

日本気象学会2015年

度春季大会

つくば 2015/5/23 ポスター

Lee,K.-O., M.Kato, C.-

H. You, H. Uyeda

Assessment of wind fields

simulated by CReSS for offshore

wind energy generation.

日本気象学会2015年

度春季大会

つくば 2015/5/23 ポスター



 

59 

 

 

 

 

  

発表者 タイトル 学会等の名前 開催場所 発表日
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役割等

加藤雅也・ 相木秀則・

金田幸恵・篠田太郎・

森本昭彦・吉岡真由

美・坪木和久

大気海洋波浪結合モデルを用い

た将来気候時の台風のダウンス

ケーリング実験.

日本気象学会2015年

度春季大会

つくば 2015/5/24 口頭

金田幸恵・ 和田章義・

坪木和久

西部北太平洋域における台風の

強度特性と気象庁全球気候20km

モデルによる再現性.

日本気象学会2015年

度春季大会

つくば 2015/5/24 口頭

古澤文江・増永浩彦 TRMM衛星の降水特性と陸面マイ

クロ波射出率のトレンド分布.

日本気象学会2015年

度春季大会

つくば 2015/5/24 口頭

柳瀬篤志・安永数明 スマトラ島における日周期降水

活動の季節変化.

日本気象学会2015年

度春季大会

つくば 2015/5/24 口頭

森野達也・ 坪木和

久・加藤雅也

雲解像モデルによりシミュレー

ションされた冬季雷雲内の電荷

分布の時間変化.

日本気象学会2015年

度春季大会

つくば 2015/5/24 ポスター

Tsuboki, K., T. Shinoda,

T. Ohigashi

Observations and simulations

of cloud ice and aerosol.

日本地球惑星科学連

合2015年大会

千葉 2015/5/24 口頭

檜山哲哉・熊谷朝臣・

藤波初木

地球表層における水循環・物質

循環のシームレス科学.

日本地球惑星科学連

合2015年大会

千葉 2015/5/24 ポスター

石坂丞二 宇宙の観測による海洋生態系と

大気・陸域のシームレスな研究

(Seamless study of ocean

ecosystem, atmosphere and

land with observation from

space.)

日本地球惑星科学連

合2015年大会

千葉 2015/5/24 ポスター

篠田太郎・ 坪木和久・

小池真・新野宏・佐藤

正樹

メソ降水系や台風を対象とした

航空機観測.

日本地球惑星科学連

合2015年大会

千葉 2015/5/24 ポスター

檜山哲哉・三枝信子 iLEAPSにおける水循環・物質循

環研究とFuture Earth.

日本地球惑星科学連

合2015年大会

千葉 2015/5/25 口頭（招待

講演）

鈴木和良・松尾功二・

檜山哲哉

GRACEによって観測されたシベ

リア・レナ川流域における12年

間の貯留量変動.

日本地球惑星科学連

合2015年大会

千葉 2015/5/26 口頭

髙橋暢宏・堀江宏明・

花土弘・中川勝広・大

野裕一

ISS.JEM搭載用走査型雲プロ

ファイリングレーダについて.

日本地球惑星科学連

合2015年大会

千葉 2015/5/27 口頭（座

長）

辻野智紀・ 坪木和久・

郭鴻基

長時間維持する多重壁雲を伴っ

た熱帯低気圧のエネルギー変換

効率.

日本地球惑星科学連

合2015年大会

千葉 2015/5/27 口頭

Tsuboki, K. Future Increase of Maximum

Typhoon Intensity Associated

with Climate Change.

2015 International

Workshop on

Typhoon and Flood

ー APEC Experience

Sharing on

Hazardous

Weather Events

and Risk

Management

Taipei,

Taiwan

2015/5/27 Invited

Uyeda, H. Offshore wind energy research

at Nagoya University.

JAPAN-NORWAY

ENERGY SCIENCE

WEEK 2015

Tokyo 2015/5/28 Invited

石坂丞二 長江河川水の東シナ海生態系へ

の影響．

九州大学応用力学研

究所RIAMフォーラム

2015

福岡 2015/6/4 口頭

篠田太郎・ 大脇良

夫・牛田祐貴・纐纈丈

晴・大東忠保・山田広

幸・坪木和久・城岡竜

一・上田博

2013年6月にパラオ共和国で雲

粒子ゾンデと偏波レーダを用い

て観測された熱帯降水システム

内の雲物理学的構造.

第2回メソ気象セミ

ナー

鹿児島 2015/6/6 ポスター
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発表者 タイトル 学会等の名前 開催場所 発表日
発表の種類

役割等

Kanada, S. and A.

Wada

Characteristics of intensity

changes of tropical cyclones in

the Northwestern Pacific in

track data and simulations by

global and regional

atmosphere models.

5th International

Summit on

Hurricanes and

Climate Change

Chania,

Crete,

Greece

2015/6/10 Oral 

藤城義久・張勁・石坂

丞二

東シナ海におけるクロロフィル

極大層と見かけの酸素消費量に

ついて．

平成27年度名古屋大

学地球水循環研究セ

ンター共同研究集会

「東シナ海陸棚域の

物質循環に関わる物

理・化学・生物過

程」

名古屋 2015/6/13 口頭

Xu, Q., C. Sukiagara,

J. Ishizaka

Variation of phytoplankton

community in the East China

Sea derived by photosynthetic

pigments.

平成27年度名古屋大

学地球水循環研究セ

ンター共同研究集会

「東シナ海陸棚域の

物質循環に関わる物

理・化学・生物過

程」

名古屋 2015/6/14 口頭

Xu, Y., J. Ishizaka, M.

Zhao, Z, Jing

Size-related response of

summer zooplanktonto

physical and biological

process in the Yellow Sea and

East China Sea: its link to the

distripution of Giant jellyfish.

平成27年度名古屋大

学地球水循環研究セ

ンター共同研究集会

「東シナ海陸棚域の

物質循環に関わる物

理・化学・生物過

程」

名古屋 2015/6/14 口頭

Shinoda, T., Y. Ushita,

T. Ohigashi, H.

Yamada, R. Shirooka,

K. Tsuboki and H.

Uyeda

Supercooled water droplets

observed in an upper part of a

precipitation cell

over the western tropical

Pacific Ocean.

26th General

Assembly of the

International Union

of Geodesy and

Geophysics

(IUGG2015)

Prague,

Czech

Republic

2015/7/1 Oral 

Takahashi, N., T. Iguchi Estimation of climatological

rain drop size distribution

parameter by using TRMM/PR

and CloudSat/CPR.

IGARSS 2015- 2015

IEEE International

Geoscience and

Remote Sensing

Symposium

Milan, Italy 2015/7/31 Oral

（Chair,

Session

Organizer）

Tomita, T., M. Kubota,

K. Kutsuwada, T.

Hihara, S. Kako, S.

Kameda

Japanese Ocean Flux Data

Sets with Use of Remote

Sensing Obsevations Version 3

(J-OFURO 3): Introduction and

Evaluation Results Using In-Situ

Observations.

12th Annual

Meeting Asia

Oceania

Geosciences

Society (AOGS)

suntec city,

Singapore

2015/8/3 Invited

Shinoda, T., Y.

Ohwaki, T.  Kouketsu,

T. Ohigashi, K. Tsuboki,

R. Shirooka, H. Uyeda

Microphysical Structure in a

Stratiform Region of a

Mesoscale Convective System

Observed by Hydrometeor

Videosondes (HYVISs) and a

Polarimetric Radar Over the

Western Tropical Pacific

Ocean.

12th Annual

Meeting Asia

Oceania

Geosciences

Society (AOGS)

suntec city,

Singapore

2015/8/6 Invited

Kanada, S. and A.

Wada

Intensity Change of Tropical

Cyclones in the Northwest

Pacific. PartI: Comparison

Between Observation and

Numerical Models.

12th Annual

Meeting Asia

Oceania

Geosciences

Society (AOGS)

suntec city,

Singapore

2015/8/7 Oral 

石坂丞二 航空機からの沿岸海洋観測． 研究集会「航空機観

測による気候・地球

システム科学研究の

推進」

名古屋 2015/9/2 口頭
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発表者 タイトル 学会等の名前 開催場所 発表日
発表の種類

役割等

齋藤隆実・熊谷 朝

臣・立石 麻紀子・小

林菜花子・大槻 恭

一・Giambelluca

Thomas W.

ヒノキとスギの人工林における

林分蒸散に関係する性質の比

較.

日本植物学会 第79

回大会

新潟 2015/9/8 ポスター

篠田太郎・増永浩彦・

加藤雅也・鈴木祐人・

大東忠保・坪木和久・

上田博

衛星データ・衛星シミュレータ

SDSU・雲粒子ゾンデHYVISによ

り示された雲解像モデルCReSS

における雲氷の数濃度に関する

問題点.

東京大学大気海洋研

究所　国際沿岸海洋

研究センター　共同

利用研究集会「グ

ローカルな大気海洋

相互作用：海と空を

つなぐもの」

岩手 2015/9/10 口頭（招待

講演）

Shinoda, T., Y.

Ohwaki, T. Kouketsu,

T. Ohigashi, K. Tsuboki,

R. Shirooka and H.

Uyeda

Microphysical Structure of a

mesoscale convective system

observed by hydrometeor

videosondes (HYVISs) and a

polarimetric radar over the

western tropical pacific

ocean.

37th Conference

on Radar

Meteorology

Norman,

Oklahoma,

USA

2015/9/15 Poster

Takahashi, N., H.

Hanado, T. Iguchi, K.

Kanemaru, T. Nio, R.

Oki

Overview and preliminary

results of end of mission

experiments of the Tropical

Rainfall Measurement Mission

Satellite (TRMM).

37th Conference

on Radar

Meteorology

Norman,

Oklahoma,

USA

2015/9/16 Oral 

Shinoda, T., T.

Ohigashi, H. Minda, K.

Tsuboki and H. Uyeda

Preliminary results obtained by

a new Ka-band polarimetric

Doppler radar of Nagoya

University, Japan.

37th Conference

on Radar

Meteorology

Norman,

Oklahoma,

USA

2015/9/16 Poster

Tomita, H. Japanese Ocean Flux Data

Sets with Use of Remote

Sensing Obsevations Version 3

(J-OFURO 3) capabilities in the

Southern Ocean.

SOOS Workshop Roma, Italy 2015/9/16 Oral 

Saito, T., R. Oren, L. K.

Kho, T. Kume, A.

Takahashi, S.

Hamada, N.

Kobayashi, S. Fujii and

T. Kumagai

Variation of transpiration

among trees of various size

composing a tropical

rainforest in Borneo.

Frontier in Tropical

Forest Research:

Progress in Joint

Projects between

the Forest

Department

Sarawak and the

Japan Research

Consortium for

Tropical Forests in

Sarawak

Kuching,

Malaysia

2015/9/22 Oral 

石坂丞二・亀田卓彦・

作野裕司・虎谷充浩・

森本昭彦

沿岸海洋シンポジウ

ム「沿岸海洋学にお

ける観測研究の最前

線Ⅱ～衛星観測」

愛媛 2015/9/26 コンビー

ナー

石坂丞二 静止海色衛星センサー. 沿岸海洋シンポジウ

ム「沿岸海洋学にお

ける観測研究の最前

線Ⅱ～衛星観測」

愛媛 2015/9/26 口頭

富田裕之・日原勉・久

保田雅久

全球海面熱・淡水フラックス推

定のための海面水温プロダク

ト.

2015年度日本海洋学

会秋季大会

愛媛 2015/9/26 口頭

林正能・石坂丞二・虎

谷充浩・中村亨・山田

智・中島康生

伊勢湾の衛星クロロフィルa濃

度と河川流量の変動.

2015年度日本海洋学

会秋季大会

愛媛 2015/9/27 ポスター
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発表者 タイトル 学会等の名前 開催場所 発表日
発表の種類

役割等

山口寿史・村上浩・宮

村和良・石坂丞二・

Eko Siswanto・小林拓

豊後水道沿岸における藻類部

ルームの光学特性比較.

2015年度日本海洋学

会秋季大会

愛媛 2015/9/27 ポスター

伊藤雅・森本昭彦・高

山勝巳・石坂丞二

対馬海峡を通過する栄養塩量の

変化に伴う津軽海峡西方沖の植

物プランクトン量の変

化.

2015年度日本海洋学

会秋季大会

愛媛 2015/9/29 口頭

Suzuki, Y., T. Ohigashi,

T. Hikida, M.

Kukiyama, K. Katsuno,

T. Morino, Y. Ohwaki,

T.Kouketsu, H.

Yamada, H. Iwai, K.

Nakagawa and K.

Tsuboki

Hydrometeor characteristics of

cirrus clouds in the upper

outflow layer of typhoons

observed by the hydrometeor

videosondes.

The 9th Workshop

of the Virtual

Laboratory for the

Earth's Climate

Diagnostics

Program, and the

University Allied

Workshop (UAW)

Kashiwa 2015/9/29 Oral 

Katsuno, K., K. Tsuboki

and T. Kouketsu

Characteristics of the

precipitation band causing the

heavy rain in the Tokai region

on September 4, 2013.

The 9th Workshop

of the Virtual

Laboratory for the

Earth's Climate

Diagnostics

Program, and the

University Allied

Workshop (UAW)

Kashiwa 2015/9/30 Oral 

Morino, T., K. Tsuboki,

M.Kato and T. Shinoda

Comparison of the simulated

charge structure in a winter

thunderstorm with

hydrometeor distribution

observed by polarimetric

radars.

The 9th Workshop

of the Virtual

Laboratory for the

Earth's Climate

Diagnostics

Program, and the

University Allied

Workshop (UAW)

Kashiwa 2015/9/30 Oral 

Kanada, S. and A.

Wada

Sensitivity to horizontal

resolution of the simulated

intensifying rate and inner-core

structure of an extremely

intense Typhoon.

International WS

Issues in

downscaling of

climate change

projection

Tsukuba 2015/10/6 Oral 

檜山哲哉・Jack R.

Kambatuku・浅井和

由・藤岡悠一郎・飯嶋

盛雄

ナミビア北中央部の季節湿地域

における降水の安定同位体組

成.

2015年度日本水文科

学会学術大会

つくば市 2015/10/11 ポスター

Ishizaka,J., A. Peña, S.

Yoo

Linking climate change and

anthropogenic impacts to

higher trophic levels via

primary producers.

2015 PICES Annual

Meeting

Qingdao,

China

2015/10/15 Convenor

Kumagai, T. Tree mortality modelling for

Southeast Asian tropical forests

Workshop on tree

mortality and the

future of tropical

forests

Santa Fe、

NM, USA

2015/10/26 Invited

吉岡真由美 サイクロンPam の高解像度シ

ミュレーション.

第44回メソ気象研究

会 「最強の熱帯低

気圧HaiyanとPam」

京都 2015/10/27 口頭

大東忠保・ P.

Kollias・ W. Szyrmer

一層の混相域をもつ北極域混相

雲の降水の特徴.

日本気象学会2015年

度秋季大会

京都 2015/10/28 口頭

鈴木祐人・ 大東忠

保・一瀬明良・牛田祐

貴・大脇良夫・酒井貴

紘・岩井宏徳・中川勝

弘・坪木和久

雲粒子ゾンデHYVISにより観測

された台風上部巻雲の数濃度の

水平分布の特徴.

日本気象学会2015年

度秋季大会

京都 2015/10/28 口頭
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発表者 タイトル 学会等の名前 開催場所 発表日
発表の種類

役割等

篠田太郎・ 大脇良

夫・纐纈丈晴・大東忠

保・坪木和久・城岡竜

一・上田博

2013年6月15日にパラオ共和国

で観測された降水システム内部

の氷晶粒子と雪片の3次元分布

の推定.

日本気象学会2015年

度秋季大会

京都 2015/10/28 ポスター

吉岡真由美・ 相木秀

則・加藤雅也・坪木和

久・伊藤耕介・榊原篤

志

Cyclone Pamの強度に対する海

洋の影響：大気海洋結合・非結

合実験.

日本気象学会2015年

度秋季大会

京都 2015/10/28 ポスター

纐纈丈晴・ 上田博・

大東忠保・坪木和久

偏波レーダーで観測された夏季

雷雲内部の固体降水粒子分布の

時間変化と落雷極性.

日本気象学会2015年

度秋季大会

京都 2015/10/28 ポスター

勝野継太・ 坪木和

久・纐纈丈晴

2013年9月4日 に岐阜県大垣市

で観測された短時間強雨の特

徴.

日本気象学会2015年

度秋季大会

京都 2015/10/29 口頭

加藤雅也・ 吉岡真由

美・金田幸恵・荒川

理・坪木和久

雲解像モデルを用いた伊勢湾台

風の擬似温暖化実験.

日本気象学会2015年

度秋季大会

京都 2015/10/30 口頭

金田幸恵・ 和田章

義・坪木和久

西部北太平洋域における台風の

強度特性と気象庁全球気候20km

モデルによる再現性：続報 高

解像度モデルで再現された強い

台風の強度変化と内部コア構

造.

日本気象学会2015年

度秋季大会

京都 2015/10/30 口頭

坪木和久・ 吉岡真由

美・加藤雅也・相木秀

則・伊藤耕介

非静力学大気海洋結合モデルを

用いた低緯度の台風第1330号

Haiyanのシミュレーション実

験.

日本気象学会2015年

度秋季大会

京都 2015/10/30 口頭

初塚大輔 バングラデシュにおける渦状低

気圧の発生と2つの季節内振動

モードの関係.

日本気象学会2015年

度秋季大会

京都 2015/10/30 口頭

加藤雅也・ 吉岡真由

美・坪木和久・相木秀

則・伊藤耕介

放射過程が台風強化に与える影

響.

日本気象学会2015年

度秋季大会

京都 2015/10/30 ポスター

疋田丈晴・ 篠田太

郎・坪木和久・加藤雅

也

孤立積乱雲の発達に対するラ

ピッドスキャンデータを用いた

検出可能性の検討.

日本気象学会2015年

度秋季大会

京都 2015/10/30 ポスター

Goes, J. Shrinking snow caps and rising

tides: Response of a tropical

ocean ecosystem to rapid

warming.

Founding

Symposium for the

Institute for Space-

Earth

Environmental

Research "Evolution

of the Space-Sun-

Earth

Environmental

System in Space

and Time"

Nagoya 2015/11/4 Oral 

Hiyama, T., J.R.

Kambatuku, H.

Mizuochi, H.

Kanamori, A. Kotani,

T. Ohta, Y. Fujioka and

M. Iijima

Analyzing surface water

budgets for water-food

security in seasonal wetlands

of north-central Namibia.

Founding

Symposium for the

Institute for Space-

Earth

Environmental

Research "Evolution

of the Space-Sun-

Earth

Environmental

System in Space

and Time"

Nagoya 2015/11/4-5 Poster
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発表者 タイトル 学会等の名前 開催場所 発表日
発表の種類

役割等

Fujinami, H., H.

Kanamori

Contrasting features of

monsoon precipitation around

the Meghalaya Plateau in

southeasterly and

southwesterly regimes from a

17-year TRMM-PR observation.

Founding

Symposium for the

Institute for Space-

Earth

Environmental

Research "Evolution

of the Space-Sun-

Earth

Environmental

System in Space

and Time"

Nagoya 2015/11/4-5 Poster

Kanamori, H., T.

Kumagai, H. Fujinami

and T. Hiyama

Effects of atmospheric water

cycles over different time

scales on the water balance

over the Maritime Continent.

Founding

Symposium for the

Institute for Space-

Earth

Environmental

Research "Evolution

of the Space-Sun-

Earth

Environmental

System in Space

and Time"

Nagoya 2015/11/4-5 Poster

Hatsuzuka, D., H.

Fujinami

Effects of two intraseasonal

modes on genesis of low

pressure systems over

Bangladesh.

Founding

Symposium for the

Institute for Space-

Earth

Environmental

Research "Evolution

of the Space-Sun-

Earth

Environmental

System in Space

and Time"

Nagoya 2015/11/4-5 Poster

Kouketsu, T. and H.

Uyeda

A Hydrometeor Classification

Method for X-band

Polarimetric

Radar:Construction and

Validation Focusing on Solid

Hydrometeors underMoist

Environments.

International

Conference on

weather Forecast &

Hydrological

Applications of

Radar

Jeju, Korea 2015/11/4-6 Invited

Hayashi, M., J.

Ishizaka, M. Toratani,

T. Maekawa, T.

Nakamura, Y.

Nakashima and S.

Yamada

Infulence of absorptive aerosol

for satellite-based-estimation

of chlorophyll a concentration

in Ise-Mikawa Bay.

Founding

Symposium for the

Institute for Space-

Earth

Environmental

Research "Evolution

of the Space-Sun-

Earth

Environmental

System in Space

and Time"

Nagoya 2015/11/5 Poster
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発表者 タイトル 学会等の名前 開催場所 発表日
発表の種類

役割等

Ishizaka, J. Seamless study of Ocean

Ecosystem with Atmosphere

and Land from Space.

Founding

Symposium for the

Institute for Space-

Earth

Environmental

Research "Evolution

of the Space-Sun-

Earth

Environmental

System in Space

and Time"

Nagoya 2015/11/5 Poster

檜山哲哉・藤波初木・

金森大成・熊谷朝臣・

藤井秀太・石毛貴也

東ユーラシアにおける夏季の大

気水循環の経年変動：東シベリ

アの湿潤化とモンゴルの乾燥化

に着目して.

陸－大気相合作用の

研究会～湿潤な熱帯

から寒冷圏まで～

東京 2015/11/12 口頭

Furuzawa, A. F., H.

Masunaga

Comparison between TRMM-

TMI microwave land surface

emissivity maps derived from

JRA-25 and ERA-Interim.

The Sixth

Asia/Oceania

Meteorological

Satellite Users'

Conference

東京 2015/11/12 口頭

大東忠保・ P.

Kollias・W. Szyrmer

アラスカバローにおける一層の

過冷却水滴層をもつ混相雲の降

水の特徴.

第6回極域科学シン

ポジウム

東京 2015/11/16 ポスター

Shinoda, T., M. Kato,

K. Tsuboki, J. Inoue

Simulation on Low Pressure

Systems over the Arctic Ocean

Using a Cloud-Resolving

Model.

Russia/Japan Joint

Workshop on

Environmental

Investigations　 in

West Siberia and

the Arctic using a

synergy of　Russian

Airplane-

Laboratory and

Japanese Satellites

Moscow,

Russia

2015/11/23 Oral 

Hiyama, T., T. Ohta, A.

Kotani, Y. Iijima and

H. Park, T. Ohta, A.

Kotani, Y. Iijima and

H. Park

Changes in hydrologic cycle

under current global warming

in eastern Siberia.

ILTS International

Symposium on Low

Temperature

Science

 Sapporo 2015/11/30 Invited

金田幸恵・ 和田章義 非常に強い台風に見られる二つ

の発達プロセス.

第17回非静力学モデ

ルに関するワーク

ショップ

沖縄 2015/12/1 口頭

加藤雅也・ 吉岡真由

美・坪木和久・相木秀

則・伊藤耕介

放射過程が台風強化に与える影

響.

第17回非静力学モデ

ルに関するワーク

ショップ

沖縄 2015/12/1 口頭

Zhu, Y., J. Ishizaka, S.

Tripathy, Y. Mino, D.

Suggett

Application of FRRf for net

primary productivity

estimation: Cases in Ariake

and East China Sea.

The 12th Korea-

Japan Workshop

on ocean clolor

Yokohama 2015/12/9 Poster

Luang-on, J., J.

Ishizaka, A.

Branapratheprat

Improvement of satellite

chlorophyll-a in the upper Gulf

of Thailand.

The 12th Korea-

Japan Workshop

on ocean clolor

Yokohama 2015/12/9 Poster

Matsushima, A., J.

Ishizaka

Validation of GOCI Chl a using

in-situ data in East China Sea

and Ise Bay, Japan.

The 12th Korea-

Japan Workshop

on ocean clolor

Yokohama 2015/12/9 Poster

Ibuki, R., J. Ishizaka, A.

Mizuno, M. Hayashi, Y.

Maekawa

Estimation of transparency in

the ise-Mikawa Bay from

ocean color data.

The 12th Korea-

Japan Workshop

on ocean clolor

Yokohama 2015/12/9 Poster
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発表者 タイトル 学会等の名前 開催場所 発表日
発表の種類

役割等

Yang, M., J. Ishizaka,

K. Saitoh

Characterization of remote

reflectance spectra for the red

tide detection in Ariake Bay.

The 12th Korea-

Japan Workshop

on ocean clolor

Yokohama 2015/12/9 Poster

Goes, J.I., C. A.

Jenkins, H. R. Gomes,

R. Arnone, J. Ishizaka

High-resolution shipboard

measurements of

phytoplankton functional types

and photosynthetic

competency – a way forward

for enhancing the utility of

satellite Chlorophyll and SST for

mapping coastal microscale

features and frontal zones.

The 12th Korea-

Japan Workshop

on ocean clolor

Yokohama 2015/12/9 Poster

Kim, W., J. E. Moon, Y.

J. Park, J. Ishizaka

Evaluation of GOCI

Chlorophyll algorithms for

ocean water around Korea

and Japan.

The 12th Korea-

Japan Workshop

on ocean clolor

Yokohama 2015/12/9 Oral 

Gomes, H. R., J. I.

Goes, S. deRada, F.

Chai, J. Ishizaka

Examining features of

enhanced phytoplankton

biomass in the Bay of Bengal

usung a couples physical-

biological model.

The 12th Korea-

Japan Workshop

on ocean clolor

Yokohama 2015/12/10 Oral 

Branapratheprat, A.,

A. Morimoto, A.

Kaneda, Y. Mino, V.

Gunboa, P.

Jintasaeranee, J.

Ishizaka

Annual variations in plankton

blooming in the upper Gulf of

Thailand.

The 12th Korea-

Japan Workshop

on ocean clolor

Yokohama 2015/12/10 Oral 

Goes, J.I., H. R.

Gomes, J. Ishizaka

The role of the Aleutian Low

Pressure System in regulating

phytoplankton production and

carbon export in the North

Pacific Ocean – results from a

decade and half of satellite

ocean color observations.

The 12th Korea-

Japan Workshop

on ocean clolor

Yokohama 2015/12/10 Oral 

Hayashi, M., J.

Ishizaka, M, Toratani,

Y. Maekawa, T.

Nakamura, Y.

Nakashima, S.

Yamada

Seasonal and inter-annual

variability of satellite

chlorophyll-a in Ise-Mikawa

Bay, Japan.

The 12th Korea-

Japan Workshop

on ocean clolor

Yokohama 2015/12/10 Oral 

石坂丞二・楠高幸・森

本昭彦・相木秀則・坪

木和久

台風による中国周辺の植物プラ

ンクトンと懸濁物質の変動：静

止海色センサーGOCIでの観測.

大気海洋相互作用に

関する研究集会.

京都 2015/12/12 口頭

富田裕之・久保田雅

久・轡田邦夫・加古真

一郎・日原勉・亀田傑

J-OFURO3について. 大気海洋相互作用に

関する研究集会

京都 2015/12/12 口頭

Ohigashi, T., P. Kollias

and W. Szyrmer

Precipitation properties of

Arctic single-layer mixed-phase

clouds.

2015 AGU Fall

Meeting（米国地球

物理学連合2015年大

会）

San

Francisco,

CA, USA

2015/12/14-

18

Poster

Nakai, T., T. Kumagai,

T. Saito, K.

Matsumoto, T. Kume,

M. Nakagawa, H.

Sato

Calculation of Individual Tree

Water Use in a Bornean

Tropical Rain Forest Using

Individual-Based Dynamic

Vegetation Model SEIB-DGVM.

2015 AGU Fall

Meeting（米国地球

物理学連合2015年大

会）

San

Francisco,

CA, USA

2015/12/15 Poster
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発表者 タイトル 学会等の名前 開催場所 発表日
発表の種類

役割等

Hiyama, T., H.

Mizuochi, H.

Kanamori, Y. Fujioka,

J. Kambatuku, A.

Kotani, T. Ohta, M.

Iijima

Analyzing surface water

budgets for water-food

security in seasonal wetlands

of north-central Namibia.

2015 AGU Fall

Meeting（米国地球

物理学連合2015年大

会）

San

Francisco,

CA, USA

2015/12/17 Poster

Kumagai, T., H.

Kanamori, N.

Chappell

Pantropical forest hydrology. 2015 AGU Fall

Meeting（米国地球

物理学連合2015年大

会）

San

Francisco,

CA, USA

2015/12/17 Poster

Masunaga, H., J. Luo Large-scale and Convective-

scale Updraft Profiles from

Satellite Observations.

2015 AGU Fall

Meeting（米国地球

物理学連合2015年大

会）

San

Francisco,

CA, USA

2015/12/18 Invited

Hiyama, T., J.R.

Kambatuku, H.

Mizuochi, H.

Kanamori, Y. Fujioka,

M. Iijima

Analyzing origin of surface

water for water-food security

in seasonal wetlands of north-

central Namibia.

第5回同位体環境学

シンポジウム

京都 2015/12/25 ポスター

Kanada, S. and A.

Wada

Characteristics of intensity

changes of tropical cyclones in

the Northwestern Pacific in

track data and simulations by

global and regional

atmosphere models.

台風セミナー2015 東京 2016/1/6 口頭

Kato, M. Risk assessment associated

with typhoon disaster using

Cloud-resolving model.

台風セミナー2015 東京 2016/1/6 口頭

Aiki, H. Wind stress for ocean

circulation as given by the

dissipation rate of surface

waves.

CLIVAR/JAMSTEC

Workshop on the

Kuroshio Current

and Extension

System

Yokohama 2016/1/13 Oral 

Ishizaka, J. Data Collection for Validation

of Coastal Algorithms and

Products, including Primary

Production and Red Tide.

Joint PI Meeting of

Global

Environment

Observation

Mission 2015

Tokyo 2016/1/21 Oral 

石坂丞二・鋤柄千穂・

Xu Qian

東シナ海の植物プランクトン群

集構造と栄養塩供給源の経年変

化．

応用力学研究所共同

利用集会「東シナ海

の循環と混合に関す

る研究」

福岡 2016/2/6 口頭

相木秀則 中緯度惑星波と赤道波のエネル

ギーフラックスの全球シームレ

ス解析に向けて(II)

波と平均流の相互作

用に関する研究会

神奈川 2016/2/16-17 口頭

石坂丞二 衛星による沿岸域の植物プラン

クトン群集構造把握．

水研－JAXA共同研究

発表会「衛星観測シ

ステムの海洋生態系

研究及び水産業への

利用のための基盤技

術に関する研究」の

成果報告会

東京 2016/2/19 口頭

Fujinami, H. Contrasting Features of

Precipitation around the

Meghalaya Plateau in Westerly

and Easterly Regimes during

Summer  from a 17-year TRMM

Observation.

The International

Science

Conference on

MAHASRI

Tokyo 2016/3/2 Poster
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発表者 タイトル 学会等の名前 開催場所 発表日
発表の種類

役割等

Kanamori, H. Effects of the MJO and the

diurnal time-scale atmospheric

water cycles on the water

balance over the Maritime

Continent.

The International

Science

Conference on

MAHASRI

Tokyo 2016/3/2 Poster

Saito, T. Variation of transpiration

among trees of various size

composing a tropical

rainforest in Borneo.

The International

Science

Conference on

MAHASRI

Tokyo 2016/3/2 Poster

篠田太郎・相木秀則・

吉岡真由美・加藤雅

也・坪木和久

高層気象観測とアルゴフロート

を用いた非静力学大気海洋結合

モデルCReSS-NHOESの検証.

リモートセンシン

グ・数値モデリング

の利用と高度化によ

るメソ・マイクロス

ケール大気・海洋現

象に関する共同研究

名古屋 2016/3/9 口頭

相木秀則 CReSS-NHOES結合モデルの海洋

初期データの選択肢と季節経年

変動実験の準備状況.

リモートセンシン

グ・数値モデリング

の利用と高度化によ

るメソ・マイクロス

ケール大気・海洋現

象に関する共同研究

名古屋 2016/3/9 口頭

鈴木祐人・ 大東忠保・

坪木和久・篠田太郎

雲粒子ゾンデにより観測された台風

に伴う巻雲の雲微物理学的構造.

リモートセンシン

グ・数値モデリング

の利用と高度化によ

るメソ・マイクロス

ケール大気・海洋現

象に関する共同研究

名古屋 2016/3/8 口頭

久木山真衣子・篠田太

郎・加藤雅也・坪木和

久

非静力学大気海洋結合モデルを用

いた西部北太平洋域における台風

の発達率と環境因子の関係.

リモートセンシン

グ・数値モデリング

の利用と高度化によ

るメソ・マイクロス

ケール大気・海洋現

象に関する共同研究

名古屋 2016/3/8 口頭

勝野継太 強雨をもたらした移動性降水帯

の雲物理学的構造と降水形成メ

カニズム-2013年9月4日の東海

地方の事例について-.

リモートセンシン

グ・数値モデリング

の利用と高度化によ

るメソ・マイクロス

ケール大気・海洋現

象に関する共同研究

名古屋 2016/3/8 口頭

石坂丞二 GCOM-C基礎生産および赤潮アル

ゴリズムの開発とその展望.

日本海洋学会2016年

度春季大会

東京 2016/3/15 口頭

相木秀則 海洋内部・海面・海上の非静力

学過程についてのモデル研究と

診断手法の開発.

日本海洋学会2016年

度春季大会

東京 2016/3/15 口頭

富田裕之・久保田雅

久・轡田邦夫・加古真

一郎・日原勉・亀田傑

新たな海洋観測時代の衛星海面

フラックスデータセットJ-

OFUR03.

日本海洋学会2016年

度春季大会

東京 2016/3/15 口頭

Xu Q., C. Sukigara, Y.

Watanabe, T.

Matsuno, S. Yoo, J.

Ishizaka

夏季の東シナ海における植物プラン

クトン群集の経年変動と異なる水塊

からの栄養塩供給.

日本海洋学会2016年

度春季大会

東京 2016/3/15 ポスター

富田裕之・日原勉・久

保田雅久

水蒸気鉛直構造を考慮した衛星に

よる海上大気比湿の高精度推定ア

ルゴリズム.

日本海洋学会2016年

度春季大会

東京 2016/3/15 ポスター

相木秀則・Richard

J.Greatbatch

中緯度惑星波と赤道波のエネル

ギーフラックスの全球シームレ

ス解析に向けて（Ⅱ）.

日本海洋学会2016年

度春季大会

東京 2016/3/16 口頭
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発表者 タイトル 学会等の名前 開催場所 発表日
発表の種類

役割等

林正能・虎谷充浩・中

村亨・石坂丞二

伊勢湾内で空間平均した衛星クロロ

フィルa濃度の木曽三川流量に対す

る応答.

日本海洋学会2016年

度春季大会

東京 2016/3/16 ポスター

Marue, E. R., J.

Ishizaka, C. Sukigara,

Y. Mino

日本海における中規模渦に伴う植

物プランクトンブルームのタイミン

グ変動

日本海洋学会2016年

度春季大会

東京 2016/3/17 ポスター

高橋暢宏 TRMMのEnd of Mission実験結果

について.

GSMaPおよび衛星シ

ミュレータ合同研究

集会

名古屋 2016/3/17 口頭

鈴木崇央・増永浩彦 亜熱帯降水雲の発生・発達過程

に関する衛星観測研究.

GSMaPおよび衛星シ

ミュレータ合同研究

集会

名古屋 2016/3/17 口頭

篠田太郎・加藤雅也・

猪上 淳・増永浩彦・

坪木和久

雲解像モデルCReSSを用いた北

極海低気圧の再現実験.

GSMaPおよび衛星シ

ミュレータ合同研究

集会

名古屋 2016/3/18 口頭

古澤文江・増永浩彦 TTRMMとGPM衛星による地表面射

出率.

GSMaPおよび衛星シ

ミュレータ合同研究

集会

名古屋 2016/3/18 口頭

疋田丈晴・篠田太郎・

加藤雅也･坪木和久

静止気象衛星とKaバンド雲レー

ダを用いた夏季孤立積乱雲の早

期検出.

GSMaPおよび衛星シ

ミュレータ合同研究

集会

名古屋 2016/3/18 口頭

Saito, T.,  R. Oren, L.K.,

Kho,  T. Kume, A.

Takahashi, S.

Hamada,  N.

Koboyashi,  S. Fujii, T.

Kumagai

Variation of transpiration

among trees of various size

composing a tropical

rainforest in Borneo.

日本生態学会第63回

全国大会.

仙台 2016/3/21 Poster

五十嵐康記 環孔材であるチークを対象とし

た熱消散法による樹液流計測の

適応例.

第127 回日本森林学

会大会

神奈川 2016/3/28 口頭

Masunaga, H. Pushing the limits of satellite

observations for further

understanding of tropical

convective dynamics.

International Space

Science Institute

Workshop

"Shallow Clouds,

Water Vapor,

Circulation and

Climate Sensitivity"

Bern,

Switzerland

2016/2/9 Oral 
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8. 研究交流 

受入外国人名 所属機関名 国籍 受入責任者名

Qiang Hao

The Second Institute of

Oceanography, SOA Kye

Laboratory of Marine

Ecosystems and

Biogeochemistry

中国 2015/4/1 ～ 2015/5/28 石坂　丞二

Wee Cheah Academia Sinica, Taiwan マレーシア 2015/4/1 ～ 2015/6/9 石坂　丞二

Cheng-Ta Chen
国立台湾師範大学(National

Taiwan Normal University)
台湾 2015/4/7 ～ 2015/4/7 坪木 和久

Ram Oren デューク大学(Duke University) 米国 2015/5/18 ～ 2015/8/21 熊谷　朝臣

Sari Anamarie Palmroth フロリダ州立大学 米国 2015/6/5 ～ 2015/6/15 熊谷　朝臣

Jack R. Kambatuku ナミビア大学 ナミビア 2015/7/8 ～ 2015/7/21 熊谷　朝臣

Anukul Buranapratheprat ブラパ大学 タイ 2015/8/1 ～ 2015/10/31 石坂　丞二

Jong-Dao Jou
国立台湾師範大学 (Nartional

Taiwan  University)
台湾 2015/8/25 ～ 2015/8/25 坪木　和久

Chin-Tzu Fong
Central Weather Bureau

気象局
台湾 2015/8/25 ～ 2015/8/25 坪木　和久

Tzay-Chyn(Tony)Shin
Central Weather Bureau

気象局
台湾 2015/8/25 ～ 2015/8/25 坪木　和久

Wee Cheah

Academia Sinica, Taiwan

中央研究員 環境変遷研究セン

ター

マレーシア 2015/10/5 ～ 2015/11/12 石坂　丞二

Joaquim Ignacio Goes コロンビア大学 米国 2015/10/6 ～ 2015/12/28 石坂　丞二

Helga Rosario Do Gomes コロンビア大学 米国 2015/10/6 ～ 2015/12/28 石坂　丞二

Alex B. Guenther
カリフォルニア大学　アーバイ

ン校
米国 2015/11/3 ～ 2015/11/6 熊谷　朝臣

Hung-Chi Kuo 国立台湾大学 台湾 2015/11/24 ～ 2015/11/24 坪木　和久

Tai-Jen Chen 国立台湾大学 台湾 2016/3/10 ～ 2016/3/10 坪木　和久

Yih-Chi Tan 国立台湾大学 台湾 2016/3/10 ～ 2016/3/10 坪木　和久

Jong-Dao Jou 国立台湾大学 台湾 2016/3/10 ～ 2016/3/10 坪木　和久

Jihn-Sung Lai 国立台湾大学 台湾 2016/3/10 ～ 2016/3/10 坪木　和久

Hsin-yu Lee 国立台湾大学 台湾 2016/3/10 ～ 2016/3/10 坪木　和久

出張期間
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受入外国人名 所属機関名 国籍 受入責任者名

Yong-Jun Lin 国立台湾大学 台湾 2016/3/10 ～ 2016/3/10 坪木　和久

Meng-Ha Tsai 国立台湾大学 台湾 2016/3/10 ～ 2016/3/10 坪木　和久

Kai-Yuan Ke 国立台湾大学 台湾 2016/3/10 ～ 2016/3/10 坪木　和久

Fong-Zuo Lee 国立台湾大学 台湾 2016/3/10 ～ 2016/3/10 坪木　和久

Yung-Chiu Hsu 国立台湾大学 台湾 2016/3/10 ～ 2016/3/10 坪木　和久

Ji-Hua Lin 国立台湾大学 台湾 2016/3/10 ～ 2016/3/10 坪木　和久

Yun-Ping Wang 国立台湾大学 台湾 2016/3/10 ～ 2016/3/10 坪木　和久

Li-Lie Lin 国立台湾大学 台湾 2016/3/10 ～ 2016/3/10 坪木　和久

Pei-Hsuan Chen 国立台湾大学 台湾 2016/3/10 ～ 2016/3/10 坪木　和久

Jou-Ping Wang 国立台湾大学 台湾 2016/3/10 ～ 2016/3/10 坪木　和久

Po-Chia Chen 国立台湾大学 台湾 2016/3/10 ～ 2016/3/10 坪木　和久

出張期間
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海外渡航 平成 27年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

氏　名 職　名 行先（国名） 用務

三野　義尚 助　教 2015/4/1 ～ 2015/4/7 タイ

係留系の作成および設置と北部タイランド

湾の貧酸素水塊分布を把握するための船

舶観測

坪木　和久 教　授 2015/5/14 ～ 2015/5/17 台湾

Research and perspective of extreme

weather and climate events and

climate changeにて研究発表

檜山　哲哉 教　授 2015/5/19 ～ 2015/5/22 韓国 iLEAPS の科学運営委員会 (SSC)に出席

五十嵐康記 研究員 2015/5/20 ～ 2015/5/27 タイ 基本環境因子の長期観測システム構築

坪木　和久 教　授 2015/5/26 ～ 2015/5/29 台湾 2015IWTFにて研究発表

齋藤　隆実 研究員 2015/5/31 ～ 2015/6/21 マレーシア
熱帯雨林とその周辺地域において水環境

と森林の蒸散活性の観測

金田　幸恵 研究員 2015/6/8 ～ 2015/6/15 ギリシャ
5th International Summit on Hurricanes

and Climate Changeにて研究発表

五十嵐康記 研究員 2015/6/9 ～ 2015/6/18 タイ 基本環境因子の長期観測システム構築

三野　義尚 助　教 2015/6/13 ～ 2015/6/19 タイ

係留系の作成、及び設置と北部タイランド

湾の貧酸素水塊分布を把握するための船

舶観測

篠田　太郎 准教授 2015/6/25 ～ 2015/7/3 チェコ IUGG2015にて研究発表

増永　浩彦 准教授 2015/7/13 ～ 2015/7/18 米国

2015 NASA Precipitation Measurement

Missions (PMM) Science Team Meeting

出席

髙橋　暢宏 教　授 2015/7/28 ～ 2015/8/2 イタリア IGRASS2015出席

五十嵐康記 研究員 2015/7/30 ～ 2015/8/7 タイ 基本環境因子の長期観測システム構築

金田　幸恵 研究員 2015/8/2 ～ 2015/8/8 シンガポール AOGS2015にて研究発表

加藤　雅也 研究員 2015/8/2 ～ 2015/8/8 シンガポール AOGS2015にて研究発表

富田　裕之 研究員 2015/8/2 ～ 2015/8/8 シンガポール AOGS2015にて研究発表

檜山　哲哉 教　授 2015/8/5 ～ 2015/8/15 モンゴル 湧水、地温の現地調査

檜山　哲哉 教　授 2015/8/23 ～ 2015/9/5 ナミビア

SATREPSプロジェクト「半乾燥地の水環境

保全を目指した洪水ー干ばつ対応農法の

提案」のナミビア国における研究実施

金森　大成 研究員 2015/8/23 ～ 2015/9/5 ナミビア

SATREPSプロジェクト「半乾燥地の水環境

保全を目指した洪水ー干ばつ対応農法の

提案」のナミビア国における研究実施

五十嵐康記 研究員 2015/9/8 ～ 2015/9/19 タイ 基本環境因子の長期観測システム構築

齋藤　隆実
研究機関

研 究 員
2015/9/11 ～ 2015/10/3 マレーシア

熱帯雨林とその周辺地域において水環境

と森林の蒸散活性の観測、及びクチンにて

国際ワークショップに参加

髙橋　暢宏 教　授 2015/9/13 ～ 2015/9/19 米国
37th Conference on Radar

Meteorologyにて研究発表

篠田　太郎 准教授 2015/9/13 ～ 2015/9/19 米国
37th Conference on Radar

Meteorologyにて研究発表

熊谷　朝臣 准教授 2015/9/16 ～ 2015/9/23 マレーシア

熱帯雨林およびオイルパームにおいて、

水・熱・炭素交換量の観測、及びクチンにて

国際ワークショップに参加

富田　裕之 研究員 2015/9/20 ～ 2015/9/25 イタリア SOOS Workshopにて研究発表

増永　浩彦 准教授 2015/9/27 ～ 2015/10/2 中国
GEWEX Data and Assessments Panel

（GDAP）2015 Meeting出席

中井　太郎 研究員 2015/10/13 ～ 2015/10/19 マレーシア
マレーシアオイルパームにおいて研究打合

せ

出張期間
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氏　名 職　名 行先（国名） 用務

石坂　丞二 教　授 2015/10/14 ～ 2015/10/17 中国

PICES(北太平洋海洋科学機構)年次会議に

出席、NOWPAP海域での海洋環境状況と生

物多様性に関する情報収集

熊谷　朝臣 准教授 2015/10/25 ～ 2015/10/30 米国

Workshop on tree mortality and the

future of tropical forestsにて研究発

表

増永　浩彦 准教授 2015/10/21 ～ 2015/10/29 米国

ニューヨーク市立大学のセミナーにて講

演、及びウィスコンシン大学にて研究打合

せ

五十嵐康記 研究員 2015/11/8 ～ 2015/11/20 タイ 基本環境因子の長期観測システム構築

篠田　太郎 准教授 2015/11/22 ～ 2015/11/26 ロシア

Russia/Japan Joint Workshop on

Environmental Investigations in West

Siberia and the Artic using a synergy

of Russian Airplane-Laboratory and

Japanese Satellitesにて研究発表

金森　大成 研究員 2015/11/22 ～ 2015/12/14 ナミビア

SATREPSプロジェクト「半乾燥地の水環境

保全を目指した洪水ー干ばつ対応農法の

提案」のナミビア国における研究実施

齋藤　隆実 研究員 2015/12/5 ～ 2015/12/20 マレーシア
熱帯雨林とその周辺地域において水環境

と森林の蒸散活性の観測

増永　浩彦 准教授 2015/12/7 ～ 2015/12/9 韓国

共同研究者Yong-Sang Choi助教授との研

究（雲気候フィードバック過程の解明）打合

せ

檜山　哲哉 教　授 2015/12/13 ～ 2015/12/19 米国 2015 AGU fall meetingにてポスター発表

熊谷　朝臣 准教授 2015/12/13 ～ 2015/12/19 米国 2015 AGU fall meetingにてポスター発表

中井　太郎 研究員 2015/12/13 ～ 2015/12/28 米国
2015 AGU fall meetingにてポスター発

表、及びデューク大学において研究打合せ

大東　忠保 特任助教 2015/12/13 ～ 2015/12/20 米国 2015 AGU fall meetingにて研究発表

増永　浩彦 准教授 2015/12/15 ～ 2015/12/20 米国 2015 AGU fall meetingにて招待講演

増永　浩彦 准教授 2016/2/6 ～ 2016/2/13 スイス

International Space Science Institute

Workshop　"Shallow Clouds, Water

Vapor, Circulation and Climate

Sensitivity"にて研究発表

齋藤　隆実
研究機関

研 究 員
2016/2/18 ～ 2016/2/29 マレーシア

熱帯雨林とその周辺地域において水環境

と森林の蒸散活性の観測

五十嵐康記 研究員 2016/3/3 ～ 2016/3/14 タイ

基本環境因子の長期観測システム構築、及

びカセサート大学チャチャイ先生との研究

打合せ

檜山　哲哉 教　授 2016/3/20 ～ 2016/3/24 インド

International Workshop on “Biosphere -

Atmosphere Interactions and its

Impacts on Climate and Air Quality”、及

び 2016 Scientific Steering Committee

(SSC) Meeting of the Integrated Land

Ecosystem Atmosphere Process Study

(iLEAPS)に出席

出張期間
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学術国際交流協定 平成 27年度 

 

 

 

 

  

締結年月 終了予定年月 協定校 協定名 分野

平成18年10月 自動更新
プキョン大学校環

境・海洋大学

名古屋大学地球水循環研究センターとプキョン大学校環

境・海洋大学との学術交流に関する協定
気象分野

平成20年3月 自動更新
バングラデシュ工科

大学物理学部

名古屋大学地球水循環研究センターとバングラデシュ工

科大学物理学部との学術交流に関する協定
気象分野

平成21年10月 自動更新
国立台湾大学理学院

大気科学系

名古屋大学地球水循環研究センターと国立台湾台宅大気

科学系との学術交流に関する協定
気象分野

平成24年1月
平成25年12月

平成26年１月更新
国立台湾海洋研究所

名古屋大学地球水循環研究センターと国立台湾海洋研究

所との研究交流・協力に関する協定
海洋分野

平成26年4月 平成29年4月
韓国海洋科学技術院

海洋衛星センター

名古屋大学地球水循環研究センターと韓国海洋科学技術

院海洋衛星センターとの研究交流・協力に関する協定
海洋分野

平成26年9月 平成31年9月
国立台湾大学気象気

候災害研究センター

名古屋大学地球水循環研究センターと国立台湾大学気象

気候災害研究センターとの研究交流・協力に関する協定
気象分野
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人事異動 平成 27年度（2015.4.1～2015.9.30） 

 

採用 

2015. 5. 1 髙橋 暢宏 教授 

 

採用（職名変更） 

2015. 4. 1 中井 太郎 研究員（任期付正職員）：非常勤研究員から 

      髙橋 厚裕 研究員（任期付正職員）：非常勤研究員から 

鋤柄 千穂 非常勤研究員：研究機関研究員から 

2015. 6. 1 斉藤 隆実 研究機関研究員：非常勤研究員から 

2015. 7. 1 金森 大成 研究員（任期付正職員）：非常勤研究員から 

2015. 9. 1 金田 幸恵 特任助教：研究員（任期付正職員）から 

 

昇格 

2015. 7. 1 藤波 初木 講師 

 

退職 

2015. 7. 3 許 永久 研究支援推進員 

 

受入 

2015. 4. 1～ 9.30 小林菜花子 協力研究員 

2015. 6. 1～ 9.30 村上 正隆 招へい教員（客員教授） 

2015.10. 5～11.12 謝   葵 外国人共同研究員 

 

外国人研究員 平成 27年度 

 

・Ram Oren （アメリカ） 2015/5/18～2015/8/21 外国人研究員（客員教授） 

デューク大学 教授 「地球科学における生理生態学」 

受入教員：熊谷 朝臣 

 

・Anukul Buranapratheprat （タイ） 2015/8/1～2015/10/31 外国人研究員（客員准教授）  

ブラパ大学 准教授 「海色リモートセンシングを利用したタイ湾の海洋環境の研究」 

受入教員：石坂 丞二 

 

・Joaquim Ignacio Goes（アメリカ）2015/10/6～2015/12/28 外国人研究員（客員教授） 

コロンビア大学ラモント-ドーハティ地球観測所 教授「北太平洋の基礎生産と新生産の十年ス

ケール変動に関する研究」 

受入教員：石坂 丞二 

 

・Helga Rosario Do Gomes（アメリカ）2015/10/6～2015/12/28 外国人研究員（客員教授） 

コロンビア大学ラモント-ドーハティ地球観測所 科学研究員「北太平洋の基礎生産と新生産の

十年スケール変動に関する研究」 

受入教員：石坂 丞二 
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シンポジウム及びワークショップ（主催・共催） 平成 27年度 

 

・名古屋大学 HPC計算科学連携研究プロジェクト平成 26 年度成果報告シンポジウム 

2015年 6月 3日 

名古屋大学 ES総合館 ESホール 

主催：名古屋大学情報基盤センター・太陽地球環境研究所・地球水循環研究センター 

 

・地球水循環研究センター共同研究集会「東シナ海陸棚域の物質循環に関わる物理・化学・生物過程」 

2015年 6月 13日～14日 

名古屋大学研究所共同館 7 階ミーティングルーム 

 

・第 1回南アジア降水研究会 

2015年 7月 9～10日 

高知大学理学部 

 

・「航空機観測による気候・地球システム科学研究の推進」研究集会 

2015年 9月 1日～2日 

名古屋大学 ES総合館会議室 

 

・iLEAPS-Japn研究集会 2015「大気－陸面におけるエネルギー・水・物質循環研究の現状と将来展望」 

2015年 10月 2日～3日 

名古屋大学研究所共同館 3 階講義室 

主催：iLEAPS-Japn、地球水循環研究センター 

 

・将来センサー開発に関する研究会 

2015年 10月 16日 

名古屋大学研究所共同館 6 階ミーティングルーム 

 

・宇宙地球環境研究所設立記念シンポジウム「Evolution of the Space-Sun-Earth Environmental  

system in space and time」 

2015年 11月 4日～5日 

名古屋大学野依記念学術交流館 

主催：宇宙地球環境研究所 

 

・「第 12回日韓海色ワークショップ（KJWOC）」「第３回アジア海色ワークショップ」 

2015年 12月 8日～10日 

国立研究開発法人海洋研究開発機構横浜研究所 

主催：韓国海洋研究院海洋衛星センター（KIOST/KOSC)、海洋研究開発機構（JAMSTEC)、アジア太

平洋地球変動研究ネットワーク、地球水循環研究センター 

 

・地球水循環研究センター共同研究集会「大気海洋相互作用に関する研究集会」 

2015年 12月 12日～13日 

京都大学理学部 1号館地球物理大会議室 

 

・地球水循環研究センター共同研究集会「グローバルスケールとメソスケールを貫く気象学」 

2015年 12月 28日 

北海道大学理学５号館 201 室 
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・「台風セミナー2015」 

2016年 1月 6日 ～ 7日 

気象庁 

 

・第 2回南アジア降水研究会 

2016年 2月 15～16日 

北海道大学大学院地球環境科学研究院 

 

・国際ワークショップ「The International Science Conference on MAHASRI」 

2016年 3月 2日～4日 

首都大学東京国際交流会館 

主催：首都大学東京 気候学国際研究センター、MAHASRI国際科学委員会 

協賛：地球惑星科学連合大気水圏科学セクション、首都大学東京、名古屋大学宇宙地球環境研究

所、東京大学生産技術研究所、東京工業大学、環境省環境研究総合推進費・気候変動の緩

和策と適応策の統合的戦略研究 

 

・研究集会「リモートセンシング・数値モデリングの利用と高度化によるメソ・マイクロスケール

大気・海洋現象に関する共同研究」 

2016年 3月 8日～9日 

名古屋大学環境共用館３階大講義室 

 

・地球水循環研究センター共同研究「GSMaPおよび衛星シミュレータ合同研究集会」 

2016年 3月 17日～18日 

名古屋大学 ES総合館 1階会議室 

 

 

HyARCセミナー／その他のセミナー 平成 27年度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回数 講師 所属機関 講演タイトル 講演日

180 Cheng-Ta Chen 国立台湾師範大学

Assessing Possible Anthropogenic Contributions to

the Rainfall Extremes Associated with Typhoon

Morakot (2009)

2015/4/7

181 Wee Cheah
台湾中央研究院環境変遷研究セ

ンター

Phytoplankton and its relation to short-lived

halocarbon
2015/5/15

182 Ram Oren Duke University
Responses of forests to changing conditions:

Water use and water-use efficiency
2015/5/27

183 井上国亜輝 ウィスコンシン大学

Gross moist stability assessment during TOGA

COARE: Various interpretations of gross moist

stability

2015/6/10

184 Dave Raymond New Mexico Tech
Recent Advances in our Understanding of Tropical

Maritime Convection
2015/7/31

Barry Gardiner フランス国立農学研究所
 Prediction of wind speeds and wind damage risk

in forested complex terrain
2015/12/4

Hung-Chi Kuo 国立台湾大学
Wavenumber-2 Deep Convection in Tropical

Cyclones
2015/11/24

平田 英隆 九州大学大学院理学府
黒潮/黒潮続流域からの水蒸気供給が温帯低気圧の

急発達や構造へ与える影響
2015/11/19
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公開講演会 平成 27年度 

 

■名古屋大学地球水循環研究センター公開講演会 

テーマ「ふたたび雲をつかむ話」 

2015年 7月 18日 名古屋大学シンポジオンホール 

 

講演内容 

（１）「雲の中では何が起こっているのか 雲・降水の微物理過程」 

荒木 健太郎（気象庁気象研究所 研究官） 

（２）「地球の気候と雲のかかわり」     鈴木 健太郎（東京大学大気海洋研究所 准教授） 

（３）「雲、その振る舞いをシミュレーションで再現する挑戦～次世代大型計算機でのさらなる雲 

科学の発展にむけて」 佐藤 陽祐（理化学研究所計算科学研究機構 基礎科学特別研究員） 

（４）「地球以外の惑星・衛星に見られる雲 地球の雲との共通点と相違点」 

杉山 耕一朗（宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 研究員） 
 

 

■宇宙地球環境研究所設立記念公開講演会 

テーマ「私たちのくらしと宇宙地球環境」 

2015年 11月 3日 名古屋大学 IB電子情報館 東棟 2 階 大講義室 

 

講演内容 

（１）「オーロラを通して診る宇宙地球環境」  藤井 良一（名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授） 

（２）「過去 2千年間の気候変動の歴史から学べること」中塚  武（総合地球環境学研究所 教授） 

（３）「気候変動リスクと人類の選択」 江守 正多（国立環境研究所 地球環境研究センター 室長） 
 

 

その他の講演・講習会などの開催 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. その他の活動（社会活動） 

開催期間
企画名称

会　　場
概要 主催・共催 出演・登壇者

2015/5/25 新「地球シミュレータ」およ

び「地球シミュレータ特別推

進課題」記者説明会

会場：国立研究開発法人海洋

研究開発機構 横浜研究所

「非静力学大気波浪海洋結合

モデルを用いた台風 -海洋相

互作用の研究：特に台風上部

の巻雲に注目して」を講演。

国立研究開発法人

海洋研究開発機構

横浜研究所

坪木和久（名古屋大

学地球水循環研究セ

ンター教授）

2015/6/12 防災気象観測・予測情報 最

新研究速報セミナー「ビッグ

データ最新技術を利用した防

災(気象)情報導出の試み」

会場： NTT武蔵野研究開発セ

ンタ

「雲解像度モデルを用いた集

中豪雨の予測」を講演。

NTT武蔵野研究開

発センタ

坪木和久（名古屋大

学地球水循環研究セ

ンター教授）

2015/6/23 天白生涯学習センター講座

「風水害の備えについて学ぼ

う」

会場：天白生涯学習センター

「風水害をもたらす気象の特

徴と予測～気象災害を防ぐた

めに～」を講演。

名古屋市天白生涯

学習センター

坪木和久（名古屋大

学地球水循環研究セ

ンター教授）

2015/6/24 NHK放送センター名古屋教室

「ひとの大学」「猛威を振る

う自然 巨大災害に備える」

会場： NHKカルチャー 名古

屋教室

「地球温暖化と気象災害」を

講演。

NHK放送センター 坪木和久（名古屋大

学地球水循環研究セ

ンター教授）

2015/6/27 東京外国語大学アジア・アフ

リカ言語文化研究所

平 成 27 年 度 海 外 学 術 調 査

フォーラム

「温暖化にともなう東シベリ

アの水環境変化 と社会の適

応」を講演。

東京外国語大学ア

ジア・アフリカ言

語文化研究所

檜山哲哉（名古屋大

学地球水循環研究セ

ンター教授）
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2015/7/17 リ ス ク 対 策 .com 【 緊 急 開

催 !!】首都直撃？ 想定を超

えたスーパー台風に企業はど

う備える？

会場：明治薬科大学剛堂会館

ビル1階セミナールーム

「地球温暖化に伴いスーパー

台風はどこまで強くなるの

か」を講演。

リスク対策 .com事

業部

坪木和久（名古屋大

学地球水循環研究セ

ンター教授）

2015/8/22 日本気象学会九州支部・福岡

管区気象台 第 15回気象教室

－異常気象と地球温暖化－

会場：福岡市立中央市民セン

ター

「地球温暖化とスーパー台

風」を講演。

日本気象学会九州

支部

坪木和久（名古屋大

学地球水循環研究セ

ンター教授）

2015/8/25 岡崎高校夏季体験レポート名

古屋大学地球水循環研究セン

ター見学会

会場：名古屋大学地球水循環

研究センター

進路選択の為の体験学習。講

義、海洋プランクトンの顕微

鏡観察、雲レーダの見学、気

象観測気球の放球疑似実習な

ど。

名古屋大学地球水

循環研究センター

髙橋暢宏（名古屋大

学地球水循環研究セ

ンター教授）、増永

浩 彦 ・ 篠 田 太 郎 ・

（名古屋大学地球水

循環研究センター准

教授）他

2015/9/11 平成27年度名古屋市西区防災

講演会「東海豪雨から15年～

あの日を忘れない～」

会場：西文化小劇場

「東海豪雨はなぜ起きたのか

そして将来再び起きるのか:

集中豪雨のメカニズムと地球

暖化に伴う将来の集中豪雨」

を講演。

名古屋市西区役所 坪木和久（名古屋大

学地球水循環研究セ

ンター教授）

2015/9/20 第19回自然科学研究機構シン

ポジウム「宇宙から脳まで

自然科学研究の“ビッグバ

ン”

－コンピューターが切り開く

自然科学の未来－」

会場：名古屋大学豊田講堂

「超大規模シミュレーション

が拓く気象学の最先端」を講

演。

主催：大学共同利

用機関法人自然科

学研究機構

共 催 ： 名 古 屋 大

学、中日新聞社

後援：愛知県教育

委員会

坪木和久（名古屋大

学地球水循環研究セ

ンター教授）

2015/9/25 第134回NEC C&Cシステム SP研

究会「安全・安心な環境とイ

ノベーションを支えるHPC」

会場：三田 NNビル 地下 1階

多目的ホール

地球シミュレータによる台風

研究の発展。

NEC C&Cシス テム

SP研究会

坪木和久（名古屋大

学地球水循環研究セ

ンター教授）

2015/10/14 名東保健所連携 “水”から

考えるなごやの環境～水の環

（わ）の復活をめざして～

なごや環境大学公開講座

「流れる雲、降りしきる雨か

ら見つめる環境〜水循環と私

たちの生活〜」を講演。

名東生涯学習セン

ター

増永浩彦（名古屋大

学宇宙地球環境研究

所准教授）

2015/10/17 愛知学院愛知中学校「土曜講

座の取材」

校外学習の一環として、 1年

生 6名が高橋教授を訪問し、

「大気不安定とゲリラ豪雨に

ついて」の質疑応答と解説を

受け、屋上のレーダ見学と名

大で開催されていたホームカ

ミンデーの展示を見学した。

髙橋暢宏（名古屋大

学宇宙地球環境研究

所教授）

2015/10/24 第 9回気象サイエンスカフェ

in 名古屋

会場：名古屋市科学館

「台風の過去・現在・未来」

を講演。

（公社）日本気象

学 会 中 部 支 部 、

（一社）日本気象

予 報 士 会 東 海 支

部、名古屋市科学

館

坪木和久（名古屋大

学宇宙地球環境研究

所教授）

2015/10/29 江南市立宮田中学校

名古屋近郊総合学習

会場：名古屋大学研究所共同

館6Fミーティングルーム

名古屋近郊総合学習のため、

1年生 5名が高橋教授による

「雲・降水について」の講義

を受けた後、屋上のレーダを

見学した。

髙橋暢宏（名古屋大

学宇宙地球環境研究

所教授）

2016/1/29 第 7回地球研東京 セミ ナー

「人が空を見上げるとき －

文化としての自然」

会場：有楽町朝日ホール

パネルディスカッションにパ

ネリストとして参加。

大学共同利用機関

法人 人間文化研

究機構 総合地球

環境学研究所

檜山哲哉（名古屋大

学宇宙地球環境研究

所教授）
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年月日 記　　事 新聞名

2015/6/7 「スクラムトーク」のコーナーで、坪木教授が猛威をます自然災害にどう立ち向かうべき

かを語る。「生命尊重の姿勢が危機意識を高める」

聖教新聞

2015/6/10 坪木教授グループが地球シミュレータを用いて再現した伊勢湾台風のシミュレーション

が紹介された。

毎日新聞(朝刊)

ウエブサイト

2015/7/19 1面「地球異変　シベリア　突然の大穴」、2面「溶ける凍土　メタンの脅威」 名古屋大

地球水循環研究センターの檜山哲哉教授は「永久凍土の融解が進めば温暖化は加速

し、大地や植物だけでなく人間社会にも大きな影響を及ぼす」と話す。

朝日新聞

2015/9/11 クローズアップ2015 偏西風、低気圧遮る　「線状降水帯」誘発

台風17号の解説。

毎日新聞（東京朝刊）

2015/9/12 「東海豪雨　９・１１忘れない　発生から１５年　追悼の集い」名古屋市西区の西文化小劇

場ホールでは、区の防災講演会「東海豪雨から１５年～あの日を忘れない」に市民三百

人が参加。名古屋大地球水循環研究センターの坪木和久教授（53）が講演した。

中日(朝刊)

2015/8/3

215/9/10

2015/9/13

2015/9/21

第19回自然科学研究機構シンポジウム「宇宙から脳まで　自然科学研究の"ビッグバン

"－コンピューターが切り開く自然科学の未来－」開催：20日　豊田講堂で行われ、坪木

和久地球水循環研究センター教授が伊勢湾台風を再現したシミュレーションなどを説

明

中日(朝刊)

県内版、三重版

2015/10/2 「くらしナビ　気象・防災」欄で坪木教授がスーパー台風の脅威について解説。 毎日新聞(朝刊)

2016/2/20 京都産業大学創立50周年記念

事業 理学部学科再編記念講

演会

会場：京都産業大学むすびわ

ざ館 2階ホール

「集中豪雨は予測できるか？

－最先端気象レーダと大規模

コンピュータを用いた予測研

究の最前線－」を講演。

京都産業大学 坪木和久（名古屋大

学宇宙地球環境研究

所教授）

放送日 番組 放送局 内容 出演

2015/5/11 「グッド！モーニング」

（4:55－8:00、東海地方

では別番組を放送）

テレビ朝日 台風の多数発生に関連して、将来の台風の

強化についてコメント

坪木和久

2015/5/25 ニュース7 NHKテレビ 計算能力が10倍になった第3世代「地球シ

ミュレータ」本格稼働のニュースに関して

坪木教授が取材を受けた

坪木和久

2015/8/26 報道ステーション テレビ朝日 台風15号について解説 坪木和久

2015/9/7 イッポウ CBC 竜巻について解説 坪木和久

2015/9/10 ほっとイブニング NHK名古屋 東海豪雨15年の特集で豪雨について解説 金田幸恵

2015/9/12 NHKスペシャル「緊急報告

列島大水害」

NHKテレビ 関東・東北の大雨災害についての解説 坪木和久

2015/9/14 ほっとイブニング NHK名古屋 東海地方の河川の安全性についてコメント 坪木和久

2015/9/17 BSプレミアム「コズミッ

クフロントネクスト」

NHK BSプレミ

アム

ひまわり8号により観測された気象現象に関

するコメント

坪木和久

2015/9/17 コズミックフロント☆

NEXT

NHK BS ひまわり８号運用開始以降、注目した現象

に関して解説

坪木和久

2015/10/3 週刊ニュース深読み NHKテレビ 台風21号について解説 坪木和久

2015/10/24 ニュース7 NHKテレビ 巨大ハリケーン「パトリシア」について解

説（電話取材）

坪木和久

2015/11/19 おはよう日本 NHKテレビ ＜世界が注目！ネット動画＞で彩雲につい

て解説

髙橋暢宏
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年月日 Webサイト 内容 担当

2015/8/10 アメリカの科学雑誌

"Scientific American"

web版の記事"Deadly

Typhoon Smashes into

China after Damaging

Taiwan"

2015/8/10 気候変動に関するweb

site "Climate Wire"

坪木和久坪木教授の論文"Future increase of

supertyphoon intensity associated with

climate change"(Geophysical Research

Letters)が引用された

2015/11/30 NEWS23 TBSテレビ 坪木教授のグループが作成したスーパー台

風の3次元シミュレーション画像を提供

坪木和久

2015/12/10 ニュースウォッチ9 NHKテレビ 坪木教授のグループが作成した地球温暖化

予測シミュレーションの画像を提供

坪木和久

2016/1/11 ゆうがたLIVEワンダー

防災スペシャル　"関西を

襲う大水害～気象予報

士・片平敦の「その時、

命を守るには」"

関西テレビ 坪木教授が出演し、スーパー台風の日本へ

の上陸の可能性と地球温暖化によって海面

水温が上昇することなどについて解説

坪木和久

2016/2/8 世界まる見え！テレビ特

捜部

日本テレビ 「宇宙へ行こうSP！」監修
増永浩彦

2016/2/11 HTB制作特別番組「TOYAか

ら明日へ！とけてゆくス

イス」

HTB 坪木教授が出演し、温暖化による台風の巨

大化について解説

坪木和久

2016/3/1 東日本大震災から5年 櫻

井翔×池上彰「教科書で

学べない災害」

日本テレビ 坪木教授のグループが作成したスーパー台

風の3次元シミュレーション画像を提供

坪木和久

2016/3/21 世界まる見え！テレビ特

捜部

日本テレビ 「春なのに事件です　ミステリークイズＳ

Ｐ」監修
増永浩彦

2016/3/28 テレメンタリー２０１６

スイス　消えてゆく氷河

～地球温暖化最前線をゆ

く

テレビ朝日

（関東）

坪木教授が出演し、スーパー台風の日本へ

の上陸の可能性と地球温暖化によって海面

水温が上昇することなどについて解説

坪木和久

放送日 番組 放送局 タイトル 出演

2015/8/3 「気分爽快！多田しげお

の朝からPON」「情報サプ

リメント」コーナー

CBCラジオ シベリアの巨大クレーターについて解説 檜山哲哉
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兼職・兼業等 平成 27年度  
 

  
法人等 名称 氏名 区分 兼業及び兼職名

国 気象庁 藤波　初木 兼業 異常気象分析作業部会委員 25.10.01 ～ 27.09.30

国 文部科学省 石坂　丞二 兼業
日本ﾕﾈｽｺ国内委員会自然科学小委

員会調査委員
26.02.28 ～ 28.03.31

北極環境研究コン

ソーシアム
檜山　哲哉

無報酬

兼業

運営委員会副委員長、研究交流WG

長
26.04.08 ～ 27.06.30

公益財団

法人
日本科学協会 石坂　丞二 兼業

笹川科学研究助成海洋･船舶科学

系選考委員
26.04.11 ～ 28.03.31

国立大学

法人

京都大学防災研究

所
石坂　丞二 兼職

京都大学防災研究所協議会委員･3

号委員
26.05.11 ～ 28.05.10

公益財団

法人

環日本海環境協力

センター
石坂　丞二 兼業 環日本海海洋環境検討委員会委員 26.05.12 ～ 28.03.31

大学共同

利用機関

法人

人間文化研究機構

総合地球環境学研

究所

檜山　哲哉 兼職
総合地球環境学研究所地球環境学

リポジトリ事業運営委員
26.05.23 ～ 29.03.31

社団法人 日本気象学会 増永　浩彦 兼職 英文論文誌「気象集誌」編集委員 26.06.17 ～ 28.05.31

社団法人 日本気象学会 篠田　太郎 兼職 天気編集委員会委員 26.06.18 ～ 28.05.31

社団法人 日本気象学会 篠田　太郎 兼職 気象研究ノート編集副委員長 26.06.18 ～ 28.05.31

社団法人 日本気象学会 坪木　和久 兼職 気象災害委員会委員 26.06.25 ～ 28.05.31

一般社団

法人
水文・水資源学会 檜山　哲哉

無報酬

兼業

理事・編集出版委員会アドバイ

ザー
26.09.26 ～ 28.09.30

日本学術会議 檜山　哲哉 兼職
地球惑星科学委員会IUGG分科会

IAHS小委員会委員
26.12.26 ～ 29.09.30

日本学術会議 檜山　哲哉 兼職

地球惑星科学委員会　地球惑星科

学国際連携分科会IASC小委員会委

員

27.01.29 ～ 29.09.30

日本学術会議 檜山　哲哉 兼職

環境学委員会・地球惑星科学委員

会合同IGBP・WCRP・DIVERSTAS合

同分科会　iLEAPS小委員会委員

27.02.27 ～ 29.09.30

日本学術会議 檜山　哲哉 兼職

環境学委員会・地球惑星科学委員

会合同IGBP・WCRP・DIVERSTAS合

同分科会　Clic小委員会委員

27.02.27 ～ 29.09.30

日本学術会議 増永　浩彦 兼職

環境学委員会・地球惑星科学委員

会合同IGBP・WCRP・DIVERSTAS合

同分科会　MAHASRI・GEWEX小委員

会委員

27.02.27 ～ 29.09.30

南山大学 三野　義尚 兼業
非常勤講師「地球科学A1・A2」担

当
27.04.01 ～ 27.09.13

国立研究

開発法人
海洋研究開発機構 坪木　和久 兼業

シームレス環境予測研究分野　招

聘主任研究員
27.04.01 ～ 28.03.31

大学共同

利用機関

法人

人間文化研究機構

総合地球環境学研

究所

檜山　哲哉 兼職 特別客員教員　客員教授 27.04.01 ～ 28.03.31

公益社団

法人
日本地下水学会 檜山　哲哉 兼職 代議員 27.04.01 ～ 29.03.31

期間
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三重大学大学院生

物資源学研究科
石坂　丞二 兼職

三重大学大学院生物資源学研究科

附属練習船教育関係共同利用運営

協議会委員

27.04.01 ～ 28.03.31

国

日本ﾕﾈｽｺ国内委員

会自然科学小委員

会IHP分科会ﾕﾈｽｺ･ｱ

ｼﾞｱ太平洋地域IHPﾄ

ﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｺｰｽWG

檜山　哲哉 兼職
IHP分科会ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｺｰｽWG委員会委

員
27.04.03 ～ 28.03.31

国

日本ﾕﾈｽｺ国内委員

会自然科学小委員

会IHP分科会ﾕﾈｽｺ･ｱ

ｼﾞｱ太平洋地域IHPﾄ

ﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｺｰｽWG

石坂　丞二 兼職
IHP分科会ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｺｰｽWG委員会委

員
27.04.03 ～ 28.03.31

一般財団

法人
河川情報センター 坪木　和久 兼職 Xバンドレーダ分科会委員 27.04.21 ～ 28.03.31

国立研究

開発法人
情報通信研究機構 髙橋　暢宏 兼業 統括（短時間研究員） 27.05.01 ～ 28.03.31

大学共同

利用機関

法人

人間文化研究機構

総合地球環境学研

究所

檜山　哲哉 兼職 共同研究員 27.05.08 ～ 28.03.31

学校法人 椙山女学園大学 坪木　和久 兼業 非常勤講師 27.05.09 ～ 27.05.09

公益財団

法人

環日本海環境協力

センター
石坂　丞二 兼業 調査研究委員 27.05.14 ～ 28.03.31

日本エヌ・ユー・

エス株式会社
石坂　丞二 兼業

平成27年度海洋環境モニタリング

調査検討会検討員
27.05.20 ～ 28.03.25

一般財団

法人

ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝ

ﾀｰ
石坂　丞二 兼業

地球観測衛星利用拡大のための地

球観測利用戦略ｺﾐｭﾆﾃｨ形成に関す

る分科会委員

27.05.22 ～ 28.03.31

国立研究

開発法人
海洋研究開発機構 坪木　和久 兼職 業務協力者 27.06.08 ～ 28.03.31

獨協大学 檜山　哲哉 兼業
学外講師「全学総合講座（環境

学）」講義
27.06.02 ～ 27.06.09

国 気象庁 増永　浩彦 兼職
ひまわりデータ利活用のための作

業グループ（大気）委員
27.06.22 ～ 28.03.31

国立研究

開発法人

宇宙航空研究開発

機構
髙橋　暢宏 兼職

PMM/GPM利用検討委員会、後継

ミッション分科会、利用推進分科

会

27.06.23 ～ 28.03.31

株式会社ＮＨＫ文

化センター名古屋

総支社

坪木　和久 兼業
大河講座「ひとの大学」講義　講

師
27.06.24 ～ 27.06.24

南山大学 藤波　初木 兼業
非常勤講師「地球科学B1・B2」担

当
27.09.14 ～ 28.03.15

学校法人 名城大学 古澤　文江 兼業
非常勤講師　理工学部「熱・光環

境論」
27.09.14 ～ 28.03.31

名古屋市天白生涯

学習センター
坪木　和久 兼業 平成27年度前期主催講座講師 27.06.23 ～ 27.06.23

次世代安心・安全

ICTフォーラム
髙橋　暢宏

無報酬

兼業
センシング技術部会長 27.07.02 ～ 28.03.31

株式会社　新建新

聞社
坪木　和久 兼業 セミナー講師 27.07.17 ～ 27.07.17

国立研究

開発法人

宇宙航空研究開発

機構
石坂　丞二 兼職

GCOM/SGLI 利用ワーキンググルー

プ委員会委員
27.07.31 ～ 28.03.31
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国立研究

開発法人

宇宙航空研究開発

機構
石坂　丞二 兼業

海洋・宇宙連携委員会E2Eユーザ

グループ（水産・沿岸環境）委員
27.08.07 ～ 28.03.14

公益社団

法人

日本気象学会　九

州支部
坪木　和久 兼業 気象教室での講演 27.08.22 ～ 27.08.22

日本エヌ・ユー・

エス株式会社
石坂　丞二 兼業

平成27年度 東日本大震災に係る

モニタリング調査検討会
27.08.24 ～ 28.03.25

一般財団

法人

高度情報科学技術

研究機構
坪木　和久 兼業

利用研究課題審査委員会レビュ

アー
27.09.17 ～ 28.03.31

大学共同

利用機関

法人

自然科学研究機構 坪木　和久 兼業
第19回自然科学研究機構シンポジ

ウムにおける講演
27.09.20 ～ 27.09.20

NEC C&C システム

SP研究会
坪木　和久 兼業

第134回NEC SP研究会における講

演
27.09.25 ～ 27.09.25

国 気象庁 藤波　初木 兼業 異常気象分析作業部会委員 27.10.01 ～ 29.09.30

名古屋市教育委員

会生涯学習部
増永　浩彦 兼業 公開講座講師 27.10.14 ～ 27.10.14

ウェザー・サービ

ス株式会社
坪木　和久 兼業

平成27年度「花粉飛散予測および

動態に関する検討会検討委員
27.12.14 ～ 28.03.31

東海大学情報技術

センター
髙橋　暢宏

無報酬

兼業
EarthCARE委員会委員 28.01.12 ～ 28.03.31

東海大学情報技術

センター
大東　忠保

無報酬

兼業
EarthCARE委員会委員 28.01.12 ～ 28.03.31

国立研究

開発法人
海洋研究開発機構 相木　秀則 兼職 客員研究員 28.01.15 ～ 28.03.31

鹿児島県長島町役

場
石坂　丞二

短期

兼職
講師 28.02.15 ～ 28.02.15

京都産業大学 坪木　和久
短期

兼職
講演講師 28.02.20 ～ 28.02.20

国立研究

開発法人

宇宙航空研究開発

機構地球観測研究

センター

髙橋　暢宏
短期

兼職

GCOM/AMSR後継機サイエンスチー

ム委員会委員
28.02.19 ～ 28.02.19
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