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会 2008年度秋季大会 
山崎明宏  ・福岡でのエアロゾル光学特性 2008年春季集中観測期間中の炭素成分分析結果, 日本気象学

会 2008年度秋季大会 
山崎 明  ・Aftershock observation of the 2004 off the Kii Peninsula earthquake using ocean bottom 

seismometers, The 7th General AsseInbly of Asian Seismological Commission 
      ・Seismicactivity around the Nankai trough axis south off the Kii Peninsula obtained by 

ocean bottoln seismometers, The 7th General AsseInbly of Asian Seismological 
Commission 

      ・絶対観測室内の磁気異常とその時間変化について, 日本地球惑星科学連合 2008年大会 
      ・海底地震計の海底電磁気観測への活用について, 平成 20年度Conductivity Anomaly 研究
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      ・地震発生前の静穏化をどのように解釈するか, 日本地球惑星科学連合 2008年大会 
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      ・台風の発生数や強度の変化に関する話題, 2007年災害研究フォーラム 
      ・Global Warming and the tropical cyclone climatology as simulated in a 20-km¥mesh 

global atmospheric model, The 1st International Summit on Hurricanes and Climate 
Change 
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