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究」（SIGMA プロジェクト）の紹介, 日本気象学会 2012 年度秋季大会, 2012 年 10 月, 北
海道札幌市 

  衛星搭載熱赤外域バンドを用いた雪氷面上可降水量の抽出手法の検討, 日本気象学会

2012 年度秋季大会, 2012 年 10 月, 北海道札幌市 
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Radar, 8th International Symposimu on Tropospherc profiling, 2012 年 9月, イタリア, 
ラクイラ 
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「環境放射能」研究会, 2013 年 2 月 27 日, 茨城県つくば市 
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  Detection and prediction of climate changes, International Conference on 
Sustainability Science in Asia 2013, 2013 年 2 月, オーストラリア, キャンベラ 
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