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（様式４－１） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成 25 年 2 月 26 日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局 独立行政法人海洋研究開発機構 

地球環境変動領域 

（ふりがな）                       じょ けんせい 

職・氏 名   主任研究員  徐 健青    
 

1. 事 業 名 相手国（ 中国 ）との共同研究  振興会対応機関（ NSFC ） 

2. 研 究 課 題 名 衛星と地上気象データを用いたチベット高原ナム湖周辺の熱・水循環過程に関する研究     

3. 全 採 用 期 間 

平成 22 年 4月 1日 ～ 平成 24 年 12 月 31 日 （2年 9ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額 4,500,000 円 

初年度経費 1,500,000 円， ２年度経費 1,500,000 円， ３年度経費 1,500,000 円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額      円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

萩野谷成徳 

桑形恒男 

石郷岡康史 

藤井秀幸 

原 政之 

若月泰孝 

上野健一 

西脇夏樹 

栗林正俊 

小林和彦 

気象庁気象研究所   主任研究官 

独立行政法人農業環境技術研究所 上席研究員 

独立行政法人農業環境技術研究所 主任研究員 

独立行政法人宇宙航空研究開発機構 主任研究員 

独立行政法人海洋研究開発機構 技術研究主事 

筑波大学生命環境科学研究科 地球環境科学専攻 助教 

筑波大学生命環境科学研究科 准教授 

筑波大学生命環境科学研究科 地球環境科学専攻 博士 1年 

岐阜大学流域圏科学研究センター 学術研究補佐員 

東京大学農業生命科学研究科 教授 
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（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名  中国科学院チベット高原研究所・教授・康世昌 (Kang Shichang)     

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

LIU Jingshi 

ZHOU Shiqiao 

ZHANG Guoshuai 

ZHANG Yulan 

Zhang Yinsheng 

中国科学院チベット高原研究所  教授 

中国科学院チベット高原研究所  准教授 

中国科学院チベット高原研究所  院生 

中国科学院チベット高原研究所  院生 

中国科学院チベット高原研究所  教授 

 

 

 

6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

研究目的 

日本を含むアジアの多くの地域に影響する梅雨はモンスーン気候と連動している。モンスーン気候はア

ジア大陸中央部のヒマラヤ・チベット山塊が地球の大気の流れを阻害することによって，生み出した。チベ

ット高原は大気との相互作用を通じて多量の運動量・熱・水蒸気を交換し，大気大循環や気候変動に影響を

及ぼし，グローバルな気候に対して大きな役割を果たしている。本研究は衛星データと地上データによるチ

ベット高原全体の広域水循環諸過程を解析し，高解像気候モデルでの物理過程改良を図った。いままで，熱・

水収支の季節・年々変動解析によって，チベットの深い湖は冬季多量な水蒸気を放出していることを定量・

定性的に解明した。また，衛星データを利用して，チベット高原全体の長期・広域の水循環諸過程を解明す

ることを試みている。チベットには 1km2 以上の湖が 1091 個存在し，その合計面積はチベット全体の 3.75%

を占める。本研究では詳細な現地観測データと最新の衛星データを活用して，チベット高原最大の湖である

ナム湖周辺における大気－陸面間の熱・水循環について詳細に調べた。また高原中央部の大小の湖が点在す

る地域（湖沼地帯）を対象として，衛星データやナム湖での解析手法を活用することによって，より広域に

おける大気－陸面間の熱・水循環を解析し，その特徴を解明する。ナム湖ならびにチベット高原中央部の湖

沼地帯における詳細な解析を通して，チベット高原上の熱・水循環や気候変動におよぼす湖の役割について

理解する。 

実施状況 

2010 年: 

4－9 月，ナム湖流域及び周辺における既存気象・水文・氷河などの観測データを収集する（Kang，Zhang），

衛星データの解析を行う（藤井，萩野谷），熱・水収支モデルを改良する（徐，萩野谷，桑形） 

5 月，日本気象学会春季大会にて研究報告をする（萩野谷）。 

6 月，中国側の研究者(Kang ら 6 名)を当機構横浜研究所へ招聘し，研究打ち合わせと地表面熱・水収支の

観測と解析トレーニングを行った。 

7 月，日本側の研究者は中国のチベット・ラサで開催するワークショップ 2nd International Workshop on Energy 

and Water Cycle over the Tibetan Plateau and High-elevations Lhasa, China, 19-21 July, 2010，と The Forth 

International Workshop on Catchment-scale Hydrological Modeling and Data Assimilation 21-23 July 2010, Lhasa, 
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China に出席し，この共同研究のいままでの成果を講演した（萩野谷，徐）。また，会議の後，ナム湖観測現

場に行き，観測機器の設置状況を確認した（桑形，萩野谷，徐） 

8 月，中国北京へ出張し，中国科学院チベット高原研究所にて研究紹介を行った（徐）。 

10 月，日本気象学会秋季大会にて研究報告をした（徐）。 

2011 年: 

5 月，日本気象学会春季大会にて研究報告をした（萩野谷，徐）。 
6 月，チベット研の研究者（Zhang）を日本に招聘する。ナム湖岸観測（風向，風速，気温，湿度，雨量，

気圧）の機器取り付けのトレーニングと研究打ち合わせなどを行った（前年度の予定だったが，地震の影響
によって延期した）。 

7 月，中国蘭州へ出張し，中国科学院寒区旱区研究所にてデータ収集と研究紹介を行った（徐）。 

2012 年: 

5 月，日本気象学会春季大会にて研究報告をした（萩野谷，徐）。 
6 月，日本側の研究者（萩野谷，桑形，石郷岡，原，徐）はナム湖へ出張し，現地でデータ収集，機器の

メンテナンスを行う予定だったが，中国政府が 外国人のチベット入りを禁止したため，実行できなかった。
結局，研究代表者の徐一人でナム湖に行き，データ収集，機器のメンテナンスを行い本研究への影響は避け
られた。 

8 月，徐は中国科学院チベット高原研究所へ行き，中国側の研究者と研究打合せした。 
10 月，日本気象学会秋季大会にて研究報告をした（萩野谷，徐）。 
12 月，中国側研究者を日本に招聘した。ナム湖岸観測（風向，風速，気温，湿度，雨量，気圧）の機器取

り付けのトレーニングと研究打ち合わせなどを行った（Zhang Yinsheng，Liu Jingshi，Guo Junming, Zhang 
Qibing）。 

 

成果 

本研究これまでに，チベット高原の三つの湖（ナム湖，Yamdrok 湖，Siling 湖）に関する熱・水収支を調

べた。 

1. 最近 50 年間，湖の流域の気温は上昇傾向である。日平均，日最高，日最低気温の上昇率はほぼ同じで，

上昇幅は 1.2 ～ 1.5 ℃ /50 年間であった。 

2. 湖面に入射する正味放射量は湖の間で大差がなく，陸地の約 1.4 倍で，ピークは 5月である。 

3. 陸地に比べて貯熱量の寄与が大きいことが湖の特徴である，特に深い湖での貯熱量の寄与が大きい。 

4. 浅い湖からの年間蒸発量（潜熱）がもっとも大きく，降水量の 3倍で，陸地からの蒸発量の 3.7 倍，深

い湖からの蒸発量の 1.4 倍である。逆に浅い湖からの顕熱は最も小さい。 

5. 湖の夜の温度は気温より高く，これは対流活動に影響を及ぼすであろう。 

6. 浅い湖は大気に対して，モンスーン期に多量の潜熱を放出している。一方で深い湖は，モンスーン期終

了後に多量の潜熱と顕熱の両者で大気を加熱している。すなわちポストモンスーン期（秋～初冬）の深い湖

は，チベット高原のホットスポットの役割を持っている 

7. 近年 Siling 湖の面積拡大の原因は降水量の増加による可能性が大きい。Siling 湖流域の降水量は増加

傾向にある。60 年代の平均年降水量は 220mm であったが，最近 20 年間は 350mm である。降水量の増加によ

って，この流域の気候湿潤度（＝降水量/ポテンシャル蒸発量）は増加傾向にある。この傾向は Yamdrok 湖流

域と同じであるが，増加率ははるかに大きい。最近 10 年間の WI は 0.25 で，60 年代の 0.15 より 0.1 も増加

した。降水量の増加の原因は雲量であろう。Siling 湖域の総雲量は減少傾向にあるが，低雲量は増加傾向で

あり，近年の雲のパターンが変化したと思われる。 

8. 冬季のナム湖周辺は気温が低く，とても乾燥している。気候条件の厳しさは冬季の南極に相当する。こ

の研究で，初めて商業電源による精密な観測で，冬季のナム湖の連続気象データを観測した。 

 


