
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２０年度 実施報告書 

 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 京都大学生存圏研究所 

インドネシア拠点機関： インドネシア航空宇宙庁 

インド拠点機関： 国立大気科学研究所 

 

２．研究交流課題名 

（和文）： 赤道大気圏のアジア域地上観測ネットワーク構築                      

                   （交流分野：地球惑星科学        ）  

（英文）： Elucidation of ground-based atmosphere observation network in equatorial 

Asia  

                   （交流分野：Earth and planetary Sciences）  

 研究交流課題に係るホームページ： 

http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/radar-group/aaplat/                                        

 

 

３．開始年度 

平成 20 年度（  1 年目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：京都大学生存圏研究所 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：生存圏研究所・所長・川井秀一 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：生存圏研究所・教授・津田敏隆 

 協力機関：独立行政法人情報通信研究機構, 北海道大学, 独立行政法人海洋研究 

開発機構, 首都大学東京, 弘前大学, 大阪電気通信大学, 名古屋大学 

 事務組織：京都大学国際部国際交流課 

 

相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 

（１） 国 （地域）名：インドネシア 

拠点機関：（英文）National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN) 

      （和文）インドネシア航空宇宙庁 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Deputy Chairman・Tejasukmana  

Bambang Sukmana 
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 協力機関：（英・和文）Institute of Technology Bandung (ITB)・バンドン工科大学, 

Andaras University・アンダラス大学,  

Agency for the Assessment and Application of Technology of  

The Republic of Indonesia (BPPT)・インドネシア科学技術応用  

評価庁,  

Indonesian Institute of Sciences・インドネシア科学院 

 

（２） 国 （地域）名：インド 

拠点機関：（英文）National Atmospheric Research Laboratory (NARL) 

      （和文）国立大気科学研究所 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Director・Achutan Jayaraman 

 協力機関：（英・和文）Osmania University・オスマニア大学,  

Sri Venkateswara University・スリ・ベンカテスワラ大学 

 

５．全期間を通じた研究交流目標 

赤道域の大気圏は地球環境変動を駆動する大変重要な役割を果たしている。京都大学生存

圏研究所をはじめ多くの日本人研究グループが、赤道大気圏の力学過程、化学組成、電磁

気現象の地上観測を国際共同で 1980 年代末より既に 20 年近く展開してきている。主な対

象国はインドネシア、インド、ベトナム、タイなどのアジア諸国で、太平洋からインド洋

にまたがる赤道域に広く展開している。 

従来の「国際共同研究」では観測装置類を日本からアジア諸国に持込み、観測実施につ

いて各国の協力を得ていた。また、観測データは共有するにしても、高度なデータ解析お

よび先端的研究課題の追求は主に日本側で行われた。その結果、先進国と発展途上国との

間の「南北問題」が地球科学の分野にも生じかねない。 

本研究提案「赤道大気圏のアジア域地上観測ネットワーク構築（Elucidation of 

ground-based atmosphere observation network in equatorial Asia）」では、この状況を

改善すべく、赤道大気圏の重要性に関するセミナーを開催して先端研究課題の動向を共に

議論し、観測結果の科学的解釈について共同研究を行う。同時に大気圏の様々な地上観測

装置ならびにデータ処理・解析に関する技術移転を進める。これらの交流を統合して、各

国に研究グループおよび研究指導者を育成し、こられを束ねて各国間の研究連携を深める

べく国際ネットワークを構築する。最終的に、各国の研究者の自発的意思により赤道大気

圏の観測的研究が立案・実施され、独自の科学的成果を世界に発信できることを目指す。 

本事業を実施し発展させることにより、アジア域において大気圏観測ネットワークを長期

継続的に展開し、地球環境変化に重要な役割を果たしている赤道大気の振る舞いを国際共

同研究する高度人材ネットワークが創成されると期待される。 
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６．平成２０年度研究交流目標 

本プログラムでは、最終的に、各国の研究者の自発的意思により赤道大気圏の観測的研

究が立案・実施され、独自の科学的成果を世界に発信できるようになることを目指す。そ

の基礎として、平成 20 年度は、セミナー及び共同研究を通じて、東南アジアの研究者が、

観測実施に協力するだけでなく、自ら観測結果をもとに科学研究を遂行するための基礎を

身につけるようになることを目標とする。インドについては、自発的な研究を行うレベル

まで既に達しているので、共同研究を通じて我々の観測技術・解析技術を移転し、これま

でより高いレベルで研究が行えるようにする。これにより、今後対等に大気科学と環境監

視技術を発展させられるようになる基礎を築くことを目標とする。 

セミナーとして二回の集中講義、ワークショップを一回開催する予定であったが、現地研

修一回を追加実施する。第一回目の集中講義では大気の観測的研究の基礎である湿潤大気

の気象学とレーダーリモートセンシングについて基礎から講じる。さらに実地研修として

インドネシアの赤道大気レーダー観測所においてデータ解析の実習を行うことで、観測遂

行から科学研究までの一連の過程が身につくようにすることを目的とする。第二回目の集

中講義では光を用いた大気と雲・エアロゾルの観測と研究について、集中講義形式で体系

的に講じる。これは、様々な光学的手法を駆使して独自の成果を発信できる研究者輩出の

礎を築くことを目的とする。さらに日本および東南・南アジアの一線級の研究者を集めて、

研究発表及び討議を行うワークショップを開く。1980 年代後半より数回にわたってインド

ネシア国内で開催した「インドネシア地域における赤道大気観測に関する国際シンポジウ

ム」と同様に、若い研究者・学生を刺激して、アジア各国および日本人の次世代研究者を

育成に繋げることを目標とする。 

本課題の重点三分野「大気圏の力学過程」、「大気圏の化学組成と輸送・微物理過程」、「大

気圏の電磁気学的現象」の共同研究を開始する。日本に招聘しての共同研究においては、

京都大学の MU レーダーなど、世界最高峰の観測設備を用い、最新の手法を使って観測デー

タを処理する高度な観測を行う。これにより技術移転を行い、各国独自で先端的な研究が

行えるようになり、日本とアジアの協力関係もより確固としたものとなることを目ざす。

さらに、セミナー・ワークショップでの訪問時に、大気圏観測ネットワークを長期継続的

に展開し、赤道大気を国際共同研究する高度人材ネットワークを創成するための研究交流

を行う。 

 

７．平成２０年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

インドの国立大気科学研究所(NARL)より V. Anandan 研究員を日本に招聘し、京都大

学の MU レーダーによる空間・周波数干渉計観測の新しい手法を用いた観測を行った。

また NARL の T.V.C.Sarma 博士を別経費（JSPS 論博プログラム）で来日させ RASS(Radio 

Acoustic Sounding System)に関する開発や解析に関する共同研究及び MU レーダーで
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の観測実習を行い、本経費によりインドネシアでのワークショップに参加させた。こうし

てMUレーダー中心に開発された本手法をNARLの大気レーダーにも適用するための協力

体制を築いた。一方、津田が 7 月と 10 月に NARL を訪問し（別経費）、MU レーダー中心に

開発された本手法を NARL の大気レーダーに技術移転する共同研究を進めた。特に、NARL と

京都大学・生存研の間で学術交流協定(MOU)を 10 月に交換するに至り、インドとの高いレ

ベルの研究を実施するための協力体制を築いた。 

またバンドンで行われたインドネシア研究者向けの集中講義により、レーダーデータ

の解析、大気観測用レーダーの開発やデータ利用分野における、日本・インドネシア研

究者の人的ネットワークが構築された。また第一回集中講義の成績優秀者を選抜し、大

気レーダーに関する観測実験と実践的解析演習を行うセミナーをブキティンギの赤道大気

レーダー観測所により OJT(On-the-Job Training)形式で実施した。これにはインドネシア

国内の参加者だけでなく、インドから NARL の Dr. P. Srinivasulu を招聘して、インドネ

シア、インドからの参加者、日本人講師間で人的交流が行われた。また第一回集中講義を

優秀な成績で終えた LAPAN の Mr. Wendi を、日本に短期招聘しドップラーレーダーデー

タ解析法についての研修を実施した。 

日本側が開発・設置したライダー装置が LAPAN に設置されており、これについて日本、

インドネシア間の協力体制維持、及びオゾンライダーを用いた研究実施の可能性につい

て今後検討していくことを確認した。 

 

７－２ 学術面の成果 

インドネシアにおいて対流圏から超高層大気にいたる大気の地上からリモートセン

シングについて体系的にセミナーを行なうことでインドネシア各所での観測およびそ

れらのデータ解析を行なって研究進める上で重要となる知識を身につけることができ

た。特に国際レベルの研究発表を行なうには今回のセミナーで得た知識は極めて重要で

ありインドネシアでの今後の研究発展において有益であると思われる。 

インドネシアを中心とする研究者向け講義を通してインドネシアを中心とする赤道

域の大気現象への理解への学問的情熱が高まり、データ利用や将来構想を含めた議論を

深めることができた。特に、第一回集中講義では、降雨現象の講義を通じて、インドネ

シア研究者・日本人研究者の間での大気観測用レーダーの開発やデータ利用に関して将

来構想を含めた議論がなされた。第二回集中講義では、2000 年以降に出版されたリモ

ートセンシングによる雲・降水観測についての論文を用いて講義を行った。また、イン

ドネシアにおけるオゾンライダーを用いた対流圏ー成層圏物質交換に関する研究の可

能性についてフリーディスカッションを行い議論を深めた。 

また、共同研究 R－08-1 に基づき、インドの V. Anandan 研究員を日本への招聘し、

MU レーダーによる干渉計観測を実施した。また、インドの T.V.C.Sarma との RASS の共

同研究 MU レーダー実習を実施しその成果はワークショップで講演された。これにより

MUレーダー中心に開発された最先端の観測手法をNARLの大気レーダーに適用すること
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が可能となり赤道大気物理学の理解が大いに進むことが期待される。 

 

７－３ 若手研究者養成 

本年度に実施されたインドネシア研究者向け講義では、若手研究者のみならず、大学

教員・大学院学生が参加しておりインドネシアにおける若手研究者の養成に寄与した。

また第一回集中講義を優秀な成績で終えた若手研究者１名（Wendi）を、日本に短期（3

週間）招聘し、ドップラーレーダーデータ解析法について特訓を行った。その際、用い

たプログラムとデータは持ち帰ってもらい、引き続き、解析を進めてもらうことにし、

今後も、インターネットを通じて討議と指導を継続することとした。 

集中講義や現地研修の講師となった日本側の若手研究者にとってもインドネシアで

講義を行うことによりインドネシア研究者との人的ネットワークを構築するのにも寄

与した。若手の講師にとっては初めての海外での集中講義であり、講義、質問、議論を

通じて多くの経験を得ることができた。 

本事業の参画研究者が指導したインドネシア人研究者（インドネシア科学技術応用評

価庁・研究官・Tri Handoko Seto）氏が、京都大学博士（理学）を取得した。 

 

７－４ 社会貢献 

交流相手国が地球環境変動に積極的に取組むことは、国際的地位の向上をもたらし長

い意味で国民生活に好影響をもたらす重要な取組みである。本講義を通じて、そういっ

た問題意識を持った気概のある若者を発掘し育成することに貢献できたものと考えて

いる。 

例えば、インドネシア航空宇宙庁（LAPAN）はウインドプロファイラの開発を進めつ

つあるが、本課題での、日本側の観測技術や解析結果の講義は、その開発促進に効果的

であったと考えている。また、インドとの関係では大気温度測定システムの開発があり、

本プログラムによる人材交流は開発促進に資するところが少なくない。 

これらの取組みにより、アジア域での大気観測ネットワークの構築および人材育成を

図り、将来にわたって安定的なデータ収集・解析を可能とすることで、たとえば集中豪

雨の予報精度の向上や台風発生発達・進路予報の改善など、アジア域の広範囲における

国民生活の改善に資することができるものと期待している。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 本年度のインドネシアでの講義では、インドネシアで展開する観測およびその大気科

学的意義の基礎について講義を行ったが、。インドネシア人が論文を執筆まで研究レベ

ルを高めるには、さらに引き続き日本―インドネシアの研究者の密接な交流を行うこと

が不可欠である。今後も、意欲がある若手研究者を見いだし、日本に招聘し研究発表や

研修をさせることで国際的レベルの研究に触れる機会を与えることが重要であろう。 

また今年度の講義においては受講者のレベルや英語の理解レベルにかなりの差があっ
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た。受講者間で知識を仲間同士で共通できるような講義方法を考えるなど工夫が必要で

あろう。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数    １件 

   うち、相手国参加研究者との共著  0 件 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの  0 件 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 

８．平成２０年度研究交流実績概要 

８－１ 共同研究 

R-08-1 「大気圏の力学過程」を開始し、京都大学の MU レーダーを用いた大気乱流の

微細構造の研究を行った。インドの国立大気科学研究所(NARL)より V. Anandan 研究員

を日本に招聘し、京都大学の MU レーダーによる空間・周波数干渉計観測の新しい手法

を用いた観測を行った。MU レーダー中心に開発されている本手法をインド人研究者が

習熟することでインドへのレーダー観測及び解析の技術移転が図られた。 

また、インドネシア、インドに展開されている MLT レーダーネットワークによる観測を

共同で行った。 

R-08-2 「大気圏の化学組成と輸送・微物理過程」を開始し、インドネシアにおける

雲レーダーおよびライダーによる観測データをもとにした共同研究を行った。今年度は、

インドネシア研究者が 3 週間日本に滞在し、実際の観測データを用いてプログラムの操

作実習を行った。また対流圏における水蒸気・エアロゾルの高度および水平分布を連続

観測する技術開発について討議した。 

R-08-3 「大気圏の電磁気学的現象」を開始し、下層大気と電離層の共同観測により

電離層擾乱の発生・成長機構を研究した。また、インドネシアとタイの赤道共役点にお

けるアイオノゾンデ同時観測により、電離層構造、および擾乱の特性を研究した。 

 

８－２ セミナー 

S-08-1-1「JSPS アジア・アフリカ基盤形成事業 大気と雲の科学とレーダー観測セミ

ナー・実習」を開催し、インドネシア・バンドンのインドネシア航空宇宙庁において

“Cloud science and radar observation of the atmosphere”の表題で集中講義が実

施された。インドネシアからは、国立研究機関・大学・気象庁などから 60 名近い参加

があった。藤吉康志（北海道大学・低温科学研究所・教授）及び山本真之（京都大学・

生存圏研究所・助教）による講義が行われ、講義中は常に受講者と講師による活発な質

疑応答があった。 

S-08-1-2 第一回講義の成績優秀者を対象にスマトラ島の赤道大気レーダー観測所

においてレーダー観測と科学的解釈のための解析実習を追加実施した。実習を通じ、大
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気レーダーのハードウエア及び運用方法についてて理解を深めるとともに、観測実習を

通じて得られたデータを用いて大気パラメータを実際に導出し、観測、解析、科学的解

釈までをインドネシアを中心とする参加者が体系的に習得できるものとなった。 

S-08-2 インドネシア・バンドンのインドネシア航空宇宙庁において、「JSPS アジア・

アフリカ基盤形成事業 大気と雲の光学観測セミナー」を集中講義形式のセミナーとし

て開催した。インドネシアからは、国立研究機関・大学・気象庁などから 40 名以上の

参加があった。防衛大学校岩崎杉紀助教、気象研究所中里真久主任研究官および京都大

学生存圏研究所中村卓司准教授の３名が講義を担当し、多くの若手研究者にとって刺激

的な最新の講義を行なうことができたと思われる。 

S-08-3「JSPS アジア・アフリカ基盤形成事業赤道大気圏のアジア域地上観測ネット

ワークワークショップ」をバンドンの LAPAN で開催し、赤道大気及び電離圏に関する地

上、衛星観測に関する日本、東南・南アジア各国の一線級の研究を網羅した研究会を行

い、日本から 8 名、インドから 2 名、ベトナムから 1 名の参加者を含む 80 名以上の参

加者を得た。前半の 3月 2-3 日には単独で、3 月 3日の午後からは科学技術振興調整費

「東南アジア地域の気象災害軽減国際共同研究」（代表：余田成男・京都大学理学研究

科教授）との共催でワークショップを開催した。 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

国内で本プログラムのための打合せを行った。本年度派遣する藤吉康志・北海道大学

教授を京都大学（宇治市）に招聘した。S-08-3 のため 12 月と 1月に東京にて講演内容

等について打ち合わせを行い、1 月末にはインドネシア LAPAN の WS 開催会議に出席し

た。また TV 会議を活用して他の共同研究者、研究協力者の参加を仰ぎ交流に努めた。 
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・人日数 

９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日）         

        派遣先 

派遣元 
日本 

インドネ

シア 
インド 

タイ 

（日本）

ベトナム 

（日本） 
合計 

日本 
実施計画  7/44 0/0   7/44 

実績 11/63    11/63 

インドネ

シア 

実施計画 1/11  0/0   1/11 

実績 1/28    1/28 

インド 

実施計画 2/22 2/10    4/32 

実績 1/8

（2/93） 

2/13   3/21

（2/93） 

タイ 

（日本） 

実施計画  1/5    1/5 

実績      

ベトナム 

（日本） 

実施計画  1/5    1/5 

実績  1/6   1/6 

合計 

実施計画 3/33 11/64 0/0   14/97 

実績 2/36

（2/93） 

14/82    16/118 

（2/93） 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  2／4 （人／人日）   3／5（人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 

１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－08-1 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）大気圏の力学過程 

（英文）Dynamical processes in the atmosphere 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）津田 敏隆・京都大学生存圏研究所・教授 

（英文）Toshitaka Tsuda・RISH, Kyoto University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

M. Venkat Ratnam・インド国立大気科学研究所・研究員 

Tri Wahyu Hadi・バンドン工科大学・講師 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 インド インドネシア 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画
 

   

実績  1/5 1/5 

イ ン

ド 

実施計画 1/11 
 

 1/11 

実績 1/8（1/85）  1/8（1/85）

インド

ネシア 

実施計画   
 

 

実績    

合計 
実施計画 1/11   1/11 

実績 1/8（1/85）  1/5 2/13（1/85）

② 国内での交流       人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

大気レーダーを用いて対流圏、および中間圏・下部熱圏(MLT)領域の力学

過程の研究を行った。インドの国立大気科学研究所(NARL)より V. 

Anandan 研究員を招聘した。MU レーダーによる空間・周波数干渉計観測

の新しい観測手法を用いて大気乱流の微細構造を研究した。また NARL

の T.V.C.Sarma 博士を別経費（JSPS 論博プログラム）で来日させ

RASS(Radio Acoustic Sounding System)に関する開発や解析に関する

共同研究及び MU レーダーでの観測実習を行った。こうして MU レーダ

ーを中心に開発されてきた当手法を、NARL の大気レーダーに適用できる

ように技術移転を計った。これにより赤道域での大気乱流微細構造を観

測することを可能となると期待される。 

またインドネシア、インドに展開されている MLT レーダーネットワー

クによる観測結果を共同で解析しその地域特性を調べる研究を進めた。

特に、2008 年 12 月に津田教授が、インドネシア西カリマンタンのポン

チアナ で連続運用されている MF レーダー観測所を現地調査し、長期間
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データの 解析に関する共同研究を推進した。 

日本側参加者数  

11 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（インドネシア）国(地域)側参加者数 

4 名 （１４－２インドネシア国側参加研究者リストを参照） 

（インド   ）国(地域)側参加者数 

6 名 （１４－３インド国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－08-2 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）大気圏の化学組成と輸送・微物理過程 

（英文）Composition, transport, and microphysics in the atmosphere

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）塩谷 雅人・京都大学生存圏研究所・教授 

（英文）Masato Shiotani・RISH, Kyoto University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Thomas Djamaluddin・インドネシア航空宇宙庁・大気科学センター長 

Achutan Jayaraman・国立大気科学研究所・所長 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 
日本 

インドネ

シア 
 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画
 

   

実績    

インド

ネシア 

実施計画 1/11 
 

 1/11 

実績 1/28  1/28 

 実施計画   
 

 

実績    

合計 
実施計画 1/11   1/11 

実績 1/28   1/28 

② 国内での交流       人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

本年度は、熱帯域における雲の微物理、降水システムと巻雲についての

研究を重点的に行った。これまで、日本側では京都大学生存圏研究所と

北海道大学低温科学研究所が中心になり、LAPAN と共同で、雲レーダー

およびライダーによる観測を行ってきたが、そのデータを元に共同研究

を行った。S-08-1-1 でインドネシアを訪れる藤吉康志北海道大学教授と

山本真之京都大学助教が現地で協力体制を議論した。 

S-08-1-1 の集中講義を優秀な成績で終えた若手研究者１名（Wendi）

を、日本に短期（3 週間）招聘し、ドップラーレーダーデータ解析法

について研修を実施した。 

さらに S-08-2 でインドネシアを訪れる中村卓司京都大学准教授、岩崎杉

紀防衛大学助教を中心に対流圏における水蒸気・エアロゾルの高度およ

び水平分布を連続観測する技術開発について現地で討議した。また同時

に気象研究所中里真久主任研究官をバンドンしライダーの現地調査およ

び現地との協力関係を議論した。 

また、S-08-3 実施時には集中豪雨などの局地的な気象擾乱に対する観測
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システムについてベトナムの研究者も交えて検討した。 

日本側参加者数  

14 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（インドネシア）国(地域)側参加者数 

4 名 （１４－２インドネシア国側参加研究者リストを参照） 

（インド   ）国(地域)側参加者数 

2 名 （１４－３インド国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－08-3 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）大気圏の電磁気学的現象 

（英文）Electro-magnetic processes in the atmosphere 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）山本 衛・京都大学生存圏研究所・教授 

（英文）Mamoru Yamamoto・RISH, Kyoto University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Sri Kaloka Prabotosari・インドネシア航空宇宙庁宇宙科学センター長、

A.K. Patra・国立大気科学研究所・研究員 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 インド  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画
 

   

実績    

イ ン

ド 

実施計画 1/11 
 

 1/11 

実績 （1/8）  （1/8） 

 実施計画   
 

 

実績    

合計 
実施計画 1/11   1/11 

実績 （1/8）   （1/8） 

② 国内での交流       人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

電離層擾乱は衛星通信等に影響を与える。赤道域の諸国でも衛星通信の

比重が高まっているのに加え、赤道域の電磁現象が磁力線に沿って伝播

することで中緯度にも影響するという側面がある。本年度は、赤道大気

レーダーを中心として、下層大気と電離層の共同観測により、電離層擾

乱の発生・成長機構を研究した。このため、インド国立大気科学研究所

の A.K. Patra 研究員を別経費で京都大学に招聘し、京都大学の MU レー

ダーも活用して議論、研究を行った。さらに来日中 Patra 研究員は情報

通信研究機構、名古屋大学を訪問し電離層の共同研究について議論を行

った。 

また、インドネシアとタイの赤道共役点におけるアイオノゾンデ同時観

測により、電離層構造、および擾乱の特性を研究した。この研究は、情

報通信研究機構を中心に別経費で実施中であるが、本経費では、S-08-3

により東南アジアの研究者も一線の研究に参加できるよう情報交換を進

めた。 

以上の研究及び議論の結果、赤道域特有の電子密度変動の特性が明らか

になった。 
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日本側参加者数  

6 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（インドネシア）国(地域)側参加者数 

1 名 （１４－２インドネシア国側参加研究者リストを参照） 

（インド   ）国(地域)側参加者数 

1 名 （１４－３インド国側参加研究者リストを参照） 

 

 14



１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 

整理番号 S－08-1 

セミナー名 （和文）JSPS アジア・アフリカ基盤形成事業 「大気と雲の科学と

レーダー観測セミナー・実習」 

（英文）JSPS AA Science Platform lectures and training on 

science and radar observation of the atmosphere and clouds 

開催時期 平成 20 年 8 月 11 日 ～平成 20 年 8 月 15 日（5日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）インドネシア、バンドン・LAPAN 

（英文）Indonesia, Bandung・LAPAN 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）津田 敏隆・京都大学生存圏研究所・教授 

（英文）Toshitaka Tsuda・RISH Kyoto University・Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

Bambang Sukmana Tejasukmana・インドネシア航空宇宙庁・次官 

参加 

者数 

① アジア・アフリカ学術基盤形成事業の経費を受けて参加した人数・人

日数（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    2 / 14（ / ）人/人日 2/14 

（ / ）

 人/人日

(   ）国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

(   ）国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者              人 

53 人

(インドネシア）国側参加者             53 人 

(   ）国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数       55 人 

セミナー開催の目

的 

本セミナーでは、第一週目に日本側の 2 人の講師による集中講義を行

う(約 30 名参加見込)。大気の湿潤過程及び電波散乱の基礎からはじめ、

雲と降水過程の科学と観測技術を有機的、体系的に講ずる。気象学・

雲物理を藤吉康志北海道大学教授が、レーダー観測を山本真之京都大

学助教が担当し、観測から科学研究までを地続きでカバーする。 
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セミナーの成果 藤吉康志（北海道大学・低温科学研究所・教授）による“A short course 

in cloud science”の講義では、基礎理論のみならず、観測データを

用いた雲や雨に関する諸現象・気候変動における雲の重要性などが解

説された。山本真之（京都大学・生存圏研究所・助教）による“Radar 

observation of the atmosphere”の講義では、多くの演習問題を用い

て、大気観測用レーダーシステムの設計・運用に必要な基礎知識の習

得がなされた。 

講義中は常に受講者と講師による活発な質疑応答があり、受講者の

意欲と興味の深さが伺えた。講師から出されたレポートや演習問題を

協力して回答することにより、受講者間の親睦も大いに深まっていた。

講義で使用した資料を紙媒体の形で受講者に配布することにより、

受講者が研究を進める上での参考書として使用できるように工夫がな

された。 

なお、受講者については LAPAN、LIPI 等の研究者のほか、バンドン

工科大学等の学生により構成されている。 

セミナーの運営組

織 

本セミナーの運営は、日本側・インドネシア側の組織代表者のとりま

とめのもと、京都大学生存圏研究所とインドネシア航空宇宙庁(LAPAN)

の共同で実施された。バンドンにおけるセミナーの開催においては、

LAPAN の職員がセミナーの進行状況を的確に把握し、さらに質疑応答に

おいてはインドネシア語を英語に訳して日本人講演者に伝えるなどの

きめ細かい対応があり、円滑なセミナー運用がなされた。セミナーは、

開催の準備、当日の運営も含めて問題なく実施された。 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容  講師旅費            金額 695,572 円 

    印刷費                31,201 円 

    謝金                 13,965 円 

    消耗品費               20,282 円 

インドネシア

側 

内容  会議費              金額 90,000 円 

    消耗品費                 115,000 円 

    謝金                    70,000 円 
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整理番号 S－08-1-2 

セミナー名 （和文）JSPS アジア・アフリカ基盤形成事業 「大気と雲の科学と

レーダー観測セミナー・実習」 

（英文）JSPS AA Science Platform lectures and training on 

science and radar observation of the atmosphere and clouds 

開催時期 平成 20 年 10 月 14 日 ～平成 20 年 10 月 17 日（4日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）インドネシア、ブキティンギ・EAR 観測所 

（英文）Indonesia, Bandung・LAPAN 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）津田 敏隆・京都大学生存圏研究所・教授 

（英文）Toshitaka Tsuda・RISH Kyoto University・Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

Bambang Sukmana Tejasukmana・インドネシア航空宇宙庁・次官 

参加 

者数 

② アジア・アフリカ学術基盤形成事業の経費を受けて参加した人数・人

日数（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    1 / 5  （ / ）人/人日 2/12 

人/人日

(インド）国(地域)側参加者       1 / 7   （ / ）人/人日 

(   ）国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者               人 

13 人

(インドネシア）国側参加者             13 人 

(   ）国(地域)側参加者              人 

①� ②の合計人数        15 人 

セミナー開催の目

的 

S－08-1 で行われた集中講義の成績優秀者を対象としてレーダーリモ

ートセンシング技術とデータ解析手法の取得を目指した実地研修をス

マトラの赤道大気レーダー観測所で実施する。京都大学の古本淳一特

定助教が講師を務め赤道大気レーダーのシステムの実際から、観測方

法、実際に観測を行った赤道大気レーダーデータを用いて大気パラメ

ータを導出しその結果を他の観測データと合わせて気象学的に解釈す

る演習を行う。 
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セミナーの成果 本セミナーは S－08-1 参加者から選抜された成績優秀者に加えて、

LAPANより自発的に参加した 2名の研究者を迎えて、さらにインド NARL

より 1名(NARL の Dr. P. Srinivasulu)の参加者を招聘して実施した。

赤道大気レーダーや同観測所に設置された数多くの大気測器のシステ

ムや観測方法について詳細に解説された。さらに赤道大気レーダーで

観測されたデータを解析する数値演算演習を通じて、レーダーデータ

から実際に風速、乱流パラメター、気温を導出する手法について習熟

した。参加者から講師に対する質問が活発に行われるなど、習熟した

技術を各自の研究に活用しようとする積極的な姿勢が随所に見られ

た。 

セミナーの運営組

織 

本セミナーの運営は、京都大学生存圏研究所とインドネシア航空宇宙

庁(LAPAN)が共同で行った。インドネシア側からは LAPAN からの参加者

に加えて BPPT からの 2 名が参加した。なお、LAPAN からの参加者には

研修の進行を把握するスタッフが加わっており、セミナー運営は円滑

であった。 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容  講師旅費            金額 209,331 円 

    印刷費 

    謝金 

    消耗品費 

インドネシア

側 

内容  参加者旅費           金額 38,000 円 

    消耗品費               30,000 円 
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整理番号 S－08-2 

セミナー名 （和文）JSPS アジア・アフリカ基盤形成事業 「大気と雲の光学観

測セミナー」 

（ 英 文 ） JSPS AA Science Platform lectures on optical 

observations of the atmosphere and clouds  

開催時期 平成 20 年 11 月 10 日 ～平成 20 年 11 月 14 日（5日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）インドネシア、バンドン・LAPAN 

（英文）Indonesia, Bandung・LAPAN 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）中村 卓司・京都大学生存圏研究所・准教授 

（英文）Takuji Nakamura・RISH Kyoto University・Assoc Prof 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

Bambang Sukmana Tejasukmana・インドネシア航空宇宙庁・次官 

参加 

者数 

③ アジア・アフリカ学術基盤形成事業の経費を受けて参加した人数・人

日数（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    3/16 （ / ）人/人日 3/16 

（ / ）

 人/人日

(   ）国(地域)側参加者         /   （ / ）人/人日 

(   ）国(地域)側参加者         /   （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者              人 

40 人

(インドネシア）国側参加者              40 人 

(   ）国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数        43 人 

セミナー開催の目

的 

本セミナーでは、光による大気と雲・エアロゾルの観測と研究につい

て、集中講義形式で体系的に講じる。中村卓司京都大学准教授が大気

分子の散乱・発光に基づく光学観測(気温、水蒸気等のレーザーレーダ

ー計測、イメージング観測)、岩崎杉紀防衛大学助教が大気中の粒子に

基づく光学観測（雲・エアロゾルのレーザーレーダー観測・気球観測）

について包括的に講じる。さらに、光学観測をもとにした大気と雲の

研究成果および研究手法を講じる。これにより、様々な光学的手法を

駆使して独自の成果を発信できる研究者輩出の礎を築きたい。 
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セミナーの成果 本研究で扱う光による観測は、S-08-1 で扱う電波による観測にならぶ、

大気のリモートセンシング手段である。S-08-1、S-08-2 の両方に参加

すれば、地上からの大気のリモートセンシングが一通り学べた。 

これは、国際的なレベルで大気の観測的研究者と対等に議論する基礎

となる。これまで、日本の研究者と東南アジアの研究者と共同で、ラ

イダー等による光学観測が行われてきた。光学観測は、レーダー観測

より比較的手間がかかるため、現地の研究者の主体的な関与なしに、

質の良いデータを長期に得ることは難しい。本プログラムにより、現 

地の研究者の観測に対する興味が高まり、現地研究者の研究レベルが

上がるだけでなく、長期の光学的な大気モニタリングにも繋がること

が現実的になった。 

セミナーの運営組

織 

本セミナーの運営は、京都大学生存圏研究所とインドネシア航空宇宙

庁(LAPAN)が共同で行った。インドネシア側の協力機関からは多数の研

究者および学生が参加した。とくに熱心な若手研究者の参加がセミナ

ー全体をたいへん活発なものにした。 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容  講師旅費            金額 758,275 円 

    印刷費                10,606 円 

    謝金                 10,080 円 

    消耗品費               19,305 円 

インドネシア

側 

内容  会議費             金額 100,000 円 

    消耗品費               100,000 円 

    謝金                                200,000 円 
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整理番号 S－08-3 

セミナー名 （和文）JSPS アジア・アフリカ基盤形成事業 「赤道大気圏のアジ

ア域地上観測ネットワークワークショップ」 

（ 英 文 ） JSPS AA Science Platform workshop ground-based 

atmosphere observation network in equatorial Asia 

開催時期 平成 21 年 3 月 2 日 ～平成 21 年 3 月 6 日（5日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）インドネシア、バンドン・LAPAN 

（英文）Indonesia, Bandung・LAPAN 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）津田 敏隆・京都大学生存圏研究所・教授 

（英文）Toshitaka Tsuda・RISH Kyoto University・Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

Bambang Sukmana Tejasukmana・インドネシア航空宇宙庁・次官 

参加 

者数 

④ アジア・アフリカ学術基盤形成事業の経費を受けて参加した人数・人

日数（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    3/20 （ / ）人/人日 5/32 

（ / ）

 人/人日

(インド）国(地域)側参加者       1/ 6  （ / ）人/人日 

(ベトナム）国(地域)側参加者

（日本） 

      1 /6  （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者             5 人 

83 人

(インドネシア）国側参加者             77 人 

(インド ）国(地域)側参加者             1 人 

①と②の合計人数        88 人 

セミナー開催の目

的 

日本、インド、東南アジア各国の一線の研究者をあつめてワークショ

ップを行う。気象予報・減災に関する国際ワークショップと共催する

ことで、観測的研究から数値モデルによる研究、そして応用までを幅

広くカバーする。さらに、１年間の共同研究の総括および、次年度以

降に向けての議論を行う。本研究費では、インドからの 2 名の参加に

加え、日本側協力者をタイ・ベトナムから招聘する（日本人の旅費支

出は 2 名分）。 
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セミナーの成果 前半の3月2-3日には単独で1.5日のワークショップが行われ、LAPAN

次官である Dr. Bambang Teja による Welcome Address に引き続き、

RISH、LAPAN、NARL の代表による 3 件の overview talk が行われた。

さらに、口頭発表セッションでは 9 件の招待講演及び 4 件の一般講

演が行われ、47 件のポスター発表が行われ活発な議論が行われた。

3月 3日の午後からは科学技術振興調整費「東南アジア地域の気象災害

軽減国際共同研究」（代表：余田成男・京都大学理学研究科教授）によ

る第二回JSTワークショップとの共催で場所を Jayakartaホテルに移し

てワークショップを開催した。これにより観測的研究だけでなく、数

値モデリングや気象応用まで幅広く、国際的にも第一線級の研究に触

れることができ、こういった研究成果の発表のみならず、アジア域の

各国の研究者と日本人研究者が協力して若手を指導することで、アジ

ア各国および日本人の次世代研究者を刺激・育成する絶好の機会とな

ったものと考えられる。なお本研究会では若手研究者の研究を奨励

するため論文発表賞を設けた。受賞者および発表タイトルは以下の

通りである。 
First prize:  

Mario Batubara 

"Development of VHF radar Data Processing" 

Second prizes:  

Afrizal 

"Observation of Medium Scale TID using Airglow Image Data 

of Kototabang" 

Eddy Hermawan 

“The Relationship Between Propagation and Vertical 

 Structure of MJO with Rainfall Intensity" 

Third Prizes: 

Asif Awaludin 

“Carbondioxide Horizontal Profile in Bandung, Watukosek, 

and Pontianak" 

Effendi 

“Study of Ionospheric Irregularities over Indonesia” 

Fourth Prizes: 

Chunaeni Latief 

“CO2 Vertical Monitoring in bandung Using Baloon” 

Wendi Harjupa 

“Topographiy Effect to the Rain Distribution in 
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Mountainous Region of West Sumatra” 

Novita Ambarsari 

“Temporal and Spatial Variation of Total Ozone over  

Indonesia Based on AURA Satellite Data” 

セミナーの運営組

織 

本研究費に関しては、京都大学生存圏研究所とインドネシア航空宇宙

庁が運営する。本ワークショップは、科学技術振興調整費「東南アジ

ア地域の気象災害軽減国際共同研究」（代表：余田成男・京都大学理学

研究科教授）と共催する。このため、本経費で賄えるよりはるかに多

数の参加者を得ることができた。こちらは主に京都大学理学研究科お

よびバンドン工科大学が運営を担った。 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容  講師旅費            金額 1,116,622 円 

インドネシア

側 

内容  会議費             金額 200,000 円 

    印刷費                100,000 円 

消耗品費               100,000 円 

    謝金                 150,000 円 

 

 

１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 

インドネ

シア 
 計 

日本 
実施計画     

実績 1/3  1/3 

インドネシ

ア 

実施計画     

実績    

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画     

実績  1/3  1/3 

② 国内での交流     3/5 （人／人日） 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 

国内旅費 129,350  

外国旅費 3,883,079  

謝金 24,045  

備品・消耗品購入費 137,421  

その他経費 237,971  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

188,134  

計 4,600,000  

委託手数料 460,000 

合  計 5,060,000 

 

 

１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 95,467 0

第２四半期 965,303 3/22

第３四半期 1,466,846 6/33

第４四半期 2,072,384 7/63

計 4,600,000 16/118

 

 

 

 

 

 


