
様式１ 

アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２１年度 実施計画書 

 
 
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/index.htm                                         
 
３．採用年度 
 平成 20 年度（  2 年度目） 
 
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（地域）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 



 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．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 
本プログラムでは、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している。共同研

究やセミナーを通じて、インドネシア等の研究者が、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

した。一方、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、相

互訪問を含む共同研究を通じて、大気観測技術・解析技術の共同開発、研究成果の解釈と

公開を通じて、これまでより高いレベルで研究が行うことを目標とした。 

 

（１） 共同研究 
日本、インド、インドネシアで運用されている大型レーダー装置（MU レーダー、Gadanki 

MST レーダー、赤道大気レーダー:EAR）等を活用し、重点３課題である「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」に関する共同

研究を開始した。 

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。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。 

また、共同研究ならびに研究者交流を深めるためにセミナー（集中講義、現地研修、ワ

ークショップ）ならびに若手研究者の招聘を実施した。具体的には、平成 20 年 8 月および

11 月にそれぞれ 1 週間ずつインドネシアのバンドン市で集中講義を行いでは、雲物理過程

とそのレーダー観測、ならびに大気の光学観測（ライダー、大気光イメージャ等）の基礎

を講師 4 名が解説した。また、バンドンの LAPAN におけるライダー観測について日本、イ

ンドネシア間の協力体制を維持し、新しいライダーの設置についても今後検討していくこ

とを確認した。 

第 1 回集中講義の参加者から選抜してインドネシア・西スマトラ・ブキティンギの赤道

大気レーダー観測所に招聘し（インドネシア人の国内移動は別経費を充当）、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現地研修（OJT： On-the-Job Training)を実

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、先端レーダー技術に関する意見交換を行った。この EAR 研修はイ

ンドネシアの若手研究者育成にも効果があった。 

平成 20 年度の共同研究の成果をまとめるために、平成 21 年 3 月にインドネシアのバン

ドンで国際ワークショップを開き、インドネシア国内から 80 名以上、また海外から計 11

名（日本：8 名、インド：2 名、ヴェトナム：1 名）が参加し、紹介講演 12 件、一般講演

51 件（口頭 4件、ポスター47 件）が発表された。 
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（２） 拠点ネットワークの強化 
これまでの交流実績をもとに日本（京大・生存研）とインド（NARL）との間で学術交流

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。なお、インドネシア（LAPAN）と京大・生存研は 2001 年に MOU を交換して

おり、今回３者間の拠点ネットワークが確立された。 

 

（３） 若手研究者の育成 
2008 年 8 月に行った集中講義で優秀な成績を収めた LAPAN の若手研究者である Wendi 

Harujpa 氏を、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。今後も若手研究者招聘を継続し、大気観測に関するアジア域人材ネットワークの構築

を進めることが重要である。 

2009 年 3 月にバンドンで開催したワークショップでは、インドネシア人による口頭・ポ

スター発表をプログラム委員会が評価して優れた研究を表彰した。また、NARL の

T.V.C.Sarma 研究員博士を別経費（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 レーダー観測を行い、さら

に、帰国途上に本経費によりインドネシアでワークショップに参加させた。 

 

 

７．平成２１年度研究交流目標 
 
前年度までの研究交流活動を基礎に、今年度波さらに(1)共同研究を発展させる、(2)

拠点間のネットワークの強化、(3)若手研究者の育成をさらに進める。 

（１） 共同研究 

昨年度にインドネシアのバンドンの LAPAN で行ったセミナーでの研究発表、及び相互交流

を通して発展させた共同研究の成果を国際的に発信すべく、インドネシアの研究者を中心

に英文による査読つき論文を書かせ、LAPAN が発行する紀要の特別号として出版する。 

 今年度に重点を置いて推進すべき共同研究課題として、R-1「大気力学過程のレーダー観

測」、R-2「アジア域における大気観測による研究成果の国際発信」、R-3「レーダーによる

電離層・大気圏観測に関する共同研究」の 3 課題を設定し、多国からの研究者の参加を促

進する。 

 R-1「大気力学過程のレーダー観測」： 国際スクールや国際学会参加を通じた先進国と

の交流促進を図る。具体的にはカナダ・オンタリオ州のロンドン市で、2009 年 5 月 12-16

日に「国際レーダースクール」が、さらに引き続き 17-23 日に「第 12 回 MST レーダーワー

クショップ」が開催される。これらの会議にインド、インドネシア等からの参加を奨励し

大気レーダー観測の基礎を習得させ、かつ先端研究課題に関する議論に参加させる。一方、

11 月に京都大学と米国・オクラホマ大学とが共同で開催する国際シンポジウム（後述）に

アジア域の研究者を招聘する。 
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 R-2「アジア域における大気観測による研究成果の国際発信」： 前年度 3月にバンドン

で行った国際ワークショップでの発表をもとに英文論文集を刊行し、国際的に情報発信す

る。論文は査読付きとし、インドネシア側研究者の論文作成能力の養成も目的とする。 

R-3「レーダーによる電離層・大気圏観測に関する共同研究」： レーダーによる電離層

および大気圏の新観測技術の開発、および最新課題を共同研究する。MU レーダー、EAR お

よびガダンキ MST レーダーというアジア域の大型大気レーダーの相互協力を基礎に、東南

アジア・インド域に分布する地上 GPS 受信機、衛星ビーコン、電離層観測装置等をネット

ワーク化すべく、協力体制の構築を目指す。 

（２） 拠点間のネットワークの強化 

 セミナーとして集中講義および国際ワークショップを実施する。2009 年 7 月に集中講義

形式で地上観測と衛星観測の複合観測に関する講義をインドネシアの LAPAN で実施する。

前年度に行った地上観測の講義と相補的である、これらを合わせて受講することで地球大

気計測の全容が体系的に身につくと期待される。これら 2 年がかりの集中講義を通して、

個別に行われている地上観測を統合して組織化し、衛星観測と合わせて、リージョナルさ

らにグローバルか観測ネットワークを形成することを目指す。 
一方、2009 年 11 月に、オクラホマ大、京大・生存研と防災研とが共同で「大気現象の

観測とモデリング」に関する国際ワークショップを京都大学で開催する。本会議では、異

常気象、気象災害、大気科学の社会還元等の最新の研究テーマについて、国際的にも先端

研究を行っている京大とオクラホマ大の研究者を中心に、国内外からの研究者を招待する。

この機会に、インド、インドネシアおよび関連諸国から研究者を招聘することで、若い研

究者・学生を刺激し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。 
（３） 若手研究者の育成 

上記の（２）、（３）にアジア諸国の若手研究者の参画を促進する。つまり、（１）の英文

論文誌出版に関して、特にインドネシアの若手研究者を中心に、研究成果を英文公表させ

る訓練を行う。また、（1）の共同研究には、インドおよび東南アジア諸国から MU レーダー

あるいは赤道大気レーダー観測所に若手研究者を招聘することで、（２）で述べた大気圏観

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人材ネットワークを醸

成することを目的とする。 
さらに、京大・オクラホマ大を中心に開催する国際シンポジウムに、アジア諸国から若

手研究者を招聘することで、アジアの研究者を世界第一線の研究に触れさせ、若い研究者・

学生に刺激を与える。 
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８．平成２１年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

R-1 「大気力学過程のレーダー観測」: 国際スクールや国際ワークショップ参加による先

進国との交流を促進する。カナダ・オンタリオ州のロンドン市で、2009 年 5 月 12-16 日

に「国際レーダースクール」が、さらに引き続き 17-23 日に「第 12 回 MST レーダーワー

クショップ」が開催される。大気レーダーの最新研究成果を議論する MST レーダーワー

クショップは 1980 年代から継続開催されており、前回（MST11）は 2006 年 12 月にイン

ドの NARL で行われた。若手研究者・学生の啓発のために国際スクールがワークショップ

の前後に企画されている。生存研が信楽で運用する MU レーダー、インドネシアで LAPAN

と共同運用している赤道大気レーダー(EAR)、ならびにインド・NARL のガダンキ MST レー

ダーは、この MST レーダーワークショップにおける検討が基礎になって開発されたもの

である。今回、インドからの参加者に対して旅費を部分支援するとともに、日本からも

本会議の運営及び国際スクールの講師を派遣する。 

一方、本事業のセミナーとして 11 月に京都で開催する国際シンポジウムに、インド、

インドネシア等からの参加者を招聘する。 

R-2「アジア域における大気観測による研究成果の国際発信」： 2008 年 3 月にバンドンで

本事業により実施した「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」

に基づき議論を進め英文論文集を刊行する。ワークショップで発表されたレビューおよ

び招待講演（12 件）、一般講演（口頭 4 件、ポスター47 件）のうち、特に優れた研究成

果について論文投稿を促す。5月頃までに原稿を収集し、査読プロセスを経て LAPAN が発

行する紀要の特集号として刊行する。これを国際的に配布し、インドネシアにおける重

要な大気観測の現状を情報発信することで、欧米諸国との将来の国際共同研究が活性化

されると期待される。 

R-3「レーダーによる電離層・大気圏観測に関する共同研究」： 京大・生存研が国際共同

利用に提供している MU レーダーを用いて、電離圏観測や大気圏の観測について相手国側

研究者と共同で研究する。周波数・空間干渉計観測を筆頭に、最先端のレーダー技術を

用いた研究を行う。このため、平成 21 年度後半にインド、インドネシアおよび関連諸国

から研究者 2名を日本に招聘する。 

国内の信楽 MU 観測所、インドネシアの EAR 観測所、およびガダンキ MST レーダー観測

所の 3点を中核に、東南アジア諸国に配置されつつある、VHF 電離層レーダー、流星レー

ダー、中波帯（MF）レーダー等の小型レーダー群をネットワーク化する。同時に、地上

GPS 受信機網、衛星ビーコン、電離層観測装置(アイオノゾンデ)等も加えて、アジア域を

網羅する大気圏観測ネットワークの構築を進める。 
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８－２ セミナー 

セミナーとして S-09-1 集中講義および S-09-2 国際シンポジウムを開催する。 

S-1「地上観測と衛星データの複合観測に関する集中講義」： 表題に関する集中講義を 2009
年 7 月に 1 週間にわたってインドネシアのバンドンで実施する。前年度には地上からの

レーダーおよび光学観測を中心に 1 週間にわたる集中講義を 2 回に分けて行った。今年

度は、これらの特定点における地上観測に相補的な衛星観測について、大気構造と力学

過程、大気組成、電離層構造・擾乱に関する話題を体系的に講じる。複数名の講師によ

るリレー講義を予定しており、中心課題は、(a)衛星搭載赤外・マイクロ波放射計による

雲分布観測、(b)熱帯降雨衛星（TRMM）による赤道域降雨特性、(c)GPS 電波掩蔽法によ

る気温・水蒸気・電子密度の高度プロファイル特性、(d)衛星ビーコンによる電離層立体

構造等である。地上観測により大気現象を時間・高度について連続的にモニターでき、

一方衛星データによりその広域空間分布特性を理解できる。これら地上・衛星観測の得

失および複合観測の有効性等について議論し、衛星データの活用を促す。 
S-2「大気現象に関する観測とモデル研究に関する国際シンポジウム」： 対流圏における

大気現象の観測は、科学的興味に加え、気象災害の防止という社会的要請においても重

要である。特に、インド・東南アジア域ではモンスーンやサイクロンにともなう集中豪

雨、あるいはエルニーニョで代表される長期不規則変動に晒されている。しかし、観測

情報の有効利用および数値予報モデルの活用が遅れているのが現状である。気象災害に

関する先端研究で国際的にも高名である米・オクラホマ大ならびに京大・防災研および

京大・生存研が 2009 年 11 月に京都大学宇治キャンパスで国際シンポジウム「大気現象

に関する観測とモデル研究に関する国際シンポジウム」を開催する。この会議は、生存

研および防災研がそれぞれ、生存圏シンポジウム経費ならびに防災研研究集会経費を持

ち寄って運営されるが、さらに本事業もこの会議の共同主催となり、特に、インド、イ

ンドネシアおよびアジア域関連諸国から研究者を招聘する。シンポジウムの主題は気象

ドップラーレーダー、ウィンドプロファイラレーダー等の大気レーダー観測の成果、ま

た、これらのデータの有効活用（データ同化）による数値モデルの予報精度向上、さら

に気象災害の防止に向けた社会還元である、第一線の研究者による招待講演を基軸に、

アジアを含めた各国での研究状況を情報交換し、将来の研究動向を議論する。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

赤道大気を国際共同研究する人的ネットワークを醸成するために、インドおよび東南

アジア諸国の研究者が相互訪問し、意見交換することが有効であることが過去の経験から

分かった。実施、前年度には、インドおよびヴェトナムから計 3 名をインドネシアに派遣

した結果、相互の情報交換が活性化された。今年度は、インドネシアの赤道大気レーダー

(EAR)にインドあるいは東南アジア諸国から若手研究者 1 名を派遣する。 
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９．平成２１年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

インド 

<人／人日>

インドネシア

<人／人日>

カナダ 

<人／人日>

 

<人／人日> 

合計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 
  

3/21 

（1/4）

1/7 

（1/15）
 

4/28 

（2/19）

インド 

<人／人日> 
5/27  1/14 3/16  9/57 

インドネシア 

<人／人日> 

5/27 

 
    

5/27 

 

カナダ 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 

10/54 

 
 

4/35 

（1/4）

4/23 

（1/15）
 

18/112 

（2/19）

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

7／28 <人／人日> 
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１０．平成２１年度研究交流計画状況 

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－1 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）大気力学過程のレーダー観測 

（英文）Radar Observation of Atmosphere Dynamics 

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 

T. V. C. Sarma・インド国立大気科学研究所・研究員 

 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

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 カナダ 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 
  

1/7 

（1/15） 

1/7 

（1/15） 

インド 

<人／人日> 
  3/16 3/16 

カナダ 

<人／人日> 
    

合計 

<人／人日> 
  

4/23 

（1/15） 

4/23 

（1/15） 

② 国内での交流      ０人／人日 

２１年度の研究

交流活動計画及

び期待される成

果 

 

カナダ・オンタリオ州のロンドン市で 2009 年 5 月 12-16 日、17-23 日に

開催される国際レーダースクール」及びに「第 12 回 MST レーダーワーク

ショップ」が開催される。MU レーダー、EAR、ガダンキ MST レーダー開

発を醸成したこの会議にインド、インドネシアから参加を奨励する。 

本研究費ではアジアからの参加者の旅費を部分支援し、また日本人運営

委員を派遣する。アジア域で稼動しているレーダー等の観測原理、特性、

科学的意味について、実際に運営しているアジアの若手研究者が先端研

究成果に触れて理解し、将来展望を得ることができる。国際スクールや

国際学会参加を通じた先進国との交流により、大気科学分野の若手の育

成となる。 

日本側参加者数  

5 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

インド側参加者数 

5 名 （１３－２インド側参加者リストを参照） 
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インドネシア側参加者数 

6 名 （１３－３インドネシア側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）アジア域における大気観測による研究成果の国際発信 

（英文）Summary of atmospheric observations in Asia 

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 

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

 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

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 

<人／人日> 
 

 

（1/4） 
 

 

（1/4） 

 

<人／人日> 
    

 

<人／人日> 
    

合計 

<人／人日> 
 

 

（1/4） 
 

 

（1/4） 

② 国内での交流       人／人日 

２１年度の研究

交流活動計画及

び期待される成

果 

 

昨年度にインドネシア・バンドンで開催した「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」の発表をもとに議論を進め英文論

文集を刊行する。特に優れた研究成果について論文投稿を促し、5 月ま

で原稿を収集し、査読を行う。論文集は LAPAN が発行する紀要の特集

号として刊行し、国際的に配布し情報発信する。論文は査読付きとし、

インドネシア側研究者の論文作成能力の養成となる。 

日本側参加者数  

9 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

インド側参加者数 

1 名 （１３－２ インド側参加者リストを参照） 

インドネシア側参加者数 

10 名 （１３－３ インドネシア側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）レーダーによる電離層・大気圏観測に関する共同研究 

（英文）Radar observations of the ionosphere and 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 

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 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

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 

<人／人日> 
    

インド 

<人／人日> 
1/7   1/7 

インドネシア 

<人／人日> 
1/7   1/7 

合計 

<人／人日> 
2/14   2/14 

② 国内での交流       人／人日 

２１年度の研究

交流活動計画及

び期待される成

果 

 

世界最先端の大気レーダーである MU レーダーを用いた電離圏、大気圏の

観測について相手国側研究者と共同研究を進める。IS、流星観測などの

電離層の観測、乱流、RASS などの大気圏の観測を実施する。周波数領域

干渉計観測など最先端のレーダー技術を用いた研究を行う。インド、イ

ンドネシアより 1 名づつの若手研究者を招聘し観測およびデータ解析を

共同で行う。インド、インドネシアに展開するレーダーのデータも組み

合わせて観測結果を解析し、アジア域を網羅する大気圏観測ネットワー

クの構築を進める。 

日本側参加者数  

20 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

インド側参加者数 

9 名 （１３－２ インド参加者リストを参照） 

インドネシア側参加者数 

4 名 （１３－３ インドネシア側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 
―実施するセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S-1 
セミナー名 （和文）JSPS アジア・アフリカ基盤形成事業「地上観測と衛星デ

ータの複合観測に関する集中講義」 
（英文）JSPS AA Science Platform Intensive lectures on the 
coordinated satellite and  ground-based observations 

開催時期 平成 21 年 7 月 13 日 ～ 平成 21 年 7 月 17 日（5 日間）

開催地（国（地域）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 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
(インドネシア) 

日本 
<人／人日> 

A. 3/21
B. 
C. 

インドネシア 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 10/50

インド 

<人／人日> 

A.  
B. 
C. 

合計 
<人／人日> 

A. 3/21
B. 
C. 10/50

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 本セミナーでは、地上及び衛星からの複合観測に関

する研究について一週間にわたり集中講義を実施す

る。主な話題は、衛星搭載放射計、熱帯降雨衛星、

GPS 電波掩蔽、衛星ビーコンなどの先端衛星観測で

あり、その原理から観測結果、科学・実利用につい

て体系的に講じる。さらに、地上および衛星観測の

特質ならびにそれらの複合観測について議論する。

 

期待される成果 本セミナーで講じられる衛星観測による大気観測は

地上観測と比べてグローバルかつ長期的な観測が可

能であることから気候学的な研究に威力を発揮す

る。特に GPS 掩蔽はその優れた鉛直分解能から大

気現象の解明に寄与することが世界的にも強く期待

されている。衛星データは、その多くが各研究機関

により公開されており、その測定原理からデータ特

性や解析方法を体系的に身につけることで、若手研

究者が各自の科学的興味に基づき解析を行うことが

可能となる。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上で極めて大きな威力とな

るであろう。 

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)が共同で行う。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

が参加する見込みである。 
 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 外国旅費        金額 855,000 円 
   講義資料等印刷費       200,000 円 
   外国旅費・謝金に係る消費税  43,000 円 
   合計                     1,098,000 円 

インドネシア国側 
 

内容 参加者旅費        金額 50 万円 
   現地諸経費           20 万円 
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整理番号 S-2 
セミナー名 （和文）JSPS アジア・アフリカ基盤形成事業大気現象に関する観

測とモデル研究に関する国際シンポジウム 
（英文）JSPS AA Science Platform International symposium on 
the atmospheric observations and numerical forecast models 

開催時期 平成 21 年 11 月 9 日 ～ 平成 21 年 11 月 12 日（4 日間）

開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）日本・宇治市・京都大学生存圏研究所 
（英文）Japan・Uji・RISH, Kyoto University 

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) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
(日本) 

日本 
<人／人日> 

A. 7/28
B. 
C. 24/96

インドネシア 

<人／人日> 

A. 4/20
B. 
C. 

インド 

<人／人日> 

A.       4/20
B. 
C. 

合計 
<人／人日> 

A. 15/68
B. 
C. 24/96

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 本セミナーではオクラホマ大、京大・防災研究所と

共同で大気観測に関する国際ワークショップを日本

で開催する。社会的にも大きな問題となっている、

台風、集中豪雨、竜巻などの暴風雨による気象・水

災害について、現状監視・予報予測・災害防止に関

する研究成果の情報交換を行う。特に、レーダー・

衛星等による観測および数値モデル実験により理

学、工学にまたがる先端研究を進めている米国オク

ラホマ大学および京都大学の研究者を中心に、国内

外の著名学者を加えて招待講演を企画する。 
期待される成果 本会議では気象災害にさらされているアジア諸国

（インド、中国、バングラデシュ、インドネシア、

タイ等）からも招聘し研究成果の社会還元・国際貢

献について議論する予定である。本事業ではインド、

インドネシア、関連諸国から研究者を招聘し、本会

議に参加させる。今回の国際研究集会では、レーダ

ー、衛星観測、など大気観測の最新の研究状況を網

羅するだけでなく、数値モデリングや気象応用まで

幅広く第一線の研究に触れることができ、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

好の機会となると期待される。 

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同防

災研究所、アメリカのオクラホマ大学が共同で行う。

 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 外国旅費          1,490,000 円 
   国内旅費            400,000 円 

外国旅費・謝金に係る消費税  75,000 円 
合計            1,965,000 円 

（  ）国（地域）側 
 

内容              金額  
             
 

（  ）国（地域）側 
 

内容              金額 
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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                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

インド 

<人／人日>

インドネシア

<人／人日>

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

    

インド 

<人／人日> 

  1/14 1/14 

インドネシア 

<人／人日> 

 

 

   

 

合計 

<人／人日> 

  1/14 1/14 

 

②  国内での交流       人／人日 
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１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 400,000 国内旅費、外国旅費の

合計は、研究交流経費
の５０％以上であるこ
と。 外国旅費 3,524,000

謝金  

備品・消耗品購入費 200,000  

その他経費 300,000  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

176,000  

計 4,600,000
研究交流経費配分額以
内であること 

委託手数料 460,000

研究交流経費の１０％
を上限とし、必要な額
であること。 
また、消費税額は内額
とする。 

合  計 5,060,000  

 
 
１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 1,000,000 4/23  

第２四半期 1,100,000 5/35 

第３四半期 2,000,000 15/68 

第４四半期 500,000 1/14 

合計 4,600,000 25/140  

 


