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平成２１年度 アジア研究教育拠点事業  

中間評価資料（進捗状況報告書）  

 
１．概要 

研究交流課題名 気候・環境研究に関するアジア研究教育拠点の形成             

日本側拠点機関名 東京大学気候システム研究センター 

コーディネーター

所属・職・氏名 
気候システム研究センター・教授・高橋正明 

相手国（地域）側 

国名 拠点機関名 コーディネーター所属・職・氏名 

韓国  

 

台湾 

  

中国 

 

 

Seoul National 
University 
 
Taiwan National 
Central University 
 
Institute of 
Atmospheric Physics, 
Chinese Academy of 
Sciences 

Climate Environment System Research 
Center・Professor・Kang In-Sik 

 
Institute of Hydrological Sciences・ 
Professor・Sui Chung-Hsiung 
 

Laboratory of Numerical Modeling   
for Atmospheric Sciences and 
Geophysical Fluid Dynamics・
Professor・Shi Guang-Yu 

 

２．研究交流目標 

 申請時に計画した目標と現時点における達成度について記入してください。 

○申請時の研究交流目標 

 気候・環境モデルの共同開発と教育：近年の気候モデルには、大気力学、大気物理学、大気化学、地表面過

程、植物生態などの広範な知識が必要であり、モデル構築に必要な研究者数も増加の一途をたどっている。本

研究では、各国の得意分野を活かしたモデル開発のための共同研究を行う。 

アジア域の気候・環境研究のためのデータ収集と解析：アジア域のモンスーン循環、人間活動が引き起こす

気候変化を把握する為に、共同してデータの収集と解析を行う。アジア域の複雑な国情を反映してデータの相

互利用がこれまで十分に図られてこなかったので、データ収集自体が重要な研究活動である。UNEP/ABC(アジ

アの大気褐色雲計画)や黄砂、SKYNET 観測網等において、CCSR と相手方研究グループが関与している観測活動

で得られるデータ収集とデータアーカイブも行う。 

 大学院学生と若手研究者の育成：上記のモデル開発・利用とデータ解析を通して、大学院学生教育と

若手育成を図る。最近ではデータによる事例解析とモデルによるメカニズム解明の両者を融合的に利用

する研究手法が一般的になっているので、これらの研究インフラの知識を持った若手を育成することが

重要である。 

○目標に対する達成度とその理由 

 上記目標に対する 2 カ年分の計画について、 

■十分に達成された 

□概ね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

 

 

【ＨＰ公開資料】
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【理由】 

日本、韓国、中国、台湾合同で開催する University Allied Workshop(UAW)を通し、各地域間の研究交流と

若手研究者の育成に多いに貢献したと言える。また、このワークショップにおける交流がきっかけとなり、日

本側の拠点機関である気候システム研究センターでの研究活動を希望する海外若手研究者が増え、気候モデル

の開発やデータ収集や解析等、様々な研究交流が行われており、若手研究者の育成に役立つと共に、研究面で

の連携を深めてきた。このように、当初の目標であった気候・環境モデルの共同利用と教育、アジア域の気候・

環境研究のためのデータ収集と解析、大学院学生と若手研究者の育成いずれにおいても、目標は十分に達成さ

れたと言える。 

 

３．これまでの研究交流活動の進捗状況 

（１）これまで（平成 21 年 7 月まで）の研究交流活動について、「共同研究」、「セミナー」及び「研究者交流」の交流の形 

態ごとに、交流人数・交流相手国・概要を記入してください。 

○共同研究  

延べ交流人数：  26 人 延べ交流日数： 754 日 

  交流相手国： 韓国、中国                                   

 【概要】 

平成 19 年度 6名、20 年度 4名、21 年度 7月までに 4名の学生・PD が韓国、中国より来日し、様々な気候

モデルを使ったアジア域の気候・環境、特に黄砂の影響や評価、東アジアモンスーンに伴う降雨に関する

共同研究等を行ってきた。また、平成 19 年度に福岡で開催されたアジアモンスーンと東アジアの気候に関す

るワークショップには、本事業として中国・台湾より 10 名、日本より 2名が参加し、アジアモンスーンの観

測、解析、モデリング等について発表や議論を行った。 

 

○セミナー  

延べ開催回数：  2 回、延べ交流人数：   129 人 

  交流相手国：  韓国、台湾、中国                                     

【概要】 

気候研究に携わる若手研究者の教育および研究交流を目的として、日本、韓国、中国、台湾の研究機関が合

同で University Allied Workshop（UAW）を年 1回開催してきた。 

平成 20 年度は第 5 回 University Allied Workshop (UAW2008)を日本で開催し、総勢約 90 名、本事業参加

研究者としては全体で 72 名（うち 3名は共同研究として参加）が参加した。 

平成 21 年度は第 6 回 University Allied Workshop (UAW2009)が韓国で開催され、参加者総数 85 名、本事

業参加研究者としては日本から 10 名、全体で 60 名が参加した。各地域教授の講義や学生・若手研究者による

発表、議論が活発に行われ、若手研究者の育成、研究交流に大いに貢献した。 

 

○研究者交流  

延べ交流人数：  1 人 延べ交流日数： 13 日 

  交流相手国： 韓国                        

  【概要】 

 韓国延世大学教授の Hong Sung-Yoo 氏を気候システム研究センターに招聘し、次世代モデル発展のための協

議および研究打ち合わせ（大気の物理プロセスに関するパラメタリゼーション、特に境界層内の乱流輸送と雲

微物理プロセスとの相互作用に関して）を行った。また、同センターにおいて講義も行った。 
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（２）（１）の研究交流活動を通じて、申請時の計画がどの程度進展したか、「学術的側面」、「若手研究者の養成」、 

及び「研究教育拠点の構築」の観点から記入してください。 

○ 学術的側面 

 気候および環境問題は一筋縄ではいかない大問題であり、時間がかかる為、少しずつではあるが、確実に研

究成果を挙げている。現在までの共同研究での主な成果は、以下の通りである。 

平成 19 年度： 

 韓国のゴーサンに於ける観測データから、雲凝結核の解析を行い、エアロゾルがどのように雲の核となるの

か、その関係性を調べた。また、ビン型雲モデルを用いて、数値実験を行い、汚染大気中でのエアロゾルと雲

の相互作用の研究を行った。 別の研究では、中緯度西風ジェットの維持に関して、局所的な傾圧波動による

ジェットの維持メカニズムの研究を行い、太平洋上でのジェットの入り口付近と出口付近で、傾圧波動が異な

る役割をしていることが分かった。一方、名古屋大学地球水循環研究センターに於ける研究では、梅雨前線お

よび台風の数値シミュレーションによる研究が行なわれた。メソスケールの基本的な数値実験から始める必要

があったが、一応シミュレーションは成功した。簡単な解析結果から、雲などの再現や雲の集団としてのメソ

構造の再現に成功している。 

平成 20 年度： 

 19 年度に引き続き、エアロゾルや雲の気候に対する役割について更に研究を進め、非球形性エアロゾルの

放射に及ぼす研究や、全球対流モデルを用いた理想的なスコールラインの数値実験により降雨特性を調べた研

究などにおいて、いくつかの例証的成果がみられた。また、モンスーンに関する研究では、夏季モンスーンと

上層大気の関係について、強いつながりが統計的解析で示された。 
○若手研究者の養成 

現在までに共同研究として計 14 名の大学院生・PD が来日し、1〜数ヶ月間日本の大学に付属した研究セン

ターに滞在して研究することで、若手研究者の養成が行われてきた。 

 平成 19 年度は韓国から３名、中国から１名の大学院生が東京大学気候システム研究センターに滞在し、研

究を行った。また韓国から２名の大学院生が Virtual Laboratory として連携研究を行っている名古屋大学地

球水循環研究センターに滞在して研究を行った。これらの研究交流を通じ、相手国である韓国、中国からはモ

デル開発やモデル利用の貢献を得ている。また相手国側に対しては研究レベルの向上という貢献があった。気

候システム研究センターの大学院生が、アジアモンスーンに関する観測、解析的研究およびモデリング研究の

国際シンポジウムに参加して研究成果を発表し、この分野の第一線で活躍する研究者の発表を聞いたり、ディ

スカッション等を行い、若手研究者の養成にも役立った。 

 平成 20 年度は、平成 19 年度にも来日した２名を含め、韓国より 3名、中国より 1名の学生が来日し、研究

教育拠点が着々と構築されている、と言える。平成 21 年度も 7 月末現在で既に韓国から 2 名、中国から 2 名

の学生・PD が来日しており、今年度中更に 4 名が来日する予定となっている。本課題が周知されてきたこと

で、来日希望者が増え、若手研究者の養成に大いに役立っている。また、その研究が学位論文の一部になって

いることからも若手の養成に貢献したことが伺える。 

 平成 20 年度に日本で開催された UAW では、それぞれの研究テーマ別に幾つかのグループに分かれ 、各グル

ープで活発な議論が行われた。国籍を超えて教授と大学院生が一緒になって活発に議論できる機会というのは

なかなか持てるものではなく、日本側にとっても、相手国側にとっても、大学院生や若手研究者にとっては願

ってもないチャンスであった。平成 21 年度に韓国で開催された UAW でも発表や議論が活発に行われ、若手研

究者養成には多いに貢献している。 

本事業のコーディネーター自身も台湾の学生と活発に論議を行い、我々の研究を伝えたことが彼の論文執筆

にとって大変参考となり、その後も彼の論文にコメントを加えるなどで、若手養成に貢献している。 
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○アジア地域における研究教育拠点の構築 

 前述のように、共同研究として相手国側から積極的に若手研究者を受け入れており、このような研究交流を

通じて、気候システム研究センターを中心に、気候研究に関して研究教育拠点が構築されてきている、と言え

る。 

 また、平成２０年度は、日本で University Allied Workshop を開催し、日本、韓国、中国、台湾から総勢

約 90 名が参加した。このワークショップの成功により、各地域間の研究協力体制がより強力になったと思わ

れる。 

 平成２１年度は Seoul National University 主催により韓国で UAW が開催され、日本、韓国、中国、台湾か

ら総勢約 85 名が参加した。年を重ねる毎にその協力体制は強くなっていると思われ、研究教育拠点が順調に

構築されつつある、と言える。 

 

４．事業の実施体制 

本事業を実施する上での、「日本側拠点機関の実施体制」、「相手国拠点機関との協力体制」、及び「日本側拠点 

機関の事務支援体制」について記入してください。 

○ 日本側拠点機関の実施体制 （拠点機関としての役割・国内の協力機関との協力体制等） 

日本側拠点機関である気候システム研究センターは、ワークショップを開催し、また海外から若手研究員を招

聘し共同研究を行うなど、拠点機関としての役割を果たしてきた。一方、平成 19 年度には韓国から２名の大

学院生が Virtual Laboratory として連携研究を行っている名古屋大学地球水循環研究センターに滞在して研

究を行った。その他の日本側協力機関である千葉大学、東北大学とは、技術協力はあるものの、本事業として

の人的交流は今まで行われてこなかった為、今後は積極的に交流を行い、国内の協力体制も強化したいと考え

ている。 

○相手国拠点機関との協力体制 （各国の役割分担・ネットワーク構築状況等） 

セミナーとして開催されている University Allied Workshop（UAW）は日本、韓国、中国、台湾の研究機関が

合同で運営しており、持ち回りで毎年開催されている。４つの地域の大学院生と研究者が一堂に会し、気候問

題、環境問題に関して研究交流を行うと共に、人的交流も深め、協力体制の強化を目指している。平成 20 年

度は拠点機関である気候システム研究センターが事務局となって日本で開催、平成２１年度は韓国で開催され

た。22 年度は台湾、23年度は中国の主催で開催される予定である。平成 21 年度の UAW 終了後、４地域合同で

ニュースレターを電子ジャーナルで発行したい、という動きも出ており、UAW を起点に更に交流が深まること

が期待される。また、平成 20 年度には中国の拠点機関より教授 1名、21 年度には韓国の拠点機関より教授２

名が気候システム研究センターの客員教授として直接来日し共同研究を行っており、ネットワーク構築にも貢

献している。 

 

○日本側拠点機関の事務体制 （拠点機関全体としての事務運営・支援体制等） 

東京大学柏地区事務部センター支援グループが事務運営の支援を行っている。 
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６．本事業に関連した主な発表論文名・著者名 

コーディネーターあるいは参加研究者が実施期間中に既に発表した、この交流の成果となる主な論文等を記載して

ください。コーディネーター・参加研究者の氏名にはアンダーラインを付してください。また、相手国の参加研究者との

共著論文には、文頭の番号に○印を付してください。 
 

（１）学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済み及び採録決定済のものに限り、査読中・投稿中のものは除く。 

１ 

著者名 井上誠、高橋正明 

題 名 

Connection between the Asian Summer Monsoon and 
Stratosphere-Troposphere Circulation over the Asian 
Region 

掲載誌名 気象集誌 

発行所 日本気象学会 巻号 87巻1号 頁 P119～P138 発行年 2009 年 査読 有・無 

２ 

著者名 Kim Na-Young 

題 名 
Improved Mineral Dust Retrieval from Skyradiometer Measurements 

by Incorporating Nonspherical Particle Assumption 
掲載誌名  

発行所 ソウル大学修士論文 巻号  頁 ～ 発行年 2009 年 査読 有・無 

３ 

著者名 Guo Lan-Li 

題 名 
Simulation of the East Asian Subtropical Westerly jet by Coupled 

Global Climate Models 
掲載誌名  

発行所 南京大学博士論文 巻号  頁 ～ 発行年 2008 年 査読 有・無 

４ 

著者名 Zhang.Y., M.Takahashi and L.Guo 

題 名 
Analysis of the East Asian Subtropical Westerly Jet simulated by 

CCSR/NIES/FRCGC Coupled Climate System Model 
掲載誌名 気象集誌 

発行所 日本気象学会 巻号  頁 ～ 発行年 2008 年 査読 有・無 

５ 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 
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（２）国際会議における発表 

 ・著者（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、論文等の番

号、月・年を記載すること。発表者に○印を付すこと。 

・ 口頭・ポスターの別、査読の有無を区分して記載すること 

・  

１ 

著者名 Ohnmar Htway, J. Matsumoto, M. Takahashi 

題 名 
The controlling factor of the interannual variations of summer 

monsoon onset over Myanmar 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 ISAM6/EAC9 場所 アクロス福岡 番号  2007 月 12 年 

２ 

著者名 Makoto Inoue and M.Takahashi 

題 名 
Connection between the Asian summer monsoon and 

stratosphere-troposphere circulation over the Asian region 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 ISAM6/EAC9 場所 アクロス福岡 番号  2007 月  12 年 

３ 

著者名 Ronghui Huang and Jilong Chen 

題 名 Characteristics and Variations of the East Asian Monsoon System 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 ISAM6/EAC9 場所 アクロス福岡 番号  2007 月  12 年 

４ 

著者名 Wen Chen and Tim Li 

題 名 
Modulation of Northern Hemisphere Wintertime Stationary Planetary 

Wave Activity – East Asian Climate Relationships by the QBO 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 ISAM6/EAC9 場所 アクロス福岡 番号  2007 月  12 年 

５ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 
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（３）国内学会・シンポジウム等における発表 

 ・（２）と同様に記載すること 

１ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

２ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

３ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

４ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

５ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

 




