
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２１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/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 
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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、今年度はさらに(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。 

 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
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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。 
 
７．平成２１年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

本課題ではレーダーを中心とした大気圏観測ネット-ワークの協力体制をアジア域に構築

することを主目的としている。大型大気レーダーを中核設備とした総合観測所として、国

内では京大生存研・信楽 MU 観測所(MU レーダー)、国外では京大・生存研がインドネシア研

究機関(LAPAN)と共同で西スマトラ州で運用している赤道大気観測所(赤道大気レーダー：

EAR)、ならびに南インドの国立大気科学研究所(NARL、Gadanki MST レーダー)の 3 つがあ

り、レーダー以外に各種の電波・光学観測装置が設置されている。 

H20 年度までに、京大・生存研、LAPAN、NARL の 3 者間相互の学術交流協定(MOU)が交換さ

れ、協力体制の主軸ができた。さらに H21 年度には、アジア域に約 20 台設置されている、

流星レーダー、中波帯(MF)レーダー、電離層観測用 VHF レーダー等を糾合するリージョナ

ルレーダーネットワークを構築した。 

また、地上観測と相補的である衛星観測データの活用について、インドネシアの LAPAN に

おいて集中講義・セミナーを行った。日本から 3 名が講師として参加した。またインドネ

シアの若手研究者 2 名を日本に招聘し、衛星観測データを用いた共同研究を推進した。そ

の結果、地上・衛星複合観測の重要性が改めて認識され、アジア域でも衛星データの活用

が進んだ。 

大気のレーダー観測で世界的にも先端研究を進めている米国・オクラホマ大と京大とが共

同で国際シンポジウムを 2009 年 11 月に開催したが、これにアジア諸国から研究者、実務

担当者を招聘した。これにより先進国とアジア域の相互交流が促進された。 
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７－２ 学術面の成果 

本課題では、H21 年度に「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 課題を推進した。本事業の初年度で選定した研究課題について、本年度は

積極的に共同研究を推進した結果、いくつか重要な研究成果が得られており、本事業によ

る交流の効果が実質的に産み出されている。以下、個別の研究課題について概要を述べる。 

R-1： 研究協力ネットワークの中心となる大気レーダーに関する最先端の研究成果を議

論する「第 12 回 MST レーダーワークショップ」が 2009 年 5 月にカナダのロンドン市で開

かれた。この会議にインド等から研究者を派遣し、共同研究課題 R-1 に関する研究成果を

国際発信した。さらに、ワークショップの論文特集号に、アジアからも多くの学術論文が

投稿されており、近日中に刊行される予定である。 

R-2： 前年度の活動の一環として、2009年 3月にLAPANで国際ワークショップを開催し、

大気圏から電離圏に至る広い高度層に生起する大気現象を地上および衛星からリモートセ

ンシングする方法、ならびに観測を基礎に明らかにされた赤道大気特有の興味深い現象に

ついて議論を深めた。日本、インドネシア、インド、ヴェトナムから約 50 件の講演が行わ

れが、これらの研究成果を集大成すべく、英文の論文集を LAPAN の公式な紀要として発行

した。 

R-3： アジア・オセアニアの低緯度域に分布している約 20 台の流星・MF レーダーをネ

ットワーク化し、中間圏・熱圏下部(MLT)の風速変動の広域特性の解明を目指した共同研究

を開始した。H21 年度は主にインドの研究者とともに、平均流ならびに大気潮汐をはじめ

とする各種の大気波動の長期変動特性を明らかにした。これらを学術論文として公表すべ

く準備を進めている。 

 
７－３ 若手研究者養成 

共同研究の計画に基づき、インドから数名の若手研究者が 5 月に MST レーダーワークシ

ョップに参加し、研究成果を口頭発表した。また、11 月のオクラホマ大・京大の国際シン

ポジウムにもインドおよびインドネシアから若手研究者を招聘した。その結果、これらの

若手研究者が先端研究の動向を理解することに役だった。 

一方、NARL の TVC Sarma 研究員を日本へ招聘し(経費は JSPS 論博事業)、大気レーダー・

RASS による風速・気温観測データの解析を進め、学術論文として投稿した(現時点で minor 

revision と評価されており、近日中受理される見込みである)。MU レーダーにより開発さ

れた RASS 観測手法を NARL の大気レーダーに適用でき、赤道大気力学過程の理解が進んだ。 

地上観測と相補的な衛星データのうち、特徴的な観測として TRMM による熱帯降雨、放射

計による大気組成、GPS 掩蔽による気温測定を選び、集中講義をインドネシアで行った。そ

の受講生から 2 名を京大あるいは弘前大に 2-4 週間招聘し、衛星データを用いた先端課題

の研究を行わせた。それぞれ、学会等で公表しうる研究成果が得られた。 

インドおよび中国を中心に、アジア諸国における科学技術の伸びが急速であり、多くの
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優秀な若手研究者が排出されている。日本がアジア域で科学技術面でリーダーシップを維

持するには高度人材ネットワークを構築することが重要である。本事業による地道な研究

交流が、ネットワーク構築の基礎として大変重要な役割を果たしている。 

 

７－４ 社会貢献 

気象・水災害をはじめ自然災害の大半の被害がアジア・アフリカ域に集中している。レ

ーダー等の地上観測および衛星データにより大気現象の実態を把握し、そのメカニズムを

数値モデルも援用して理解することが重要である。具体的には、本事業では先端レーダー

等により熱帯大気擾乱および降雨の詳細過程を観測すること、衛星データを用いて広域特

性を把握することについてセミナーと共同研究を実施した。 

これらの地上・衛星観測データを数値モデルに同化すれば、気象予報精度を向上させる

ことができると期待される。この観点から、アジア諸国の気象庁等における実務担当者も

セミナーに招聘し(例えば、京大・オクラホマ大国際シンポジウム)、社会への成果還元を

含めた議論を展開した。つまり、H20 年度には主に大気現象の科学面に関する研究交流が主

であったが、H21 年度はそれらに加えて、観測結果および数値モデル予測をもとに、防災・

減災の社会適応策を提示することにも議論を展開した。その結果、大気観測の研究目的で

開発されたレーダー技術等を実用的な観測ネットワークに展開し、社会貢献することの重

要性が改めて認識された。 

本事業の取組みを発展させれば、大気観測ネットワークが将来にわたって安定的なデー

タ収集・解析が可能となり、集中豪雨予報や台風の発生・進路予報改善など、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される。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

主な研究交流先のひとつであるインドネシアの研究機関・大学（LAPAN、バンドン工大等）

において集中講義を継続し、若手研究者を日本に招聘した結果、赤道大気に関する科学的

研究成果を学会公表しる研究レベルまで高めることができつつある。一方、インドならび

に中国では、国策による研究費の急増等により、研究レベルの向上ならびに研究基盤整備

が急速に進んでいる。今後、日本がアジアにおける主導的立場をとり続けるためには、研

究者交流の促進、共同研究の推進に集中的な予算投入といった大胆なプログラム設定が必

要であると思われる。 

 
 
７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数    19 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  5 本 

   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  1 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 
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８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

R-1 MST12 国際ワークショップ・レーダースクール： 

気象観測用のウィンドプロファイラ、中層大気観測も含めた MST レーダー、ならびに流

星レーダー、中波帯(MF)レーダー、さらに電離層観測用非干渉散乱レーダーなどの各種

の大気レーダーに関する最新の科学技術的研究成果に関する情報交換を行う目的で、カ

ナダ・オンタリオ州のロンドン市で、2009 年 5 月 17-23 日に「第 12 回 MST レーダーワー

クショップ」が開催された。この 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、AASP のインド側拠点機関である NARL が主催となり、南

インドのティルパティ市で開かれた。また、ワークショップに先立ち、若手研究者・学

生の啓発を目的としたレーダー技術に関する国際スクールが 2009 年 5 月 12-16 日に開か

れた。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議論が基礎となって開発されており、今後の新規レーダ

ー計画の温床となっている。 

今回、これらのワークショップ・スクールの国際運営委員会の議長を務めている京大・

生存研の津田教授が出席し(5 月 19-26 日)、さらにインドから 3 名(S. Gurubaran, 5 月

16-25 日; Dopa Dutta, 5 月 14-25 日; Maria Antonita, 5 月 19-25 日)、を参加させ、先進

国の研究者との交流を深めた。なお、他のインド人研究者およびインドネシアからの参

加も計画したが、新型インフルエンザの影響で出張許可が得られず、やむなく中止した。 
 
R-2 2009 年 3 月開催のワークショップ集録作成： 
前年度の 2009 年 3 月 2-3 日に LAPAN のバンドン研究所で開催した、”Workshop on 
Ground - Based Atmosphere Observation Network in Equatorial Asia”で発表された論

文の extended abstract を英文で出版した。Key note paper 3 件、invited paper 9 件、一般講

演 40 件の論文が含められている。編集について LAPAN と京大・生存研の研究者が主に

メールで意見交換した。この集録は LAPANの Center for Application of Atmospheric Sciences 

and Climate による公式報告書とされている。なお、出版経費は LAPAN が負担した。 

インドネシアの研究者による国際論文誌への投稿はあまり多くないが、今回の集録に掲

載された論文の中で優れたものを学術論文として公表するよう、研究指導していくこと

を計画している。 
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R-3  

若手研究者招聘： 

LAPAN の若手研究者である Erma 研究員 を 2009 年 10 月 11 日から 11 月 11 日まで日本に

招聘し、弘前大の児玉准教授と TRMM（熱帯降雨観測衛星）データを用いたインドネシア海

洋大陸のモンスーン降雨に関する共同研究を行った。また、日本気象学会が主催した、日・

中・韓合同国際シンポジウムに出席した。期間は、2009 年 10 月 11 日から 11 月 11 日であ

る。この招聘のきっかけは、2009 年７月に AA-Program(JSPS)の事業として LAPAN において

行われた児玉准教授による TRMM（熱帯降雨観測衛星）に関する集中講義である。講義に出

席した Erma 研究員は、講義の課題レポートとして TRMM データを利用したモンスーン研究

についてのプロポーザルを提出し、このプロポーザルを高く評価した。 

期間中、Erma 研究員は、レーダー降雨観測や TRMM に搭載されたレーダー観測データにつ

いての理解を深めた。さらにこのデータを用いて、インドネシア海洋大陸の降水の季節変

化について調査を行い、インドネシアの地域間の違いについて検討した。この研究成果の

一部は帰国後にインドネシアで行われた ITB conference において発表された。Erma 研究

員は、大学院教育を日本で受けることを希望しているので、近い将来これを実現すること

で、赤道大気について国際共同研究を行う人材ネットワーク醸成のための若手研究者の育

成に貢献していきたい。 

 

中間圏・熱圏下部（MLT）レーダーワークショップ： 

中間圏・熱圏下部(Mesosphere Lower thermosphere; MLT)領域と呼ばれる高度 60-150km の

大気層は地球環境の天井部であるとともに、宇宙空間につながるフロントともいえる。MLT
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領域では大気の一部が電離しており、電離層とも呼ばれ、1950 年代より各国で電離層観測

用レーダー（アイオノゾンデ）により定常モニターされている。 

MLT 領域における風速変動は 1970 年代より、オーストラリアのアデレイド大ならびに京

大の信楽観測所に設置された、それぞれ、MF レーダー、流星レーダーにより観測されてき

た。その後、京大はインドネシアに計 4点の流星・MF レーダーを設置し、さらに 2000 年に

インドネシアの西スマトラに赤道大気レーダー（EAR）を開設し、総合観測所に発展させて

いる。一方、アデレイド大も東太平洋およびオーストラリア北部にレーダーを設置した。

また、情報通信研究機構（NICT）および名大 STE 研などは東南アジアにいくつかの電離層

観測用 VHF レーダーを設置している。また、最近ではインド、中国、韓国などが独自に流

星、MF、VHF レーダーを新設している。 

 今回、アジア・オセアニア域に分布する 20 台以上の MLT 観測用レーダーの研究者を一同

に介して、観測状況の情報交換ならびに研究動向の意見交換を行うべく、2010 年 3 月 8-9

日にシンガポールで国際ワークショップを開催した。この成果をもとに、次年度にも同様

のワークショップを開催する予定である。 

 

８－２ セミナー 

S-1 インドネシアにおける集中講義 

 インドネシアの拠点機関である LAPAN のバンドン研究所において、前年度に引き続き第 3

回の集中講義を行った。平成２０年度にはレーダーおよび光学装置による地上からの大

気・電離層観測に関するセミナーおよびワークショップを実施した。今回は、赤道大気の

地上観測と相補的である衛星観測について、特徴のある 3 つの講義、「衛星搭載レーダー

(TRMM)」、「GPS 気象学」および「衛星搭載放射計」を実施した。このため、津田( 7/12-20)、

児玉( 7/12-15)、塩谷  (7/15-18)の 3 名が講師としてインドネシアに出張した。さらに、

インドネシアの研究者が大気現象について数値モデルによる研究を紹介した。これらを基

礎に、大気圏の総合的理解を目指した研究課題の推進について議論した。 

今回のセミナーでは、大気圏の重要な衛星観測として①TRMM：Tropical Rain Measuring 

Mission（衛星搭載レーダーによる熱帯域の降雨観測）、②GPS気象学（GPS衛星測位情報を

活用した気象・電離圏現象の地上・衛星観測）、③衛星搭載放射計（SMILESをはじめとす

る可視・赤外・紫外・マイクロ波放射計による大気観測）、を取り上げ、それぞれの観測

原理、特徴、主要な研究成果を解説した。弘前大の児玉准教授、京大・生存研の津田教授、

塩谷教授が、それぞれ①、②、③について集中セミナー（原則として50分x9回）を担当し

た。 

さらに、LAPANの主任研究者である Dr. Didi Sitiadi と Dr. Buldan Muslim が気候モ

デル研究、ならびにGPSを用いた電離層研究についてセミナーを行い、インドネシアにおけ

る関連研究の状況を議論した。また、LAPANの研究大気科学センター長である Dr. Thomas 

Djamaluddin がLAPANにおける衛星ミッションの現状と将来計画を紹介したが、特に小型衛

星 TUBSAT による可視イメージの成果が興味を集めた。 
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インドネシアの研究者は、２年度にわたるセミナーに参加することで、固定点における事

件連続的な地上観測と、グローバルな衛星観測、ならびに数値モデルの得失および協調関

係を理解した。  
これらのセミナーを通して、赤道大気の時間・空間変動特性を詳しく理解するために必要

な知識を得ることができ、今後の共同研究のさらなる発展が期待できた。 
本プログラムでは、赤道大気圏の地上観測を主課題としており、インドネシア、インド、

ヴェトナム等のアジア域の研究者と協力して、各種の地上観測をネットワーク化し、これ

らを統合した観測・研究を推進している。昨年度は、地上観測実施状況の現状把握、研究

成果、今後の動向についてセミナー、ワークショップを通して情報交換を行った。その結

果、地上観測は一点における大気状態の高度変化について詳細な時間変動を解明すること

ができる一方、グローバルな水平分布を知ることができず、地上観測を基礎に、地球観測

衛星データを併用することで赤道大気圏の現象の総合的な理解を進めることが重要である

ことが確認された。 

今回の集中セミナーでは、衛星観測を主題とするものの、地上観測との相補的連携、さ

らに数値モデル研究との協調によるシナジー効果を促進することができ、総合討論を通し

て大気圏の総合的理解を進める方策を定めることができた。 

 

S-2 国際シンポジウム開催 

京大宇治キャンパスにて、2009 年 11 月 10-13 日に “International Symposium on Radar 
and Modeling Studies of the Atmosphere(大気現象に関するレーダー観測とモデル研究に

関する国際シンポジウム)”を開催した。米国オクラホマ大およびアジア諸国から気象関係

の研究者および行政担当者が参加した。特に、AASP の経費では、下記の 5 名を招聘した。 

    Somchai Baimoung : 11/8-14 タイ 

    Madan L. Shrestha：11/8-14 ネパール 

    M.Prabowo：11/8-14 インドネシア 

    Mario Batubara：11/8-14 インドネシア 

    Jan Sopaheluwakan：11/9-13 インドネシア 

また、国内外の研究機関・官公庁・メーカからも多くの研究者が参加したが、本経費によ

り気象研究所から 5名の研究者(石原、川畑、斉藤、小司、國井)、および北大の藤吉教授 

が参加した。 

 

本セミナーでは異常気象をもたらす大気現象のレーダー観測、数値モデル、データ同化に

関する先端研究、ならびに気象・水災害の軽減に向けた施策等について議論を進めた。 
大気レーダー観測で国際的にも先端研究を推進している、米国・オクラホマ大から 24 名（内

学生 9 名）、アジア諸国（インド、バングラデシュ、フィリピン、ネパール、タイ、インド

ネシア）から 10 名、また京大・生存研と防災研を中心に国内の大学および気象研、情報通

信研究機構等の研究機関から約 80 名が出席した。レーダー・衛星等による観測および数値
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モデル実験による理工学にまたがる先端研究の成果の情報交換、ならびに監視・予報、災

害防止に関する具体的な対応策について、基調・招待・一般口頭講演計 44 件、ポスター発

表 32 件を行った。また、最終日には、京都大学の MU レーダーが設置されている信楽観

測所へのツアーを行った。 
上記のようにアジア諸国から研究者および実務担当者を招聘し、大気観測・モデル研究の

最新の研究だけでなく、気象応用まで幅広く情報交換した。特に、アジア人研究者が日本・

米国における第一線の研究者と交流する機会となり、次世代研究者を刺激・育成する絶好

の機会となった。 

また、アジア域を中心に社会的にも大きな問題となっている、台風・サイクロン、集中豪

雨、竜巻などの暴風雨による気象・水災害の軽減策についてパネルディスカッションを行

った。 

その結果、先端研究成果を気象・水災害にさらされているアジア諸国の災害軽減策の検討

を進めることができ、社会還元・国際貢献することができた。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

LAPAN の若手研究員である Noersomadi 氏を 2010 年 1 月 10 日より 23 日まで他経費(GCOE)

で招聘した。 

2009 年 7 月に LAPAN で実施した集中講義(セミナー)では、衛星観測データ(TRMM, GPS 掩蔽,

放射計)の活用を中心に議論した。このセミナーで成績優秀な若手研究者として、Erma 氏

および Noersomadi 氏を選び、それぞれ、同事業の共同研究および研究者交流の対象者と

した。Noersomadi 氏は、GPS 掩蔽データを用いて熱帯域の成層圏における気温擾乱の時間・

空間分布を解析する研究に興味を示した。講義内容を基礎に LAPAN において独自にデータ

解析を進め、温度擾乱の原因が大気波動（大気重力波）によると解釈した。この結果 

について議論するために、同氏を京大・生存研に短期間招聘した。共同研究の結果、この

擾乱現象は熱帯域で特徴的な積雲対流が励起源となっており、さらに、背景平均流と波動

との相互作用により、緯度・経度分布が変化することが分かった。また、積雲活動の 

季節変化にともない、成層圏の温度擾乱強度も特徴的に変動することが明らかになった。 
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９．平成２１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 

         

         派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

<人／人日>

インド 

<人／人日>

カナダ 

<人／人日>

シンガポール 

<人／人日> 

合計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 

実施計画
 3/21

（1/4）

 1/7 

（1/15）

 4/28 

（2/19）

実績 
3/18  1/7 

（1/15）

1/4 

（2/8） 

5/29 

（3/23）

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

<人／人日> 

実施計画 5/27     5/27 

実績 
4/51 

 

   

（3/12） 

4/51 

（3/12）

インド 

<人／人日> 

実施計画 5/27 1/14  3/16  9/57 

実績 
 

（1/5） 

 3/29  

（6/24） 

3/29 

（7/29）

タイ 

（日本側参加研究者） 

実施計画       

実績 1/7     1/7 

ネパール 

（日本側参加研究者） 

実施計画       

実績 1/7     1/7 

合計 

<人／人日> 

実施計画 10/54 4/35

（1/4）

 4/23 

（1/15）

 18/112 

（2/19）

実績 6/65 

（1/5） 

3/18  4/36 

（1/15）

1/4 

（11/44） 

14/123 

（13/64）

※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。 

※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 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   7／28 ＜人／人日＞ 7／20 ＜人／人日＞ 
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１０．平成２１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－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 カナダ 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画   1/7 

（1/15） 

1/7 

（1/15） 

実績  1/7 

（1/15） 

1/7 

（1/15） 

インド 

<人／人日> 

実施計画   3/16 3/16 

実績  3/29 3/29 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画   4/23 

（1/15） 

4/23 

（1/15） 

実績   4/36 

（1/15） 

4/36 

（1/15） 

② 国内での交流       人／人日 

21 年度の研

究交流活動

及び成果 

気象観測用のウィンドプロファイラ、中層大気観測も含めた MST レーダー、

ならびに流星レーダー、中波帯(MF)レーダー、さらに電離層観測用非干渉散

乱レーダーなどの各種の大気レーダーに関する最新の科学技術的研究成果

に関する情報交換を行う目的で、「第 12 回 MST レーダーワークショップ」が

開催された。京大・生存研の津田教授が出席し、さらにインドから 3 名を参

加させ、先進国の研究者との交流を深めた。なお、インドでは独自に MF レ

ーダーの開発を進めている。一方、インドネシアでは前回の MST11 ワーク

ショップが契機になってインド・ドイツおよび日本との共同で、150MHz 帯

のウィンドプロファイラが建設された。 

日本側参加者数  
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5 名 （１３－１ 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 

6 名 （１３－２（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 （１３－３（    ）国側参加研究者リストを参照）
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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 

<人／人日> 

実施計画  （1/4）  （1/4） 

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  （1/4）  （1/4） 

実績     

② 国内での交流       人／人日 

21 年度の研

究交流活動

及び成果 

前年度の 2009 年 3 月 2-3 日に LAPAN のバンドン研究所で開催し

た、”Workshop on Ground - Based Atmosphere Observation Network in 
Equatorial Asia”で発表された論文の extended abstract を英文で出版し

た。編集について LAPAN と京大・生存研の研究者が主にメールで意見交

換した。インドネシアの研究者による国際論文誌への投稿はあまり多くな

いが、今回の集録に掲載された論文の中で優れたものを学術論文として公

表するよう、研究指導していくことを計画している。 

日本側参加者数  

9 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（インドネシア ）国(地域)側参加者数 

10 名 （１３－２（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 （１３－３（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－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 シンガポール 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画     

実績  1/4 

（2/8） 

1/4 

（2/8） 

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画 1/7   1/7 

実績 1/32  

（3/12） 

1/32 

（3/12） 

インド 

<人／人日> 

実施計画 1/7   1/7 

実績   （6/24） （6/24） 

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/14   2/14 

実績 1/32  1/4 

（11/44） 

2/36 

（11/44） 

② 国内での交流       人／人日 

21 年度の研

究交流活動

及び成果 

オーストラリア・アデレイド大、京大、情報通信研究機構（NICT）および名

大 STE 研、インド、中国、韓国などが運用するアジア・オセアニア域に分布

する 20 台以上の中間圏・熱圏下部(Mesosphere Lower thermosphere; MLT)

レーダーの研究者を一同に介して、観測状況の情報交換ならびに研究動向の

意見交換を行うべく、国際ワークショップを開催した。従来、日本とオース

トラリアが持ち込んだレーダー装置による大気観測が行われていたが、近

年、中国、インドなどが独自にレーダーを設置し、熱帯域から中緯度に至る

領域での大気波動を観測している。今後これらのデータを総合することで、

大気力学過程の緯度・経度変化が解明されると期待される。この成果をもと

に、次年度にも同様のワークショップを開催する予定である。 

日本側参加者数  

20 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（インドネシア ）国(地域)側参加者数 
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5 名 （１３－２（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 

9 名 （１３－３（インド）国側参加研究者リストを参照）

 



 18

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－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   
LAPAN ・Deputy Chairman 

 
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. 3/18
B. 
C. 

インドネシア 
<人/人日> 

A. 
B. 
C. 8/40

合計 
<人/人日> 

A. 3/18
B. 
C. 8/40

 
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 
今回のセミナーでは、大気圏の重要な衛星観測として①TRMM：

Tropical Rain Measuring Mission（衛星搭載レーダーによる熱帯域

の降雨観測）、②GPS気象学（GPS衛星測位情報を活用した気象・電離

圏現象の地上・衛星観測）、③衛星搭載放射計（SMILESをはじめとす

る可視・赤外・紫外・マイクロ波放射計による大気観測）、を取り上

げ、それぞれの観測原理、特徴、主要な研究成果を解説した。弘前大

の児玉准教授、京大・生存研の津田教授、塩谷教授が、それぞれ①、

②、③について集中セミナー（原則として５０分ｘ９回）を担当した。

さらに、LAPAN の主任研究者である Dr. Didi Sitiadi と Dr. Buldan 

Muslim が気候モデル研究、ならびに GPS を用いた電離層研究につい

てセミナーを行い、インドネシアにおける関連研究の状況を議論した。

また、LAPAN の研究大気科学センター長である Dr. Thomas Djamaluddin

が LAPAN における衛星ミッションの現状と将来計画を紹介したが、特

に小型衛星 TUBSAT による可視イメージャの成果が興味を集めた。 
セミナーの成果 本プログラムでは、赤道大気圏の地上観測を主課題としており、イ

ンドネシア、インド、ヴェトナム等のアジア域の研究者と協力して、

各種の地上観測をネットワーク化し、これらを統合した観測・研究を

推進している。昨年度は、地上観測実施状況の現状把握、研究成果、

今後の動向についてセミナー、ワークショップを通して情報交換を行

った。その結果、地上観測は一点における大気状態の高度変化につい

て詳細な時間変動を解明することができる一方、グローバルな水平分

布を知ることができず、地上観測を基礎に、地球観測衛星データを併

用することで赤道大気圏の現象の総合的な理解を進めることが重要で

あることが確認された。 

今回の集中セミナーでは、衛星観測を主題とするものの、地上観測と

の相補的連携、さらに数値モデル研究との協調によるシナジー効果を

促進することができ、総合討論を通して大気圏の総合的理解を進める

方策を定めることができた。このセミナー参加者のうち、優秀な若手

研究者２名をそれぞれ弘前大（児玉）と京大（津田）に 2－4週間 

招聘し、TRMM 衛星ならびに COSMIC-GPS 掩蔽データの解析を中心とした

共同研究を進めた。今後、彼らがインドネシアにおける衛星データ 

利用の牽引者に育つと期待している。 

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。特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。 
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開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容    講師旅費      金額 714,399 円 
      印刷費         48,560 円 

相手国(地域) 
インドネシア 

内容    会議費       金額 50,000 円 
      消耗品費        30,000 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 10 日～平成 21 年 11 月 13 日（ 4 日間）

開催地（国名、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. 7/20
B. 
C. 5/20

インドネシア 
<人/人日> 

A. 3/19
B. 
C. 

インド 
<人/人日> 

A. 
B. 
C. 1/5

タイ 
（日本側参加研究者） 

<人/人日> 

A. 1/7
B. 
C. 

ネパール 
（日本側参加研究者） 

<人/人日> 

A. 1/7
B. 
C. 

  合計 
<人/人日> 

A. 12/53
B.. 
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C. 6/25
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。） 
 
 
 
 
セミナー開催の目

的 

本セミナーでは異常気象をもたらす大気現象のレーダー観測、数値モ

デル、データ同化に関する先端研究、ならびに気象・水災害の軽減に

向けた施策等について議論を進めた。 
大気レーダー観測で国際的にも先端研究を推進している、米国・オク

ラホマ大から 24 名（内学生 9 名）、アジア諸国（インド、バングラデ

シュ、フィリピン、ネパール、タイ、インドネシア）から 10 名、また

京大・生存研と防災研を中心に国内の大学および気象研、情報通信研

究機構等の研究機関から約 80 名が出席した。レーダー・衛星等による

観測および数値モデル実験による理工学にまたがる先端研究の成果の

情報交換、ならびに監視・予報、災害防止に関する具体的な対応策に

ついて、基調・招待・一般口頭講演計 44 件、ポスター発表 32 件を行

った。また、最終日には、京都大学の MU レーダーが設置されている

信楽観測所へのツアーを行った。 
 

セミナーの成果 上記のようにアジア諸国から研究者および実務担当者を招聘し、大気

観測・モデル研究の最新の研究だけでなく、気象応用まで幅広く情報

交換した。特に、アジア人研究者が日本・米国における第一線の研究

者と交流する機会となり、次世代研究者を刺激・育成する絶好の機会

となった。 

また、アジア域を中心に社会的にも大きな問題となっている、台風・

サイクロン、集中豪雨、竜巻などの暴風雨による気象・水災害の軽減

策についてパネルディスカッションを行った。 

その結果、先端研究成果を気象・水災害にさらされているアジア諸国

の災害軽減策の検討を進めることができ、社会還元・国際貢献するこ

とができた。セミナーの最後に行った panel discussion の集約とし

て、下記の statement をとりまとめ、参加したアジア諸国における気

象官庁の stakeholder に伝えた。 

 

We have recognized that the implementation of state-of-the-art 

weather radar  technology and numerical prediction is essential 

for reducing the impact of severe weather  hazards. The 

participants of this symposium agree to  enhance mutual

cooperation and exchange of experience and knowledge toward 
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sustainable capacity building and the prevention and mitigation 

of weather related disasters. 

 

今後、気象・水災害の軽減に向けた取り組みの指針として活用される

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オクラホマ大学が共同

で行った。 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容    参加者招へい旅費  金額 1,789,760 円 
      印刷費         313,950 円 
      会場借料        151,000 円 
      消耗品費        39,400 円 

相手国(地域) 
 

内容    ０円 
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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> 

実施計画     

実績    

インド 

<人／人日> 

実施計画   1/14 1/14 

実績    

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画   1/14 1/14 

実績     

② 国内での交流       人／人日 
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１１．平成２１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 446,440  

外国旅費 3,292,767  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 202,038  

その他経費 527,736  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

131,019  

計 4,600,000  

委託手数料 460,000 
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 680,695 4/36（1/15） 

第２四半期 787,181 3/18（8/40） 

第３四半期 2,824,125 13/85（6/25） 

第４四半期 307,999 1/4（11/44） 

計 4,600,000 21/143（26/124） 

 
 


