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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２２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．開始年度 

平成 20 年度（3 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・津田 敏隆 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：生存圏研究所・所長・津田 敏隆 
 協力機関：北海道大学、首都大学東京、弘前大学、島根大学、大阪電気通信大学、名古

屋大学、気象研究所、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人海洋研

究開発機構 
 事務組織：京都大学宇治地区事務部研究協力課 
 
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

際共同で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２２年度研究交流目標 
 これまで 2 年間の事業活動により、アジア諸国の研究者の間で赤道大気圏の観測的研

究の重要さに関する共通認識が形成された。これまでの 2 年間の活動により、信楽 MU
観測所の MU レーダー、赤道大気レーダー（インドネシア）、ガダンキ MST レーダー

（インド）の 3 つの大型大気レーダーを中核的研究拠点とし、さらに 20 以上の流星レ

ーダー、MF レーダー、電離層観測用レーダー等を組織化した赤道大気観測ネットワー

クが整備されつつある。平成 22 年度はこれらを活用した共同研究を推進することで、

研究協力体制をより確固たるものにし、同時に将来的に長期にわたって国際協同観測を

運営する人的ネットワークを構築する。この活動推進の一環として、「赤道大気圏に関

するセミナー」をインドネシアで 2010 年 6 月に、また、「 MLT 観測ネットワークに関

する国際ワークショップ」を 2011 年 3 月にシンガポールで開催する。 

本事業の主眼である地上観測ネットワークと相補的である衛星観測データの活用も

進め、これらを複合した観測的研究により、赤道大気の特異な力学過程の変動特性、エ

アロゾルを中心に大気組成の光化学・放射特性、低緯度域特有の電離層擾乱現象（赤道

異常、プラズマ・ファウンテン）を解明する。このため、中心課題として「エアロゾル

の特性」、「大気レーダー観測技術」、「衛星データ解析」に焦点をあて、若手研究者を中

心とした研究者交流を含めて共同研究を推進する。 

これらの研究成果を国際発信するために、本年 5月に幕張で開かれる日本地球惑星科学

連合（JPGU）、またインドの Hyderabad で 7月に開かれる Asia-Oceania Geoscience 
Society（AOGS）総会等の国際研究集会への参加を促進する。 

 
７．平成２２年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

 本事業では、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標とし、同地域で大型大気レーダーを運用する京大・生存研、イン

ドネシア LAPAN、インド NARL の 3研究機関の間で、平成 20 年度までに相互の学術

交流協定(MOU)が交換され、協力体制の主軸が形成された。平成 21 年度には、アジア・

オセアニア域の各国に合計で約 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 レーダー等から成るリージョナルレーダーネットワークが構築

された。本年度は、これらの地上観測データを活用し、さらに各種衛星観測データも併

用して共同研究を進めた。そして、2010 年 6 月にインドネシアで赤道大気圏に関する

セミナーを、2011 年 3 月にインドで熱帯大気・電離層に関する観測研究の進展に関す

るセミナーを開催し、最新の研究成果について討議するとともに、研究者同士の交流を

深め、人的ネットワークの構築に努めた。 

また、2010 年 9 月に京大・生存研において開催された赤道大気レーダーシンポジウ

ムおよび MU レーダー25 周年記念国際シンポジウムには、欧米各国を含む世界中から

レーダー観測における一流の研究者が多数参加したが、これらシンポジウムにインドネ
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シア、インド、さらに国内から 1名ずつの研究者を招聘し、さらに他経費でインドネシ

アから 2 名の研究者を招聘するとともに、本事業の日本側参画研究者 21 名も参加し、

アジア域と先進国との間で相互交流が進んだ。 

 

７－２ 学術面の成果 

 平成 22 年度は、「エアロゾルの特性に関する共同研究」(R-1)、「大気レーダー観測技術

に関する共同研究」(R-2)、「衛星データ解析に関する共同研究」(R-3)の 3 課題を推進した。

以下に、それぞれの研究課題から得られた成果について概要を述べる。 

R-1：地球温暖化問題において重要な役割を果たすとされるエアロゾルをはじめ、大気組

成の光化学・放射特性に関する国際共同研究を主にインド NARL と推進し、2011 年 3 月に

NARL で開催されたセミナー(S-2)において、インド、インドネシア、および日本の研究者

より最新の研究成果が報告された。これらは、学術論文として公表されるべく、準備が進

められている。 

R-2：インドネシア LAPAN がインド NARL の協力のもとで開発している小型ウィンド

プロファイラの運用を見据え、LAPAN の若手研究者にレーダー観測手法ならびにデータ解

析の基礎を習得させた。現時点では、まだ本格的な科学研究が始まっていないものの、近

い将来、上記ウィンドプロファイラの観測データおよび本事業が構築する赤道大気観測ネ

ットワークのデータを利用した研究がインドネシアの研究者によって進められ、学術論文

として公表されると期待される。 

R-3：前年度にインドネシアで開催された「地上観測と衛星データの複合観測に関する集

中講義」に参加した Noersomadi 研究員を 3 ヶ月間日本に招聘し、GPS 掩蔽データの解析

手法をレクチャーするとともに共同研究を推進し、英文雑誌(Atmospheric Measurement 
Techniques)にその成果を公表した。 

 
７－３ 若手研究者養成 

 本年度の研究課題の一つ「大気レーダー観測技術に関する共同研究」(R-2)において、

LAPAN の Mario Batsubara 研究員を京大・生存研に約 1 ヶ月間招聘し、MU レーダ

ーの国際共同利用に参加させ、観測手法およびデータ解析の基礎を習得させた。ここで

得られた知識は、LAPAN がインド NARL と進めている 150MHz 帯ウィンドプロファ

イラの共同開発、さらには将来的に観測されるデータの解析に役立てられると期待する。 

2011 年 2 月に京大・生存研の津田教授がインドネシアを訪問した際には、LAPAN の

若手研究者 Peberlin Sitompul 氏に流星レーダーに関するレクチャーを実施した。イン

ドネシアでは、京大・生存研の流星レーダーが Koto Tabang で稼働中であり、また Biak
島にも建設予定であることから、今後もインターネットを通じた指導と議論を継続し、

共同研究を推進する予定である。 

インド NARL で開催されたセミナー「熱帯大気・電離層に関する観測研究の進展」

(S-2)では、京大・生存研より矢吹、新堀特定研究員を派遣した。両研究員とも、最新
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の研究成果について情報交換するとともに、現地の研究員との交流を深め、将来的な共

同観測・共同研究についても議論することができた。 

また、京大・生存研の津田教授が JSPS 論博事業で指導してきた NARL の T.V.C. 
Sarma 研究員が、「インドの MST レーダーを用いた RASS（Radio Acoustic Sounding 
System）の設計・開発に関する研究」により京都大学博士(情報学)を取得した。 

 

７－４ 社会貢献 

 アジア・オセアニアの熱帯域に位置する国々において、大規模な気象・水災害を未然に

防ぐために、正確な天気予報や災害予測の重要性が認識されるようになり、同地域にリモ

ートセンシングによる大気観測ネットワークを確立することが急務となっている。 

本事業では、R-1「エアロゾルの特性に関する共同研究」において、近年頻発する大規模

な気象・水災害の原因とされている地球温暖化の重要な要素であるエアロゾルに関する共

同研究を推進し、R-2「大気レーダー観測技術に関する共同研究」においては、インドネシ

アにおける小型ウィンドプロファイラ開発について、若手研究者を養育することで、上記

の大気観測ネットワークを増強することに貢献し、さらに、R-3「衛星データ解析に関する

共同研究」では、地上観測と衛星観測を組み合わせることで、熱帯大気の精密な時間高度

変動の解明を目指した共同研究を進めた。 

これらの研究によって熱帯大気の変動メカニズムの理解が進み、また、大気観測ネット

ワークから取得されるデータを数値予報に取り込むことで、集中豪雨の発生予報や台風の

進路予報などが改善され、同地域における大規模自然災害の防止に貢献できると期待され

る。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 前年度にも指摘したように、本事業の海外拠点の一つであるインドでは、急速な経済発

展の恩恵を受け、研究費の急増等により、研究基盤整備および研究者の育成が着実に進ん

でいる。本年度に実施したセミナーや共同研究においても、特にインドの若手研究者の熱

心な質疑応答が目立った。今後、インドは中国とともに、研究においてもアジア域で主導

的な立場をとるようになると想像される。日本が今後彼らと対等に渡り合い、かつ主導的

な立場を維持し続けるには、国内の若手研究者の育成にもっと力を注ぐことが重要になる

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２２年度論文総数    ２９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  ０本 
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８．平成２２年度研究交流実績概要 
 ８－１ 共同研究 

R-1 「エアロゾルの特性に関する共同研究」 

地球温暖化予測において非常に重要な要素とされているエアロゾルに関する共同研究を

推進するため、この分野で国際的に著名な研究者であるインド NARL 所長の A. 
Jayaraman 博士を日本地球惑星科学連合 2010 年大会(2010 年 5 月 23-28 日、千葉市)に招

聘し、国際セッションにおいて最新の研究動向について情報交換した。 

一方、同年 10 月には津田教授が NARL を訪問し、相互が進めているエアロゾルや大気組

成の光化学・放射特性に関する研究について情報交換し、地上観測を中心とした共同研究

を推進した。さらに、2011 年 3 月には、NARL で開催されたセミナー(S-2)に京大・生存研

の矢吹研究員およびインドネシアLAPANのSaipul Hamdi研究員が参加し、A. Jayaraman
博士や NARL の研究員らとそれぞれのライダー観測にもとづくエアロゾル・大気質研究に

ついて討議した。 

 

R-2 「大気レーダー観測技術に関する共同研究」 

インドネシアの LAPAN がインド NARL の協力のもとで開発している150MHz 帯小型ウ

ィンドプロファイラに関連して、LAPAN の Mario Batubara 研究員を、2010 年 6 月 22 日

-7 月 21 日の 1ヶ月間に渡って日本に招聘した。Mario Batubara 研究員は MU レーダーの

共同利用観測に参加し、レーダーのハードウェアに関する知識や観測手法、およびデータ

解析方法について一通り習得した。また、日本学術振興会・若手研究者交流支援事業―東

アジア首脳会議参加国からの招聘―"Fostering Program of Leading Young Scientists 
toward the Establishment of Humanosphere Science in East Asia”の一環として信楽 MU
観測所で開催されたセミナーにて講演し、日本、インド、東アジア諸国の新進若手研究者

との人的交流を深めることができた。なお、上記の事業により、LAPAN から Ina Juaeni
研究員が、NARL から Sanjay Kumar Mehta 研究員および Debashis Nath 研究員が同時

期に京大・生存研に招聘されており、相互の研究について討議を重ねるとともに、人的な

ネットワークを構築することができた。 

 

R-3 「衛星データ解析に関する共同研究」 

アジア域での地上レーダー観測を基礎に、衛星観測データを利用して赤道大気の広域水

平特性を理解することを目的とし、北大の高橋教授が赤道直下(インドネシア・ポンティア

ナ)に VHF 電波受信設備を設置して、積乱雲活動の連続観測を開始した。また、TRMM 等

の衛星観測データを援用しながら、熱帯大気現象の時空間変動に関する共同研究を推進し

た。 

一方、前年度に実施された「地上観測と衛星データの複合観測に関する集中講義」に参

加した Noersomadi 研究員をインドネシアから京大・生存研に招聘した(2011 年 1 月 11 日

-3 月 16 日)。約 2ヶ月間の滞在期間中に GPS 掩蔽観測データの解析方法について研修を施
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すとともに共同研究を進めた。なお、その成果の一部は、京大・生存研の津田教授が英文

誌(Atmospheric Measurement Techniques)に発表した。また、2011 年 4 月 13-15 日に台湾

で開催される FORMOSAT-3/COSMIC Data User Workshop 2011 にも参加して成果発表

を行う。 

 

８－２ セミナー 

S-1 「赤道大気圏に関するセミナー」 

持続的発展可能な社会の構築に向けて、赤道大気圏の変動特性の科学的理解と正確な将

来予測の重要性を議論することを目的に、京大・生存研の Humanosphere Science School 
(HSS)との共催で、2010 年 6 月 10-11 日にインドネシアのジョグジャカルタ・ガジャマダ

大学において分野横断型のセミナーを開催した。本セミナーでは、まず、人類の生存環境

の基礎を形成する太陽・地球系システムの概要と太陽活動の影響に関する議論から始まり、

地球温暖化に代表される人為起源の環境変動とそれに付随する気象・水災害の増大、ある

いは森林・生活圏の変動について討議した。そして、このような環境下にある現代社会を

鑑み、太陽光やバイオマスを用いた新たなエネルギー開発、木質バイオマスの循環利用に

関する最新の研究成果に関して情報交換が行われた。本事業の参画研究者のうち、京大・

生存研より 7 名、インドネシアの拠点機関・協力機関より 5 名が参加した。さらに、イン

ドネシア側の拠点機関である LAPAN を中心に、LIPI、バンドン工大、ガジャマダ大から

多数の研究者および学生が参加し、熱心な質疑応答があった。 

 

S-2 「熱帯大気・電離層に関する観測技研究の進展」 

前年度にシンガポールでアジア・オセアニア諸国の研究者を集めて開催したレーダー観

測に関するワークショップに続いて、2011 年 3 月に 27-29 日にインドの NARL において、

熱帯大気の観測研究の進展に関するセミナーを開催した。開催場所は当初、日本、インド、

インドネシア、中国およびオーストラリアからの中間地点としてシンガポールでの開催を

目指していたが、会場提供予定のオーストラリア側の都合がつかず、インド拠点機関であ

る NARL で実施することとした。本セミナーでは、インドを中心としたアジア熱帯地域で

レーダーやライダー、GPS 衛星などのリモートセンシング技術を用いて大気観測を実施し

ている研究者と、これらの観測データを解析している研究者が集まり、ライダー観測によ

るエアロゾル研究、レーダー観測による気象学や MLT(mesosphere and lower 
thermosphere; 中間圏・下部熱圏)力学および電離層研究、GPS 気象学、数値予報、デー

タ及びメタデータ交換といった非常に幅広いテーマに関する講演があった。特に、観測デ

ータおよびそのメタ情報を交換することの重要性が認識され、本プログラムが構築を目指

すアジア地域におけるリモートセンシングの観測ネットワークにおいて、取得された観測

データの効率的な流通が進むようになると期待される。 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 2010 年 7月 5-9 日にインドの Hyderabad で開催された AOGS(Asia Oceania Geosciences 
Society)総会に京大・生存研の林特定准教授が参加し、アジア・オセアニア域のレーダー観

測ネットワークにおいて、円滑な国際共同研究を進める上で必要不可欠な観測データおよ

びメタ情報の交換について議論するとともに、インドを中心としたアジア域の研究者との

交流を深めた。 

2010 年 9 月 1-2 日および 2-3 日の日程で、京大・生存研において赤道大気レーダーシン

ポジウムおよび MU レーダー25 周年記念国際シンポジウムが開催された。このシンポジウ

ムには、インドネシア LAPAN から Afif Budiyono 博士を、インド NARL から A. K. Patra
博士を、さらに弘前大の児玉准教授を招聘した。また、他経費でインドネシアから 2 名の

研究者を招聘するとともに、本事業の日本側参画研究者 21 名がシンポジウムに参加し、MU
レーダーならびに赤道大気レーダーを用いた研究成果について活発な意見交換が行われた。 

2011 年 2 月 10 日にインドネシア・バンドン工科大で行われた地上観測と衛星データの複

合観測に関する研究会に京大・生存研の津田教授が出席し、GPS 電波を利用した熱帯大気

研究について情報交換するとともに、LAPAN において共同研究のうち合わせを行った。さ

らに翌 11日には LAPAN において若手研究者を対象にした流星レーダーに関するレクチャ

ーを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

９．平成２２年度研究交流実績人数・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>

インド 

<人／人日>

インドネシア

<人／人日>

シンガポール 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  2/16 2/10 4/16 8/42 

実績 6/30 

（2/10）

4/23 

（5/30）

 10/53 

（7/40） 

インド 

<人／人日> 

実施計画 3/17   4/16 7/33 

実績 2/13 

（2/102）

  2/13 

（2/102） 

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画 3/66   3/12 6/78 

実績 3/87 

（3/63）

1/5  4/92 

（3/63） 

シンガポール 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/83 2/16 2/10 11/44 21/153 

実績 5/100 

（5/165）

7/35 

（2/10）

4/23 

（5/30）

0/0 16/158 

（12/205） 

 

※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。） 

※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 

2／8 （27/108） <人／人日> 1／2 （21/42） <人／人日> 
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１０．平成２２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 22 年度 

研究課題名 （和文）エアロゾルの特性に関する共同研究 

（英文）Joint research on characteristics of aerosal 
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 

Achutan Jayaraman・National Atmospheric Research Laboratory 国立

大気科学研究所・Director 所長 

交流人数 

（※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  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1/8  1/8 

実績 1/5  1/5 

インド 

<人／人日> 

実施計画 1/4   1/4 

実績 1/3  1/3 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/4 1/8  2/12 

実績 1/3 1/5  2/8 

② 国内での交流       人／人日 

２２年度の 

研究交流活動 

インドNARL所長の A. Jayaraman 博士を日本地球惑星科学連合2010年

大会(2010 年 5 月 23-28 日、千葉市)における国際セッションに招聘した。

一方、京大・生存研の津田教授が 2010 年 10 月 7-11 日に NARL を訪問し、

相互の研究動向について情報交換を行った。また、2011 年 3 月 27-29 日に

NARL で開催されたセミナー「熱帯大気・電離層に関する観測研究の進展」

(S-2)に京大・生存研の矢吹研究員、およびインドネシア LAPAN の Saipul 
Hamdi 研究員が参加し、ライダーによるエアロゾル観測について討議し

た。 

研究交流活動

成果 

日本地球惑星科学連合 2010 年大会に A. Jayaraman 博士を招聘し、インド

におけるライダー観測によるエアロゾル研究について講演してもらうとと

もに、矢吹研究員とインドにおける共同観測・共同研究について議論した。
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一方、同年 10 月には津田教授が NARL を訪問し、相互の研究動向につい

て情報交換を行った。さらに、2011 年 3 月には、NARL で開催されたセミ

ナー(S-2)に矢吹研究員およびインドネシアから Saipul Hamdi 研究員が

参加し、A. Jayaraman 博士や NARL の研究員らとそれぞれのライダー観

測に基づくエアロゾル研究について討議し、また、今後の研究協力を議論

した。 

日本側参加者数  

11 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

インド側参加者数 

11 名 （１３－２ インド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 22 年度 

研究課題名 （和文）大気レーダー観測技術に関する共同研究 

（英文）Joint research on observation techniques with an atmospheric 
radar 

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 

Bambang Sukmana Tejasukmana・National Institute of Aeronautics 
and Space インドネシア航空宇宙庁・Deputy Chairman 次官 

交流人数 

（※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  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画     

実績    

インドネ

シア 

<人／人日> 

実施計画 1/30   1/30 

実績 1/16 

（1/51） 

 1/16 

（1/51） 

インド 

<人／人日> 

実施計画     

実績 （2/102）  （2/102）

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/30   1/30 

実績 1/16 

（3/153）

  1/16 

（3/153）

② 国内での交流       人／人日 

２２年度の 

研究交流活動 

インドネシア LAPAN の研究者である Mario Batubara 氏を、2010 年 6 月

22 日～7月 21 日の 1ヶ月間に渡って日本に招聘した。滞在中、MU レーダ

ー共同利用観測に参加させた。滞在中、日本学術振興会・若手研究者交流

支援事業―東アジア首脳会議参加国からの招聘―"Fostering Program of 
Leading Young Scientists toward the Establishment of Humanosphere 
Science in East Asia”の一環として信楽 MU 観測所で開催されたセミナーに

参加させ、インドネシアで行っている 150MHz 帯ウィンドプロファイラ開

発について講演させた。 
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研究交流活動

成果 

本招聘では、Mario Batubara 氏に MU レーダー共同利用観測に参加させ、

レーダーのハードウェアや観測手法並びに、基本的なデータ解析手法から

最新のレーダーイメージング手法までを習得させることにより、LAPAN
がインド NARL と進めている 150MHz 帯ウィンドプロファイラの共同開

発の支援を行うことができた。さらに、滞在中に信楽 MU 観測所で行われ

たセミナーに参加させることによって、インドネシアに留まらず日本、イ

ンド、東アジア諸国の新進若手研究者との人的交流を深めさせることがで

きた。 

日本側参加者数  

19 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

インドネシア側参加者数 

19 名 （１３－２ インドネシア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 22 年度 

研究課題名 （和文）衛星データ解析に関する共同研究 

（英文）Joint research on satellite remote-sensing of 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 

Achutan Jayaraman・National Atmospheric Research Laboratory 国立

大気科学研究所・Director 所長 

Bambang Sukmana Tejasukmana・National Institute of Aeronautics 
and Space インドネシア航空宇宙庁・Deputy Chairman 次官 

交流人数 

（※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> 

実施計画     

実績 1/6  1/6 

インド 

<人／人日> 

実施計画 1/7   1/7 

実績    

インドネ

シア 

<人／人日> 

実施計画 1/30   1/30 

実績 1/65  1/65 

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/37   2/37 

実績 1/65 1/6  2/71 

② 国内での交流       人／人日 

２２年度の 

研究交流活動 

北大の高橋教授が 2010 年 8 月にインドネシアのポンティアナを訪問し、赤

道域における積乱雲活動の観測設備を設置した。また、インドネシア

LAPAN の Noersomadi 研究員を京大・生存研に招聘し、その滞在中(2011

年 1 月 12 日-3 月 16 日)に衛星観測データの解析方法について研修を実施

した。 

研究交流活動

成果 

本研究課題では、赤道大気の精密な時間高度変動の解明を目指し、アジア

域での地上レーダー観測を基礎に、衛星観測データを利用して赤道大気の

広域水平特性を理解することを目的としている。北大の高橋教授は赤道直

下のポンティアナに VHF 電波受信設備を設置し、複雑な赤道大気変動に

おいて重要な役割を果たすと考えられている積乱雲活動の観測を開始し

た。また、その観測データとともに TRMM 等の衛星観測データを援用し

ながら、積乱雲に伴う降雨や雷の時空間変動の研究を推進した。一方、前
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年度に実施された「地上観測と衛星データの複合観測に関する集中講義」

に参加した Noersomadi 研究員をインドネシアから京大・生存研に招聘し

た。2ヶ月間の滞在期間中に GPS 掩蔽観測データの解析方法について研修

を施すとともに共同研究を推進し、その成果を英文誌(筆頭著者は京大・生

存研の津田教授)に発表した。 

日本側参加者数  

35 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

インド側参加者数 

16 名 （１３－２ インド側参加研究者リストを参照） 

インドネシア側参加者数 

8 名 （１３－３ インドネシア側参加研究者リストを参照） 
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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・アフリカ学術基盤形成事業 

「赤道大気圏に関するセミナー」 
（英文）JSPS AA Science Platform  

「Seminar on equatorial atmosphere」 
開催時期 平成 22 年 6 月 10 日 ～ 平成 22 年 6 月 11 日（2 日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）インドネシア・ジョグジャカルタ・ガジャマダ大学 
（英文）Indonesia・Jogjakarta・Gadjah Mada 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) 

Bambang Sukmana Tejasukmana ・ National Institute of 
Aeronautics and Space インドネシア航空宇宙庁・Deputy 
Chairman 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. 2/12
B. 
C. 5/30

 
インドネシア 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 5/10

 
 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 2/12
B. 
C. 10/40

 
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 
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セミナー開催の目的 持続的発展可能な社会の構築に向けて、赤道大気圏の変動特性の科

学的理解と正確な将来予測の重要性を議論することを目的に、京

大・生存研の Humanosphere Science School (HSS)と共催し、イ

ンドネシアのジョグジャカルタにおいて赤道大気圏に関する集中

セミナーを実施した。 

セミナーの成果 本セミナーは、大気科学、森林科学、生物圏科学、応用工学、都市

科学、生活科学という 6 つのセッションから構成され、分野を横断

する活発な議論が展開された。まず、人類の生存環境の基礎を形成

する太陽・地球系システムの概要と太陽活動の影響に関する議論か

ら始まり、地球温暖化に代表される人為起源の環境変動とそれに付

随する気象・水災害の増大、あるいは森林・生活圏の変動について

討議した。そして、このような環境下にある現代社会を鑑み、太陽

光やバイオマスを用いた新たなエネルギー開発、木質バイオマスの

循環利用に関する最新の研究成果に関して情報交換が行われた。今

回の学際的なセミナーによって、赤道大気圏研究の重要性、また、

研究成果の社会還元の必要性が改めて認識された。本セミナーに

は、本事業の参画研究者のうち、京大・生存研より 7 名、インドネ

シアの拠点機関（LAPAN）・協力機関（LIPI、バンドン工大、ガジ

ャマダ大）より 5 名が参加した。さらに、100 名を超える一般参加

者を集めた。 
 

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。また、開催準備にあたっては、

インドネシア側の協力機関である LIPI、バンドン工大、ガジャヤ

マダ大からの協力を得た。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 
講師旅費        458,420 円        

    外国旅費係る消費税    22,008 円 
インドネシ

ア側 
内容              金額 
    会議費         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・アフリカ学術基盤形成事業「熱帯大気・ 

電離層に関する観測研究の進展」 
（英文）JSPS AA Science Platform 

「Recent advances in observational studies of the 
tropical atmosphere and ionosphere」 

開催時期 平成 23 年 3 月 27 日 ～ 平成 23 年 3 月 29 日（3 日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）インド、ティルパチ、国立大気科学研究所 
（英文）Tirupati、India、 

National Atmospheric Research Laboratory 
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) 

Achutan Jayaraman  
National Atmospheric Research Laboratory 国立大気科学研究

所・Director 所長 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ インド   ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 4/20
B. 
C. 2/10

 
インドネシア 

<人／人日> 

A. 1/5
B. 
C. 

 
インド 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 13/39

 
合計 

<人／人日> 

A. 5/25
B. 
C. 15/49

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 近年、アジア・オセアニアの熱帯域に位置する国々において、正確

な天気予報や災害予測の重要性が認識されるようになり、同地域に

リモートセンシングによる大気観測ネットワークを確立すること

が急務となっている。前年度にシンガポールでアジア・オセアニア

諸国の研究者を集めて開催したレーダー観測に関するワークショ

ップに続いて、2011 年 3 月に 27-29 日にインド NARL において、

熱帯大気の観測研究の進展に関するセミナーを開催し、インドを中

心としてアジア熱帯地域でレーダーやライダー、GPS 衛星などの

リモートセンシング技術を用いて大気観測を実施している研究者

と、これらの観測データを解析している研究者が集まって、最新の

研究成果について情報交換を行った。また、観測ネットワーク間で

の効率的なデータ流通を図るため、各研究機関が所有する観測デー

タの公開方法やメタ情報の交換方法などについても議論した。 
セミナーの成果 本セミナーの初日には、インドにおけるトップレベルの大気観測施

設である NARL の各種観測装置の見学会が実施され、参加者間で

今後の共同観測を見据えた活発な意見交換がなされた。2-3 日目に

は、(1)ライダー観測・エアロゾル研究、(2)レーダー観測・MLT 力

学・電離層研究、(3)気象学・数値予報・GPS 気象学、(4)データ及

びメタデータ交換・E-インフラ整備、という 4 つのセッションにお

いて計 26 件の講演があり、日本、インド、インドネシアにおける

熱帯大気研究の最新の成果が紹介され、非常に熱心な議論が交わさ

れた。本セミナーでは、アジア・オセアニア地域における熱帯大気

研究において、技術開発・キャンペーン観測・データ交換を国際共

同で推進していくことの重要性が確認された。また、NARL と京

大・生存研の間でメタデータの交換を始めるとともに、科学的な成

果について議論する会議を定期的に開催することも約束した。

NARL からは熱心な研究者が多数参加し、質疑応答も多く、たいへ

ん活発なセミナーとなった。 
セミナーの運営組織 本セミナーの運営は、京大・生存研とインド NARL が共同で行っ

た。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 
    講演者旅費         907,450 円 
    消費税           43,926 円 

インド側 内容              金額 
    会議費            100,000 円 
    消耗品費           30,000 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  1/8  1/8 

実績 1/5 1/5 2/10 

インド 

<人／人日> 

実施計画 1/6   1/6 

実績 1/10  1/10 

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画 1/6   1/6 

実績 1/6 

（2/12） 

 1/6 

（2/12） 

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/12 1/8  3/20 

実績 2/16 

（2/12） 

1/5 1/5 4/26 

（2/12） 

②  国内での交流      1 人／ 2 人日（21/42） 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

京都大学生存圏

研究所・ 

特定准教授・ 

林寛生 

 

インド・ 

ハイデラバ

ード・ 

ハイデラバ

ード国際会

議場 

平成 22 年 7

月5日～9日

2010年7月5-9日にインドのHyderabad
で 開 催 さ れ た AOGS(Asia Oceania 
Geosciences Society)総会に参加し、アジ

ア・オセアニア域のレーダー観測ネット

ワークにおいて、円滑な国際共同研究を

進める上で必要不可欠な観測データお

よびメタ情報の交換について議論する

とともに、インドを中心としたアジア域

の研究者との交流を深めた。 

 

Afif Budiyono・ 
National 
Institute of 
Aeronautics 
and Space ・ 
Scientist 
 

日本・ 

宇治市・ 

京都大学生

存圏研究所 

平成 22 年 8

月 31 日～9

月 5日 

2010年9月1-2日および2-3日の日程で、

京大・生存研において赤道大気レーダー

シンポジウムおよび MU レーダー25 周

年記念国際シンポジウムが開催された。

MU レーダーならびに赤道大気レーダー

を用いた研究成果について活発な意見

交換が行われた。 
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A.K. Patra・ 
National 
Atmospheric 
Research 
Laboratory・ 
 

日本・ 

宇治市・ 

京都大学生

存圏研究所 

平成 22 年 8

月 31 日～9

月 9日 

2010年9月1-2日および2-3日の日程で、

京大・生存研において赤道大気レーダー

シンポジウムおよび MU レーダー25 周

年記念国際シンポジウムが開催された。

MU レーダーならびに赤道大気レーダー

を用いた研究成果について活発な意見

交換が行われた。シンポジウム後には生

存研・山本教授、名古屋大学大塚准教授

と研究打合せを行った。 

児玉安正・ 

弘前大学・ 

准教授 

日本・ 

宇治市・ 

京都大学生

存圏研究所 

平成 22 年 9

月1日～2日

MU レーダー・EAR 合同シンポジウムに

出席した。 

津田敏隆・ 

京都大学・ 

教授 

インドネシ

ア・ 

バンドン・ 

バンドン工

科大学およ

びインドネ

シア航空宇

宙庁 

平成 23 年 2

月 10日～14

日 

2011 年 2 月 10 日にインドネシア・バン

ドン工科大で行われた地上観測と衛星

データの複合観測に関する研究会に出

席し、GPS 電波を利用した熱帯大気研究

について情報交換するとともに、

LAPAN において共同研究のうち合わせ

を行った。さらに翌 11 日には LAPAN
において若手研究者を対象にした流星

レーダーに関するレクチャーを実施し

た。13 日には LAPAN において流星レー

ダーによる観測に関する研究打合せを

行った。 
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１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 53,640  

外国旅費 4,051,579  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 128,271  

その他経費 197,615  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

168,895  

計 4,600,000  

委託手数料 460,000 消費税は内額
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 592,775 4/31（5/30） 

第２四半期 1,307,335 5/29（26/207） 

第３四半期 674,278 1/5 

第４四半期 2,025,612 7/95（2/10） 

計 4,600,000 17/160（33/247） 

 


