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アジア研究教育拠点事業 
平成１９年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 東京大学気候システム研究センター 
（韓 国）拠点機関： ソウル大学 
（台 湾）拠点機関： 台湾国立中央大学 
（中 国）拠点機関： 中国科学院大気物理研究所 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：気候・環境研究に関するアジア研究教育拠点の形成                      

                   （交流分野： 気候学         ）  
（英文）：An Asian core formation of climate and environment research and education         

                   （交流分野： Climatology       ）  
 研究交流課題に係るホームページ： http://www.prime-intl.co.jp/jsps/index.html  

http://www.prime-intl.co.jp/UAW2008/index.html  
 
 
３．開始年度 
平成１９年度（１年目） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１９年１１月 １４日 ～ 平成２０年 ３月３１日 
 
５．実施体制 
日本側実施組織 

拠点機関：東京大学気候システム研究センター 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：気候システム研究センター・センター長・中島 映至 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：気候システム研究センター・教授・高橋 正明  
 協力機関：東北大学、名古屋大学、千葉大学  
 事務組織：東京大学柏地区センター支援グループ 

 
 
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：韓国 
拠点機関：（英文）Seoul National University 

      （和文）ソウル大学 
コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Climate Environment System Research   
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Center・Professor・Kang In-Sik 
協力機関：（英・和文） Yonsei University (延世大学校)  
 経費負担区分：パターン２ 

 
（２）国（地域）名：台湾 
拠点機関：（英文）Taiwan National Central University 

      （和文）台湾国立中央大学 
コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Institute of Hydrological Sciences・ 
Professor・Sui Chung-Hsiung 

 協力機関：（英・和文）National Taiwan University (国立台湾大学) 
 経費負担区分：パターン２ 
 
（３）国（地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences 

      （和文）中国科学院大気物理研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Laboratory of Numerical Modeling     

for Atmospheric Sciences and Geophysical Fluid Dynamics・Professor・Shi Guang-Yu 
 協力機関：Nanjing University (南京大学) 
 経費負担区分：パターン２ 
 
６．アジア研究教育拠点事業としての全期間を通じた研究交流目標 

    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。 
 
７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

 韓国および中国の大学院生を東京大学気候システム研究センターへ招聘し、研究教育の
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交流を図った。名古屋大学地球水循環研究センターにも韓国より大学院生を招聘し、雲解

像数値モデルを用いた研究を行った。また、アジアモンスーンに関するシンポジウムに参

加した。 

 具体的内容は、以下の通りである。 

１：雲やエアロゾルの直接表現が可能な雲力学モデルを用いた、雲やエアロゾルによる気

候メカニズムの研究 

２：スカイネットフラックスデータ解析ツールの作成、およびマイクロ波放射計、放射モ

デルに関する研究 

３：気候モデルの出力データを用いた気候力学、特にアジア域の中緯度に存在するジェッ

トの力学的生成メカニズムの解析的研究 

４：名古屋大学地球水循環研究センターにおける雲解像数値モデルを用いた降水システム

に関する解析的研究 

５：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の研究 

 

 

７－２ セミナー 

 事業開始前に中国の北京で University Allied Workshop というセミナーを実施した為、

本年度はセミナーを実施しなかった 

 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 韓国延世大学より Hong 教授を招聘し、次世代モデル発展のための協議および研究打ち合

わせを行った。また、気候システム研究センター内にて講義も行ってもらった。 
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８．平成１９年度の研究交流の成果 
（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。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

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。そのような研究交流を通して、

協力体制が着々と構築されている。 

 

 

８－２ 学術面の成果 

 韓国のゴーサンに於ける観測データから、CCN の解析を行い、CCN とエア ロゾルとの関

係性を調べた。また、ビン型雲モデルを学び、１つの数値 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。  

 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。 

 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。基本的なメソスケールの数値実験から始める必要

があり、一応のシミュレーションが成功した段階である。簡単な 解析結果から、雲などの

再現やメソ構造の再現に成功している。ただ、より詳し い解析を行う必要性は残っている。 

 
 
８－３ 若手研究者養成 

 韓国から５名、および中国から１名の大学院生が日本の大学に付属した研究センターに

滞在することで、若手研究者の養成が行われた。 

 また、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の研究の国際シンポジウムに参加して研究成果を発表し、またこ

の分野の第一線で活躍する研究者の発表を聞いたことで、若手研究者の養成にも役立った。 

 

 

８－４ 社会貢献 

これまで、中国の大学院生が２ヶ月くらい短期滞在し、そこで気候研究を行った例は、聞

いたことがない。それが今回可能となったのは画期的なことであり、留学生にとっては貴

重な経験となる。また、このようなことを通して、更に中国の人々との交流が進められる。

これは重要な社会的貢献になると思う。 

 更に、韓国の大学院生が短期の留学をして、日本の大学付属の研究センターで研究交流

を行ったことは、韓国との関係性において、重要な社会的貢献になったと言えるだろう。 
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 最後に、時間のかかる問題であるが、このように東アジアの学生の教育を行ったことは、

目には見えないが、大きな社会貢献ではないだろうか。 

 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

 本事業により、韓国や中国からの短期留学として容易に行き来が可能となり、交流が出

来るようになった。韓国、中国の大学院生にとって、非常によいシステムとなったことは、

評価できると思う。しかしながら、短期の留学では、すぐに成果があがるものではなく、

時間がかかることが問題点として残るであろう。帰国後の将来的な院生教育に反映される

ことを期待したい。今後は、相手国側からの留学生の受け入れだけでなく、日本からも海

外に派遣して研究交流を広げたい。 
 
 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数    1 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  1 本 (In press) 

   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 

（※ 論文リストを別に添付して下さい） 
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９．平成１９年度における総交流人数・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 韓国 台湾 中国  合計 

日本 
実施計画       

実績      

韓国 
実施計画 7/284     7/284 

実績 6/281    6/281 

台湾 
実施計画 3/18     3/18 

実績 3/18    3/18 

中国 
実施計画 7/102     7/102 

実績 8/103    8/103 

 
実施計画       

実績      

合計 実施計画 17/404     17/404 

実績 17/402     17/402 

 

※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（相手国予算による）交流についても、カッコ書きで記入してく

ださい。 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  ２／１０   （人／日）   ２／１０  （人／人日） 

 

 

 


