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アジア研究教育拠点事業 
平成２１年度 実施計画書 

 
 
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                       

  
 
３．採用年度 
 平成 １９年度（ ３ 年度目） 
 
４．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   
Center・Professor・Kang In-Sik 
協力機関：（英・和文） Yonsei University (延世大学校) 
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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：National Climate Center（国立気候センター）、Nanjing University (南京

大学) 
 経費負担区分：パターン２ 
 
５．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。 

 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
このプロジェクトでは、共同研究として初年度の平成 19年度においては、韓国より５名、

中国より 1 名を日本に招聘し、平成 20 年度には韓国より 3 名、中国より 1 名を招聘した。 
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招聘した学生および研究者は、主に気候システム研究センターに滞在して、同センターで

開発した気候モデル等を使った研究を行い、また同センターの学生や研究者たちと研究面

での交流を行ってきた。そのような状況から、多いに交流が進み、目標をある程度達成す

ることができたと言える。ただ、それぞれ滞在期間が短いので、成果をすぐに出すのは難

しい、という問題があり、帰国後のフォローも大事になってくるが、適宜レポートを提出

してもらう、論文投稿・学位論文のフォローをする、などの対応を行っている。また、必

要に応じて再来日して研究を継続している。 
研究分野も年を重ねるごとに幅広くなっていき、各方面で研究の進展が見られた。 

 具体的な研究分野としては、エアロゾルや雲を陽に表現するモデルによる放射や雲物理

の気候影響の研究、エアロゾルデータを取り込んだ放射プロセスと現実大気との比較研究、

領域モデルによるメソ現象、スケールの大きな高気圧低気圧の気候の維持に関する研究等

が挙げられる。このように、研究の立場からも進展があり、目標は達成されたと言えるで

あろう。 
平成 20 年度は、セミナーとして日本で UAW を開催した。日本、韓国、中国、台湾の研

究者総勢 90 名が参加し、発表やディスカッション等が積極的に行われた。研究面でも人的

交流面でも大きな成果が挙げられた。特に、東アジアのモンスーン、大気汚染、エアロゾ

ル汚染などの研究面で成果が得られ、目標は達成できたと言える。今年度気候システム研

究センターでの研究を希望する学生・若手 PD 研究者が増えており、この UAW での交流に

よるところが大きい。今年度中に韓国ソウル大学より PD1 名、学生 1 名、釜山大学より学

生 1 名、中国科学院より学生 1 名、南京大学より PD1 名、学生 2 名、国立気候センターよ

り学生 1 名、計 8 名の来日を予定している。 
日本国内において、拠点機関と協力機関とは、技術的な面で連携している。拠点機関で

ある気候システム研究センターでは主にモデルを使用した解析を行っているのに対し、協

力機関では観測結果の解析が中心になっていることから、両者の融合を図ることで研究協

力を行っている。協力機関と相手国側との交流については、平成 19 年度に韓国より名古屋

大学に学生２名を招聘し研究を行ったが、本事業での経費負担ルールによる招聘が難しい

場合もあり、平成 20 年度は協力機関と相手国側との往来はなかった。 
 
７．平成２１年度研究交流目標 
平成 21 年度は、韓国より 3 名、中国より 5 名、総数 8 名の大学院学生および若手 PD 研

究者を気候システム研究センターに招聘し、更なる研究交流を促進する予定である。また、

日本人大学院生 1 名がシンガポールで開催される国際会議に参加し、アジアモンスーンに

関する研究の交流を図る。共同研究課題は、今年度は 1 件増えて 7 件となり、また各課題

の中でも研究範囲を広げて、更なる研究の発展を目指す。 
日本、韓国、中国、台湾の研究機関で合同で運営している UAW が今年度は韓国で開催され

る予定で、それに参加する。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

境問題に関して更なる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す。 
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８．平成２１年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

 
今年度は韓国・中国より計８名の研究員・大学院学生を気候システム研究センターに招

聘し、昨年度から更に研究範囲を広げた取り組みを行い、研究交流を進展させる。具体的

には、以下の通りである。 
１：平成１９年度からの継続課題であるが、昨年度までのエアロゾルが及ぼす雲への影響

に関する研究から研究範囲を広げ、エアロゾルおよび雲に関する様々なモデリング研究を

行う。韓国から 2名、中国から 1名の研究員・大学院学生が来日し、この研究に取り組む。 

２：平成１９年度からの継続課題で、エアロゾル、雲のスカイラジオメーターによる観測

結果とそれの放射モデルを用いた解析研究を行う。今年度は、昨年度作成した解析ツール

による検証を行う予定である。 
３：平成１９年度からの継続課題で、気候モデル MIROC を使用した解析研究を行う。今

年度は、南京大学より大学院生 1 名が来日し、研究範囲を広げて、水プロセス（梅雨）も

含めた解析を行う。 
４： アジアモンスーンに関する研究交流を行う。今年度はシンポジウムへの参加に加え、 

中国から 2 名の研究者を招聘する。気候システム研究センターで開発された気候モデルを

使用し、10 年規模振動および温暖化の異なる条件での ENSO と東アジアモンスーンとの関係

に関する研究、モデル気候値が北西太平洋高気圧偏差（WNPAC）に与える影響等についての

研究を行う。また、日本人学生 1名がシンガポールで開催される Asia Oceania Geosciences 

Society に参加し、赤道域下部成層圏の準 2年振動がアジア域のモンスーン循環に与える影

響について発表し、意見交換・情報交換も行う。 

５：平成２０年度からの継続課題で、全球対流モデル(NICAM)による雲微物理過程の研究

を行う。昨年度延世大学より招聘した Roh Woosub 氏は、今年度東京大学の博士課程留学生

となり、気候システム研究センターにて引き続きこの研究に取り組む。 
６：平成２０年度からの継続課題で、昨年度気候システム研究センターのエアロゾルモデ

ル SPRINTERS を用いて得られた結果をもとに、今までは東アジアにおけるエアロゾル分

布を十分に再現できなかった中国の気候モデルの改良に取り組む。  
７：今年度新規課題で、力学モデルを用いた気候の研究を行う。中国より 1名、韓国より 1

名の大学院生を招聘し、GCM と再解析データを用いた総観規模擾乱のフィードバックに関す

る研究、線形傾圧モデルを用いた、インド洋・太平洋とモンスーン変動の間の関係を解析

する研究を行う。 

 
８－２ セミナー 

日本、韓国、中国、台湾の研究機関で University Allied Workshop(UAW)を開催し、若手

研究者の教育および各国研究者の研究交流を行っている。第 6 回目となる今年度は、韓国

での開催が予定されている。昨年度は日本側拠点機関である気候システム研究センターが

主催し、日本で開催したが、総勢約 90 名が参加し、学生や教授により気候問題・環境問題
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に関する発表やディスカッションが活発に行われたが、今年度も同様の成果が期待される。

今年度日本側は本事業として８名の参加を予定している。 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

 

 

 

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> 

韓国 

<人／人日>

台湾   

<人／人日>

中国   

<人／人日>

シンガポール 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 
 

8／40 

(5/25) 
  

1／7 

 

9／47 

(5/25) 

韓国 

<人／人日> 
3／182     3／182 

台湾 

<人／人日> 
 (13/65)    (13/65) 

中国 

<人／人日> 
5／361 (19/95)    

5／361 

(19/95) 

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 
8／543 

8／40 

(37/185) 
  1／7 

17／590 

(37/185) 

 

※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 

０／０  <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 19 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）エアロゾルおよび雲に関するモデリング研究 

（英文）Modeling studies on aerosol and cloud 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）中島映至・東京大学気候システム研究センター・教授 

（英文）Nakajima Teruyuki・Center for Climate System Research, 

University of Tokyo・ Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Yoon Soon-Chang・ソウル大学・教授、Sohn Byung-Ju・ソウル大学・教

授、Zhang Hua・National Climate Center・教授 

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   計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

    

韓国 

<人／人日> 

２／１５２   ２／１５２ 

中国 

<人／人日> 

１／６０   １／６０ 

合計 

<人／人日> 

３／２１２   ３／２１２ 

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 

 昨年度までのエアロゾルが及ぼす雲への影響に関する研究から研究範
囲を広げ、エアロゾルおよび雲に関する様々なモデリング研究を行う。
韓国から2名、中国から1名の研究員・学生を招聘する。具体的には、以
下の通りである。1.NICAMモデル出力を用いて、雲の放射強制力（cloud 
radiative forcing, CRF）を調べ、衛星データからのCRFと比較研究する
ことで、放射強制力の誤差の減少が期待される。２．韓国で使われてき
たアジア域のダスト予報モデル（ADAM）は不確かな部分が多い為、デー
タ同化技術の改良を目指すことで、アジア域におけるダスト予報の精度
向上が期待される。３．気候モデル中の雲の重なり合い（オーバーラッ
ピング）の取り扱いについて研究し、NICAM、AGCMのモデル間の雲の振る
舞いに関する比較研究も行う。気候の予測精度向上が期待される。 

日本側参加者数  

２ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

６ 名 （１３－２（韓国）側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

２ 名 （１３－３（中国）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 19 年度 研究終了年度 平成 23 年度 

研究課題名 （和文）スカイネットフラックスデータ解析ツールの作成 

（英文）Development of Skynet flux data analyzing tool 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）中島映至・東京大学気候システム研究センター・教授 

（英文）Nakajima Teruyuki・Center for Climate System Research, 

University of Tokyo・ Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Sohn Byung-Ju・ソウル大学・教授 

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   計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

    

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 

平成 19 年度、20 年度とソウル大学より Kim Na-Young 氏が気候システム

研究センターを訪れ、雲のスカイラジオメーターによる観測結果とそれ

の放射モデルを用いた解析研究を行い、それなりの成果が見られた。今

年度は来日の予定はないが、自国にて研究を継続し、昨年度作成した解

析ツールを用いて、観測された偏光度と非球形を仮定したエアロゾル偏

光度の比較検証を行う予定であり、エアロゾルの非球形効果の研究にお

ける新しい知見が得られることが期待される。 

日本側参加者数  

３ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

２ 名 （１３－２（韓国）側参加者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３ （  ）国（地域）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 19 年度 研究終了年度 平成 23 年度 

研究課題名 （和文）東アジア域における亜熱帯ジェット周辺の気象擾乱に関する研究 

（英文）Studies on Meteorological disturbances around Subtropical 

Jet in the East Asia 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）高橋 正明・東京大学気候システム研究センター・教授 

（英文）Takahashi Masaaki・Center for Climate System Research, 

University of Tokyo・ Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Zhang Yao-Cun・南京大学・教授 

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   計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

    

中国 

<人／人日> 

１／６０   １／６０ 

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

１／６０   １／６０ 

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 

 気候システム研究センターで開発された気候モデル MIROC の改良のた

めに、モデル結果の解析を行ってきた。昨年度までは東アジア域におけ

る亜熱帯西風ジェットにともなうシノプティク擾乱に関する研究であっ

たが、今年度は研究手法としては同じ MIROC を使用しながら、水プロセ

ス（梅雨）も含めて研究範囲を広げる。南京大学の学生 1 名が来日し、

異なる分解能を持つ CCSR/NIES/FRCGC（MIROC） 結合気候モデルを用いて

再現された梅雨前線の構造解析（特に、上層と下層の形態に焦点を当て

る）や、それに伴う循環系の詳細な解析および観測との比較を行う。梅

雨の期間を決める要因を解明することが期待される。 

日本側参加者数  

２ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

３ 名 （１３－２ （中国）側参加者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３ （  ）国（地域）側参加者リストを参照）
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整理番号 R－5 研究開始年度 平成 19 年度 研究終了年度 平成 23 年度 

研究課題名 （和文）アジアモンスーンシステムに関する研究 

（英文）Study on Asian Monsoon System 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）木本 昌秀・東京大学気候システム研究センター・教授 

（英文）Kimoto Masahide・ Center for Climate System Research, 

University of Tokyo・ Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Huang Ronghui・Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of 

Sciences・Professor 

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 シンガポール  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 １／７  １／７ 

中国 

<人／人日> 

２／１８０   ２／１８０ 

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

２／１８０ １／７  ３／１８７ 

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 

今年度は、中国から 2 名の研究者を招聘し、アジアモンスーンシステム

に関する研究を行う。1 名は長期の CCSR の結合気候モデル出力の解析を

行い、10 年規模振動および温暖化の異なる条件下での ENSO と東アジアモ

ンスーンとの関係を研究し、その相互関係のメカニズムが解明されるこ

とが期待される。1 名は CCSR で開発された高分解能のモデルを使用し、

モデル気候値が北西太平洋高気圧偏差（WNPAC）に与える影響について研

究し、そのメカニズムが解明されることが期待される。また、日本人学

生 1 名がシンガポールで開催される Asia Oceania Geosciences Society

に参加し、赤道域下部成層圏の準 2 年振動がアジア域のモンスーン循環

に与える影響について発表し、アジアモンスーン研究に携わる研究者た

ちと意見交換・情報交換も行い、研究交流が深まることが期待される。

日本側参加者数  

４ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

５ 名 （１３－２ （中国）側参加者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３ （  ）国（地域）側参加者リストを参照）
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整理番号 R－6 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 23 年度 

研究課題名 （和文）全球対流モデルによる強い降雨時の微物理過程の研究 

（英文）Study on microphysical process using NICAM global convective 

model 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）佐藤正樹・東京大学気候システム研究センター・准教授 

（英文）Satoh Masaki・Center for Climate System Research, 

University of Tokyo・ Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Lee Tae-young・延世大学・教授 

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   計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

    

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 

全球対流モデル(NICAM)による雲微物理過程の研究を行う。 

昨年度はモデルの中の雲降水プロセスのレビュー、全球対流モデルを用

いたスコールラインの数値実験等を行った。しかし、現実的な数値実験

では、分解能が粗いためによい実験結果が得られなかった為、次のステ

ップとして、高分解能のモデルを用いて解析し、雲物理過程をより詳し

く検証することでモデルの改善が期待される。昨年度延世大学より招聘

した Roh Woosub 氏は、今年度東京大学の博士課程学生となり、気候シス

テム研究センターにて引き続きこの研究に取り組む。 

日本側参加者数 

５ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

１ 名 （１３－２ （韓国）側参加者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３ （  ）国（地域）側参加者リストを参照）
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整理番号 R－7 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 23 年度 

研究課題名 （和文）SPRINTARS を用いた東アジアエアロゾル分布 

（英文）Aerosol distribution of East Asia using SPRINTARS 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）（和文）中島映至・東京大学気候システム研究センター・教授 

（英文）Nakajima Teruyuki・Center for Climate System Research, 

University of Tokyo・ Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Zhang Hua・National Climate Center・教授  

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   計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

    

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 

昨年度は、国立気候センターの学生が来日し、CCSR のエアロゾルモデル

である SPRINTARS を用いた数値実験を行い、東アジアにおけるエアロゾ

ル分布を再現する研究を行った。再現されたエアロゾロル分布を、中国

で観測されているエアロゾル分布と比較検証した。 

これまでの中国のエアロゾル気候モデルでは、この再現が十分になされ

ていなかった為、昨年度の研究結果をもとに、今年度は中国のモデル改

良に取り組む。中国のモデル改良が日本のモデル改良にも反映されるこ

とが期待される。 

日本側参加者数  

２ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

２ 名 （１３－２ （中国）側参加者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３ （  ）国（地域）側参加者リストを参照）
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整理番号 R－8 研究開始年度 平成２１年度 研究終了年度 平成２３年度 

研究課題名 （和文）力学モデルを用いた気候の研究 

（英文）Studies on climate using dynamical models 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）渡部 雅浩・東京大学気候システム研究センター・教授 

（英文）Watanabe Masahiro・Center for Climate System Research, 

University of Tokyo・ Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

XU Xiao-Feng・南京大学・教授 

Ha Kyung-Ja・釜山大学・教授 

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   計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

    

韓国 

<人／人日> 

１／３０   １／３０ 

中国 

<人／人日> 

１／６１   １／６１ 

合計 

<人／人日> 

２／９１   ２／９１ 

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 

中国より 1 名、韓国より 1 名の学生を招聘し、力学モデルを用いた気候

の研究を行う。南京大学の学生は、GCM と再解析データを用い、モデルで

の再現実験や擾乱によるフィードバック、渦の成長率などを評価し、観

測結果と比較検証する。フィードバックの力学プロセスが解明されるこ

とが期待される。また、釜山大学の学生は、線形傾圧モデルを用いた実

験を行い、インド洋と太平洋とモンスーン変動の間の結びつき方を解析

し、東アジアの夏季モンスーンと熱帯インド洋変動に現れる１０年規模

変動の研究を行う。１０年規模変動のメカニズムを解明することが期待

される。 

日本側参加者数  

１ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 韓国 ）側参加者数 

２ 名 （１３－２ （韓国）側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）側参加者数 

２ 名 （１３－３ （中国）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）日本学術振興会第 6 回地球の持続可能性を目指す気候・環

境の研究に関する大学連携ワークショップ 
（英文）JSPS 6th University Allied Workshop on Climate and 
Environmental Studies for Global Sustainability 

開催時期 平成 21 年 6 月 21 日 ～ 平成 21 年 6 月 25 日（5 日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）韓国、ソウル、ソウルロイヤルホテル 
（英文）Korea, Seoul, Seoul Royal Hotel 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）中島映至・東京大学気候システム研究センター・教授 

（英文）Nakajima Teruyuki・Center for Climate System Research, 
University of Tokyo・Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Kang In-Sik・Climate Environment System Research Center, Seoul 
National University・ Professor 
 

 
参加者数 

 
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。） 
 
 

   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 韓国 ） 

日本 
<人／人日> 

A.        8/40 
B. 0/0 
C. 5/25 

韓国 

<人／人日> 

A. 0/0 
B. 0/0 
C. 30/150 

台湾 

<人／人日> 

A. 0/0 
B. 0/0 
C. 13/65 

中国 

<人／人日> 

A.     0/0 
B.     0/0 
C.    19/95 

合計 
<人／人日> 

A.    8/40 
B.    0/0 
C.    67/335 
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セミナー開催の目的 気候研究及び環境研究、特に東アジア域の気候研究および環境研

究に絡んだ問題を解決する為に、現在、日本、韓国、中国、台湾

がそれぞれ直面している気候問題について、その問題点を指摘し、

更にそれをいかなる方法で解決しようとしているかを発表するワ

ークショップを開催する。 

各国における気候、環境問題は、地理的に近いこともあって関連

性があり、またそれぞれの国の事情に依存して、得意な分野があ

る。それらの情報を供出し、それぞれの問題を確認し、解決につ

なげることは、大変意義あることと考えられる。また、若手研究

者の教育にも大いに寄与するものと期待される。更に、このワー

クショップをきっかけに、他の研究交流へと展開していくことも

多いに期待できる。 

期待される成果 昨年度日本で開催された第 5 回 UAW では、学生やポスドク、教

官による口頭発表およびポスター発表、研究テーマ毎に分かれた

グループディスカッションなどが積極的に行われた。通常のワー

クショップよりも学生の教育を重視している点を考えると、気候

モデリングに携わる次世代の研究者育成等の面で多いに成果を挙

げた、と言える。今年度は韓国で第 6 回 UAW を開催予定であり、

昨年度までに築き上げたよい関係を維持し、更なる積極的な交流、

研究の進展、若手研究者の教育を目指す。 
特に多様な様相を持つ東アジアのモンスーン、それに伴う大気汚

染の状況、エアロゾル汚染などの様々な問題について、今年も発

表や議論が活発に行われることが予想され、研究面でも大きな成

果が期待できる。 
また、このワークショップでのアジア域の気候研究コミュニティ

ーの人的交流がきっかけとなって、今後更なる研究交流へと発展

していくことも多いに期待できる。 

セミナーの運営組織 UAW 開催にあたっては、各国代表者で構成した実行委員会を設置

し、連絡を取りながら進める。メンバーは、日本側：気候システ

ム研究センター長・中島映至、韓国：ソウル大学・Kang  In-Sik
教授、中国：中国科学院・Wang  Bin 教授、台湾：国立台湾大

学・ Hsu Huang-Hsiung 教授。今年度は韓国での開催を計画してお

り、ソウル大学が事務局となる。 
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開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容  往復航空券代等     金額 918,000 円  
 

（韓国）側 内容   宿泊費・食費・    金額 1,300,000 円 

     会場費等          

（中国）側 内容  往復航空券代等    金額 850,000 円   

（台湾）側 内容  往復航空券代等     金額 916,000 円  

 

 

 

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>

 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

    

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      5,131,000 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       776,000

謝金            867,000  

備品・消耗品購
入費 

           779,000  

その他経費            545,000  

外国旅費・謝金
に係る消費税 

           102,000  

計          8,200,000
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料            820,000
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          9,020,000  

 

 

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 2,500,000 １０／１９１ 

第２四半期 1,835,000 ３／１２９ 

第３四半期 2,637,000 ２／１８０ 

第４四半期 1,228,000 ２／９０ 

合計 8,200,000 １７／５９０ 

 


